
高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
（平成26年10月2日改定）
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-058 ２６０１ 2601 2巻1号 昭和16年1月5日 二六〇〇展社

9-058 ２０世紀 20セイキ 5巻12号 昭和16年12月20日 成美堂書店

0-008 ２０世紀 20セイキ 6巻2号 昭和17年2月20日 成美堂書店

9-058 ２６００展 2600テン 1巻2号 昭和15年10月5日 二六〇〇展社

9-052 藍 アイ 1巻2号 昭和21年10月1日 藍香社

9-052 藍 アイ 1巻5号 昭和22年2月10日 藍香社

9-052 藍 アイ 1巻7号 昭和22年4月1日 藍香社

9-052 藍 アイ 1巻8号 昭和22年5月1日 藍香社

9-052 藍 アイ 1巻9号 昭和22年7月1日 藍香社

9-052 藍 アイ 1巻10号 昭和22年8月1日 藍香社

9-052 藍 アイ 2巻1号 昭和22年9月1日 藍香社

9-052 藍 アイ 2巻2号 昭和22年11月1日 藍香社

9-052 藍 アイ 2巻3号 昭和23年2月1日 藍香社

9-052 藍 アイ 2巻4号 昭和23年3月1日 藍香社

9-052 藍 アイ 2巻5号 昭和23年4月1日 藍香社

9-052 藍 アイ 2巻6号 昭和23年5月1日 藍香社

9-052 藍 アイ 2巻7号 昭和23年6月1日 藍香社

9-052 藍 アイ 2巻8号 昭和23年7月1日 藍香社

9-052 藍 アイ 2巻9号 昭和23年8月1日 藍香社

9-052 藍 アイ 3巻1号 昭和23年10月1日 藍香社

9-052 藍 アイ 3巻2号 昭和23年11月1日 藍香社

9-052 藍 アイ 3巻6号 昭和24年3月1日 藍香社

9-016 哀歓 アイカン 2冊 昭和24年7月1日 平井通

9-016 哀歓 アイカン 3冊 昭和24年11月1日 平井通・哀歓社

9-016 哀歓 アイカン 4冊 昭和25年1月1日 哀歓社

4-005 愛犬の友 アイケンノトモ 2月号 昭和30年2月1日 愛犬の友社

4-005 愛犬の友 アイケンノトモ 5巻3号 昭和30年3月1日 愛犬の友社

3-007 愛国評論 アイコクヒョウロン 1巻5号 昭和19年12月8日 愛國評論編輯部

3-019 愛国評論 アイコクヒョウロン 2巻1号 昭和20年1月8日 愛国評論編集部

3-007 愛国評論 アイコクヒョウロン 2巻2号 昭和20年2月8日 愛國評論編輯部

0-067 愛生 アイセイ 6巻1号 昭和11年1月30日 財団法人長島愛生園慰安会

0-067 愛生 アイセイ 6巻2号 昭和11年2月29日 財団法人長島愛生園慰安会

0-067 愛生 アイセイ 6巻3号 昭和11年3月30日 財団法人長島愛生園慰安会

0-067 愛生 アイセイ 6巻6号 昭和11年6月30日 財団法人長島愛生園慰安会

0-067 愛生 アイセイ 6巻9号 昭和11年9月30日 財団法人長島愛生園慰安会

0-067 愛生 アイセイ 8巻8号 昭和13年8月1日 財団法人長島愛生園慰安会

0-067 愛生 アイセイ 8巻10号 昭和13年10月1日 財団法人長島愛生園慰安会

0-067 愛生 アイセイ 8巻11号 昭和13年11月1日 財団法人長島愛生園慰安会

0-067 愛生 アイセイ 9巻4号 昭和14年4月1日 財団法人長島愛生園慰安会

0-067 愛生 アイセイ 9巻5号 昭和14年5月1日 財団法人長島愛生園慰安会

0-067 愛生 アイセイ 9巻6号 昭和14年6月1日 財団法人長島愛生園慰安会

0-067 愛生 アイセイ 9巻7号 昭和14年7月1日 財団法人長島愛生園慰安会

0-067 愛生 アイセイ 9巻8号 昭和14年8月25日 財団法人長島愛生園慰安会

0-067 愛生 アイセイ 9巻9号 昭和14年9月1日 財団法人長島愛生園慰安会

9-066 葵文芸 アオイブンゲイ 6号 昭和25年11月15日 東京経済大学内文芸部

9-002 青馬 アオウマ 1巻5号 昭和2年10月10日 靑馬社

9-002 青馬 アオウマ 1巻6号 昭和2年11月1日 靑馬社

9-002 青馬 アオウマ 7号 昭和3年1月15日 靑馬社

9-002 青馬 アオウマ 9号 昭和3年6月10日 靑馬社

9-009 青衣 アオギヌ 34号 昭和39年2月23日 青衣社

0-080 青森アララギ アオモリアララギ 64集 1954年11月30日 青森アララギ会

9-064 赤い鳥 アカイトリ 12巻3号 昭和11年10月1日 赤い鳥社

9-071 赤絵 アカエ 11月号 昭和28年9月15日 赤絵同人会

9-071 赤絵 アカエ 12号 昭和29年5月25日 学習院大学文芸部赤絵同人会　
9-071 赤絵 アカエ 13号 昭和30年7月1日 学習院大学文芸部赤絵同人会                              2冊あり
9-064 赤とんぼ アカトンボ 2巻4号 昭和22年4月1日 実業之日本社

9-064 赤とんぼ アカトンボ 2巻5号 昭和22年5月1日 実業之日本社

9-064 赤とんぼ アカトンボ 2巻6号 昭和22年6月1日 実業之日本社

9-064 赤とんぼ アカトンボ 2巻9号 昭和22年9月1日 実業之日本社

9-052 赤門文学 アカモンブンガク 2巻2号 昭和17年2月1日 赤門書房                               2冊あり
9-052 赤門文学 アカモンブンガク 2巻5号 昭和17年5月1日 赤門書房

9-052 赤門文学 アカモンブンガク no.2 昭和23年11月10日 近代文庫社

9-052 赤門文学 アカモンブンガク 4号 1963年1月30日 赤門文学会

3-031 明かるい学校 アカルイガッコウ 2号 1947年1月20日 明かるい学校社

3-031 明かるい学校 アカルイガッコウ 3号 1947年6月15日 明かるい学校社

3-031 明かるい学校 アカルイガッコウ 4号 1947年9月1日 明かるい学校社

3-031 明かるい学校 アカルイガッコウ 5号 1947年11月1日 明かるい学校社

3-031 明かるい学校 アカルイガッコウ 6号 1947年12月1日 明かるい学校社

3-031 明かるい学校 アカルイガッコウ 7号 1948年1月1日 明かるい学校社

3-031 あかるい教育 アカルイキョウイク 8号 1948年3月25日 明かるい学校社

3-031 あかるい教育 アカルイキョウイク 9号 1948年4月25日 明かるい学校社

3-031 あかるい教育 アカルイキョウイク 10号 1948年5月25日 明かるい学校社

3-031 あかるい教育 アカルイキョウイク 11号 1948年6月25日 明かるい学校社

3-031 あかるい教育 アカルイキョウイク 12号 1948年7月25日 明かるい学校社

3-031 あかるい教育 アカルイキョウイク 13号 1948年8月25日 明かるい学校社

3-031 あかるい教育 アカルイキョウイク 14号 1948年9月25日 明かるい学校社

3-031 あかるい教育 アカルイキョウイク 15号 1948年10月25日 明かるい学校社

3-031 あかるい教育 アカルイキョウイク 16号 1948年11月25日 明かるい学校社

3-031 あかるい教育 アカルイキョウイク 17号 1949年2月12日 明かるい学校社
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3-031 あかるい教育 アカルイキョウイク 18号 1949年3月1日 明かるい学校社

3-031 あかるい教育 アカルイキョウイク 19号 1949年5月1日 明かるい学校社

3-031 あかるい教育 アカルイキョウイク 20号 1949年8月1日 明かるい学校社

9-009 秋 アキ 4巻7号 昭和39年8月1日 「秋」発行所

6-004 秋播き野菜の作り方 アキマキヤサイノツクリカタ　－ 昭和20年9月15日 株式会社児童図書出版社

0-063 麻の葉 アサノハ 2号 昭和39年5月5日 麻布学園同窓会

3-043 旭 アサヒ 1巻3号 昭和9年5月1日 国防研究会

7-019 アサヒカメラ アサヒカメラ 33巻2号 昭和17年2月1日 朝日新聞社

7-016 アサヒカメラ アサヒカメラ 34巻1号 昭和24年10月1日 朝日新聞社 復刊1号
7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 14巻10号 昭和5年3月5日 株式会社朝日新聞社支店東京朝日新聞発行所

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 18巻10号 昭和7年3月2日 株式会社朝日新聞社支店東京朝日新聞発行所

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 23巻11号 昭和9年9月12日 株式会社朝日新聞社支店東京朝日新聞発行所

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 26巻10号 昭和11年3月4日 株式会社朝日新聞社支店東京朝日新聞発行所

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 34巻12号 昭和15年3月27日 株式会社朝日新聞支店東京朝日新聞発行所

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 37巻26号 昭和16年12月24日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 42巻20号 昭和19年5月24日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 43巻3号 昭和19年7月19日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 43巻6号 昭和19年8月9日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 43巻7号 昭和19年8月16日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 43巻8号 昭和19年8月23日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 43巻10号 昭和19年9月6日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 43巻11号 昭和19年9月13日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 43巻13号 昭和19年9月27日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 43巻14号 昭和19年10月4日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 43巻15号 昭和19年10月11日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 43巻16号 昭和19年10月18日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 43巻17号 昭和19年10月25日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 43巻19号 昭和19年11月8日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 43巻20号 昭和19年11月15日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 43巻24号 昭和19年12月13日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 44巻4号 昭和20年1月24日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 44巻6号 昭和20年2月7日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 44巻10号 昭和20年3月7日 朝日新聞東京本社

Ｇ-008 アサヒグラフ アサヒグラフ 44巻18号 昭和20年5月15日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 44巻28号 昭和20年8月25日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 44巻29号 昭和20年9月5日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 44巻30号 昭和20年9月25日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 44巻31号 昭和20年10月5日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 44巻33号 昭和20年10月15日 朝日新聞東京本社

Ｇ-008 アサヒグラフ アサヒグラフ 44巻35号 昭和20年11月5日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 44巻36号 昭和20年11月15日 朝日新聞東京本社

Ｇ-008 アサヒグラフ アサヒグラフ 44巻38号 昭和20年12月5日 朝日新聞東京本社 巻号標記誤り　45巻→44巻
7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 44巻41号 昭和20年12月25日 朝日新聞東京本社

Ｇ-008 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻1号 昭和21年1月5日 朝日新聞東京本社

Ｇ-008 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻2号 昭和21年1月15日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻3号 昭和21年1月25日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻3号 昭和21年1月25日 朝日新聞東京本社

7-012 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻4号 昭和21年2月5日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻5号 昭和21年2月15日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻6号 昭和21年2月25日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻7号 昭和21年3月5日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻8号 昭和21年3月15日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻9号 昭和21年3月25日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻10号 昭和21年4月5日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻11号 昭和21年4月15日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻12号 昭和21年4月25日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻13号 昭和21年5月5日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻14号 昭和21年5月15日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻15号 昭和21年5月25日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻16号 昭和21年6月5日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻18号 昭和21年6月25日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 45巻19号 昭和21年7月5日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 46巻2号 昭和21年7月15日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 46巻3号 昭和21年7月25日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 46巻4号 昭和21年8月5日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 46巻5号 昭和21年8月15日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 46巻6号 昭和21年8月25日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 46巻7号 昭和21年9月5日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 46巻8号 昭和21年9月15日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 46巻9号 昭和21年9月25日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 46巻10号 昭和21年10月5日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 46巻11号 昭和21年10月15日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 46巻12号 昭和21年10月25日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 46巻13号 昭和21年11月5日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 46巻14号 昭和21年11月15日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 46巻15号 昭和21年11月25日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 46巻16号 昭和21年12月5日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 46巻17号 昭和21年12月15日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 47巻5号 昭和22年2月15日 朝日新聞東京本社
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7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 47巻7号 昭和22年3月5日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 47巻9号 昭和22年3月25日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 47巻12号 昭和22年5月1日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 47巻15号 昭和22年6月18日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 48巻1号 昭和22年7月2日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 48巻3号 昭和22年7月16日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 48巻5号 昭和22年7月30日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 48巻7号 昭和22年8月13日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 48巻14号 昭和22年10月1日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 48巻16号 昭和22年10月15日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 48巻17号 昭和22年10月22日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 48巻20号 昭和22年11月12日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 48巻21号 昭和22年11月19日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 48巻22号 昭和22年11月26日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 48巻23号 昭和22年12月3日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 48巻24号 昭和22年12月10日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 48巻25号 昭和22年12月17日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 48巻26号 昭和22年12月24日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻4号 昭和23年1月28日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻6号 昭和23年2月11日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻7号 昭和23年2月18日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻8号 昭和23年2月25日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻9号 昭和23年3月3日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻10号 昭和23年3月10日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻11号 昭和23年3月17日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻12号 昭和23年3月24日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻13号 昭和23年3月31日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻14号 昭和23年4月7日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻15号 昭和23年4月14日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻16号 昭和23年4月21日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻17号 昭和23年4月28日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻18号 昭和23年5月5日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻19号 昭和23年5月12日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻20号 昭和23年5月19日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻23号 昭和23年6月2日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻23号 昭和23年6月9日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻24号 昭和23年6月16日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 49巻26号 昭和23年6月30日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 50巻1号 昭和23年7月7日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 50巻4号 昭和23年7月28日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 50巻5号 昭和23年8月4日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 50巻6号 昭和23年8月11日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 50巻7号 昭和23年8月18日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 50巻8号 昭和23年8月25日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 50巻10号 昭和23年9月8日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 50巻11号 昭和23年9月15日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 50巻13号 昭和23年9月29日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 50巻15号 昭和23年10月13日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 50巻17号 昭和23年10月27日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 50巻18号 昭和23年11月3日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 50巻19号 昭和23年11月10日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 50巻20号 昭和23年11月17日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 50巻21号 昭和23年11月24日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 50巻23号 昭和23年12月8日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 50巻24号 昭和23年12月15日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 50巻25号 昭和23年12月22日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻2号 昭和24年1月12日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻4号 昭和24年1月26日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻6号 昭和24年2月9日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻7号 昭和24年2月16日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻8号 昭和24年2月23日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻11号 昭和24年3月16日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻12号 昭和24年3月23日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻13号 昭和24年3月30日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻14号 昭和24年4月6日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻15号 昭和24年4月13日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻16号 昭和24年4月20日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻17号 昭和24年4月27日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻18号 昭和24年5月4日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻19号 昭和24年5月11日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻20号 昭和24年5月18日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻21号 昭和24年5月25日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻23号 昭和24年6月8日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻24号 昭和24年6月15日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻25号 昭和24年6月22日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 51巻26号 昭和24年6月29日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻1号 昭和24年7月6日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻2号 昭和24年7月13日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻3号 昭和24年7月20日 朝日新聞東京本社



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
（平成26年10月2日改定）
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻4号 昭和24年7月27日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻5号 昭和24年8月3日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻6号 昭和24年8月10日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻7号 昭和24年8月17日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻8号 昭和24年8月24日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻9号 昭和24年8月31日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻11号 昭和24年9月14日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻13号 昭和24年9月21日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻14号 昭和24年9月28日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻15号 昭和24年10月5日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻16号 昭和24年10月12日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻17号 昭和24年10月19日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻18号 昭和24年10月26日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻19号 昭和24年11月2日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻20号 昭和24年11月9日 朝日新聞東京本社

7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻21号 昭和24年11月16日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻23号 昭和24年11月23日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻24号 昭和24年11月30日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻25号 昭和24年12月7日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻26号 昭和24年12月14日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-013 アサヒグラフ アサヒグラフ 52巻27号 昭和24年12月21日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻1号 昭和25年1月4日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻2号 昭和25年1月11日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻3号 昭和25年1月18日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻5号 昭和25年2月1日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻6号 昭和25年2月8日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻7号 昭和25年2月15日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻8号 昭和25年2月22日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻9号 昭和25年3月1日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻11号 昭和25年3月15日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻12号 昭和25年3月22日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻13号 昭和25年3月29日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻14号 昭和25年4月5日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻15号 昭和25年4月12日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻16号 昭和25年4月19日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻17号 昭和25年4月26日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻18号 昭和25年5月3日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻19号 昭和25年5月10日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻20号 昭和25年5月17日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻21号 昭和25年5月24日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻22号 昭和25年5月31日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻23号 昭和25年6月7日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻24号 昭和25年6月14日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻25号 昭和25年6月21日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 53巻26号 昭和25年6月28日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻1号 昭和25年7月5日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻2号 昭和25年7月12日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻3号 昭和25年7月19日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻4号 昭和25年7月26日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻5号 昭和25年8月2日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻6号 昭和25年8月9日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻8号 昭和25年8月23日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻9号 昭和25年8月30日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻10号 昭和25年9月6日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻12号 昭和25年9月20日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻13号 昭和25年9月27日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻14号 昭和25年10月4日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻15号 昭和25年10月11日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻16号 昭和25年10月18日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻17号 昭和25年10月25日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻18号 昭和25年11月1日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻20号 昭和25年11月15日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻21号 昭和25年11月22日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻22号 昭和25年11月29日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻24号 昭和25年12月13日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 54巻25号 昭和25年12月20日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻1号 昭和26年1月3日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻2号 昭和26年1月10日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻3号 昭和26年1月17日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻4号 昭和26年1月24日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻5号 昭和26年1月31日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻6号 昭和26年2月7日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻7号 昭和26年2月14日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻8号 昭和26年2月21日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻9号 昭和26年2月28日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻10号 昭和26年3月7日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻11号 昭和26年3月14日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻12号 昭和26年3月21日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻13号 昭和26年3月28日 朝日新聞社



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
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7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻14号 昭和26年4月4日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻15号 昭和26年4月11日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻16号 昭和26年4月18日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻17号 昭和26年4月25日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻18号 昭和26年5月2日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻19号 昭和26年5月9日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻20号 昭和26年5月16日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻22号 昭和26年5月23日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻23号 昭和26年5月30日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻24号 昭和26年6月6日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻26号 昭和26年6月20日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻27号 昭和26年6月27日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻28号 昭和26年7月4日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻29号 昭和26年7月11日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻32号 昭和26年8月1日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻33号 昭和26年8月8日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻34号 昭和26年8月15日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻35号 昭和26年8月22日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻36号 昭和26年8月29日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻37号 昭和26年9月5日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻51号 昭和26年12月12日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 55巻52号 昭和26年12月19日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 56巻1号 昭和27年1月2日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 56巻2号 昭和27年1月9日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 56巻18号 昭和27年4月30日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 56巻32号 昭和27年8月6日 朝日新聞社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 57巻12号 昭和28年3月25日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 57巻10号 昭和28年6月10日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 57巻23号 昭和28年6月10日 朝日新聞社 表紙なし
7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 57巻38号 昭和28年9月23日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 57巻39号 昭和28年9月30日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 57巻42号 昭和28年10月21日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 58巻1号 昭和29年1月6日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 58巻2号 昭和29年1月13日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 58巻7号 昭和29年2月17日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 58巻10号 昭和29年3月10日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 58巻11号 昭和29年3月17日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 58巻12号 昭和29年3月24日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 58巻14号 昭和29年4月7日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1548号 昭和29年4月21日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1557号 昭和29年6月23日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1558号 昭和29年6月30日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1558号 昭和29年7月7日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1566号 昭和29年8月25日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1569号 昭和29年9月15日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1570号 昭和29年9月22日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1571号 昭和29年9月29日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1572号 昭和29年10月6日 朝日新聞社 本の中程に切り込みあり
7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1575号 昭和29年10月27日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1576号 昭和29年11月3日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1577号 昭和29年11月10日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1578号 昭和29年11月17日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1579号 昭和29年11月24日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1580号 昭和29年12月1日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1582号 昭和29年12月15日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1587号 昭和30年1月26日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1591号 昭和30年2月23日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1592号 昭和30年3月2日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1593号 昭和30年3月9日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1595号 昭和30年3月23日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 1596号 昭和30年3月30日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 2000号 昭和37年10月12日 朝日新聞社

7-014 アサヒグラフ アサヒグラフ 2154-2110号 昭和40年7月23日-10月9日朝日新聞社

7-015 アサヒグラフ アサヒグラフ 　－ 昭和43年7月19日-昭和43年9月27日朝日新聞社 合本
7-014 アサヒグラフ増刊 アサヒグラフゾウカン 　－ 昭和39年11月1日 朝日新聞社

7-012 アサヒグラフ特別号 アサヒグラフトクベツゴウ　－ 大正12年10月28日 東京朝日新聞社グラフ局 大震災全記
7-014 アサヒグラフ別冊 アサヒグラフベッサツ 11号 昭和29年9月25日 朝日新聞社

7-018 アサヒグラフ臨時増刊 アサヒグラフリンジゾウカン演芸号 大正13年2月5日 株式会社朝日新聞 写真時報（2巻１-２号）との合本
7-012 アサヒグラフ臨時増刊 アサヒグラフリンジゾウカン　－ 大正15年1月15日 株式会社朝日新聞社東京支店カメラの見た大正十四年史
7-012 アサヒグラフ臨時増刊 アサヒグラフリンジゾウカン　－ 昭和2年1月18日 朝日新聞社 先帝陛下御一代画報
9-012 あさひこ アサヒコ 1巻1-12号 昭和21年1月1日-昭和21年12月1日あさひこ短歌会 合本、1巻1号は復刊号
9-012 あさひこ アサヒコ 2巻1-12号 昭和22年1月1日-昭和22年12月1日あさひこ短歌会 合本
9-012 あさひこ アサヒコ 3巻5号 昭和23年5月1日 あさひこ短歌会

9-012 あさひこ アサヒコ 3巻6号 昭和23年6月1日 あさひこ短歌会

9-012 あさひこ アサヒコ 3巻7号 昭和23年7月1日 あさひこ短歌会

9-012 あさひこ アサヒコ 3巻8号 昭和23年8月1日 あさひこ短歌会

9-012 あさひこ アサヒコ 3巻9号 昭和23年9月1日 あさひこ短歌会

9-012 あさひこ アサヒコ 3巻10号 昭和23年10月1日 あさひこ短歌会

9-012 あさひこ アサヒコ 3巻11号 昭和23年11月1日 あさひこ短歌会
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9-012 あさひこ アサヒコ 3巻12号 昭和23年12月1日 あさひこ短歌会

9-012 あさひこ アサヒコ 3巻1-4号 昭和23年1月1日-昭和23年4月1日あさひこ短歌会 合本
9-012 あさひこ アサヒコ 4巻1-12号 昭和24年1月1日-昭和24年12月1日あさひこ短歌会 合本
0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.1 昭和37年1月7日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.2 昭和37年1月14日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.3 昭和37年1月21日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.4 昭和37年1月28日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.5 昭和37年2月4日 朝日新聞社

0-079 朝日ジャーナル アサヒジャーナル 4巻6号 昭和37年2月11日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.7 昭和37年2月18日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.9 昭和37年3月4日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.10 昭和37年3月11日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.11 昭和37年3月18日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.12 昭和37年3月25日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.13 昭和37年4月1日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.14 昭和37年4月8日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.15 昭和37年4月15日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.16 昭和37年4月22日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.17 昭和37年4月29日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.18 昭和37年5月6日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.19 昭和37年5月13日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.20 昭和37年5月20日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.4 no.29 昭和37年7月22日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.6 no.10 昭和39年3月8日 朝日新聞社

0-074 朝日ジャーナル アサヒジャーナル v.6 no.46 昭和39年11月15日 朝日新聞社

9-012 あさひね アサヒネ 2巻2号 昭和22年3月10日 あさひね短歌会 2月、3月合併号
9-012 あさひね アサヒネ 2巻3号 昭和22年6月10日 あさひね短歌会 4月、5月合併号
9-012 あさひね アサヒネ 2巻6号 昭和22年12月10日 あさひね短歌会

9-012 あさひね アサヒネ 3巻1号 昭和23年3月10日 あさひね短歌会

0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 1巻2号 昭和21年4月1日 朝日新聞社

0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 1巻3号 昭和21年5月1日 朝日新聞社

0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 1巻4号 昭和21年7月1日 朝日新聞社

0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 1巻7号 昭和21年9月1日 朝日新聞社

0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 2巻1号 昭和22年1月1日 朝日新聞社 通巻第11号
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 2巻2号 昭和22年2月1日 朝日新聞社 通巻第12号　　　　　　　　　2冊あ
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 2巻3号 昭和22年3月1日 朝日新聞社 通巻第13号　　　　　　　　　2冊あ
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 2巻4号 昭和22年4月1日 朝日新聞社 通巻第14号　　　　　　　　　3冊あ
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 2巻6号 昭和22年6月1日 朝日新聞社 通巻第16号　　　　　　　　　2冊あ
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 2巻7号 昭和22年7月1日 朝日新聞社 通巻第17号　　　　　　　　　2冊あ
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 2巻9号 昭和22年9月1日 朝日新聞社 通巻第19号
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 3巻1号 昭和23年1月1日 朝日新聞社 通巻第23号　　　　　　　　　2冊あ
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 3巻6号 昭和23年6月1日 朝日新聞社 通巻第28号
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 3巻7号 昭和23年7月1日 朝日新聞社 通巻第29号　　　　　　　　　3冊あ
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 3巻9号 昭和23年9月1日 朝日新聞社 通巻第31号
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 3巻10号 昭和23年10月1日 朝日新聞社 通巻第32号　　　　　　　　　3冊あ
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 3巻12号 昭和23年12月1日 朝日新聞社 通巻第34号　　　　　　　　　2冊あ
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 4巻1号 昭和24年1月1日 朝日新聞社 通巻第35号
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 4巻2号 昭和24年2月1日 朝日新聞社 通巻第36号
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 4巻3号 昭和24年3月1日 朝日新聞社 通巻第37号
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 4巻4号 昭和24年4月1日 朝日新聞社 通巻第38号
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 4巻5号 昭和24年5月1日 朝日新聞社 通巻第39号　　　　　　　　　2冊あ
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 4巻6号 昭和24年6月1日 朝日新聞社 通巻第40号　　　　　　　　　2冊あ
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 4巻7号 昭和24年7月1日 朝日新聞社 通巻第41号
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 5巻1号 昭和25年1月1日 朝日新聞社 通巻第46号
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 5巻2号 昭和25年2月1日 朝日新聞社 通巻第47号
0-036 朝日評論 アサヒヒョウロン 5巻12号 昭和25年12月1日 朝日新聞社 通巻第58号
9-071 葦 アシ 3号 昭和21年12月1日 七曜会

9-016 あしかび アシカビ 9巻1号 昭和21年1月10日 靑玄社

9-016 馬醉木 アシビ 16巻1号 昭和12年1月1日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 24巻1号 昭和20年1月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 24巻2号 昭和20年2月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 24巻3-4号 昭和20年5月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 24巻12号 昭和20年12月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 25巻1-2号 昭和21年1月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 25巻4号 昭和21年4月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 25巻5号 昭和21年5月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 25巻7号 昭和21年7月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 25巻8号 昭和21年8月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 25巻9号 昭和21年9月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 25巻10号 昭和21年10月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 25巻11号 昭和21年11月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 25巻12号 昭和21年12月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 26巻1号 昭和22年1月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 26巻2号 昭和22年2月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 26巻3号 昭和22年3月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 26巻4号 昭和22年4月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 26巻5号 昭和22年5月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 26巻6号 昭和22年6月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 26巻7号 昭和22年7月2日 馬醉木発行所
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9-016 馬醉木 アシビ 26巻8号 昭和22年8月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 26巻9号 昭和22年9月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 26巻10号 昭和22年10月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 26巻11号 昭和22年11月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 26巻12号 昭和22年12月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 27巻1号 昭和23年1月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 27巻2号 昭和23年2月2日 馬醉木発行所

9-016 馬醉木 アシビ 27巻3号 昭和23年3月2日 馬醉木発行所

9-052 葦笛 アシブエ 9集 昭和21年7月1日 葦笛社

9-016 飛鳥 アスカ 1巻3号 昭和17年12月1日 飛鳥発行所

9-052 明日香 アスカ 8巻2号 昭和18年2月1日 古今書院

9-016 飛鳥 アスカ 2巻19号 昭和18年10月1日 飛鳥発行所

9-016 飛鳥 アスカ 2巻21号 昭和18年11月1日 飛鳥発行所

9-012 明日香路 アスカジ 9巻1号 昭和32年1月10日 明日香路社

3-020 あすの装い アスノヨソオイ 2巻18号 1952年9月15日 東京・新生活社

3-031 新らしい教育と文化 アタラシイキョウイクトブンカ2巻1号 昭和23年1月1日 週刊教育新聞社

3-031 新らしい教育と文化 アタラシイキョウイクトブンカ2巻2号 昭和23年2月1日 週刊教育新聞社

3-031 新らしい教育と文化 アタラシイキョウイクトブンカ3巻3号 昭和24年4月1日 教育新報社

9-093 新しい言語理論と日本語 アタラシイゲンゴリロントニホンゴ　－ 平成9年3月5日 株式会社凡人社

3-014 新しい世界 アタラシイセカイ 1巻2号 1946年9月1日 日本共産党出版部

3-014 新しい世界 アタラシイセカイ 35号 昭和24年6月1日 日本共産党出版局事業部

3-014 新しい世界 アタラシイセカイ 36号 昭和24年7月1日 日本共産党出版局事業部

3-014 新しい世代 アタラシイセダイ 1巻4号 1960年5月1日 朝鮮靑年社

3-014 新しい世代 アタラシイセダイ 1巻6号 1960年7月1日 朝鮮靑年社

3-014 新しい世代 アタラシイセダイ 2巻2号 1961年3月1日 朝鮮靑年社

9-052 新しき村 アタラシキムラ 6年10号 大正12年12月1日 新しき村出版部

9-052 新しき村 アタラシキムラ 1巻2号 昭和24年5月1日 財団法人新しき村出版部

9-052 新しき村 アタラシキムラ 5巻1号 昭和30年1月1日 財団法人新しき村本部東第一新しき村

9-052 新しき村 アタラシキムラ 5巻2号 昭和30年2月1日 財団法人新しき村本部東第一新しき村

9-052 新しき村 アタラシキムラ 7巻3号 昭和32年4月1日 財団法人新しき村本部東第一新しき村

9-052 新しき村 アタラシキムラ 9巻7号 昭和34年8月1日 財団法人新しき村本部東第一新しき村

9-052 新しき村 アタラシキムラ 9巻9号 昭和34年10月1日 財団法人新しき村本部東第一新しき村

7-006 アトリエ アトリエ 6巻8号 昭和4年8月1日 アトリエ社

7-006 アトリエ アトリエ 7巻1号 昭和5年1月1日 アトリエ社

7-006 アトリエ アトリエ 7巻9号 昭和5年9月1日 アトリエ社

7-006 アトリエ アトリエ 10巻10号 昭和8年10月1日 アトリエ社

7-006 アトリエ アトリエ 13巻3号 昭和11年3月1日 アトリエ社

7-006 アトリエ アトリエ 13巻9号 昭和11年9月1日 アトリエ社

7-006 アトリエ アトリエ 14巻6号 昭和12年6月1日 アトリエ社

7-006 アトリエ アトリエ 15巻14号 昭和13年10月1日 アトリエ社

7-006 アトリエ アトリエ 16巻7号 昭和14年7月1日 アトリエ社

7-006 アトリエ アトリエ 17巻11号 昭和15年10月1日 アトリエ社

7-006 アトリエ アトリエ 9月号 昭和21年9月1日 株式会社アルス

7-006 アトリエ アトリエ 244号 昭和21年11月1日 株式会社アルス

7-006 アトリエ アトリエ 245号 昭和22年1月1日 株式会社アルス

7-006 アトリエ アトリエ 248号 昭和22年5月1日 株式会社アルス

7-006 アトリエ アトリエ 300号 昭和26年11月1日 アトリエ社

3-004 アナキズム アナキズム 18号 1961年5月1日 記載無し

3-004 アナキズム アナキズム 20号 1962年8月1日 記載無し

Ｇ-008 兄は征く アニワユク 　－ 1944年9月15日 日本音楽図書株式会社創立事務所

5-011 アプレガール アプレガール v.29 no.5 昭和24年6月1日 明治書院

0-020 阿部一族その他 アベイチゾクソノタ 不明 不明 不明 表紙破損　　　Ｐ15-Ｐ286
9-009 あまぎ アマギ 3号 昭和21年5月25日 あまぎ文舎

9-009 あまぎ アマギ 4号 昭和21年7月1日 あまぎ文舎

9-009 天城 アマギ 1巻5号 昭和21年8月1日 あまぎ文舎

3-040 あまとりあ アマトリア 4巻5号 昭和29年5月1日 株式会社あまとりあ社

9-083 奄美方言の研究 アマミホウゲンノケンキュウ2編 昭和31年10月 記載無し

9-083 奄美方言の研究 アマミホウゲンノケンキュウ3編 昭和32年2月11日 記載無し

7-011 あゆち アユチ 18巻5号 大正13年6月15日 記載なし

9-071 歩み アユミ 12号 大正12年10月1日 歩み社

0-060 あゆみ アユミ 　－ 1967年10月8日 日本共産党中央委員会出版部

4-008 歩み始めの性 アユミハジメノサガ 　－ 記載無し 記載無し 婦人生活2月号付録
9-012 アララギ アララギ 16巻11号 大正12年10月23日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 16巻12号 大正12年11月28日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 17巻2号 大正13年1月25日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 24巻9号 昭和6年9月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 26巻1号 昭和8年1月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 26巻1号 昭和8年1月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 38巻1号 昭和20年9月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 38巻2号 昭和20年10月1日 アララギ発行所 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-012 アララギ アララギ 38巻3号 昭和20年11月1日 アララギ発行所 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-012 アララギ アララギ 38巻4号 昭和20年12月1日 アララギ発行所 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-012 アララギ アララギ 39巻1号 昭和21年1月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 39巻2号 昭和21年2月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 39巻3号 昭和21年3月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 39巻4号 昭和21年4月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 39巻5号 昭和21年5月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 39巻6号 昭和21年6月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 39巻7号 昭和21年7月1日 アララギ発行所
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-012 アララギ アララギ 39巻8号 昭和21年8月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 39巻9号 昭和21年9月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 39巻10号 昭和21年10月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 39巻11号 昭和21年11月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 39巻12号 昭和21年12月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 40巻1号 昭和22年1月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 40巻2号 昭和22年2月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 40巻3号 昭和22年3月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 40巻4号 昭和22年4月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 40巻5号 昭和22年5月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 40巻6号 昭和22年6月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 41巻2号 昭和23年2月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 41巻3号 昭和23年3月1日 アララギ発行所

9-012 アララギ アララギ 46巻10号 昭和28年10月1日 アララギ発行所

9-071 蟻 アリ 2号 1964年12月15日 記載無し

0-068 ＡＲＩＥＳ アリエス 3号 昭和11年12月5日 関西学院大学法文学部英文学会

0-001 有島武郎全集 アリシマタケオゼンシュウ　－ 記載無し 新潮社

0-001
有島武郎全集内容（附募集
規定）

アリシマタケオゼンシュウナイヨウ（フボシュウキテイ）　－ 大正13年1月 叢文閣

9-009 アルビレオ アルビレオ 6号 昭和26年12月20日 アルビレオ会

7-023 アルプ アルプ 40号 昭和36年6月1日 記載なし 裏表紙破損
7-023 アルプ アルプ 51号 昭和37年5月1日 株式会社創文社

9-071 荒地 アレチ 2 昭和14年5月1日 「荒地」発行所

9-071 荒地 アレチ 3 昭和14年7月5日 「荒地」発行所

9-071 荒地 アレチ 4 昭和14年11月1日 「荒地」発行所

9-071 荒地 アレチ 5 昭和15年5月1日 「荒地」発行所

9-009 荒地 アレチ 11月号 昭和22年11月5日 記載なし

6-004 家の光 イエノヒカリ 22巻10号 昭和21年11月1日 社団法人全国農業会家の光協会　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
6-004 家の光 イエノヒカリ 23巻1号 昭和22年1月1日 社団法人全国農業会家の光協会

4-007 医学のあゆみ イガクノアユミ 3巻1号 昭和21年1月1日 日本医学雑誌株式会社

4-007 医学のあゆみ イガクノアユミ 1巻2号 昭和21年4月1日 日本医学雑誌株式会社

4-007 医学のあゆみ イガクノアユミ 1巻3号 昭和21年5月1日 日本医学雑誌株式会社

4-007 医学のあゆみ イガクノアユミ 1巻4号 昭和21年6月1日 日本医学雑誌株式会社

4-007 医学のあゆみ イガクノアユミ 1巻5号 昭和21年7月1日 日本医学雑誌株式会社

4-007 医学のあゆみ イガクノアユミ 1巻6号 昭和21年8月1日 日本医学雑誌株式会社

4-007 医学のあゆみ イガクノアユミ 2巻1号 昭和21年8月15日 日本医学雑誌株式会社

4-007 医学のあゆみ イガクノアユミ 2巻2号 昭和21年9月1日 日本医学雑誌株式会社

4-007 医学のあゆみ イガクノアユミ 2巻3号 昭和21年10月1日 日本医学雑誌株式会社

4-007 医学のあゆみ イガクノアユミ 2巻4号 昭和21年11月1日 日本医学雑誌株式会社

4-007 医学のあゆみ イガクノアユミ 2巻5号 昭和21年12月1日 日本医学雑誌株式会社

4-007 医学のあゆみ イガクノアユミ 2巻6号 昭和21年12月15日 日本医学雑誌株式会社

7-001 医家芸術 イカゲイジュツ 7巻11号 昭和38年11月1日 日本医家芸術クラブ

7-001 医家芸術 イカゲイジュツ 7巻12号 昭和38年12月1日 日本医家芸術クラブ

7-001 医家芸術 イカゲイジュツ 8巻5号 昭和39年5月1日 日本医家芸術クラブ

7-001 医家芸術 イカゲイジュツ 8巻6号 昭和39年6月1日 日本医家芸術クラブ

7-001 医家芸術 イカゲイジュツ 8巻7号 昭和39年7月1日 日本医家芸術クラブ

7-001 医家芸術 イカゲイジュツ 9巻12号 昭和40年12月1日 日本医家芸術クラブ

9-020 筏 イカダ 2巻11号 昭和20年4月1日 北米加州鶴湖収容所 要確認：同人の記入の仕方
3-014 生きた新聞 イキタシンブン 1巻2号 昭和10年2月5日 三一書房

3-014 生きた新聞 イキタシンブン 1巻4号 昭和10年4月5日 三一書房

3-014 生きた新聞 イキタシンブン 1巻7号 昭和10年7月5日 三一書房

9-083 生田長江の人と業績 イクタチョウコウノヒトトギョウセキ　－ 昭和32年7月31日 生田長江顕彰会

9-002 以後 イゴ 2冊 昭和11年11月10日 以後刊行所

9-083 意識 イシキ 11号 昭和38年6月15日 文芸四季社

9-066 意匠 イショウ 11号 昭和17年1月1日 意匠社

3-007 維新 イシン 1巻2号 昭和2年6月1日 維新社

3-007 維新 イシン 2巻4号 昭和10年4月1日 維新社 3冊1人
3-007 維新 イシン 2巻5号 昭和10年5月1日 維新社

3-007 維新 イシン 3巻1号 昭和11年1月1日 維新社

3-007 維新 イシン 21号 昭和11年6月10日 維新會本部

3-007 維新 イシン 22号 昭和11年8月1日 維新會本部 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-001 泉 イズミ 3号 大正15年1月1日 叢文閣

0-001 泉 イズミ 4号 大正15年2月4日 叢文閣

0-001 泉 イズミ 5号 大正15年3月4日 叢文閣

0-001 泉 イズミ 7号 大正15年5月1日 叢文閣

0-001 泉 イズミ 8号 大正15年6月8日 叢文閣

0-001 泉 イズミ 9号 大正15年7月5日 叢文閣

0-001 泉 イズミ 10号 大正15年8月8日 叢文閣

0-001 泉 イズミ 11号 大正15年10月1日 叢文閣

0-001 泉 イズミ 12号 大正15年11月2日 叢文閣

0-001 泉 イズミ 14号 昭和2年1月5日 叢文閣

4-002 いずみ イズミ 26巻5号 昭和54年6月1日 株式会社いずみ社

0-001 いずみ通信 イズミツウシン 3号 昭和57年10月10日 和泉書院                               2冊あり
0-001 いずみ通信 イズミツウシン 5号 昭和58年10月30日 和泉書院

0-001 いずみ通信 イズミツウシン 6号 昭和59年7月20日 和泉書院

0-001 いずみ通信 イズミツウシン 15号 1991年9月 和泉書院

0-001 いずみ通信 イズミツウシン 16号 1992年8月 和泉書院

0-001 いずみ通信 イズミツウシン 17号 1993年7月 和泉書院                               2冊あり
0-001 いずみ通信 イズミツウシン 18号 1995年4月 和泉書院

イ＊
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

0-001 いずみ通信 イズミツウシン 19号 1996年3月 和泉書院

0-001 いずみ通信 イズミツウシン 21号 1997年7月10日 和泉書院

0-001 いずみ通信 イズミツウシン 25号 1999年4月20日 和泉書院

0-001 いずみ通信 イズミツウシン 30号 2003年6月 和泉書院

2-003 出雲 イズモ 8号 昭和18年12月30日 大社学生会

9-009 位相 イソウ 2号 1958年7月15日 現代抒情詩研究会

9-009 位置 イチ 16号 昭和33年10月15日 位置社

0-058 一円本流行の害毒と其裏面 イチエンボンリュウコウノドクガイトソノウラメンダン　－ 昭和3年11月1日 有限社

Ｇ-008 一億總進撃の歌 イチオクソウシンゲキノウタ　－ 昭和20年3月1日 日本音楽図書株式会社創立事務所

9-012 一路 イチロ 19巻1号 昭和22年1月1日 一路会

9-069 一家一言 イッカイチゲン 3巻8号 昭和32年5月15日 株式会社桃園書房 小説春秋増刊
0-001 イデア イデア 2号 大正12年2月28日 イデア書院

0-001 イデア イデア 3号 大正12年3月31日 イデア書院

0-001 イデア イデア 4号 大正12年4月30日 イデア書院

0-001 イデア イデア 5号 大正12年5月24日 イデア書院

0-001 イデア イデア 6号 大正12年6月30日 イデア書院

0-001 イデア イデア 7号 大正12年7月30日 イデア書院

0-001 イデア イデア 8号 大正12年8月31日 イデア書院

0-001 イデア イデア 9号 大正12年9月30日 イデア書院 大災記念号
0-001 イデア イデア 72号 昭和4年2月28日 イデア書院

0-001 イデア イデア 74号 昭和4年4月20日 イデア書院

0-001 イデア イデア 75号 昭和4年5月20日 イデア書院

0-001 イデア イデア 76号 昭和4年6月20日 イデア書院 フレーベル記念号
0-001 イデア イデア 77号 昭和4年7月20日 イデア書院

9-083 伊藤永之介追悼の記 イトウエイノスケツイトウノキ　－ 昭和35年12月20日 羽後文学社

4-005 犬の研究 イヌノケンキュウ 13巻3号 昭和14年9月1日 犬の研究社

4-005 犬の世界 イヌノセカイ v.3 no.7 昭和36年7月1日 ローヤル　パブリッシング　カンパニー

0-036 いのち イノチ 5巻7号 昭和12年7月1日 光明思想普及会

0-036 いのち イノチ 6巻6号 昭和13年6月1日 光明思想普及会 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-036 いのち イノチ 6巻9号 昭和13年9月1日 光明思想普及会

0-036 いのち イノチ 7巻2号 昭和14年2月1日 光明思想普及会

4-001 遺傅 イフ v.5 no.6 昭和26年5月25日 株式会社北隆館

0-008 今村力三郎訴訟記録目録 イマムラリキサブロウソショウキロクモクロク　－ 記載無し 専修大学図書館

4-008
医療用医薬品再評価結果の
ご案内

イリョウヨウイヤクヒンサイヒョウカケッカノゴアンナイno.9 昭和51年7月 東京都歯科保険医協会

4-008
医療用医薬品再評価結果の
ご案内

イリョウヨウイヤクヒンサイヒョウカケッカノゴアンナイno.19 昭和57年1月 日本製薬団体連合会

9-011 爐 イロリ 162号 昭和28年5月20日 「爐」発行所

2-003 岩手史学研究 イワテシガクケンキュウ 1巻3号 昭和24年7月10日 株式会社新岩手 確認中
9-094 岩戸 イワト 2集 昭和16年12月9日 国の会

0-001
岩波講座『哲学』（全１８巻）
総索引

イワナミコウザ テツガク （ゼン１８カン）ソウサクイン　－ 記載無し 岩波書店

9-083 岩波講座日本文学 イワナミコウザニホンブンガク2回配本 昭和6年7月15日 岩波書店 「白樺」の運動
9-083 岩波講座日本文学 イワナミコウザニホンブンガク19回配本 昭和8年1月15日 岩波書店 現代階級闘争の文学
9-083 岩波講座日本文学史 イワナミコウザニホンブンガクシ7巻 昭和33年7月10日 岩波書店 近世儒者の文学観
9-083 岩波講座日本文学史 イワナミコウザニホンブンガクシ16巻 昭和34年1月10日 岩波書店 古典研究の歴史
9-083 岩波講座日本文学史 イワナミコウザニホンブンガクシ13巻 昭和34年2月10日 岩波書店 啓蒙期文学
9-083 岩波講座日本文学史 イワナミコウザニホンブンガクシ14巻 昭和34年5月11日 岩波書店 大衆文学史
9-083 岩波講座日本文学史 イワナミコウザニホンブンガクシ14巻 昭和34年5月11日 岩波書店 第2次大戦後の文学
9-083 岩波講座日本文学史 イワナミコウザニホンブンガクシ15巻 昭和34年8月31日 岩波書店 大正ディモクラシと文学
9-083 岩波講座日本文学史 イワナミコウザニホンブンガクシ15巻 昭和34年8月31日 岩波書店 人生派と芸術派

3-014
インプロコール国際無産者通
信

インプロコールコクサイムサンシャツウシン1巻8号 昭和3年10月5日 インプロコール社

9-075 VIKING ヴァイキング 18巻1号 昭和39年1月30日 VIKING CLUB

9-075 VIKING ヴァイキング 18巻2号 昭和39年2月29日 VIKING CLUB

9-058 ヴァリエテ ヴァリエテ 4号 昭和9年1月1日 三才社

6-002 ウヰンドータイムス ウィンドータイムス 7号 大正6年11月15日 ウヰンドータイムス社

3-007 『上からの民主政』に就て ウエカラノミンシュセイニツイテ　－ 昭和10年11月1日 原理日本社 原理日本100号付録
0-080 うえの ウエノ no.44 昭和37年12月1日 上野のれん会編集部

7-008
上村次敏　TSUGUTOSHI
UEMURA　１９８９

ウエムラツグトシ１９８９ 　－ 記載なし 記載なし パンフレット

0-008
ウォルト・ホイットマン文献展
目録

ウォルト・ホイットマンブンケンテンモクロク　－ 昭和28年7月19日 丸善株式会社

7-001 浮世絵 ウキヨエ 9号 昭和39年5月1日 株式会社緑園書房

7-001 浮世絵 ウキヨエ 10号 昭和39年7月1日 株式会社緑園書房

7-008 浮世絵芸術 ウキヨエゲイジュツ 4巻2号 昭和10年2月7日 浮世絵芸術社

9-066 有喜世の花 ウキヨノハナ 8号 明治30年9月3日 有喜世舘

4-002 動く実験室 ウゴクジッケンシツ 2巻7号 昭和22年7月1日 株式会社少年文化社

0-084 薄俤幻日記 ウスオモカゲマボロシニッキ10編-12編 記載無し 記載無し

0-084 薄俤幻日記 ウスオモカゲマボロシニッキ13編-15編 記載無し 記載無し

0-084 薄俤幻日記 ウスオモカゲマボロシニッキ16編-18編 記載無し 記載無し

9-009 宴 ウタゲ 2巻14号 昭和20年10月15日 宴同人社

9-009 歌ごえ ウタゴエ 5月号 昭和23年4月15日 山川書店

9-009 歌ごえ ウタゴエ 4月号 昭和23年7月15日 山川書店

9-012 歌と随筆 ウタトズイヒツ 2月号 昭和21年2月1日 蒼明社発行所

9-012 歌と随筆 ウタトズイヒツ 3月号 昭和21年3月1日 蒼明社発行所

9-012 歌と随筆 ウタトズイヒツ 4月号 昭和21年4月1日 蒼明社

9-012 歌と随筆 ウタトズイヒツ 5月号 昭和21年5月1日 蒼明社

9-012 歌と随筆 ウタトズイヒツ 6月号 昭和21年6月1日 蒼明社

ウ＊



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
（平成26年10月2日改定）
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-012 歌と随筆 ウタトズイヒツ 7月号 昭和21年7月1日 蒼明社

9-012 歌と随筆 ウタトズイヒツ 12月号 昭和21年12月25日 蒼明社

9-012 歌と随筆 ウタトズイヒツ 1月号 昭和22年1月25日 蒼明社

9-012 歌と随筆 ウタトズイヒツ 2月号 昭和22年2月25日 蒼明社

9-012 歌と随筆 ウタトズイヒツ 3月号 昭和22年3月25日 蒼明社

9-012 歌と随筆 ウタトズイヒツ 4月-5月合併号 昭和22年4月25日 蒼明社

7-010 歌の新聞 ウタノシンブン v.1 no.2 昭和21年9月10日 歌の新聞社

Ｇ-008 歌の花籠 ウタノハナカゴ 　－ 昭和19年1月10日 新興出版株式会社

Ｇ-008 歌の花束 ウタノハナタバ 　－ 記載無し 新興音楽出版社

3-044 海と空 ウミトソラ 13巻5号 昭和19年5月1日 海と空社

7-011 梅若 ウメワカ 13巻1号 昭和23年5月1日 梅若会

0-065 うるおい ウルオイ 2巻7号 昭和25年8月10日 国鉄豊橋駅文化会

3-035 栄光 エイコウ 2巻2号 昭和22年3月1日 株式会社革新社

9-068 英才詞苑 エイサイシエン 　－ 記載なし 記載なし

5-001 衛生工業協会誌 エイセイコウギョウキョウカイシ20巻9-10号 昭和21年12月25日 衛生工業協会

0-036 叡智 エイチ 4巻1号 昭和24年1月1日 叡智社

3-040 栄養と料理 エイヨウトリョウリ 14巻1号 昭和23年1月1日 栄養と料理社

9-071 A エー 2号 昭和37年5月15日 記載無し

9-071 A エー 3号 昭和38年9月25日 記載無し

9-071 ANA エーエヌエー 14号 昭和23年11月5日 IOM同盟

3-020 益鳥と害鳥 エキチョウトガイチョウ 2巻10号 1952年5月15日 大塚書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-001 えくらん エクラン 2号 昭和35年1月1日 えくらん社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-001 えくらん エクラン 2号 昭和35年2月2日 えくらん社

7-001 えくらん エクラン 4号 昭和35年4月1日 えくらん社

0-071 エコー エコー no.373 昭和13年9月1日 株式会社三省堂書店

9-069 江古田文学 エコダブンガク 22号 昭和32年6月1日 日本大学芸術学部江古田文学会

9-069 江古田文学 エコダブンガク 36号 昭和35年10月30日 日本大学芸術学部江古田文学会

3-023 エコノミスト エコノミスト 18年19号 昭和15年6月3日 大阪毎日新聞社

3-023 エコノミスト エコノミスト 19年24号 昭和16年6月30日 株式會社大阪毎日新聞社

3-023 エコノミスト エコノミスト 19年30号 昭和16年8月11日 株式會社大阪毎日新聞社

3-023 エコノミスト エコノミスト 19年34号 昭和16年11月17日 株式會社大阪毎日新聞社

3-023 エコノミスト エコノミスト 19年46号 昭和16年12月8日 株式會社大阪毎日新聞社

3-023 エコノミスト エコノミスト 19年47号 昭和16年12月15日 株式會社大阪毎日新聞社

3-023 エコノミスト エコノミスト 24年1号 昭和21年1月1日 株式會社毎日新聞社

3-023 エコノミスト エコノミスト 24年22号 昭和21年11月15日 株式會社毎日新聞社

3-004 エコノミスト別冊 エコノミストベッサツ 　－ 昭和35年9月10日 毎日新聞社

9-020 S.H.K. エス．エイチ．ケー 2号 昭和13年1月20日 川柳飜譯研究会

9-052 希望 エスポワール 2巻1号 昭和28年8月1日 エスポワール社

0-080 江戸と東京 エドトトウキョウ 2巻1号 昭和11年1月1日 江戸と東京社

9-071 N・D・K エヌ・ディー・ケー v.2 no.1 1947年1月15日 興風会図書館

9-012 煙樹 エンジュ 2巻1号 昭和23年6月1日 煙樹短歌会

7-023 沿線 エンセン 新秋号 昭和9年9月15日 沿線社

9-052 円卓 エンタク 3巻3号 昭和38年3月1日 株式会社南北社

9-052 円卓 エンタク 4巻11号 昭和39年1月1日 株式会社南北社

9-052 円卓 エンタク 4巻5号 昭和39年5月1日 株式会社南北社

9-052 円卓 エンタク 4巻7号 昭和39年7月1日 株式会社南北社

9-052 円卓 エンタク 4巻8号 昭和39年8月1日 株式会社南北社

9-052 円卓 エンタク 4巻9号 昭和39年9月1日 株式会社南北社

9-052 円卓 エンタク 4巻12号 昭和39年12月1日 株式会社南北社

9-052 円卓 エンタク 5巻1号 昭和40年1月1日 株式会社南北社

9-052 円卓 エンタク 5巻10号 昭和40年10月1日 株式会社南北社

0-001 鷗外記念室蔵書目録 オウガイキネンシツゾウショモクロク　－ 昭和56年3月31日 文京区立鷗外記念本郷図書館

9-069 櫻星 オウセイ 再刊1号 昭和22年4月30日 北海道大学予科櫻星会文芸部再刊
9-071 櫻鳴 オウメイ 2号 昭和22年12月5日 櫻鳴会

0-008 桜友会会員名簿 オウユウカイカイインメイボ　－ 昭和52年10月 桜友会 学習院大学100年記念版
4-005 應用昆虫 オウヨウコンチュウ 4巻4号 昭和23年12月 日本應用昆虫学会

4-005 應用昆虫 オウヨウコンチュウ 5巻3号 昭和24年12月 日本應用昆虫学会

4-005 應用昆虫 オウヨウコンチュウ 5巻4号 昭和24年3月 日本應用昆虫学会

4-005 應用昆虫 オウヨウコンチュウ 5巻1号 昭和24年4月 日本應用昆虫学会

4-005 應用昆虫 オウヨウコンチュウ 5巻2号 昭和24年8月 日本應用昆虫学会

4-005 應用昆虫 オウヨウコンチュウ 6巻3号 昭和25年11月 日本應用昆虫学会

4-005 應用昆虫 オウヨウコンチュウ 6巻4号 昭和25年3月 日本應用昆虫学会

4-005 應用昆虫 オウヨウコンチュウ 6巻1号 昭和25年6月 日本應用昆虫学会

4-005 應用昆虫 オウヨウコンチュウ 6巻2号 昭和25年9月 日本應用昆虫学会

0-063 大泉文学 オオイズミブンガク 1巻2号 昭和23年7月1日 東京第三師範学校学友会文学部

9-069 大岡山文学 オオオカヤマブンガク 88号 昭和27年6月1日 東京工業大学文芸部 3冊あり

3-023
大蔵省銀行局後援　財政金
融新報

オオクラショウギンコウキョクコウエン　ザイセイキンユウシンポウ3号 昭和21年9月10日 財政新報社

0-069 大阪経大論集 オオサカケイダイロンシュウ3号 昭和27年1月30日 大阪経済大学内大阪経大学会

9-007 大阪詩人 オオサカシジン 10冊 昭和14年10月30日 大阪詩人倶楽部

9-007 大阪詩人 オオサカシジン 12冊 昭和15年9月10日 大阪詩人倶楽部

9-007 大阪詩人 オオサカシジン 13冊 昭和15年12月20日 大阪詩人倶楽部

0-080 大阪人 オオサカジン 創刊号-2巻12号昭和22年3月1日-昭和23年12月15日大阪都市協会 合本
0-080 大阪人 オオサカジン 3巻１号 昭和24年1月15日 大阪都市協会

0-080 大阪人 オオサカジン 3巻3号 昭和24年3月15日 大阪都市協会

0-080 大阪人 オオサカジン 3巻4号 昭和24年4月15日 大阪都市協会

0-080 大阪人 オオサカジン 3巻8号 昭和24年8月15日 大阪都市協会

0-080 大阪人 オオサカジン 3巻11号 昭和24年11月1日 大阪都市協会

エ＊
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高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
（平成26年10月2日改定）
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

0-080 大阪人 オオサカジン 3巻12号 昭和24年12月1日 大阪都市協会

0-080 大阪人 オオサカジン 4巻1-12号 昭和25年 大阪都市協会 合本
0-080 大阪人 オオサカジン 5巻1-12号 昭和26年 大阪都市協会 合本
9-052 大阪文学 オオサカブンガク 2巻3号 昭和17年3月1日 記載無し 破損のため詳細不明

9-052 大阪文学 オオサカブンガク 3巻8号 昭和18年8月1日 輝文館

3-001 大原社会門題研究所雑誌 オオハラシャカイモンダイケンキュウジョザッシ8巻2号 昭和6年9月20日 同人社書店

7-021 オール野球 オールヤキュウ 2号 昭和22年2月1日 体育世界社

7-021 オール野球 オールヤキュウ 3号 昭和22年3月15日 体育世界社

7-021 オール野球 オールヤキュウ 4号 昭和22年4月10日 体育世界社

7-021 オール野球 オールヤキュウ 6号 昭和22年5月25日 体育世界社

7-021 オール野球 オールヤキュウ 7号 昭和22年6月15日 体育世界社

7-021 オール野球 オールヤキュウ 8号 昭和22年7月15日 体育世界社

7-021 オール野球 オールヤキュウ 9号 昭和22年8月15日 体育世界社

7-021 オール野球 オールヤキュウ 10号 昭和22年9月1日 体育世界社

7-021 オール野球 オールヤキュウ 12号 昭和22年10月15日 体育世界社

7-021 オール野球 オールヤキュウ 13号 昭和22年11月1日 体育世界社

7-021 オール野球 オールヤキュウ 14号 昭和22年11月15日 体育世界社

7-021 オール野球 オールヤキュウ 15号 昭和22年12月20日 体育世界社

7-021 オール野球 オールヤキュウ 17号 昭和23年3月5日 体育世界社

7-021 オール野球 オールヤキュウ 18号 昭和23年4月10日 体育世界社

7-021 オール野球 オールヤキュウ 19号 昭和23年5月10日 体育世界社

7-021 オール野球 オールヤキュウ 20号 昭和23年5月30日 体育世界社

0-063 丘 オカ 4 大正13年7月15日 日本女子大学校

0-063 丘 オカ 5 大正14年4月20日 日本女子大学校

9-083 丘 オカ 7号 昭和7年6月1日 株式会社文学社                               2冊あり
9-083 丘 オカ 8号 昭和7年8月1日 株式会社文学社

9-083 丘 オカ 9号 昭和7年11月1日 株式会社文学社

9-069 丘 オカ 2巻1号 昭和32年6月1日 丘の会

9-071 丘 オカ 3巻2号 昭和33年2月15日 丘の会

9-071 丘 オカ 3巻3号 昭和33年11月5日 丘の会

9-071 屋上 オクジョウ 1巻2号 昭和36年6月15日 信州書房

9-069 おしゃれ案内 オシャレアンナイ 　－ 昭和10年1月1日 株式会社博文館 「新青年」16巻1号付録
9-066 鬼 オニ no.2 昭和25年11月28日 鬼クラブ

9-067
面白いように当る科学的金
運判断

オモシロイヨウニアタルカガクテキキンウンハンダン1巻10号 昭和23年12月1日 株式会社　光文社

2-005 Orienta Kulturo オリエントKulturo 6号 昭和13年3月15日 東洋文史研究所

9-009 オルフェ オルフェ 2号 1963年11月 花粉の会

9-012 オレンヂ オレンヂ 3号 昭和22年3月1日 白井書房

7-010 音楽 オンガク 3巻11号 昭和23年12月1日 株式会社アポロ出版社

7-010 音楽芸術 オンガクゲイジュツ 7月号 昭和23年7月1日 株式会社音楽之友社

7-010 音楽芸術 オンガクゲイジュツ 16巻8号 昭和33年8月1日 株式会社音楽之友社

7-010 音楽芸術 オンガクゲイジュツ 18巻4号 昭和35年4月1日 株式会社音楽之友社

7-010 音楽芸術 オンガクゲイジュツ 18巻6号 昭和35年6月1日 株式会社音楽之友社

7-010 音楽研究 オンガクケンキュウ 4号 昭和11年7月1日 共益商社書店

7-010 音楽公論 オンガクコウロン 1巻2号 昭和16年12月1日 音楽評論社

7-010 音楽公論 オンガクコウロン 2巻1号 昭和17年1月1日 音楽評論社

7-010 音楽公論 オンガクコウロン 2巻2号 昭和17年2月1日 音楽評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-010 音楽公論 オンガクコウロン 2巻5号 昭和17年5月1日 音楽評論社

7-010 音楽公論 オンガクコウロン 2巻8号 昭和17年8月1日 音楽評論社

7-010 音楽公論 オンガクコウロン 2巻9号 昭和17年9月1日 音楽評論社

7-010 音楽知識 オンガクチシキ 2巻6号 昭和19年6月1日 日本音楽雑誌株式会社

7-010 音楽知識 オンガクチシキ 2巻7号 昭和19年7月1日 日本音楽雑誌株式会社

7-010 音楽知識 オンガクチシキ 2巻8号 昭和19年8月1日 日本音楽雑誌株式会社

7-010 音楽知識 オンガクチシキ 2巻9号 昭和19年9月1日 日本音楽雑誌株式会社

7-010 音楽之友 オンガクノトモ 3巻3号 昭和18年3月1日 音楽之友社

7-010 音楽之友 オンガクノトモ 4巻6号 昭和21年6月1日 日本音楽雑誌株式会社

7-010 音楽之友 オンガクノトモ 4巻10号　 昭和21年12月1日 日本音楽雑誌株式会社

7-010 音楽之友 オンガクノトモ 3月号　 昭和24年3月1日 株式会社音楽之友社

7-010 音楽評論 オンガクヒョウロン 10月号 昭和15年10月1日 音楽評論社

7-010 音楽評論 オンガクヒョウロン 11月号 昭和15年11月1日 音楽評論社

7-010 音楽評論 オンガクヒョウロン 12月号 昭和15年12月1日 音楽評論社

7-010 音楽評論 オンガクヒョウロン 1月号 昭和16年1月1日 音楽評論社

7-010 音楽評論 オンガクヒョウロン 2月号 昭和16年2月1日 音楽評論社

7-010 音楽評論 オンガクヒョウロン 3月号 昭和16年3月1日 音楽評論社

7-010 音楽評論 オンガクヒョウロン 4月号 昭和16年4月1日 音楽評論社

7-010 音楽評論 オンガクヒョウロン 5月号 昭和16年5月1日 音楽評論社

7-010 音楽評論 オンガクヒョウロン 6月号 昭和16年6月1日 音楽評論社

7-010 音楽評論 オンガクヒョウロン 8月号 昭和16年8月1日 音楽評論社

7-010 音楽評論 オンガクヒョウロン 9月号 昭和16年9月1日 音楽評論社

7-010 音楽文化 オンガクブンカ 2巻6号 昭和19年6月1日 日本音楽雑誌株式会社

7-010 音楽文化 オンガクブンカ 2巻7号 昭和19年7月1日 日本音楽雑誌株式会社

7-010 音楽文化 オンガクブンカ 2巻8号 昭和19年8月1日 日本音楽雑誌株式会社

7-010 音楽文化 オンガクブンカ 2巻10号 昭和19年10月1日 日本音楽雑誌株式会社

7-010 音楽文化 オンガクブンカ 3巻2号 昭和20年10月1日 日本音楽雑誌株式会社

9-093 音声と音声教育 オンセイトオンセイキョウイク　－ 昭和61年3月31日 大蔵省印刷局

6-008 海運 カイウン 252号 昭和23年9月1日 社団法人日本海運集会所

9-056 海峡 カイキョウ 2巻5号 昭和24年1月1日 海峡編集部

3-043 偕行社特報 カイギョウシャトクホウ 19号 昭和12年1月5日 財団法人偕行社

3-043 海軍 カイグン 2巻4号 昭和24年4月1日 株式会社大日本雄弁会講談社
カ＊



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
（平成26年10月2日改定）
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

0-067 偕行社記事震災号 カイコウシャキジシンサイゴウ589号 大正12年10月28日 偕行社

0-059 会誌 カイシ 8号 昭和10年7月6日 東洋音楽学校学友会

9-083 会誌 カイシ 　－ 昭和10年12月10日 東北帝国大学国文学会

9-083 解釈 カイシャク 1巻2号 昭和30年6月1日 寧楽書房

9-083 解釈 カイシャク 1巻8号 昭和30年12月1日 寧楽書房

9-083 解釈 カイシャク 2巻8号 昭和31年8月1日 寧楽書房

9-083 解釈 カイシャク 9巻7号 昭和38年7月1日 寧楽書房

9-094 解釈 カイシャク 15巻5号 昭和44年5月1日 教育出版センター

9-094 解釈 カイシャク 23巻1号 昭和52年1月1日 （株）教育出版センター

6-001 会社事業内報 カイシャジギョウナイホウ2号 昭和25年3月 産業経済研究会

6-001 会社事業内報 カイシャジギョウナイホウ3号 昭和25年3月 産業経済研究会

6-001 会社事業内報 カイシャジギョウナイホウ4号 昭和25年4月 産業経済研究会

4-001 海征 カイセイ 　－ 昭和15年2月25日 海洋文化研究会

0-010 改造 カイゾウ 4巻4号 大正11年4月1日 改造社

0-010 改造 カイゾウ 4巻8号 大正11年8月1日 改造社

0-010 改造 カイゾウ 5巻10号 大正12年10月1日 改造社

0-010 改造 カイゾウ 6巻12号 大正13年12月1日 改造社

0-010 改造 カイゾウ 9巻2号 昭和2年2月1日 改造社

0-010 改造 カイゾウ 9巻8号 昭和2年8月1日 改造社

0-010 改造 カイゾウ 10巻6号 昭和3年6月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-010 改造 カイゾウ 10巻7号 昭和3年7月1日 改造社

0-010 改造 カイゾウ 10巻10号 昭和3年10月1日 改造社

0-010 改造 カイゾウ 11巻4号 昭和4年4月1日 改造社

0-010 改造 カイゾウ 12巻7号 昭和5年7月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-010 改造 カイゾウ 12巻8号 昭和5年8月1日 改造社

0-010 改造 カイゾウ 12巻12号 昭和5年12月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-012 改造 カイゾウ 32巻11号 昭和6年10月1日 改造社

0-010 改造 カイゾウ 14巻11号 昭和7年11月1日 改造社

0-010 改造 カイゾウ 15巻1号 昭和8年1月1日 改造社

0-010 改造 カイゾウ 15巻2号 昭和8年2月1日 改造社

0-010 改造 カイゾウ 16巻13号 昭和9年2月1日 改造社

0-010 改造 カイゾウ 16巻2号 昭和9年2月1日 改造社

0-010 改造 カイゾウ 16巻5号 昭和9年4月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-010 改造 カイゾウ 16巻6号 昭和9年5月1日 改造社

0-010 改造 カイゾウ 16巻8号 昭和9年7月1日 改造社

0-011 改造 カイゾウ 17巻1号 昭和10年1月1日 改造社

0-011 改造 カイゾウ 17巻4号 昭和10年4月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-011 改造 カイゾウ 17巻8号 昭和10年8月1日 改造社

0-011 改造 カイゾウ 17巻10号 昭和10年10月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-011 改造 カイゾウ 18巻4号 昭和11年4月1日 改造社

0-011 改造 カイゾウ 18巻7号 昭和11年7月1日 改造社

0-011 改造 カイゾウ 18巻7号 昭和11年7月1日 改造社

0-011 改造 カイゾウ 20巻8号 昭和13年8月1日 改造社

0-011 改造 カイゾウ 21巻2号 昭和14年2月1日 改造社

0-011 改造 カイゾウ 23巻9号 昭和16年5月1日 改造社

0-011 改造 カイゾウ 24巻3号 昭和17年3月1日 改造社

0-011 改造 カイゾウ 24巻12号 昭和17年12月1日 改造社

0-011 改造 カイゾウ 25巻10号 昭和18年10月1日 改造社

0-011 改造 カイゾウ 26巻1号 昭和19年1月1日 改造社

0-011 改造 カイゾウ 26巻3号 昭和19年3月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 27巻1号 昭和21年1月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-012 改造 カイゾウ 27巻2号 昭和21年2月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 27巻3号 昭和21年3月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 27巻4号 昭和21年4月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-012 改造 カイゾウ 27巻6号 昭和21年6月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 27巻7号 昭和21年7月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 27巻11号 昭和21年11月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-012 改造 カイゾウ 27巻12号 昭和21年12月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 28巻6号 昭和22年6月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 28巻7号 昭和22年7月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 28巻8号 昭和22年8月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-012 改造 カイゾウ 28巻10号 昭和22年10月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 28巻12号 昭和22年12月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　4冊あり
0-012 改造 カイゾウ 29巻1号 昭和23年1月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-012 改造 カイゾウ 29巻2号 昭和23年2月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 29巻3号 昭和23年3月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 29巻4号 昭和23年4月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-012 改造 カイゾウ 29巻5号 昭和23年5月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 29巻6号 昭和23年6月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-012 改造 カイゾウ 29巻7号 昭和23年7月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-012 改造 カイゾウ 29巻8号 昭和23年8月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 29巻9号 昭和23年9月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 29巻12号 昭和23年12月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-012 改造 カイゾウ 30巻7号 昭和24年7月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-012 改造 カイゾウ 30巻8号 昭和24年8月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-012 改造 カイゾウ 30巻12号 昭和24年12月1日 改造社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-012 改造 カイゾウ 31巻2号 昭和25年2月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 31巻3号 昭和25年3月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 31巻4号 昭和25年4月1日 改造社



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
（平成26年10月2日改定）
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

0-012 改造 カイゾウ 31巻10号 昭和25年10月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 31巻11号 昭和25年11月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 32巻2号 昭和26年1月5日 改造社 新春特別増刊
0-012 改造 カイゾウ 32巻5号 昭和26年4月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 32巻23号 昭和26年12月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 33巻4号 昭和27年3月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 33巻5号 昭和27年4月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 33巻6号 昭和27年4月10日 改造社 増刊
0-012 改造 カイゾウ 33巻10号 昭和27年7月15日 改造社 増刊
0-012 改造 カイゾウ 34巻2号 昭和28年2月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 34巻3号 昭和28年3月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 34巻4号 昭和28年4月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 34巻8号 昭和28年7月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 34巻11号 昭和28年9月1日 改造社

0-012 改造 カイゾウ 34巻15号 昭和28年12月1日 改造社

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ2号 昭和3年8月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ3号 昭和3年10月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ4号 昭和3年11月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ5号 昭和3年12月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ6号 昭和4年2月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ7号 昭和4年4月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ8号 昭和4年6月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ9号 昭和4年7月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ10号 昭和4年8月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ11号 昭和4年10月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ12号 昭和4年12月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ13号 昭和5年3月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ14号 昭和5年4月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ15号 昭和5年6月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ16号 昭和5年8月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ17号 昭和5年10月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ18号 昭和5年11月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ19号 昭和5年12月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ20号 昭和6年2月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ21号 昭和6年4月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ22号 昭和6年5月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ23号 昭和6年7月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ24号 昭和6年8月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ25号 昭和6年9月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ26号 昭和6年12月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ27号 昭和7年2月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ28号 昭和7年5月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ29号 昭和7年8月 記載無し

0-070
改造社版マルクスエンゲルス
全集月報

カイゾウシャバンマルクスエンゲルスゼンシュウゲッポウ30号 昭和7年10月 記載無し

0-070 改造社文学月報 カイゾウシャブンガクゲッポウ2号-58号 昭和2年2月15日-昭和6年10月20日改造社
合本：現代日本文学全集（欠1・
51・55）

0-011 改造年鑑 カイゾウネンカン 1935年度版 昭和10年1月1日 改造社 改造新年号別冊付録

0-011
改造年鑑 カイゾウネンカン 1936年度版 昭和11年1月1日 改造社 改造新年号別冊付録

Ｐ248以降破損
9-052 改造文芸 カイゾウブンゲイ 2 昭和23年7月25日 改造社
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9-052 改造文芸 カイゾウブンゲイ 3 昭和24年1月1日 改造社

9-052 改造文芸 カイゾウブンゲイ 4 昭和24年5月5日 改造社

9-052 改造文芸 カイゾウブンゲイ 2巻2号 昭和25年2月1日 改造社

9-052 改造文芸 カイゾウブンゲイ 2巻3号 昭和25年3月1日 改造社

9-052 改造文芸 カイゾウブンゲイ 2巻4号 昭和25年4月1日 改造社

9-052 改造文芸 カイゾウブンゲイ 2巻5号 昭和25年5月1日 改造社

3-031 ガイダンス ガイダンス 1巻2号 昭和24年6月1日 株式会社黎明書房

3-031 ガイダンス ガイダンス 1巻4号 昭和24年8月1日 株式会社黎明書房

3-004 回天時報 カイテンジホウ 7巻1号 昭和7年1月15日 回天時報社

9-071 海風 カイフウ 6年3号 昭和15年12月30日 海風社

9-071 海風 カイフウ 7年2号 昭和16年7月10日 海風社

0-037 解放 カイホウ 2巻1号 大正9年1月1日 株式会社大鐙閣

0-037 解放 カイホウ 3巻4号 大正10年4月1日 株式会社大鐙閣

0-037 解放 カイホウ 3巻5号 大正10年5月1日 株式会社大鐙閣

0-037 解放 カイホウ 3巻10号 大正10年10月1日 株式会社大鐙閣

0-037 解放 カイホウ 4巻1号 大正11年1月1日 株式会社大鐙閣

0-037 解放 カイホウ 4巻11号 大正11年11月1日 株式会社大鐙閣

0-037 解放 カイホウ 5巻1号 大正12年1月1日 解放社

0-060 会報 カイホウ no.30 大正15年3月23日 商工会

0-037 解放 カイホウ 5巻3号 大正15年6月1日 解放社

0-037 解放 カイホウ 5巻15号 大正15年11月1日 解放社

3-030 解放 カイホウ 6巻14号 昭和2年8月1日 解放社

0-076 会報 カイホウ 　－ 昭和3年10月25日 芝中学同窓会

0-037 解放 カイホウ 9巻9号 昭和4年9月1日 解放社

0-076 会報 カイホウ 　－ 昭和6年1月1日 芝中学同窓会

0-060 会報 カイホウ 45号 昭和16年1月20日 一高同窓会

0-070 会報 カイホウ 243号 昭和29年8月30日 衆速会

0-070 会報 カイホウ 247号 昭和30年5月16日 衆速会

0-070 会報 カイホウ 253号 昭和32年2月15日 衆速会

9-094 会報 カイホウ 51号 昭和55年3月31日 記載なし

2-008 会報　日本山岳会1930-1935 カイホウ　ニホンサンガクカイ　1930-19351号-50号 昭和5年10月31日-昭和10年10月31日日本山岳會 合本
2-008 会報　日本山岳会1936-1940 カイホウ　ニホンサンガクカイ　1936-194051号-100号 昭和10年11月30日-昭和15年12月10日日本山岳會 合本
2-008 会報　日本山岳会1941-1950 カイホウ　ニホンサンガクカイ　1941-1950101号-150号 昭和16年3月8日-昭和25年6月10日日本山岳會 合本
2-008 会報　日本山岳会1950-1958 カイホウ　ニホンサンガクカイ　1950-1958151号-200号 昭和25年9月10日-昭和33年11月25日日本山岳會 合本
0-069 会報　母校懐想録 カイホウ　ボコウカイソウロク　－ 昭和5年10月23日 国学院大学院友会 開校40年紀念特輯号
9-009 火焔木 カエンボク 1巻11号 昭和22年11月1日 火焔木社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 火焔木 カエンボク 2巻1号 昭和23年1月15日 火焔木社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 火焔木 カエンボク 2巻5号 昭和23年5月1日 竹井出版株式会社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 かおす カオス 27号 1965年10月20日 「かおす」編集部

4-002 科学 カガク 16巻1号 昭和21年3月30日 岩波書店

4-002 科学 カガク 16巻2号 昭和21年4月20日 岩波書店

5-010 科学朝日 カガクアサヒ 4巻3号 昭和19年3月1日 朝日新聞東京本社

5-010 科学朝日 カガクアサヒ 4巻8号 昭和19年8月1日 朝日新聞東京本社

5-010 科学朝日 カガクアサヒ 4巻11号 昭和19年11月1日 朝日新聞東京本社

5-010 科学朝日 カガクアサヒ 5巻2号 昭和20年1月15日 朝日新聞東京本社

5-010 科学朝日 カガクアサヒ 5巻14号 昭和20年10月1日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
5-010 科学朝日 カガクアサヒ 6巻2号 昭和21年2月1日 朝日新聞東京本社

5-010 科学朝日 カガクアサヒ 6巻3号 昭和21年3月1日 朝日新聞東京本社

5-010 科学朝日 カガクアサヒ 6巻4号 昭和21年4月1日 朝日新聞東京本社

5-010 科学朝日 カガクアサヒ 6巻6号 昭和21年6月1日 朝日新聞東京本社

5-010 科学朝日 カガクアサヒ 6巻7号 昭和21年7月1日 朝日新聞東京本社

5-010 科学朝日 カガクアサヒ 6巻8号 昭和21年8月1日 朝日新聞東京本社

5-010 科学朝日 カガクアサヒ 24巻8号 昭和39年8月1日 朝日新聞社

5-007 科学画報 カガクガホウ 1巻4号 大正12年7月1日 新光社

5-007 科学画報 カガクガホウ 1巻7号 大正12年10月1日 新光社

5-007 科学画報 カガクガホウ 9巻2号 昭和2年8月1日 科学画報社

5-007 科学画報 カガクガホウ 9巻6号 昭和2年11月5日 科学画報社

5-007 科学画報 カガクガホウ 16巻2号 昭和6年2月1日 科学画報社

5-007 科学画報 カガクガホウ 16巻4号 昭和6年4月1日 科学画報社

5-007 科学画報 カガクガホウ 16巻5号 昭和6年5月1日 科学画報社

5-007 科学画報 カガクガホウ 17巻3号 昭和6年9月1日 科学画報社

5-007 科学画報 カガクガホウ 17巻4号 昭和6年10月1日 株式会社新光社

5-007 科学画報 カガクガホウ 17巻5号 昭和6年11月1日 株式会社新光社

5-007 科学画報 カガクガホウ 17巻6号 昭和6年12月1日 株式会社新光社

5-007 科学画報 カガクガホウ 18巻1号 昭和7年1月1日 株式会社新光社

5-007 科学画報 カガクガホウ 18巻2号 昭和7年2月1日 新光社

5-007 科学画報 カガクガホウ 18巻3号 昭和7年3月1日 新光社

5-007 科学画報 カガクガホウ 18巻6号 昭和7年6月1日 新光社

5-007 科学画報 カガクガホウ 18巻7号 昭和7年7月1日 新光社

5-007 科学画報 カガクガホウ 19巻6号 昭和7年12月1日 新光社

5-007 科学画報 カガクガホウ 20巻2号 昭和8年2月1日 新光社

5-007 科学画報 カガクガホウ 20巻4号 昭和8年4月1日 新光社

5-007 科学画報 カガクガホウ 20巻5号 昭和8年5月1日 新光社

5-007 科学画報 カガクガホウ 20巻6号 昭和8年6月1日 新光社

5-007 科学画報 カガクガホウ 21巻1号 昭和8年7月1日 新光社

5-007 科学画報 カガクガホウ 21巻2号 昭和8年8月1日 新光社

5-007 科学画報 カガクガホウ 21巻3号 昭和8年9月1日 新光社

5-007 科学画報 カガクガホウ 21巻4号 昭和8年10月1日 新光社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
5-007 科学画報 カガクガホウ 21巻5号 昭和8年11月1日 新光社
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5-007 科学画報 カガクガホウ 21巻6号 昭和8年12月1日 新光社

5-008 科学画報 カガクガホウ 21巻6号 昭和8年12月1日 新光社

5-008 科学画報 カガクガホウ 22巻1号 昭和9年1月1日 新光社

5-008 科学画報 カガクガホウ 22巻2号 昭和9年2月1日 新光社

5-008 科学画報 カガクガホウ 22巻3号 昭和9年3月1日 新光社

5-008 科学画報 カガクガホウ 22巻4号 昭和9年4月1日 新光社

5-008 科学画報 カガクガホウ 22巻5号 昭和9年5月1日 新光社

5-008 科学画報 カガクガホウ 23巻1号 昭和9年7月1日 新光社

5-008 科学画報 カガクガホウ 23巻2号 昭和9年8月1日 株式会社新光社

5-008 科学画報 カガクガホウ 23巻3号 昭和9年9月1日 株式会社新光社

5-008 科学画報 カガクガホウ 23巻4号 昭和9年10月1日 株式会社新光社

5-008 科学画報 カガクガホウ 23巻5号 昭和9年11月1日 株式会社新光社

5-008 科学画報 カガクガホウ 23巻6号 昭和9年12月1日 株式会社新光社

4-002 科学画報 カガクガホウ 24巻1号 昭和10年1月1日 株式会社新光社

5-008 科学画報 カガクガホウ 24巻2号 昭和10年2月1日 株式会社新光社

5-008 科学画報 カガクガホウ 24巻3号 昭和10年3月1日 株式会社新光社

5-008 科学画報 カガクガホウ 24巻4号 昭和10年4月1日 株式会社新光社

5-008 科学画報 カガクガホウ 35巻6号 昭和21年6月1日 株式会社誠文堂新光社

5-008 科学画報 カガクガホウ 35巻9号 昭和21年9月1日 株式会社誠文堂新光社

5-007
科学画報新年号付録 日本
恐るべし

カガクガホウシンネンゴウフロク ニホンオソルベシ14巻1号 昭和5年1月1日 科学画報社

4-002 科学圏 カガクケン 3巻6号 昭和23年6月1日 合資会社青山書院

4-002 科学圏 カガクケン 3巻7号 昭和23年7月1日 合資会社青山書院

5-001 化学工業協会誌 カガクコウギョウキョウカイシ4月上旬号 昭和20年4月1日 化学工業協会

5-001 化学工業協会誌 カガクコウギョウキョウカイシ4月中旬号 昭和20年4月11日 化学工業協会

5-001 化学工業協会誌 カガクコウギョウキョウカイシ4月下旬号 昭和20年4月21日 化学工業協会

5-001 化学工業協会誌 カガクコウギョウキョウカイシ5月上旬号 昭和20年5月1日 化学工業協会

5-001 化学工業協会誌 カガクコウギョウキョウカイシ5月中旬号 昭和20年5月11日 化学工業協会

5-001 化学工業協会誌 カガクコウギョウキョウカイシ5月下旬号 昭和20年5月21日 化学工業協会

4-002 科学史研究 カガクシケンキュウ 9号 昭和20年5月28日 日本科学史学会

0-071 科学主義 カガクシュギ 10巻2号 昭和21年3月1日 株式会社科学社

0-071 科学主義 カガクシュギ 10巻3号 昭和21年4月1日 株式会社科学社

0-071 科学主義 カガクシュギ 10巻4号 昭和21年6月1日 株式会社科学社

5-010 科学少年 カガクショウネン 3巻1号 昭和24年1月1日 実業之日本社

5-010 科学少年 カガクショウネン 3巻2号 昭和24年2月1日 実業之日本社

5-010 科学少年 カガクショウネン 3巻3号 昭和24年4月1日 実業之日本社

9-067 雅学叢誌 ガガクソウシ 3号 明治27年4月25日 記載なし 裏表紙破損
5-010 科学知識 カガクチシキ 4巻9号 大正13年9月1日 財団法人科学知識普及会

5-010 科学知識 カガクチシキ 19巻2号 昭和14年2月1日 財団法人科学知識普及会

5-010 科学知識 カガクチシキ 19巻3号 昭和14年3月1日 財団法人科学知識普及会

4-002 科学知識 カガクチシキ 26巻1号 昭和21年1月1日 財団法人日本科学協会

5-010 科学知識 カガクチシキ 26巻10号 昭和21年10月1日 財団法人科学協会

7-001 科学と芸術 カガクトゲイジュツ no.2 昭和21年6月1日 日本科学芸術協会 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
7-001 科学と芸術 カガクトゲイジュツ no.2 昭和21年6月1日 日本科学芸術協会

7-001 科学と芸術 カガクトゲイジュツ 3集 昭和21年8月1日 日本科学芸術協会

7-001 科学と芸術 カガクトゲイジュツ 3集 昭和21年8月1日 日本科学芸術協会

7-001 科学と芸術 カガクトゲイジュツ 4集 昭和21年10月25日 日本科学芸術協会

7-001 科学と芸術 カガクトゲイジュツ 4集 昭和21年10月25日 日本科学芸術協会

5-010 科学と生活 カガクトセイカツ 1巻2号 昭和21年7月1日 株式会社機械製作資料社

5-010 科学と生活 カガクトセイカツ 1巻3号 昭和21年8月1日 株式会社機械製作資料社

5-010 科学と生活 カガクトセイカツ 1巻4号 昭和21年9月1日 株式会社機械製作資料社

5-010 科学と生活 カガクトセイカツ 1巻6号 昭和21年11月1日 株式会社機械製作資料社

5-010 科学と生活 カガクトセイカツ 8号 昭和22年6月1日 長谷川書店

5-010 科学と生活 カガクトセイカツ 3巻1号 昭和23年1月1日 株式会社機械製作資料社

0-002
『科学と文芸』解説・総目次・
索引

カガクトﾌﾞﾝｹﾞｲ カイセツ・ソウモクジ・サクイン　－ 1987年10月20日 不二出版

3-003
科学における理論・思想・方
法の発展のためのフォーラム

カガクニオケルリロン・シソウ・ホウホウノハッテンノタメノフォーラムno.5 1978年11月25日 日本科学者会議大阪支部

6-004 科学農業 カガクノウギョウ v.1 no.3 昭和21年8月10日 株式会社機械製作資料社

5-010 科学の世界 カガクノセカイ 1巻4号 昭和21年6月1日 高山書院

5-010 科学の世界 カガクノセカイ 1巻5号 昭和21年7月1日 高山書院 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
5-010 科学の友 カガクノトモ 2巻3号 昭和21年3月1日 山海堂

5-010 科学の友 カガクノトモ 2巻4号 昭和21年4月1日 山海堂

5-010 科学の友 カガクノトモ 2巻5号 昭和21年5月1日 山海堂

5-010 科学の友 カガクノトモ 2巻6-7号 昭和21年7月1日 山海堂

5-010 科学の友 カガクノトモ 2巻8号 昭和21年8月1日 山海堂

5-010 科学の友 カガクノトモ 4巻3号 昭和23年3月1日 山海堂

5-010 科学の友 カガクノトモ 5巻10号 昭和24年10月1日 山海堂

4-001 化学の領域 カガクノリョウイキ 1巻2号 昭和22年10月15日 南江堂出版株式会社

4-001 化学の領域 カガクノリョウイキ 1巻3号 昭和22年11月15日 株式会社南江堂

4-001 化学の領域 カガクノリョウイキ 2巻1号 昭和23年1月15日 株式会社南江堂

5-009 科学ペン カガクペン 2巻2号 昭和12年2月1日 株式会社三省堂

5-009 科学ペン カガクペン 2巻4号 昭和12年4月1日 株式会社三省堂

5-009 科学ペン カガクペン 2巻6号 昭和12年6月1日 株式会社三省堂

5-009 科学ペン カガクペン 2巻7号 昭和12年7月1日 株式会社三省堂

5-009 科学ペン カガクペン 2巻8号 昭和12年8月1日 株式会社三省堂

5-009 科学ペン カガクペン 2巻9号 昭和12年9月1日 株式会社三省堂

5-009 科学ペン カガクペン 2巻10号 昭和12年10月1日 科学ペンクラブ

5-009 科学ペン カガクペン 3巻1号 昭和13年1月1日 科学ペンクラブ
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5-009 科学ペン カガクペン 3巻3号 昭和13年3月1日 科学ペンクラブ 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
5-009 科学ペン カガクペン 3巻4号 昭和13年4月1日 科学ペンクラブ

5-009 科学ペン カガクペン 3巻5号 昭和13年5月1日 科学ペンクラブ

5-009 科学ペン カガクペン 3巻7号 昭和13年7月1日 科学ペンクラブ

5-009 科学ペン カガクペン 3巻9号 昭和13年9月1日 科学ペンクラブ

5-009 科学ペン カガクペン 3巻10号 昭和13年10月1日 科学ペンクラブ

5-009 科学ペン カガクペン 4巻3号 昭和14年3月1日 科学ペンクラブ

5-009 科学ペン カガクペン 4巻4号 昭和14年4月1日 科学ペンクラブ

5-009 科学ペン カガクペン 4巻9号 昭和14年9月1日 科学ペンクラブ

5-009 科学ペン カガクペン 4巻10号 昭和14年10月1日 科学ペン社

5-009 科学ペン カガクペン 4巻11号 昭和14年11月1日 科学ペン社

5-009 科学ペン カガクペン 4巻12号 昭和14年12月1日 科学ペン社

5-009 科学ペン カガクペン 5巻2号 昭和15年2月1日 科学ペン社

5-009 科学ペン カガクペン 5巻5号 昭和15年5月1日 科学ペン社

5-009 科学ペン カガクペン 5巻6号 昭和15年6月1日 科学ペン社

5-009 科学ペン カガクペン 5巻10号 昭和15年10月1日 科学ペン社

5-009 科学ペン カガクペン 5巻11号 昭和15年11月1日 科学ペン社

5-009 科学ペン カガクペン 6巻2号 昭和16年2月1日 科学ペン社

5-009 科学ペン カガクペン 6巻7号 昭和16年7月1日 科学ペン社

5-009 科学ペン カガクペン 6巻8号 昭和16年8月1日 科学ペン社

0-049 我観 ガカン 2号 大正12年11月15日 我観社

0-049 我観 ガカン 3号 大正13年1月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 1号 大正13年7月1日 我観社 改巻
0-049 我観 ガカン 2号 大正13年8月1日 我観社 改巻
0-049 我観 ガカン 3号 大正13年9月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 4号 大正13年10月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 5号 大正13年11月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 6号 大正13年12月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 7号 大正14年1月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 8号 大正14年2月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 9号 大正14年3月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 10号 大正14年4月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 11号 大正14年5月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 12号 大正14年6月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 13号 大正14年7月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 14号 大正14年8月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 23号 大正14年9月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 24号 大正14年10月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 25号 大正14年11月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 27号 大正15年1月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 28号 大正15年2月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 29号 大正15年3月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 30号 大正15年4月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 31号 大正15年5月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 32号 大正15年6月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 33号 大正15年7月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 34号 大正15年8月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 35号 大正15年9月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 36号 大正15年10月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 37号 大正15年11月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 38号 大正15年12月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 39号 昭和2年1月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 40号 昭和2年2月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 41号 昭和2年3月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 51号 昭和3年1月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 82号 昭和5年9月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 1巻2号 昭和19年8月1日 我観社

0-049 我観 ガカン 1巻3号 昭和19年9月5日 我観社

0-049 我観 ガカン 1巻4号 昭和19年10月5日 我観社

0-049 我観 ガカン 1巻6号 昭和19年12月5日 我観社

0-049 我観 ガカン 2巻1号 昭和20年1月5日 我観社

0-049 我観 ガカン 2巻5号 昭和20年12月8日 我観社 最終刊
9-071 架橋 カキョウ 10号 昭和39年5月15日 架橋同人社

7-008
学　皎月　碧蘚　蜂城　連立
個展

ガク　コウゲツ　ヘキセン　ホウジョウ　レンリツコテン　－ 記載なし 記載なし

0-067 学苑 ガクエン 10巻2号 昭和18年2月1日 光葉会

0-069 学苑 ガクエン 114号 昭和25年5月1日 昭和女子大学内光葉会

0-069 学苑 ガクエン 128号 昭和26年8月1日 昭和女子大学内光葉会

0-069 学苑 ガクエン 145号 昭和28年3月1日 昭和女子大学内光葉会

0-069 学苑 ガクエン 150号 昭和28年7月1日 昭和女子大学内光葉会

0-069 学苑 ガクエン 154号 昭和28年10月15日 昭和女子大学内光葉会

0-069 学苑 ガクエン 165号 昭和29年7月1日 昭和女子大学内光葉会

0-069 学苑 ガクエン 214号 昭和33年2月1日 昭和女子大学内光葉会

0-069 学苑 ガクエン 230号 昭和34年5月1日 昭和女子大学内光葉会

0-069 学苑 ガクエン 242号 昭和35年5月1日 昭和女子大学内光葉会 2冊あり
0-069 学苑 ガクエン 255号 昭和36年5月1日 昭和女子大学内光葉会

0-069 学苑 ガクエン 304号 昭和40年4月1日 昭和女子大学内光葉会

0-063 学園 ガクエン 37号 1965年6月25日 東京大学教育学部学友会

3-001 学園評論 ガクエンヒョウロン 1巻2号 昭和27年8月1日 学園評論社
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3-001 学園評論 ガクエンヒョウロン 1巻3号 昭和27年10月1日 学園評論社

3-003 学園評論 ガクエンヒョウロン 1巻4号 昭和27年11月1日 学園評論社

3-003 学園評論 ガクエンヒョウロン 2巻2号 昭和28年2月1日 学園評論社

3-003 学園評論 ガクエンヒョウロン 2巻2号 昭和28年2月1日 学園評論社

3-003 学園評論 ガクエンヒョウロン 2巻3号 昭和28年8月1日 学園評論社

3-003 学園評論 ガクエンヒョウロン 2巻5号 昭和28年9月1日 学園評論社

3-003 学園評論 ガクエンヒョウロン 2巻6号 昭和28年11月1日 学園評論社

3-001 学園評論 ガクエンヒョウロン 2巻7号 昭和28年12月1日 学園評論社

3-003 学園評論 ガクエンヒョウロン 3巻1号 昭和29年1月1日 学園評論社

3-003 学園評論 ガクエンヒョウロン 3巻2号 昭和29年2月1日 学園評論社

3-003 学園評論 ガクエンヒョウロン 3巻3号 昭和29年3月1日 学園評論社

3-001 学園評論 ガクエンヒョウロン 3巻4号 昭和29年4月1日 学園評論社

3-003 学園評論 ガクエンヒョウロン 3巻5号 昭和29年5月1日 学園評論社

3-001 学園評論 ガクエンヒョウロン 3巻6号 昭和29年6月1日 学園評論社

3-001 学園評論 ガクエンヒョウロン 3巻8号 昭和29年7月1日 学園評論社

3-003 学園評論 ガクエンヒョウロン 3巻9号 昭和29年8月1日 学園評論社

3-001 学園評論 ガクエンヒョウロン 3巻10号 昭和29年9月1日 学園評論社

3-001 学園評論 ガクエンヒョウロン 3巻11号 昭和29年10月1日 学園評論社

3-001 学園評論 ガクエンヒョウロン 3巻12号 昭和29年11月1日 学園評論社

3-003 学園評論 ガクエンヒョウロン 3巻13号 昭和29年12月1日 学園評論社

3-001 学園評論 ガクエンヒョウロン 4巻1号 昭和30年1月1日 学園評論社

3-001 学園評論 ガクエンヒョウロン 4巻3号 昭和30年3月1日 学園評論社

3-001 学園評論 ガクエンヒョウロン 4巻4号 昭和30年4月1日 学園評論社

3-001 学園評論 ガクエンヒョウロン 4巻5号 昭和30年5月1日 学園評論社

3-001 学園評論 ガクエンヒョウロン 4巻6号 昭和30年6月1日 学園評論社

3-003 学園評論 ガクエンヒョウロン 4巻7号 昭和30年7月1日 学園評論社

3-001 学園評論 ガクエンヒョウロン 4巻9号 昭和30年9月1日 学園評論社

3-003 学園評論 ガクエンヒョウロン 4巻10号 昭和30年10月1日 学園評論社

3-003 学園評論 ガクエンヒョウロン 4巻11号 昭和30年11月1日 学園評論社

3-001 学園評論 ガクエンヒョウロン 4巻12号 昭和30年12月1日 学生評論社

3-003 学園評論 ガクエンヒョウロン 5巻3号 昭和31年3月1日 学園評論社

3-036 
各官立学校入学試験作文問
題模擬答案集

カクカンリツガッコウニュウガクシケンサクブンモンダイモギトウアンシュウ　－ 大正2年3月18日 東京出版社

0-065 学芸 ガクゲイ 488号 大正11年5月1日 東京社 東洋学芸雑誌改題
0-069 学芸 ガクゲイ 2号 昭和6年3月5日 大塚学友会学芸部

0-069 学芸 ガクゲイ 8号 昭和8年12月30日 大塚学友会学芸部

0-069 学芸 ガクゲイ 12号 昭和10年11月30日 大塚学友会学芸部

0-065 学芸 ガクゲイ 13号 昭和11年6月15日 東京文理科大学東京師範学校大塚学友会学芸部

0-069 学芸 ガクゲイ 13号 昭和11年6月15日 大塚学友会学芸部

0-069 学芸 ガクゲイ 15号 昭和12年6月16日 大塚学友会学芸部

0-069 学芸 ガクゲイ 66号 昭和13年4月1日 学芸発行所

9-052 学芸 ガクゲイ 68 昭和13年6月1日 学芸発行所

9-053 学芸 ガクゲイ 70 昭和13年8月1日 学芸発行所

9-052 学芸 ガクゲイ 73 昭和13年11月1日 学芸発行所

0-069 学芸 ガクゲイ 73号 昭和13年11月1日 学芸発行所

0-065 学芸 ガクゲイ 22号 昭和16年3月28日 東京文理科大学東京師範学校大塚学友会学芸部

0-065 学芸 ガクゲイ 1巻2号 昭和18年7月10日 大和書院

0-065 学芸 ガクゲイ 1巻3号 昭和18年8月10日 大和書院

0-065 学芸 ガクゲイ 1巻4号 昭和18年9月10日 大和書院

0-065 学芸 ガクゲイ 1巻5号 昭和18年10月10日 大和書院                                2冊あり
0-065 学芸 ガクゲイ 1巻7号 昭和18年12月10日 大和書院

0-065 学芸 ガクゲイ 2巻1号 昭和19年1月10日 大和書院

0-065 学芸 ガクゲイ 2巻2号 昭和19年2月10日 大和書院

0-065 学芸 ガクゲイ 2巻3号 昭和19年3月10日 大和書院

0-065 学芸 ガクゲイ 2巻4号 昭和19年4月10日 大和書院

0-065 学芸 ガクゲイ 2巻5号 昭和19年5月10日 大和書院

0-065 学芸 ガクゲイ no.32 昭和22年10月1日 秋田屋

0-065 学芸 ガクゲイ no.34 昭和22年12月1日 秋田屋

0-065 学芸 ガクゲイ no.37 昭和23年4月1日 秋田屋

0-069 学芸 ガクゲイ no.38 昭和23年5月1日 秋田屋

0-065 学芸 ガクゲイ no.39 昭和23年7月1日 秋田屋

0-065 学芸 ガクゲイ no.40 昭和23年9月1日 秋田屋

0-066 学芸 ガクゲイ 2巻1号 昭和25年8月10日 北海道学芸大学

0-066 学芸 ガクゲイ 2巻3号 昭和27年10月30日 北海道学芸大学

0-076 学芸会雑誌 ガクゲイカイザッシ 30号 明治32年8月23日 札幌農学校予科内学芸会

0-076 学芸会雑誌 ガクゲイカイザッシ 31号 明治32年12月20日 札幌農学校予科内学芸会

0-076 学芸会雑誌 ガクゲイカイザッシ 32号 明治33年6月15日 札幌農学校予科内学芸会

0-076 学芸会雑誌 ガクゲイカイザッシ 33号 明治33年11月14日 札幌農学校予科内学芸会

0-076 学芸会雑誌 ガクゲイカイザッシ 34号 明治33年12月29日 札幌農学校予科内学芸会

0-009 学芸講演通信社パンフレット ガクゲイコウエンツウシンシャパンフレットno.15 大正15年6月10日 学芸講演通信社

0-009 学芸講演通信社パンフレット ガクゲイコウエンツウシンシャパンフレットno.16 大正15年6月20日 学芸講演通信社

0-009 学芸講演通信社パンフレット ガクゲイコウエンツウシンシャパンフレットno.51 昭和2年6月10日 学芸講演通信社

0-070 学士会月報 ガクシカイゲッポウ 658号 昭和19年2月1日 社団法人学士会

0-070 学士会月報 ガクシカイゲッポウ 659号 昭和30年4月1日 社団法人学士会 復刊号

0-002
学習院女子短期大学図書館
所蔵　林友春文庫目録

ガクシュウインダイガクジョシタンキダイガクトショカンショゾウ　ハヤシトモハルブンコモクロク　－ 1989年10月1日 学習院女子短期大学図書館

0-002
学習院大学史料館所蔵史料
目録

ガクシュウインダイガクシリョウカンショゾウシリョウモクロク10号 平成2年3月25日 学習院大学史料館 安田銕之助関係文書

0-060 学友会雑誌 ガクシュウカイザッシ 4号 大正13年3月20日 日本体育会荏原中学校校友会
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3-004 学習の友 ガクシュウノトモ no.7 1951.8.3 民主新聞社

3-004 学習の友 ガクシュウノトモ no.8 1951.8.18 民主新聞社

0-066 学術研究 ガクジュツケンキュウ 11号 昭和37年11月 早稲田大学教育会

3-002 革新 カクシン 12月号 大正15年12月1日 革新社

0-037 革新 カクシン 3巻2号 昭和2年2月1日 革新社満鮮支社

0-037 革新 カクシン 2巻4号 昭和14年4月1日 三省堂

0-071 革新 カクシン v.2 no.3 昭和22年4月1日 革新社

0-059 革新 カクシン 18号 昭和23年4月1日 革新社

0-060 嶽水会雑誌 ガクスイカイザッシ 113号 昭和8年7月5日 第三高等学校文芸部

0-060 嶽水会雑誌 ガクスイカイザッシ 132号 昭和14年11月25日 第三高等学校文芸部 七十周年記念号
0-075 学生 ガクセイ 1巻6号 明治43年9月15日 株式会社富山房

0-061 学生 ガクセイ 30巻2号 昭和21年2月1日 研究社

0-061 学生 ガクセイ 30巻3号 昭和21年3月1日 研究社

0-061 学生 ガクセイ 30巻4号 昭和21年4月1日 研究社

0-061 学生 ガクセイ 30巻7号 昭和21年7月1日 研究社

0-061 学生 ガクセイ 30巻8号 昭和21年9月1日 研究社                                2冊あり
0-061 学生 ガクセイ 30巻9号 昭和21年10月1日 研究社

3-002 学生　社会科学研究 ガクセイ　シャカイカガクケンキュウ4号 1951年12月20日 全日本学生社研連合編集部

0-067 学生アルマナック ガクセイアルマナック 　－ 昭和10年3月22日 株式会社三省堂書店

3-035 学生時代 ガクセイジダイ 21巻12号 昭和21年12月1日 受験界社

3-035 学生時代 ガクセイジダイ 22巻2-4号 昭和22年4月1日 受験界社 合併号
3-003 学生生活 ガクセイセイカツ 1巻3号 昭和13年12月1日 東大文化科學研究會

3-003 学生生活 ガクセイセイカツ 2巻3号 昭和14年2月20日 東大文化科學研究會

3-003 学生生活 ガクセイセイカツ 2巻12号 昭和14年12月1日 東大文化科學研究會

3-003 学生生活 ガクセイセイカツ 3巻4号 昭和15年6月1日 日本學生協會

3-003 学生生活 ガクセイセイカツ 3巻6号 昭和15年8月1日 日本學生協會

3-003 学生生活 ガクセイセイカツ 5巻6号 昭和31年8月1日 学園評論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-060 学生戦線 ガクセイセンセン 2号 1962年7月1日 全日本学生自治会総連合中央書記局情宣部

3-001 学生評論 ガクセイヒョウロン 1巻7号 昭和12年2月10日 大同書院

3-001 学生評論 ガクセイヒョウロン 再2刊 昭和21年11月23日 学生書房

3-001 学生評論 ガクセイヒョウロン 再3刊 昭和22年1月10日 学生書房

3-001 学生評論 ガクセイヒョウロン 4巻2号 昭和22年3月30日 学生書房

3-001 学生評論 ガクセイヒョウロン 4巻4号 1947年7月1日 学生書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-001 学生評論 ガクセイヒョウロン 4巻6号 1947年12月20日 学生書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-001 学生評論 ガクセイヒョウロン 再刊9 1948年1月20日 学生書房

3-001 学生評論 ガクセイヒョウロン 再13刊 1948年8月30日 学生書房 再刊の扱いについて、2冊あり
3-001 学生評論 ガクセイヒョウロン 2号 昭和24年10月30日 学生評論社

3-001 学生評論 ガクセイヒョウロン 3号 昭和24年12月1日 学生評論社

3-001 学生評論 ガクセイヒョウロン 5号 昭和25年4月1日 学生評論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-001 学生評論 ガクセイヒョウロン 6号 昭和25年6月15日 学生評論社

3-001 学生評論 ガクセイヒョウロン 7号 昭和25年10月1日 学生評論社

3-001 学生評論 ガクセイヒョウロン 8号 昭和26年3月1日 学生評論社

3-001 学生評論 ガクセイヒョウロン 再1刊 昭和31年10月1日 学生書房

9-068 学生文壇 ガクセイブンダン 1巻5号 明治39年5月1日 学生文壇社

7-021 学生野球 ガクセイヤキュウ 9月号 昭和22年9月30日 人生社

7-021 学生野球 ガクセイヤキュウ 11月号 昭和22年11月1日 人生社

7-021 学生野球 ガクセイヤキュウ 12月号 昭和22年12月5日 人生社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-010 楽想 ガクソウ 2集 昭和23年12月15日 大丸出版社

2-006 岳人 ガクト 110号 昭和32年6月1日 中部日本新聞社

2-006 岳人 ガクト 112号 昭和32年8月1日 中部日本新聞社

0-002 学鐙 ガクトウ 44巻5号 昭和15年5月20日 丸善株式会社

0-002 学鐙 ガクトウ 48巻1号 昭和26年1月5日 丸善株式会社 復刊第1号
0-002 学鐙 ガクトウ 48巻2号 昭和26年2月5日 丸善株式会社

0-002 学鐙 ガクトウ 48巻3号 昭和26年3月5日 丸善株式会社

0-002 学鐙 ガクトウ 48巻4号 昭和26年4月5日 丸善株式会社

0-002 学鐙 ガクトウ 48巻5号 昭和26年5月5日 丸善株式会社

0-002 学鐙 ガクトウ 48巻6号 昭和26年6月5日 丸善株式会社

0-002 学鐙 ガクトウ 48巻7号 昭和26年7月5日 丸善株式会社

0-002 学鐙 ガクトウ 48巻8号 昭和26年8月5日 丸善株式会社

0-002 学鐙 ガクトウ 48巻9号 昭和26年9月5日 丸善株式会社

0-002 学鐙 ガクトウ 48巻10号 昭和26年10月5日 丸善株式会社

0-002 学鐙 ガクトウ 48巻11号 昭和26年11月5日 丸善株式会社

0-002 学鐙 ガクトウ 48巻12号 昭和26年12月5日 丸善株式会社

0-002 学鐙 ガクトウ 52巻12号 昭和30年12月5日 丸善株式会社

0-002 学鐙 ガクトウ 55巻6号 昭和33年6月5日 丸善株式会社

3-035 学燈 ガクトウ 14巻9号 昭和35年9月1日 株式会社学燈社

0-002 学鐙 ガクトウ 60巻10号 昭和38年10月5日 丸善株式会社 60周年記念特集号
0-002 学鐙 ガクトウ 60巻11号 昭和38年11月5日 丸善株式会社

0-002 学鐙 ガクトウ 60巻12号 昭和38年12月5日 丸善株式会社

0-002 学鐙 ガクトウ 66巻1号 昭和44年1月5日 丸善株式会社 丸善創業100年記念号
9-064 学童新聞 ガクドウシンブン 67号-70号 昭和23年8月6日 東京学童新聞社 67号-70号合併発行
3-035 学歩 ガクホ 4巻6号 昭和24年6月1日 日本進学協会

3-035 学友 ガクユウ 1巻2号 昭和21年8月1日 福地書店

3-035 学友 ガクユウ 1巻3号 昭和21年9月1日 福地書店

3-035 学友 ガクユウ 1巻4号 昭和21年12月1日 福地書店

9-069 学友会雑誌 ガクユウカイザッシ 5号 大正14年3月1日 日本体育会荏原中学校

9-069 学友会雑誌 ガクユウカイザッシ 6号 大正15年1月31日 日本体育会荏原中学校

0-063 学友会雑誌 ガクユウカイザッシ 40号 昭和14年7月10日 第一早稲田高等学院学友会

0-076 学友会誌 ガクユウカイシ 2号 大正11年3月20日 日本体育会荏原中学校
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0-076 学友会誌 ガクユウカイシ 3号 大正12年3月20日 日本体育会荏原中学校

0-076 学友会誌 ガクユウカイシ 7号 昭和2年1月30日 日本体育会荏原中学校

0-076 学友会誌 ガクユウカイシ 8号 昭和3年3月20日 日本体育会荏原中学校

0-076 学友会誌 ガクユウカイシ 9号 昭和4年3月30日 日本体育会荏原中学校

0-076 学友会誌 ガクユウカイシ 10号 昭和5年11月15日 日本体育会荏原中学校

0-076 学友会誌 ガクユウカイシ 16号 昭和12年3月20日 日本体育会荏原中学校

3-036 学友第一線 ガクユウダイイッセン 7巻9号 昭和17年9月29日 第一線社

3-035 学友六年生 ガクユウロクネンセイ 1巻7号 昭和21年11月5日 やまと書苑

3-035 学友六年生 ガクユウロクネンセイ 3巻10号 昭和23年10月1日 やまと書苑

0-075 学友六年生 ガクユウロクネンセイ 3巻11号 昭和23年11月1日 やまと書苑

9-016 風花 カザバナ 2号 昭和22年8月1日 風花書房

9-016 風花 カザバナ 3号 昭和22年8月31日 風花書房

9-016 風花 カザバナ 4-5合併号 昭和22年12月1日 風花書房

9-016 風花 カザバナ 6号 昭和23年2月1日 風花書房

9-016 風花 カザバナ 7号 昭和23年5月1日 風花書房

9-016 風花 カザバナ 8号 昭和23年7月1日 風花書房

9-016 風花 カザバナ 9号 昭和23年9月10日 風花書房

9-016 風花 カザバナ 10号 昭和23年12月1日 風花書房

9-016 風花 カザバナ 11号 昭和24年2月1日 風花書房

9-016 風花 カザバナ 121号 昭和35年10月1日 風花書房

9-012 風祭 カザマツリ 7巻11号 1953年12月 風祭社

9-012 風祭 カザマツリ 9巻2号 1955年2月 風祭社

6-008 舵 カジ 14巻1号 昭和23年5月30日 財団法人舟艇協会

9-012 花実 カジツ 5巻7号 昭和21年10月1日 花実短歌会

9-012 花実 カジツ 1月-2月号 記載なし 記載なし 裏表紙破損
9-009 鍛冶屋 カジヤ 4号 昭和26年11月15日 鍛冶屋詩人会

9-009 鍛冶屋 カジヤ 5号 昭和27年3月1日 鍛冶屋詩人会 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 鍛冶屋 カジヤ 7号 1953年9月1日 鍛冶屋詩人会

0-084 佳人之奇遇 カジンノキグウ 2 明治18年10月28日 博文堂

7-010 春日 カスガ 2号 昭和38年6月1日 財団法人春日会 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-010 春日 カスガ 3号 昭和38年9月1日 財団法人春日会

7-010 春日 カスガ 4号 昭和38年12月1日 財団法人春日会

7-010 春日 カスガ 5号 昭和39年3月1日 財団法人春日会

7-010 春日 カスガ 6号 昭和39年6月1日 財団法人春日会

7-010 春日 カスガ 7号 昭和39年9月1日 財団法人春日会

7-010 春日 カスガ 8号 昭和39年12月1日 財団法人春日会

7-010 春日 カスガ 9号 昭和40年3月1日 財団法人春日会

7-010 春日 カスガ 10号 昭和40年6月1日 財団法人春日会

7-010 春日 カスガ 11号 昭和40年9月1日 財団法人春日会

7-010 春日 カスガ 12号 昭和40年12月1日 財団法人春日会

9-016 火星 カセイ 100号-115号 昭和21年12月1日 火星発行所 100号-115号合本
9-094 花袋研究会報 カタイケンキュウカイホウ復刊号 1978年4月20日 花袋研究会

9-094 花袋研究会報 カタイケンキュウカイホウ2号 1978年10月20日 花袋研究会

9-094 花袋研究会報 カタイケンキュウカイホウ3号 1979年4月10日 花袋研究会

9-094 花袋研究会報 カタイケンキュウカイホウ4号 1979年10月20日 花袋研究会

9-094 花袋研究会報 カタイケンキュウカイホウ5号 1980年4月25日 花袋研究会

9-094 花袋研究会報 カタイケンキュウカイホウ6号 1980年10月20日 花袋研究会

9-094 花袋研究会報 カタイケンキュウカイホウ7号 1981年4月5日 花袋研究会

9-094 花袋研究会報 カタイケンキュウカイホウ8号 1981年10月22日 花袋研究会

0-067 学海 ガッカイ 1巻2号 昭和19年7月10日 秋田屋

3-038 学海 ガッカイ 1巻2号 昭和19年7月10日 秋田屋

0-067 学海 ガッカイ 1巻3号 昭和19年8月10日 秋田屋

0-073 学海 ガッカイ 1巻4号 昭和19年9月10日 秋田屋

0-073 学海 ガッカイ 1巻5号 昭和19年10月10日 秋田屋

0-073 学海 ガッカイ 1巻6号 昭和19年11月10日 秋田屋

0-073 学海 ガッカイ 1巻7号 昭和19年12月10日 秋田屋

0-073 学海 ガッカイ 2巻1号 昭和20年1月10日 秋田屋

0-073 学海 ガッカイ 2巻2号 昭和20年2月10日 秋田屋

0-073 学海 ガッカイ 2巻4号 昭和20年4月10日 秋田屋仮事務所

0-073 学海 ガッカイ 2巻5号 昭和20年5月10日 秋田屋仮事務所

0-073 学海 ガッカイ 2巻6号 昭和20年6月10日 秋田屋仮事務所

0-073 学海 ガッカイ 2巻7号 昭和20年8月10日 秋田屋仮事務所

0-073 学海 ガッカイ 2巻8号 昭和20年12月10日 秋田屋

0-073 学海 ガッカイ 3巻2号 昭和21年3月10日 秋田屋

0-067 学海 ガッカイ 3巻5号 昭和21年8月10日 秋田屋

0-067 学海 ガッカイ 3巻6号 昭和21年9月10日 秋田屋

0-073 学海 ガッカイ 3巻6号 昭和21年9月10日 秋田屋

0-067 学海 ガッカイ 3巻7号 昭和21年10月10日 秋田屋

0-067 学海 ガッカイ 4巻2号 昭和22年2月1日 秋田屋

0-067 学海 ガッカイ 4巻4号 昭和22年4月1日 秋田屋

0-068 学術論叢 ガックジュツロンソウ 13号 昭和38年5月10日 中央大学学友会学術部

0-059 学校図書館研究事業報告 ガッコウトショカンケンキュウジギョウホウコク　－ 昭和48年5月20日 財団法人東京私立中学高等学校新興協会

9-012 葛飾 カツシカ 11巻119号 昭和21年5月1日 葛飾社

9-002 滑車 カッシャ 4集 昭和8年11月1日 滑車発行所

0-062 活人 カツジン 3巻5号 明治43年3月15日 統一団出版部

9-052 活文壇 カツブンダン 5巻4号 明治34年9月1日 大学館

3-038 家庭 カテイ 1巻8号 明治42年4月1日 精美堂

3-038 家庭 カテイ 1巻6号 明治42年9月1日 精美堂

3-038 家庭 カテイ 1巻9号 明治42年12月1日 精美堂
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3-040 家庭科学 カテイカガク 104号 昭和21年5月15日 家庭科学研究所

3-038 家庭全科 カテイゼンカ v.3 no.3 昭和36年3月1日 株式会社国際情報社

3-039 家庭文化 カテイブンカ 2巻1号 昭和21年1月1日 家庭文化社

9-083 カナノヒカリ カナノヒカリ 97号 昭和5年1月5日 カナモジカイ

9-083 カナノヒカリ カナノヒカリ 99号 昭和5年3月5日 カナモジカイ

9-083 カナノヒカリ カナノヒカリ 100号 昭和5年4月5日 カナモジカイ

9-083 カナノヒカリ カナノヒカリ 102号 昭和5年6月5日 カナモジカイ

9-083 カナノヒカリ カナノヒカリ 103号 昭和5年7月5日 カナモジカイ

9-083 カナノヒカリ カナノヒカリ 104号 昭和5年8月5日 カナモジカイ

9-083 カナノヒカリ カナノヒカリ 111号 昭和6年3月5日 カナモジカイ

9-083 カナノヒカリ カナノヒカリ 116号 昭和6年8月5日 カナモジカイ 裏表紙なし
9-083 カナノヒカリ カナノヒカリ 117号 昭和6年9月5日 カナモジカイ

9-083 カナノヒカリ カナノヒカリ 118号 昭和6年10月5日 カナモジカイ

9-083 カナノヒカリ カナノヒカリ 119号 昭和6年11月5日 カナモジカイ

9-083 カナノヒカリ カナノヒカリ 143号 昭和8年11月1日 カナモジカイ

9-083 カナノヒカリ カナノヒカリ 258号 昭和18年2月1日 カナモジカイ

9-083 カナノヒカリ カナノヒカリ 425号 昭和32年11月5日 カナモジカイ

7-007 鐘がなる カネガナル 8月号 大正12年8月5日 鐘が鳴る社

7-011 歌舞伎―その美と歴史― カブキ―ソノビトレキシ―　－ 平成11年5月1日 日本芸術文化振興会

7-017 画報近代百年史 ガホウキンダイヒャクネンシ1集 昭和28年3月5日 国際文化情報社

7-017 画報近代百年史 ガホウキンダイヒャクネンシ5集 昭和28年10月5日 国際文化情報社

7-017 画報近代百年史 ガホウキンダイヒャクネンシ2集 昭和28年11月5日 国際文化情報社

7-017 画報近代百年史 ガホウキンダイヒャクネンシ3集 昭和28年11月5日 国際文化情報社

7-017 画報近代百年史 ガホウキンダイヒャクネンシ4集 昭和28年12月5日 国際文化情報社

7-017 画報近代百年史 ガホウキンダイヒャクネンシ6集 昭和28年12月5日 国際文化情報社

7-017 画報近代百年史 ガホウキンダイヒャクネンシ9集 昭和28年12月5日 国際文化情報社

7-017 画報近代百年史 ガホウキンダイヒャクネンシ10集 昭和29年8月5日 国際文化情報社

7-017 画報近代百年史 ガホウキンダイヒャクネンシ11集 昭和29年8月5日 国際文化情報社

7-017 画報近代百年史 ガホウキンダイヒャクネンシ14集 昭和29年9月5日 国際文化情報社

7-017 画報近代百年史 ガホウキンダイヒャクネンシ8集 昭和29年9月5日 国際文化情報社

7-017 画報近代百年史 ガホウキンダイヒャクネンシ12集 昭和30年1月5日 国際文化情報社

7-017 画報近代百年史 ガホウキンダイヒャクネンシ13集 昭和30年1月5日 国際文化情報社

7-017 画報近代百年史 ガホウキンダイヒャクネンシ15集 昭和30年5月1日 国際文化情報社

7-017 画報近代百年史 ガホウキンダイヒャクネンシ16集 昭和30年5月1日 国際文化情報社

7-017 画報近代百年史 ガホウキンダイヒャクネンシ17集 昭和30年9月1日 国際文化情報社

2-005 画報近代百年史第七集 ガホウキンダイヒャクネンシダイナナシュウ7号 昭和29年8月5日 株式会社国際文化情報社

7-017 画報現代史 ガホウゲンダイシ 1集 昭和29年5月15日 国際文化情報社

7-017 画報現代史 ガホウゲンダイシ 2集 昭和29年7月15日 国際文化情報社

7-017 画報現代史 ガホウゲンダイシ 3集 昭和29年8月15日 国際文化情報社

7-017 画報現代史 ガホウゲンダイシ 4集 昭和29年9月15日 国際文化情報社

7-017 画報現代史 ガホウゲンダイシ 5集 昭和29年10月15日 国際文化情報社

7-017 画報現代史 ガホウゲンダイシ 6集 昭和29年11月15日 国際文化情報社

7-017 画報現代史 ガホウゲンダイシ 7集 昭和29年12月15日 国際文化情報社

7-017 画報現代史 ガホウゲンダイシ 8集 昭和30年1月15日 国際文化情報社

7-017 画報現代史 ガホウゲンダイシ 9集 昭和30年2月15日 国際文化情報社

7-017 画報現代史 ガホウゲンダイシ 10集 昭和30年3月15日 国際文化情報社

7-017 画報現代史 ガホウゲンダイシ 14集 昭和30年7月15日 国際文化情報社

7-017 画報現代史 ガホウゲンダイシ 11集 昭和30年9月15日 国際文化情報社

7-019 CAMERA カメラ 特別増大号 大正12年10月1日 合資会社アルス

7-016 CAMERA カメラ 287号 昭和21年1月1日 株式会社アルス

7-016 CAMERA カメラ 288号 昭和21年2月1日 株式会社アルス

7-019 CAMERA カメラ 289号 昭和21年3月1日 株式会社アルス

7-019 CAMERA カメラ 290号 昭和21年4月1日 株式会社アルス

7-019 CAMERA カメラ 291号 昭和21年5月1日 株式会社アルス

7-019 CAMERA カメラ 292号 昭和21年7月1日 株式会社アルス

7-019 CAMERA カメラ 293号 昭和21年8月1日 株式会社アルス

7-019 CAMERA カメラ 294号 昭和21年9月1日 株式会社アルス

7-019 CAMERA カメラ 295号 昭和21年10月1日 株式会社アルス

7-019 CAMERA カメラ 296号 昭和21年12月1日 株式会社アルス

7-019 CAMERA カメラ 297号 昭和22年1月1日 株式会社アルス

7-019 CAMERA カメラ 298号 昭和22年2月1日 株式会社アルス

7-019 CAMERA カメラ 299号 昭和22年3月1日 株式会社アルス

7-019 CAMERA カメラ 300号 昭和22年4月1日 株式会社アルス

7-019 CAMERA カメラ 301号 昭和22年6月1日 株式会社アルス

7-019 CAMERA カメラ 302号 昭和22年8月1日 株式会社アルス

7-019 CAMERA カメラ 303号 昭和22年9月1日 株式会社アルス

7-019 CAMERA カメラ 304号 昭和22年10月1日 株式会社アルス

7-019 CAMERA カメラ 305号 昭和22年12月1日 株式会社アルス

7-016 CAMERA GAHO カメラガホウ 12月号 昭和41年12月1日 K.K.三世新社

9-016 貨物列車 カモツレッシャ 2号 昭和22年6月5日 貨物列車発行所

9-016 貨物列車 カモツレッシャ 3号 昭和22年7月5日 貨物列車発行所

0-002 茅原崋山年譜・著作目録稿 カヤハラカザンネンプ・チョサクモクロクコウ　－ 昭和59年10月1日 記載無し

7-010 歌謡春秋 カヨウシュンジュウ v.1 no.2 昭和21年8月5日 歌謡春秋社

7-010 歌謡ニッポン カヨウニッポン 1巻2号 昭和21年6月10日 歌謡ニッポン社

9-071 からたち カラタチ 3号 昭和3年3月1日 からたち詩社

9-071 からたち カラタチ v.1 no.4 昭和3年4月1日 からたち詩社

9-071 からたち カラタチ 7月号 記載無し からたち詩社

9-071 からたち カラタチ v.1 no.7 昭和3年8月○　 日 からたち詩社 発行年月日読み取り不能
9-071 からたち カラタチ v.1 no.8 昭和3年10月 ○日 からたち詩社 発行年月日読み取り不能
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-071 からたち カラタチ v.1 no.9 昭和3年 ○月○ 日 からたち詩社 発行年月日読み取り不能
2-005 雁 カリ 　－ 昭和37年1月 毎日新聞社

7-001 カリカレ カリカレ v.1 no.3 昭和13年8月1日 東京漫画研究所

7-001 カリカレ カリカレ 3巻6号 昭和15年7月1日 東京漫画研究所

3-032 カリキュラム カリキュラム 3号 昭和24年3月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 13号 昭和25年1月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 14号 昭和25年2月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 15号 昭和25年3月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 16号 昭和25年4月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 17号 昭和25年5月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 18号 昭和25年6月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 19号 昭和25年7月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 20号 昭和25年8月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 21号 昭和25年9月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 22号 昭和25年10月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 23号 昭和25年11月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 24号 昭和25年12月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 26号 昭和26年2月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 27号 昭和26年3月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 28号 昭和26年4月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 29号 昭和26年5月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 30号 昭和26年6月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 31号 昭和26年7月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 32号 昭和26年8月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 33号 昭和26年9月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 35号 昭和26年11月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 36号 昭和26年12月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 37号 昭和27年1月1日 株式会社誠文堂新光社

3-032 カリキュラム カリキュラム 38号 昭和27年2月1日 株式会社誠文堂新光社

9-052 カルチュア カルチュア 6月号 昭和24年5月20日 株式会社神戸新聞社

9-007 カルトブランシェ カルトブランシェ 18号 昭和15年9月20日 デカドクラブ

9-071 カルトブランシュ カルトブランシュ no.15 昭和14年8月5日 デカドクラブ

9-071 カルトブランシュ カルトブランシュ no.16 昭和14年12月20日 デカドクラブ

9-071 カルトブランシュ カルトブランシュ no.19 昭和16年3月30日 デカドクラブ

9-071 カルトブランシュ カルトブランシュ no.20 昭和16年10月20日 デカドクラブ

9-071 カルトブランシュ カルトブランシュ 終刊号 昭和17年10月20日 デカドクラブ

9-071 彼等自身 カレラジシン 2月号 大正15年2月1日 彼等自身社

9-071 彼等自身 カレラジシン 3月号 大正15年3月1日 彼等自身社

7-001 画論 ガロン 26号 昭和18年10月10日 造形芸術社

9-071 河 カワ 9年96号 昭和10年2月1日 河発行所

9-071 河 カワ 9年97号 昭和10年3月1日 河発行所

0-076 河 カワ 2号 昭和28年9月4日 学習院高等科雑誌局

0-076 河 カワ 3号 昭和33年5月15日 お茶の水女子大学「河」編集部

0-072 寬閑観 カンカンカン 15号 昭和10年8月7日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 16号 昭和10年9月7日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 17号 昭和10年11月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 18号 昭和10年12月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 19号 昭和11年1月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 20号 昭和11年1月25日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 20輯-45輯 昭和11年1月25日 春岱寮美食会
20号（昭和11年1月25日）から45
号（昭和13年3月1日）合本

0-072 寬閑観 カンカンカン 21号 昭和11年3月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 22号 昭和11年4月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 23号 昭和11年5月5日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 25号 昭和11年7月4日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 26号 昭和11年7月25日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 27号 昭和11年9月5日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 28号 昭和11年10月5日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 29号 昭和11年11月5日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 30号 昭和11年12月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 31号 昭和12年1月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 32号 昭和12年2月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 33号 昭和12年3月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 36号 昭和12年6月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 37号 昭和12年7月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 38号 昭和12年8月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 40号 昭和12年9月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 41号 昭和12年11月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 42号 昭和12年12月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 43号 昭和13年1月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 44号 昭和13年2月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 45号 昭和13年3月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 46号 昭和13年4月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 47号 昭和13年5月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 48号 昭和13年6月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 49号 昭和13年7月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 50号 昭和13年8月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 51号 昭和13年9月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 52号 昭和13年10月1日 春岱寮美食会
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0-072 寬閑観 カンカンカン 53号 昭和13年11月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 54号 昭和13年12月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 55号 昭和14年1月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 56号 昭和14年2月1日 春岱寮美食会                                2冊あり
0-072 寬閑観 カンカンカン 57号 昭和14年3月1日 春岱寮美食会                                2冊あり
0-072 寬閑観 カンカンカン 58号 昭和14年4月1日 春岱寮美食会                                2冊あり
0-072 寬閑観 カンカンカン 59号 昭和14年5月1日 春岱寮美食会                              20冊あり
0-072 寬閑観 カンカンカン 60号 昭和14年6月1日 春岱寮美食会                                2冊あり
0-072 寬閑観 カンカンカン 61号 昭和14年7月1日 春岱寮美食会

0-072 寬閑観 カンカンカン 62号 昭和14年8月1日 春岱寮美食会                                2冊あり
0-072 寬閑観 カンカンカン 63号 昭和14年9月1日 春岱寮美食会                                2冊あり
0-072 寬閑観 カンカンカン 64号 昭和14年10月1日 春岱寮美食会                                2冊あり
0-072 寬閑観 カンカンカン 65号 昭和14年11月1日 春岱寮美食会                                2冊あり
0-072 寬閑観 カンカンカン 66号 昭和14年12月1日 春岱寮美食会                                3冊あり

0-072 寬閑観 カンカンカン 66輯-75輯 昭和14年12月1日 春岱寮美食会
66輯（昭和14年12月1日）から75
輯（昭和15年9月1日）合冊

0-072 寬閑観 カンカンカン 67号 昭和15年1月1日 春岱寮美食会                                3冊あり
0-072 寬閑観 カンカンカン 68号 昭和15年2月1日 春岱寮美食会                                2冊あり
0-072 寬閑観 カンカンカン 69号 昭和15年3月1日 春岱寮美食会                                2冊あり
0-072 寬閑観 カンカンカン 70号 昭和15年4月1日 春岱寮美食会                                2冊あり
0-072 寬閑観 カンカンカン 71号 昭和15年5月1日 春岱寮美食会                                2冊あり
0-072 寬閑観 カンカンカン 72号 昭和15年6月1日 春岱寮美食会                                2冊あり
0-072 寬閑観 カンカンカン 73号 昭和15年7月1日 春岱寮美食会                                2冊あり
0-072 寬閑観 カンカンカン 74号 昭和15年8月1日 春岱寮美食会                                2冊あり
0-072 寬閑観 カンカンカン 75号 昭和15年9月1日 春岱寮美食会                                8冊あり

0-072 寬閑観合冊 カンカンカンガッサツ 1号-36号 昭和9年3月 春岱寮美食会
1号（昭和9年3月）から36号（昭
和12年6月）まで合冊

0-072 寬閑観合冊　其二 カンカンカンガッサツ 37輯-54輯 昭和12年7月1日 春岱寮美食会
37号（昭和12年7月1日）から54
輯（昭和13年12月1日）まで合冊

0-079 関西大学 新文学研究 カンサイダイガク シンブンガクケンキュウ10号 昭和38年2月20日 関西大学新聞学会

0-073 関西大学文学論集 カンサイダイガクブンガクロンシュウ5巻1-2合併号 昭和31年3月 関西大学人文科学研究会 昭和31年3月30日印刷
9-071 関西文学 カンサイブンガク 5号 昭和9年1月16日 ナニハ書房

3-036 観察絵本キンダーブック カンサツエホンキンダーブック14巻12号 昭和17年2月27日 株式会社日本保育館

3-036 観察絵本ミクニノコドモ カンサツエホンミクニノコドモ15巻4号 昭和17年6月27日 株式会社日本保育館 キンダーブック改題
9-093 漢字音読語の日中対応 カンジオンドクゴノニッチュウタイオウ　－ 昭和58年5月31日 大蔵省印刷局

0-069 観想 カンソウ 38号 昭和2年5月1日 東洋大学内観想発行所

0-069 観想 カンソウ 39号 昭和2年6月1日 東洋大学内観想発行所

0-069 観想 カンソウ 40号 昭和2年7月1日 東洋大学内観想発行所

0-066 観想 カンソウ 52号 昭和3年9月1日 観想発行所

0-066
関東工業教育協会資料 大
学教授心得帳

カントウコウギョウキョウイクキョウカイシリョウ ダイガクキョウジュココロエチョウ4号 昭和28年7月5日 関東工業教育協会

3-002 関東大震災記 カントウダイシンサイキ 　－ 記載無し 東京朝日新聞社 表紙崩壊
3-031 観念工場 カンネンコウジョウ 1巻6号 昭和6年9月1日 行動社

3-022 官報全誌 カンポウゼンシ 2号 明治17年2月29日 報国堂

3-022 官報全誌 カンポウゼンシ 3号 明治17年4月3日 報国堂

3-022 官報全誌 カンポウゼンシ 6号 明治17年7月3日 報国堂

3-022 官報全誌 カンポウゼンシ 7号 明治17年8月3日 報国堂

3-022 官報全誌 カンポウゼンシ 9号 明治17年10月3日 報国堂

3-022 官報全誌 カンポウゼンシ 11号 明治17年12月3日 報国堂

9-016 寒雷 カンライ 71号 昭和16年3月1日 交蘭社

9-016 寒雷 カンライ 79号 昭和16年11月1日 交蘭社

9-016 寒雷 カンライ 81号 昭和17年1月1日 交蘭社

9-016 寒雷 カンライ 82号 昭和17年2月1日 交蘭社

9-016 寒雷 カンライ 83号 昭和17年3月1日 交蘭社

9-016 寒雷 カンライ 84号 昭和17年4月1日 交蘭社

9-016 寒雷 カンライ 85号 昭和17年5月1日 交蘭社

9-016 寒雷 カンライ 86号 昭和17年6月1日 交蘭社

9-016 寒雷 カンライ 87号 昭和17年7月1日 交蘭社

9-016 寒雷 カンライ 88号 昭和17年8月1日 交蘭社

9-016 寒雷 カンライ 89号 昭和17年9月1日 交蘭社

9-016 寒雷 カンライ 90号 昭和17年10月1日 交蘭社

9-016 寒雷 カンライ 91号 昭和17年11月1日 交蘭社

9-016 寒雷 カンライ 92号 昭和17年12月1日 交蘭社

9-016 寒雷 カンライ 94号 昭和18年2月1日 交蘭社

9-016 寒雷 カンライ 95号 昭和18年3月1日 交蘭社

9-016 寒雷 カンライ 97号 昭和18年5月1日 記載無し

9-016 寒雷 カンライ 98号 昭和18年6月1日 記載無し

9-016 寒雷 カンライ 100号 昭和18年8月1日 記載無し

9-016 寒雷 カンライ 103号 昭和18年11月1日 交蘭社

9-016 寒雷 カンライ 105号 昭和19年1月1日 記載無し P38以降なし
9-016 寒雷 カンライ 106号 昭和19年2月1日 交蘭社

9-016 寒雷 カンライ 115号 昭和19年2月1日 寒雷発行所

9-016 寒雷 カンライ 107号 昭和19年4月1日 記載無し P31以降なし
9-016 寒雷 カンライ 111号 昭和19年8月1日 寒雷発行所 P31.32なし
9-016 寒雷 カンライ 113号 昭和19年10月1日 寒雷発行所

9-016 寒雷 カンライ 114号 昭和19年11月1日 寒雷発行所 P31.32なし
9-052 寒雷 カンライ 復刊号 昭和21年9月1日 寒雷発行所 要確認：読み

9-052 寒雷 カンライ 10巻1号 昭和24年1月1日 寒雷発行所

9-052 寒雷 カンライ 10巻2号 昭和24年2月1日 寒雷発行所
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-052 寒雷 カンライ 10巻3号 昭和24年3月1日 寒雷発行所

9-052 寒雷 カンライ 10巻4号 昭和24年4月1日 寒雷発行所

9-052 寒雷 カンライ 10巻5号 昭和24年5月1日 寒雷発行所

9-052 寒雷 カンライ 10巻6号 昭和24年6月1日 寒雷発行所

9-052 寒雷 カンライ 10巻7号 昭和24年7月1日 寒雷発行所

9-052 寒雷 カンライ 10巻8号 昭和24年8月1日 寒雷発行所

9-052 寒雷 カンライ 10巻9号 昭和24年9月1日 寒雷発行所

9-016 寒雷 カンライ 10巻10号 昭和24年10月1日 寒雷発行所

9-016 寒雷 カンライ 10巻11号 昭和24年11月1日 寒雷発行所

9-052 寒雷 カンライ 10巻12号 昭和24年12月1日 作品社

9-016 寒雷 カンライ 12巻4号 昭和26年4月1日 寒雷発行所

9-016 寒雷 カンライ 12巻5号 昭和26年5月1日 寒雷発行所

9-012 橄欖 カンラン 4巻3号 大正14年3月28日 橄欖発行所

9-012 橄欖 カンラン 26巻1号 昭和21年1月25日 橄欖社

9-012 橄欖 カンラン 25巻1号 昭和21年12月15日 橄欖短歌会 復刊号
9-012 橄欖 カンラン 27巻3号 昭和23年4月25日 橄欖社

0-059 橄欖樹 カンランジュ 350号 昭和10年2月1日 第一高等学校校友会

3-022 官令全報 カンレイゼンポウ 7号 明治10年2月28日 弘令社

3-022 官令全報 カンレイゼンポウ 8号 明治10年3月31日 弘令社

3-022 官令全報 カンレイゼンポウ 9号 明治10年4月30日 弘令社

3-022 官令全報 カンレイゼンポウ 21号 明治11年4月30日 弘令社

3-022 官令全報 カンレイゼンポウ 25号 明治11年8月31日 弘令社

3-022 官令全報 カンレイゼンポウ 40号 明治12年11月30日 弘令社

3-022 官令全報 カンレイゼンポウ 56号 明治14年3月31日 弘令社

3-022 官令全報 カンレイゼンポウ 58号 明治14年5月31日 弘令社

3-022 官令全報 カンレイゼンポウ 60号 明治14年7月31日 弘令社

3-022 官令全報 カンレイゼンポウ 69号 明治15年4月30日 弘令社

3-022 官令全報 カンレイゼンポウ 80号 明治16年3月31日 小笠原書房

9-001 紀 キ 5冊 昭和15年1月10日 佐藤惣之助（発行人）

9-001 紀 キ 6冊 昭和15年6月15日 佐藤惣之助（発行人）

3-042 機械化 キカイカ 8巻2号 昭和20年3月1日 山海堂

9-058 季刊２０世紀文学 キカン20セイキブンガク Ⅱ 昭和24年3月5日 川崎出版社

9-012 季刊葛飾 キカンカツシカ 2号 昭和22年12月5日 葛飾歌話会

3-023 季刊　經濟思潮 キカンケイザイシチョウ 2集 昭和21年12月30日 株式會社實業之日本社

7-002 季刊現代芸術 キカンゲンダイゲイジュツ2号 昭和34年3月25日 みすず書房

7-002 季刊現代芸術 キカンゲンダイゲイジュツ3号 昭和34年6月30日 みすず書房

0-002 季刊出版月報 キカンシュッパンゲッポウ4号 1991年8月 白地社

0-061 季刊大学 キカンダイガク 2号 昭和22年7月25日 財団法人帝国大学新聞社出版

0-061 季刊大学 キカンダイガク 3号-4号 昭和22年10月25日 財団法人帝国大学新聞社出版

0-061 季刊大学 キカンダイガク 5号 昭和23年3月5日 財団法人帝国大学新聞社出版3冊あり
0-061 季刊大学 キカンダイガク 6号 昭和23年9月10日 財団法人帝国大学新聞社出版

9-078 季刊日本文学 キカンニホンブンガク 2輯 昭和24年12月1日 日本評論社

9-078 季刊日本文学 キカンニホンブンガク 3輯 昭和25年4月20日 日本評論社

0-062 季刊人間研究 キカンニンゲンケンキュウ2号 昭和25年8月25日 株式会社国土社                                2冊あり
0-062 季刊人間研究 キカンニンゲンケンキュウ3号 昭和26年3月25日 株式会社国土社                                2冊あり
0-062 季刊人間研究 キカンニンゲンケンキュウ4号 昭和27年1月10日 株式会社国土社

7-001 季刊美術 キカンビジュツ 1巻2号 昭和17年5月3日 美術評論社

9-058 季刊批評 キカンヒヒョウ 2冊 昭和8年6月17日 隆章閣

9-058 季刊批評 キカンヒヒョウ 63号 昭和24年9月30日 創元社 　

9-090 季刊文学・語学 キカンブンガク・ゴガク 3号 昭和32年3月15日 株式会社三省堂

9-090 季刊文学・語学 キカンブンガク・ゴガク 8号 昭和33年6月10日 株式会社三省堂

9-090 季刊文学・語学 キカンブンガク・ゴガク 11号 昭和34年3月15日 株式会社三省堂

9-090 季刊文学・語学 キカンブンガク・ゴガク 19号 昭和36年3月15日 株式会社三省堂

9-090 季刊文学・語学 キカンブンガク・ゴガク 23号 昭和37年3月15日 株式会社三省堂

9-090 季刊文学・語学 キカンブンガク・ゴガク 24号 昭和37年6月15日 株式会社三省堂

9-090 季刊文学・語学 キカンブンガク・ゴガク 26号 昭和37年12月15日 株式会社三省堂                               2冊あり
9-090 季刊文学・語学 キカンブンガク・ゴガク 28号 昭和38年6月15日 株式会社三省堂

9-090 季刊文学・語学 キカンブンガク・ゴガク 30号 昭和38年12月15日 株式会社三省堂

9-090 季刊文学・語学 キカンブンガク・ゴガク 31号 昭和39年3月15日 株式会社三省堂

9-090 季刊文学・語学 キカンブンガク・ゴガク 32号 昭和39年6月15日 株式会社三省堂

9-065 季刊文芸評論 キカンブンゲイヒョウロン1年2輯 昭和9年2月10日 株式会社白水社

0-083 季刊明昴 キカンメイコウ 3号 昭和21年12月20日 大越町青年団体

0-048 季刊理論 キカンリロン no.10-11 昭和24年11月5日 理論社

0-048 季刊理論 経済学前進のため キカンリロン ケイザイガクゼンシンノタメニ2号 昭和22年11月15日 理論社

0-048 季刊理論 文学前進のために キカンリロン ブンガクゼンシンノタメニ　－ 1952年8月1日 理論社

9-071 木靴 キグツ 3 1957年4月20日 木靴の会

3-006 紀元二千六百年 キゲンニセンロッピャクネン2巻1号 昭和13年3月10日 紀元二千六百年奉祝會

5-001 技術新論 ギジュツシンロン 　－ 昭和21年8月1日 電気日本社

6-001 技術と社会 ギジュツトシャカイ no.2 昭和21年10月20日 北海道総合技術連盟

9-067 寄生木 キセイモク 　－ 1984年1月 記載なし

0-065 貴族院彙報 キゾクインイホウ 92回1-50号 昭和21年12月26日-昭和22年3月31日記載無し 第92回1号から50号合本
0-068 北九州大学論文集 キタキュウシュウダイガクロンブンシュウno.5 昭和31年8月31日 北九州大学

0-080 北国文化 キタグニブンカ 5巻4号 昭和25年3月30日 北国新聞社

0-080 北国文化 キタグニブンカ 6巻7号 昭和26年6月30日 北国新聞社

0-080 北国文化 キタグニブンカ 6巻10号 昭和26年9月30日 北国新聞社

0-080 北国文化 キタグニブンカ 7巻3号 昭和27年3月30日 北国新聞社                               2冊あり
0-080 北国文化 キタグニブンカ 7巻5号 昭和27年6月30日 北国新聞社

0-080 北国文化 キタグニブンカ 7巻7号 昭和27年9月30日 北国新聞社

0-080 北国文化 キタグニブンカ 7巻9号 昭和27年11月30日 北国新聞社

キ＊



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
（平成26年10月2日改定）
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

0-080 北国文化 キタグニブンカ 8巻1号 昭和27年12月30日 北国新聞社                               2冊あり
0-080 北国文化 キタグニブンカ 8巻2号 昭和28年4月30日 北国新聞社 終刊号 　　　　　　　　  　2冊あり
0-080 北日本文化 キタニホンブンカ 1巻2号 昭和21年2月1日 北日本文化協会

0-080 北日本文化 キタニホンブンカ 1巻6号 昭和21年6月1日 北日本文化協会

0-080 北日本文化 キタニホンブンカ 2巻6号 昭和22年6月1日 北日本文化協会

0-080 北日本文化 キタニホンブンカ 2巻7号 昭和22年7月1日 北日本文化協会

0-081 北日本文学 キタニホンブンガク 4巻9号 昭和24年9月1日 北日本文化協会

9-052 北の女性 キタノジョセイ 1巻2号 昭和21年9月15日 北の女性社

9-052 北の女性 キタノジョセイ 1巻4号 昭和21年12月5日 北の女性社

9-052 北の文学 キタノブンガク 4号 昭和33年2月1日 株式会社新岩手社

9-064 北の星 キタノホシ 4号 昭和11年9月25日 北津軽郡教育会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.32 no.5 昭和26年5月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.32 no.6 昭和26年6月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.33 no.1 昭和26年7月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.33 no.2 昭和26年8月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.33 no.3 昭和26年9月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.33 no.4 昭和26年10月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.33 no.5 昭和26年11月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.33 no.6 昭和26年12月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.34 no.1 昭和27年1月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.34 no.2 昭和27年2月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.34 no.3 昭和27年3月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.34 no.4 昭和27年4月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.34 no.5 昭和27年5月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.34 no.6 昭和27年6月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.35 no.1 昭和27年7月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.35 no.2 昭和27年8月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.35 no.3 昭和27年9月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.35 no.4 昭和27年10月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.35 no.5 昭和27年11月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.35 no.6 昭和27年12月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.36 no.1 昭和28年1月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.36 no.2 昭和28年2月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.36 no.3 昭和28年3月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.36 no.4 昭和28年4月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.36 no.5 昭和28年5月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.36 no.6 昭和28年6月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.37 no.1 昭和28年7月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.37 no.2 昭和28年8月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.37 no.3 昭和28年9月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.37 no.4 昭和28年10月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.37 no.5 昭和28年11月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.38 no.1 昭和29年1月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.38 no.2 昭和29年2月1日 切手文化会

7-023 切手趣味 キッテシュミ v.38 no.3 昭和29年3月1日 切手文化会

7-023 切手文化 キッテブンカ 30巻1号 昭和22年1月1日 切手文化会

7-023 切手文化 キッテブンカ 30巻2号 昭和22年2月1日 切手文化会

7-023 切手文化 キッテブンカ 30巻3号 昭和22年3月1日 切手文化会

7-023 切手文化 キッテブンカ 30巻4号 昭和22年4月1日 切手文化会

7-023 切手文化 キッテブンカ 30巻5号 昭和22年5月1日 切手文化会

7-023 切手文化 キッテブンカ 30巻6号 昭和22年6月1日 切手文化会

7-023 切手文化 キッテブンカ 31巻1号 昭和22年8月1日 切手文化会

7-023 切手文化 キッテブンカ 31巻2号 昭和22年10月1日 切手文化会

7-023 切手文化 キッテブンカ 31巻3号 昭和22年11月1日 切手文化会

7-023 切手文化 キッテブンカ 31巻4号 昭和23年1月1日 切手文化会

7-023 切手文化 キッテブンカ 31巻5号 昭和23年2月1日 切手文化会

7-023 切手文化 キッテブンカ 31巻6号 昭和23年3月1日 切手文化会

7-023 切手文化 キッテブンカ 32巻1号 昭和23年4月1日 切手文化会

7-023 切手文化 キッテブンカ 32巻2号 昭和23年5月1日 切手文化会

7-023 切手文化 キッテブンカ 32巻3号 昭和23年6月1日 切手文化会

7-023 切手文化 キッテブンカ 32巻4号 昭和23年7月1日 切手文化会

7-023 切手文化 キッテブンカ 吉田一郎氏追悼号昭和25年4月5日 切手文化会

0-065 紀伊國屋月報レツェンゾ キノクニヤゲッポウレツェンゾ7月号 昭和10年7月1日 紀伊國屋書店レツェンゾ編輯部

0-065 紀伊國屋月報レツェンゾ キノクニヤゲッポウレツェンゾ8月号 昭和10年8月1日 紀伊國屋書店レツェンゾ編輯部

0-065 紀伊國屋月報レツェンゾ キノクニヤゲッポウレツェンゾ9月号 昭和10年9月1日 紀伊國屋書店レツェンゾ編輯部

0-065 紀伊國屋月報レツェンゾ キノクニヤゲッポウレツェンゾ10月号 昭和10年10月1日 紀伊國屋書店レツェンゾ編輯部

0-065 紀伊國屋月報レツェンゾ キノクニヤゲッポウレツェンゾ11月号 昭和10年11月1日 紀伊國屋書店レツェンゾ編輯部

0-065 紀伊國屋月報レツェンゾ キノクニヤゲッポウレツェンゾ12月号 昭和10年12月1日 紀伊國屋書店レツェンゾ編輯部

0-065 紀伊國屋月報レツェンゾ キノクニヤゲッポウレツェンゾ1月号 昭和11年1月12日 紀伊國屋書店レツェンゾ編輯部

0-065 紀伊國屋月報レツェンゾ キノクニヤゲッポウレツェンゾ2月号 昭和11年2月1日 紀伊國屋書店レツェンゾ編輯部表紙なし
9-002 牙 キバ 2冊 昭和9年6月1日 牙発行所

9-002 牙 キバ 3冊 昭和9年9月15日 牙発行所

9-002 牙 キバ 4冊-5冊 昭和10年7月20日 牙発行所

9-002 牙 キバ 6冊 昭和10年9月30日 牙発行所

9-002 牙 キバ 7冊 昭和11年1月1日 牙発行所

9-002 牙 キバ 3年2冊 昭和11年3月20日 牙発行所

9-002 牙 キバ 9冊 昭和11年9月20日 牙発行所

0-037 黄蜂 キバチ 1巻2号 昭和21年8月1日 黄蜂社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-037 黄蜂 キバチ 1巻3号 昭和21年10月1日 黄蜂社
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9-071 KYU キュー no.5 昭和5年11月3日 臼社

3-035 中学上級 キュウガクジョウキュウ 2巻7号 昭和22年11月1日 研究社

3-035 中学上級 キュウガクジョウキュウ 2巻8号 昭和22年12月1日 研究社

3-035 中学上級 キュウガクジョウキュウ 2巻9号 昭和23年1月1日 研究社

3-035 中学上級 キュウガクジョウキュウ 2巻11号 昭和23年3月1日 研究社

3-035 中学上級 キュウガクジョウキュウ 4巻4号 昭和24年7月1日 研究社

3-020 球根栽培法 キュウコンサイバイホウ 2巻26号 記載なし 東書房

9-009 旧式機関車 キュウシキキカンシャ 2集 1947年2月28日 野田文学会・詩部会

9-009 旧式機関車 キュウシキキカンシャ 3集 1947年3月31日 野田文学会・詩部会

9-009 旧式機関車 キュウシキキカンシャ 6集 1948年1月15日 古谷津書店

9-009 旧式機関車 キュウシキキカンシャ 7集 1948年3月10日 古谷津書店

9-009 旧式機関車 キュウシキキカンシャ 10集 1948年12月28日 古谷津書店

9-009 九州詩人 キュウシュウシジン 2号 昭和22年1月1日 碌々山房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 九州詩人 キュウシュウシジン 3号 昭和22年8月20日 碌々山房

9-071 九州文学 キュウシュウブンガク 71冊 昭和19年10月1日 九州文学社

9-071 九州文学 キュウシュウブンガク 72冊 昭和19年11月1日 九州文学社

9-071 九州文学 キュウシュウブンガク 73冊 昭和19年12月1日 九州文学社

9-071 九州文学 キュウシュウブンガク 74冊 昭和20年1月1日 九州文学社

9-071 九州文学 キュウシュウブンガク 75冊 昭和20年2月1日 九州文学社

9-071 九州文学 キュウシュウブンガク 76冊 昭和20年3月1日 九州文学社

0-080 九州文学 キュウシュウブンガク 82冊 昭和21年4月1日 九州文学社

0-080 九州文学 キュウシュウブンガク 94冊 昭和22年8月1日 九州文学社

0-080 九州文学 キュウシュウブンガク 6巻4号 昭和35年4月1日 九州文学社

9-071 九州文学 キュウシュウブンガク 10巻6号 昭和39年6月1日 九州文学社

0-080 九州輿論 キュウシュウヨロン 2巻1号 昭和22年1月1日 九州輿論研究所

0-060
旧制沼中（沼津東高）二十二
期だより

キュウセイヌマチュウ（ヌマヅヒガシコウ）22キダヨリ　－ 平成3年7月15日 旧・沼津中学校２２期会

9-086 教育 キョウイク 1巻6号 昭和8年9月1日 岩波書店

9-086 教育 キョウイク 3巻6号 昭和10年6月1日 岩波書店

9-086 教育 キョウイク no.40 昭和29年12月1日 国土社

3-031 教育 キョウイク 156号 昭和38年5月1日 国土社

9-087 教育・国語教育 キョウイク・コクゴキョウイク特別号 昭和7年9月15日 厚生閣書店

9-086 教育・国語教育 キョウイク・コクゴキョウイク4巻1号 昭和9年1月1日 厚生閣書店

9-086 教育・国語教育 キョウイク・コクゴキョウイク5巻6号 昭和10年6月1日 厚生閣書店

9-087 教育・国語教育 キョウイク・コクゴキョウイク臨時号 昭和10年11月3日 厚生閣

9-087 教育・国語教育 キョウイク・コクゴキョウイク臨時号 昭和11年11月8日 厚生閣

9-086 教育・国語教育 キョウイク・コクゴキョウイク7巻4号 昭和12年4月1日 厚生閣書店

9-086 教育・国語教育 キョウイク・コクゴキョウイク7巻6号 昭和12年6月1日 厚生閣書店

3-031 教育維新 キョウイクイシン 3巻10号 昭和19年11月1日 目黒書店

3-033 教育科学 キョウイクカガク 2号 昭和22年8月1日 同学社

3-033 教育科学 キョウイクカガク 3号 昭和22年9月1日 同学社

3-033 教育科学 キョウイクカガク 4号 昭和22年10月1日 同学社

3-033 教育科学 キョウイクカガク 5号 昭和22年11月1日 同学社

3-033 教育科学 キョウイクカガク 6号 昭和22年12月1日 同学社

3-033 教育科学 キョウイクカガク 7号 昭和23年1月1日 同学社

3-033 教育科学 キョウイクカガク 8号 昭和23年2月1日 同学社

3-033 教育科学 キョウイクカガク 9号 昭和23年3月1日 同学社

3-033 教育科学 キョウイクカガク 10号 昭和23年4月1日 同学社

3-033 教育科学 キョウイクカガク 12号 昭和23年6月1日 同学社

9-087 教育科学・国語教育 キョウイクカガク・コクゴキョウイク23号 昭和35年12月1日 明治図書出版株式会社

9-087 教育科学・国語教育 キョウイクカガク・コクゴキョウイク59号 昭和38年10月1日 明治図書出版株式会社

9-087 教育科学・国語教育 キョウイクカガク・コクゴキョウイク63号 昭和39年2月1日 明治図書出版株式会社

9-087 教育科学・国語教育 キョウイクカガク・コクゴキョウイク65号 昭和39年4月1日 明治図書出版株式会社

3-032 教育学術界 キョウイクガクジュツカイ26巻3号 大正元年11月10日 東京教育学術研究会

3-032 教育学術界 キョウイクガクジュツカイ67巻4号 昭和8年7月1日 モナス

3-032 教育学術界 キョウイクガクジュツカイ71巻4号 昭和10年7月1日 モナス

3-035 教育画報ハート キョウイクガホウハート 1号 明治40年10月10日 滑稽新聞社

3-031 教育界 キョウイクカン 10巻6号 明治44年3月2日 金港堂書籍株式会社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-032 教育研究 キョウイクケンキュウ 112号 大正2年7月1日 大日本図書株式会社

3-032 教育研究 キョウイクケンキュウ 142号 大正4年10月1日 大日本図書株式会社

3-032 教育研究 キョウイクケンキュウ 175号 大正7年2月1日 初等教育研究会

3-032 教育研究 キョウイクケンキュウ 208号 大正9年7月1日 初等教育研究会

3-032 教育研究 キョウイクケンキュウ 169号 昭和6年3月1日 初等教育研究会 ●判読不能
3-032 教育研究 キョウイクケンキュウ 419号 昭和9年6月1日 初等教育研究会

9-088 教育研究別冊 キョウイクケンキュウベッサツ2号 昭和25年10月20日 柏書院

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 1巻2号 昭和21年5月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 1巻3号 昭和21年6月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 1巻4号 昭和21年7月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 1巻5号 昭和21年8月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 1巻6号 昭和21年9月20日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 1巻7号 昭和21年10月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 1巻8-9号 昭和21年11月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 2巻1号 昭和22年1月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 2巻2-3号 昭和22年2月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 2巻5号 昭和22年8月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 2巻6号 昭和22年9月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 2巻7号 昭和22年10月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 2巻8号 昭和22年11月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 3巻1号 昭和23年1月1日 明治図書出版社



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
（平成26年10月2日改定）
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 3巻2号 昭和23年2月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 3巻3号 昭和23年3月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 3巻4号 昭和23年4月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 3巻5号 昭和23年5月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 3巻6号 昭和23年6月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 3巻7号 昭和23年7月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 3巻8号 昭和23年8月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 3巻9号 昭和23年9月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 3巻10号 昭和23年10月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 3巻11号 昭和23年11月1日 明治図書出版社

3-033 教育公論 キョウイクコウロン 3巻12号 昭和23年12月1日 明治図書出版社

3-031 教育実際界 キョウイクジッサイカイ 1巻3号 昭和3年6月1日 大日本学術協会

3-031 教育時論 キョウイクジロン 1004号 大正2年3月5日 開発社

3-031 教育ダイジェスト キョウイクダイジェスト 1巻2号 昭和23年7月10日 東光出版社

3-031 教育ダイジェスト キョウイクダイジェスト 1巻3号 昭和23年12月10日 東光出版社

3-031 教育ダイジェスト キョウイクダイジェスト 1巻4号 昭和24年7月5日 学芸教育社 復刊1号
3-031 教育ダイジェスト キョウイクダイジェスト 1巻5号 昭和24年9月5日 学芸教育社

3-031 教育ダイジェスト キョウイクダイジェスト 1巻6号 昭和24年10月5日 学芸教育社

3-031 教育展望 キョウイクテンボウ 3巻8号 昭和32年9月10日 教育出版株式会社

3-033 教育統計速報 キョウイクトウケイソクホウ3号 　昭和24年12月28年宮城県教育委員会事務局調査課

3-031 教育の時代 キョウイクノジダイ 1巻8号 昭和38年8月15日 株式会社東洋館出版社

3-031 教育の実際 キョウイクノジッサイ 5巻5号 明治39年11月2日 教育実際社

3-031 教育の実際 キョウイクノジッサイ 5巻6号 明治39年11月2日 教育実際社

7-001 教育美術 キョウイクビジュツ 1巻6号 昭和10年12月1日 教育美術社

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 1巻2号 昭和30年5月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 1巻3号 昭和30年6月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 1巻4号 昭和30年7月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 1巻5号 昭和30年8月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 1巻6号 昭和30年9月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 1巻7号 昭和30年10月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 1巻8号 昭和30年11月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 2巻1号 昭和31年1月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 2巻2号 昭和31年3月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 2巻4号 昭和31年4月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 2巻5号 昭和31年5月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 2巻6号 昭和31年6月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 2巻7号 昭和31年7月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 2巻8号 昭和31年8月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 2巻9号 昭和31年9月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 2巻10号 昭和31年10月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 2巻11号 昭和31年11月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 2巻12号 昭和31年12月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 3巻1号 昭和32年1月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 3巻2号 昭和32年2月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 3巻3号 昭和32年3月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 3巻4号 昭和32年4月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 3巻5号 昭和32年5月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 3巻6号 昭和32年6月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 3巻7号 昭和32年7月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 3巻8号 昭和32年8月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 3巻9号 昭和32年9月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 3巻10号 昭和32年10月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 3巻11号 昭和32年11月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 3巻12号 昭和32年12月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 4巻1号 昭和33年1月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 4巻2号 昭和33年2月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 4巻3号 昭和33年3月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 4巻4号 昭和33年4月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 4巻5号 昭和33年5月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 4巻6号 昭和33年6月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 4巻7号 昭和33年7月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 4巻8号 昭和33年8月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 4巻10号 昭和33年10月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 4巻11号 昭和33年11月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 4巻12号 昭和33年12月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 5巻1号 昭和34年1月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 5巻2号 昭和34年2月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 5巻3号 昭和34年3月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 5巻4号 昭和34年4月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 5巻5号 昭和34年5月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 5巻6号 昭和34年6月1日 教育評価研究会

3-032 教育評価 キョウイクヒョウカ 5巻7号 昭和34年7月1日 教育評価研究会

3-032 教育評論 キョウイクヒョウロン 22号 昭和6年5月15日 高踏社

3-032 教育評論 キョウイクヒョウロン 27号 昭和23年11月1日 教育評論社

3-031 教育復興 キョウイクフッコウ 2巻6号 昭和24年8月1日 東京書籍株式会社

3-031 教育復興 キョウイクフッコウ 2巻9号 昭和24年11月1日 東京書籍株式会社

3-031 教育文化 キョウイクブンカ 5巻10号 昭和21年10月1日 株式会社目黒書店

9-087 教育論文集 キョウイクロンブンシュウ543号 昭和3年4月5日 茗谷会

9-066 饗宴 キョウエン 2号 昭和21年6月20日 株式会社日本書院
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9-066 饗宴 キョウエン 3号 昭和21年8月20日 株式会社日本書院

9-066 饗宴 キョウエン 4号 昭和21年10月10日 株式会社日本書院

9-052 饗宴 キョウエン 5号 昭和22年6月1日 株式会社日本書院

9-066 饗宴 キョウエン 5号 昭和22年6月1日 株式会社日本書院

9-066 饗宴 キョウエン no.6 昭和22年7月8日 株式会社日本書院

9-066 饗宴 キョウエン 9号 昭和22年12月1日 株式会社日本書院

9-052 饗宴 キョウエン 5月号 昭和23年5月1日 株式会社日本書院 2冊あり

9-066 饗宴 キョウエン 11号 昭和23年6月1日 株式会社日本書院

3-036 教学 キョウガク 9巻8号 昭和18年9月1日 国民精神文化研究所

0-069 教学叢書特輯第一編 キョウガクショウショトクシュウダイ１ヘン　－ 昭和18年10月30日 内閣印刷局

3-035 教材収録 キョウザイシュウロク 11巻12号 大正11年8月1日 南光社

2-009 教材収録 キョウザイシュウロク 22巻10号 昭和8年9月20日 南光社

3-014 共産主義 キョウサンシュギ 1959　1号 1959年2月1日 リベラシオン社

3-014 共産主義研究 キョウサンシュギケンキュウ2冊 大正13年6月1日 朱文書店

2-002 教授資料　歴史と地理 キョウジュシリョウ　レキシトチリ1巻2号 大正6年12月1日 大鐙閣

0-037 暁鐘 ギョウショウ 1巻2号 昭和21年7月1日 暁社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-037 暁鐘 ギョウショウ 1巻3号 昭和21年9月10日 暁社

0-037 暁鐘 ギョウショウ 1巻4号 昭和21年10月5日 暁社

0-080 京都 キョウト 23号 昭和27年9月1日 株式会社白川書院

9-088
KYOTO RK KISARAGI
TAYORI  NO MAKI

キョウト　アールケイ　キサラギ　タヨリ　ノ　マキ　－ 昭和11年2月28日 Kyoto Romazikwai

6-001 協同社会 キョウドウシャカイ 3集 昭和12年3月31日 協同組合研究所

6-001 協同社会 キョウドウシャカイ 4集 昭和12年4月27日 協同組合研究所

3-014 協同民主主義 キョウドウミンシュシュギ3号 昭和21年5月10日 日本協同組合協會

3-014 協同民主主義 キョウドウミンシュシュギ4号 昭和21年8月15日 日本協同組合協會

0-081 郷土新誌 キョウドシンシ 12月号 昭和30年11月6日 郷土新誌社

3-033 京都体育 キョウトタイイク 3号 昭和22年11月15日 京都体育指導者連盟

3-033 京都体育 キョウトタイイク 5号 昭和23年5月30日 京都体育指導者連盟

3-037 郷土風景 キョウドフウケイ 1巻4号 昭和7年6月1日 郷土風景社

3-037 郷土風景 キョウドフウケイ 2巻3号 昭和8年3月1日 郷土風景社

3-037 郷土風景 キョウドフウケイ 2巻8号 昭和8年8月1日 郷土風景社

3-042 郷土部隊写真帖 キョウドブタイシャシンチョウ　－ 記載なし 東京日日新聞社

0-081 郷土文化 キョウドブンカ 1巻6号 昭和21年7月5日 九州文化人協会

2-002 郷土文化 キョウドブンカ 8巻1-2号,4号 昭和28年4月28日 郷土文化会

9-053 今日の文学 キョウノブンガク 2月号 昭和6年2月1日 新興派連盟

9-053 今日の文学 キョウノブンガク 4月号 昭和6年4月1日 新興派連盟

3-031 教養 キョウヨウ 8巻7号 昭和16年7月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 8巻8号 昭和16年8月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 8巻9号 昭和16年9月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 8巻10号 昭和16年10月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 8巻11号 昭和16年11月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 8巻12号 昭和16年12月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 9巻1号 昭和17年1月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 9巻2号 昭和17年2月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 9巻3号 昭和17年3月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 9巻4号 昭和17年4月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 9巻5号 昭和17年5月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 9巻6号 昭和17年6月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 9巻7号 昭和17年7月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 9巻8号 昭和17年8月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 9巻9号 昭和17年9月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 9巻10号 昭和17年10月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 9巻11号 昭和17年11月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 9巻12号 昭和17年12月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 10巻1号 昭和18年1月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 10巻2号 昭和18年2月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 10巻3号 昭和18年3月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 10巻4号 昭和18年4月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 10巻5号 昭和18年5月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 10巻6号 昭和18年6月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 10巻7号 昭和18年7月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 10巻8号 昭和18年8月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 10巻9号 昭和18年9月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 10巻10号 昭和18年10月1日 教育資料株式会社

3-031 教養 キョウヨウ 10巻11号 昭和18年11月1日 教育資料株式会社

0-069 教養諸学研究 キョウヨウショガクケンキュウ4号 昭和13年11月1日 早稲田大學経済学部教養諸学研究会

9-009 峡流 キョウリュウ 14集 昭和20年12月15日 峡流詩社

3-014 局外 キョクガイ 2巻2号 大正15年2月1日 北荘閣

7-016 極東画報 キョクトウガホウ 2巻8号 1947年10月 極東社

7-011 GIN EI-ZA ギンエイザ no.10 昭和9年2月22日 銀映座

7-011 GIN EI-ZA ギンエイザ no.12 昭和9年3月8日 銀映座

7-011 GIN EI-ZA ギンエイザ no.34 昭和9年9月6日 銀映座

7-011 GIN EI-ZA ギンエイザ no.39 昭和9年9月13日 銀映座

7-011 GIN EI-ZA ギンエイザ no.45 昭和9年10月25日 銀映座

9-065 銀河 ギンガ 2巻2号 昭和22年2月1日 新潮社

9-065 銀河 ギンガ 2巻3号 昭和22年3月1日 新潮社

9-065 銀河 ギンガ 2巻4号 昭和22年4月1日 新潮社

9-009 銀河系 ギンガケイ 2号 昭和22年5月10日 ほむら詩会

9-009 銀河系 ギンガケイ 3号 昭和22年5月30日 ほむら詩会



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
（平成26年10月2日改定）
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-009 銀河系 ギンガケイ 4号 昭和22年9月25日 銀河系詩社

9-009 銀河系 ギンガケイ 5号 昭和22年12月28日 銀河系詩社

9-009 銀河系 ギンガケイ 6号 昭和23年3月5日 銀河系詩社

9-009 銀河系 ギンガケイ 7号 昭和23年5月11日 銀河系詩社

3-037 近畿民族 キンキミンゾク 14号 昭和26年9月1日 記載無し

3-037 近畿民族 キンキミンゾク 29号 昭和32年7月15日 記載無し

0-058 近きより キンキヨリ 7巻2号 昭和18年2月5日 「近きより」者

0-058 近きより キンキヨリ 7巻3号 昭和18年3月5日 「近きより」者

0-067 禁酒之日本 キンシュノニホン 98-108号(欠：102,103,109)昭和3年1月1日-同年11月1日日本国民禁酒同盟 合本
9-066 金星 キンセイ 12月号 大正14年11月5日 金星堂

9-065 キンダーブック キンダーブック 14輯4編 昭和16年7月20日 フレーベル館

9-065 キンダーブック キンダーブック 14輯5編 昭和16年8月10日 フレーベル館

9-065 キンダーブック キンダーブック 14輯7編 昭和16年10月20日 フレーベル館

9-065 キンダーブック キンダーブック 14輯8編 昭和16年11月20日 フレーベル館

9-065 キンダーブック キンダーブック 14輯11編 昭和17年1月27日 日本保育館

0-037 近代 キンダイ 2巻16号 昭和23年12月1日 近代図書株式会社

0-037 近代 キンダイ 3巻18号 昭和24年2月1日 近代図書株式会社

0-081 近代 キンダイ 2号 昭和29年12月25日 文芸懇話会

7-007 近代絵画50年 キンダイカイガゴジュウネン　－ 記載無し 記載無し 破損：表紙なし
9-009 近代詩派 キンダイシハ 7号 昭和24年4月1日 近代詩派社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
2-002 近世庶民文化 キンダイショミンブンカ 73号 昭和36年7月10日 近世庶民文化研究所

9-071 近代説話 キンダイセツワ 7号 昭和36年4月30日 近代説話刊行会

0-067 近代日本文学思潮史 キンダイニホンブンガクシチョウシ11号 1961年8月 記載無し

7-001 近代美術研究 キンダイビジュツケンキュウ8号 昭和35年3月15日 近代美術研究会

9-007 近代風景 キンダイフウケイ 1巻2号 大正15年12月1日 アルス

9-046 近代文学 キンダイブンガク 1巻2号 昭和21年2月20日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク 1巻3号 昭和21年4月15日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク 1巻4号 昭和21年6月20日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク 1巻5号 昭和21年9月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.6 昭和21年10月1日 株式会社八雲書店

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.7 昭和21年12月1日 株式会社八雲書店

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.8 昭和22年1月1日 株式会社八雲書店                                3冊あり
9-046 近代文学 キンダイブンガク no.9 昭和22年3月1日 株式会社八雲書店

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.10 昭和22年4月1日 株式会社八雲書店

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.11 昭和22年6月1日 株式会社八雲書店

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.12 昭和22年7月1日 株式会社八雲書店

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.16 昭和22年12月1日 株式会社八雲書店

9-046 近代文学 キンダイブンガク v.3 no.1 昭和23年1月1日 株式会社八雲書店

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.18 昭和23年2月1日 株式会社八雲書店

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.19 昭和23年3月1日 記載無し

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.21 昭和23年5月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.22 昭和23年6月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.23 昭和23年7月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.24 昭和23年8月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.26 昭和23年10月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.27 昭和23年11月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク 3巻2号 昭和23年12月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.29 昭和24年1月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.33 昭和24年6月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.37 昭和24年11月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.39 昭和25年2月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.40 昭和25年4月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.45 昭和25年8月10日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.51 昭和26年9月1日 記載無し

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.55 昭和27年1月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.56 昭和27年2月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.60 昭和27年6月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.61 昭和27年7月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.62 昭和27年8月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.64 昭和27年10月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.66 昭和27年12月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.68 昭和28年2月1日 近代文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-046 近代文学 キンダイブンガク no.75 昭和28年9月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク v.8 no.11 昭和28年12月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.79 昭和29年2月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.81 昭和29年4月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.82 昭和29年5月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク v.9 no.9 昭和29年9月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク v.9 no.12 昭和29年12月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク v.10 no.1 昭和30年1月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク v.10 no.2 昭和30年2月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク v.10 no.11 昭和30年11月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.103 昭和31年2月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.107 昭和31年6月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.109 昭和31年8月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.110 昭和31年9月1日 近代文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-046 近代文学 キンダイブンガク no.121 昭和33年7月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク v.13 no.4 昭和33年10月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク v.14 no.1 昭和34年1月1日 近代文学社
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9-071 近代文学 キンダイブンガク v.14 no.7 昭和34年7月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク v.14 no.8 昭和34年8月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク v.14 no.9 昭和34年9月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク v.14 no.10 昭和34年10月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク v.14 no.11 昭和34年11月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク v.15 no.1 昭和35年1月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク v.15 no.2 昭和35年2月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.141 昭和35年3月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク no.142 昭和35年4月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク 15巻10号 昭和35年10月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク 15巻11号 昭和35年11月1日 記載無し

9-071 近代文学 キンダイブンガク 15巻12号 昭和35年12月1日 記載無し

9-046 近代文学 キンダイブンガク 151号 昭和36年1月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク 16巻1号 昭和36年1月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク 16巻2号 昭和36年2月1日 近代文学社

9-071 近代文学 キンダイブンガク 16巻3号 昭和36年3月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク 154号 昭和36年4月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク 155号 昭和36年5月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク 165号 昭和37年4月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク 176号 昭和38年4月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク 177号 昭和38年5月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク 178号 昭和38年6月1日 近代文学社

9-046 近代文学 キンダイブンガク 179号 昭和38年8月1日 近代文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-071 近代文学 キンダイブンガク 19巻3号 昭和39年8月1日 近代文学社 終刊号
9-086 近代文学講義録 キンダイブンガクコウギロク3号 大正9年5月5日 日本文章学院

9-086 近代文学講義録 キンダイブンガクコウギロク9号 大正9年8月5日 日本文章学院

0-069 近代文学懇談会会員名簿 キンダイブンガクコンダンカイカイインメイボ　－ 昭和34年11月 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会会員名簿 キンダイブンガクコンダンカイカイインメイボ　－ 昭和37年1月26日 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ2号 1960年2月 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ3号 1960年4月 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ4号 1960年6月 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ5号 1960年8月 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ6号 1960年10月 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ7号 1960年12月 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ8号 1961年2月 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ9号 1961年4月 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ10号 1961年6月 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ11号 1961年8月 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ12号 1961年10月 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ13号 1961年12月 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ14号 1962年2月 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ15号 1962年4月 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ16号 1962年6月 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ17号 1962年8月 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談々報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ18号 1962年10月15日 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談々報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ19号 1962年12月10日 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談々報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ20号 1963年2月5日 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談々報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ21号 1963年4月10日 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談々報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ22号 1963年6月1日 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談々報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ23号 1963年8月10日 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ24号 昭和38年10月10日 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ25号 昭和38年12月10日 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ26号 昭和39年2月10日 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ27号 昭和39年4月25日 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ28号 昭和39年6月15日 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ29号 昭和39年8月20日 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ30号 昭和39年10月30日 近代文学懇談会

0-069 近代文学懇談会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ31号 昭和39年12月15日 近代文学懇談会

9-094 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ33号 昭和40年2月15日 記載なし

9-094 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ32号 昭和40年2月20日 記載なし

9-094 近代文学懇談会会報 キンダイブンガクコンダンカイカイホウ34号 昭和40年8月15日 記載なし

9-094 近代文学と日本語 キンダイブンガクトニホンゴ13巻 昭和34年2月10日 株式会社岩波書店

9-064 銀の筐 ギンノハコ 2号 昭和22年10月1日 母と子の会

9-064 銀の筐 ギンノハコ 3号 昭和22年12月1日 母と子の会

3-023 金融経済 キンユウケイザイ 5号 1950年11月2日 財團法人金融經濟研究部/日本評論社

3-023 金融経済年報 キンユウケイザイネンポウ2巻1号 昭和22年10月30日 財團法人金融經濟研究會

9-052 勤労者文学 キンロウシャブンガク 2 昭和23年4月25日 新日本文学会

9-052 勤労者文学 キンロウシャブンガク 3 昭和23年5月25日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-052 勤労者文学 キンロウシャブンガク 4 昭和23年6月25日 新日本文学会

9-052 勤労者文学 キンロウシャブンガク 6 昭和23年10月25日 新日本文学会

9-052 勤労者文学 キンロウシャブンガク 6月号 昭和24年6月1日 新日本文学会

9-052 勤労者文学 キンロウシャブンガク 8月号 昭和24年8月1日 新日本文学会

2-006 クーポンの栞 クーポンノシオリ 　－ 11月9日 社団法人日本旅行協会 発行年記載なし
9-083 クオタリイ日本文学 クオタリイニホンブンガク2輯 昭和8年7月15日 耕進社

9-093 句形整理 漢文の標準問題 クケイセイリ カンブンノヒョウジュンモンダイ　－ 昭和52年4月1日 株式会社日栄社

9-009 草の葉 クサノハ 2号 昭和21年10月5日 草の葉社

9-016 句帖 クチョウ 1号 昭和22年12月1日 句帖社 復刊1号
9-016 句帖 クチョウ 2巻2号 昭和23年2月1日 句帖社

4-005 グッド グッド 5巻5号 昭和7年4月25日 日本ドック社

ク＊
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-016 句と評論 クトヒョウロン 1巻2号 昭和7年10月1日 帝都書院

9-016 句と評論 クトヒョウロン 1巻3号 昭和7年11月1日 帝都書院

9-016 句と評論 クトヒョウロン 1巻4号 昭和7年12月1日 帝都書院

9-016 句と評論 クトヒョウロン 2巻1号 昭和8年1月1日 帝都書院

9-016 句と評論 クトヒョウロン 2巻3号 昭和8年3月1日 帝都書院

9-016 句と評論 クトヒョウロン 2巻5号 昭和8年5月1日 帝都書院

9-016 句と評論 クトヒョウロン 2巻6号 昭和8年6月1日 帝都書院

9-016 句と評論 クトヒョウロン 2巻7号 昭和8年7月1日 帝都書院

9-016 句と評論 クトヒョウロン 2巻8号 昭和8年8月1日 帝都書院

9-016 句と評論 クトヒョウロン 5巻3号 昭和11年3月1日 帝都書院

9-016 句と評論 クトヒョウロン 5巻4号 昭和11年4月1日 帝都書院

9-016 句と評論 クトヒョウロン 5巻5号 昭和11年5月1日 帝都書院

9-016 句と評論 クトヒョウロン 5巻6号 昭和11年6月1日 帝都書院

9-016 句と評論 クトヒョウロン 5巻7号 昭和11年7月1日 帝都書院

9-016 句と評論 クトヒョウロン 5巻8号 昭和11年8月1日 帝都書院

9-016 句と評論 クトヒョウロン 5巻9号 昭和11年9月1日 帝都書院

9-016 句と評論 クトヒョウロン 5巻10号 昭和11年10月1日 帝都書院

9-016 句と評論 クトヒョウロン 7巻3号 昭和13年4月1日 帝都書院

9-012 国原 クニハラ 1巻2号 昭和23年4月30日 国原社

0-008 窪川書店古書時報 クボカワショテンコショジホウ　－ 昭和11年6月12日 窪川書店

9-083 久保榮研究 クボサカエケンキュウ 4号 1961年3月10日 記載無し

9-052 熊蜂 クマバチ v.2 no.2 1951年4月1日 パトス社 要確認：読み

9-009 蜘蛛 クモ 2号 1961年7月30日 蜘蛛出版社

9-009 蜘蛛 クモ 3号 1961年11月25日 蜘蛛出版社

9-009 蜘蛛 クモ 5号 1963年2月20日 蜘蛛出版社

9-052 苦楽 クラク 11月号 昭和22年11月1日 株式会社苦楽社

9-052 苦楽 クラク 新年号 昭和23年1月1日 株式会社苦楽社

9-052 苦楽 クラク 3号 昭和24年5月20日 株式会社苦楽社

9-065 CLASSICS Illustrated クラシック　イラストレイテッドno.2 昭和26年8月30日 旺文社 TREASURE ISLAND

7-022
くらしのなかの健康 -ファミ
リースポーツのすすめ-

クラシノナカノケンコウ－ファミリースポーツノススメ－　－ 昭和47年3月31日 私立学校教職員共済組合

9-063 藏原惟人論文集 クラハラコレヒトロンブンシュウ4巻 昭和7年12月30日 日本プロレタリア作家同盟出版部

7-017 グラフィック グラフィック 1巻3号 大正15年6月1日 グラフィック社

7-017 グラフィック グラフィック 1巻4号 大正15年7月1日 グラフィック社

7-017 グラフィック グラフィック 1巻5号 大正15年8月1日 グラフィック社

7-017 グラフィック グラフィック 1巻6号 大正15年9月1日 グラフィック社

7-017 グラフィック グラフィック 1巻7号 大正15年10月1日 グラフィック社

7-017 グラフィック グラフィック 1巻8号 大正15年11月1日 グラフィック社

7-017 グラフィック グラフィック 1巻9号 大正15年12月1日 グラフィック社

7-017 グラフィック グラフィック 2巻1号 大正16年1月1日 グラフィック社

7-017 グラフィック グラフィック 2巻2号 昭和2年2月1日 グラフィック社

9-052 クラルテ クラルテ 16号 昭和21年7月1日 クラルテ社

9-052 クラルテ クラルテ 17号 昭和21年8月1日 クラルテ社

9-052 クラルテ クラルテ 20号 昭和21年12月1日 クラルテ社

9-052 クラルテ クラルテ 4 昭和22年11月5日 クラルテ編集部

9-052 くらるて クラルテ 9 1951年4月25日 日本発送電株式会社文化体育会庶務部終刊号

9-007 黒髪 クロカミ 10月号 大正13年10月14日 黒髪詩歌会

0-038 黒潮 クロシオ 32年1号 昭和2年1月1日 春陽堂

0-038 黒潮 クロシオ 33年2号 昭和2年2月1日 春陽堂 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-038 黒潮 クロシオ 33年3号 昭和2年3月1日 春陽堂

7-023 クロスワードの雑誌 クロスワードノザッシ 4号 大正14年7月25日 クロスワードの雑誌社

9-071 クロノス クロノス 8 昭和39年10月20日 クロノス社

9-052 黒薔薇 クロバラ no.2 大正14年2月1日 交蘭社

9-071 群衆 グンシュウ no.2 昭和9年8月5日 群衆社

3-043 軍神廣瀬中佐 グンジンヒロセチュウサ 9編 明治37年4月18日 博文館

9-032 群像 グンゾウ 17巻11号 昭和12年11月1日 株式会社講談社

9-029 群像 グンゾウ 1巻2号 昭和21年11月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 1巻3号 昭和21年12月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 2巻1号 昭和22年1月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-029 群像 グンゾウ 2巻2号 昭和22年2月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 2巻3号 昭和22年3月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 2巻4号 昭和22年4月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 2巻5号 昭和22年5月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 2巻7号 昭和22年7月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-029 群像 グンゾウ 2巻8号 昭和22年8月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 2巻9号 昭和22年9月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 2巻10号 昭和22年10月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 2巻11号 昭和22年11月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 2巻12号 昭和22年12月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-029 群像 グンゾウ 3巻1号 昭和23年1月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-029 群像 グンゾウ 3巻2号 昭和23年2月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 3巻4号 昭和23年4月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 3巻5号 昭和23年5月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-029 群像 グンゾウ 3巻6号 昭和23年6月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-029 群像 グンゾウ 3巻7号 昭和23年7月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-029 群像 グンゾウ 3巻8号 昭和23年8月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-029 群像 グンゾウ 3巻9号 昭和23年9月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-029 群像 グンゾウ 3巻10号 昭和23年10月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 3巻11号 昭和23年11月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
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9-029 群像 グンゾウ 4巻1号 昭和24年1月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-029 群像 グンゾウ 4巻2号 昭和24年2月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-029 群像 グンゾウ 4巻3号 昭和24年3月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-029 群像 グンゾウ 4巻4号 昭和24年4月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 4巻5号 昭和24年5月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-029 群像 グンゾウ 4巻6号 昭和24年6月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-029 群像 グンゾウ 4巻7号 昭和24年7月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-029 群像 グンゾウ 4巻8号 昭和24年8月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 4巻9号 昭和24年9月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 4巻10号 昭和24年10月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 5巻2号 昭和25年2月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-029 群像 グンゾウ 5巻5号 昭和25年5月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 5巻6号 昭和25年6月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 5巻7号 昭和25年7月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-029 群像 グンゾウ 5巻8号 昭和25年8月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-029 群像 グンゾウ 5巻9号 昭和25年9月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 5巻11号 昭和25年11月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 5巻12号 昭和25年12月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 6巻1号 昭和26年1月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 6巻2号 昭和26年2月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 6巻4号 昭和26年4月1日 大日本雄弁会講談社

9-029 群像 グンゾウ 6巻6号 昭和26年6月1日 大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 6巻7号 昭和26年7月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 6巻10号 昭和26年10月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 7巻2号 昭和27年2月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 7巻3号 昭和27年3月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 7巻4号 昭和27年4月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 7巻5号 昭和27年5月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 7巻6号 昭和27年6月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 7巻7号 昭和27年7月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 7巻10号 昭和27年10月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 7巻11号 昭和27年11月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 7巻12号 昭和27年12月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 8巻1号 昭和28年1月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 8巻2号 昭和28年2月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 8巻3号 昭和28年3月1日 株式会社大日本雄弁会講談社　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-030 群像 グンゾウ 8巻5号 昭和28年5月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 8巻7号 昭和28年6月15日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 8巻8号 昭和28年7月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 8巻9号 昭和28年8月1日 株式会社大日本雄弁会講談社                              3冊あり
9-030 群像 グンゾウ 8巻10号 昭和28年9月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 8巻11号 昭和28年10月1日 株式会社大日本雄弁会講談社                              3冊あり
9-030 群像 グンゾウ 8巻12号 昭和28年11月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 9巻1号 昭和29年1月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 9巻6号 昭和29年6月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 9巻11号 昭和29年10月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-030 群像 グンゾウ 10巻1号 昭和30年1月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-031 群像 グンゾウ 10巻2号 昭和30年2月1日 株式会社大日本雄弁会講談社表紙背表紙破損
9-031 群像 グンゾウ 10巻6号 昭和30年6月1日 株式会社大日本雄弁会講談社表紙破損
9-031 群像 グンゾウ 10巻8号 昭和30年8月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-031 群像 グンゾウ 10巻10号 昭和30年10月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-031 群像 グンゾウ 10巻12号 昭和30年12月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-031 群像 グンゾウ 11巻2号 昭和31年2月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-031 群像 グンゾウ 11巻3号 昭和31年3月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-031 群像 グンゾウ 11巻7号 昭和31年7月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-031 群像 グンゾウ 11巻11号 昭和31年11月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-031 群像 グンゾウ 12巻2号 昭和32年2月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-031 群像 グンゾウ 12巻4号 昭和32年4月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-031 群像 グンゾウ 12巻5号 昭和32年5月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-031 群像 グンゾウ 13巻2号 昭和33年2月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-031 群像 グンゾウ 13巻5号 昭和33年5月1日 株式会社大日本雄弁会講談社　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-031 群像 グンゾウ 13巻6号 昭和33年6月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-031 群像 グンゾウ 13巻7号 昭和33年7月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-031 群像 グンゾウ 13巻8号 昭和33年8月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-031 群像 グンゾウ 13巻12号 昭和33年12月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

9-031 群像 グンゾウ 14巻2号 昭和34年2月1日 株式会社講談社

9-031 群像 グンゾウ 14巻3号 昭和34年3月1日 株式会社講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-031 群像 グンゾウ 14巻4号 昭和34年4月1日 株式会社講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-031 群像 グンゾウ 14巻7号 昭和34年7月1日 株式会社講談社

9-031 群像 グンゾウ 14巻8号 昭和34年8月1日 株式会社講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-031 群像 グンゾウ 15巻9号 昭和35年9月1日 株式会社講談社

9-032 群像 グンゾウ 15巻12号 昭和35年11月1日 株式会社講談社

9-032 群像 グンゾウ 16巻1号 昭和36年1月1日 株式会社講談社

9-032 群像 グンゾウ 16巻2号 昭和36年2月1日 株式会社講談社

9-032 群像 グンゾウ 16巻3号 昭和36年3月1日 株式会社講談社

9-032 群像 グンゾウ 16巻6号 昭和36年6月1日 株式会社講談社

9-032 群像 グンゾウ 16巻10号 昭和36年10月1日 株式会社講談社

9-032 群像 グンゾウ 16巻11号 昭和36年11月1日 株式会社講談社

9-032 群像 グンゾウ 16巻12号 昭和36年12月1日 株式会社講談社
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9-032 群像 グンゾウ 17巻1号 昭和37年1月1日 株式会社講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-032 群像 グンゾウ 17巻2号 昭和37年2月1日 株式会社講談社

9-032 群像 グンゾウ 17巻6号 昭和37年6月1日 株式会社講談社

9-032 群像 グンゾウ 17巻7号 昭和37年7月1日 株式会社講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-032 群像 グンゾウ 17巻8号 昭和37年8月1日 株式会社講談社

9-032 群像 グンゾウ 17巻9号 昭和37年9月1日 株式会社講談社

9-032 群像 グンゾウ 18巻1号 昭和38年1月1日 株式会社講談社

9-032 群像 グンゾウ 18巻2号 昭和38年2月1日 株式会社講談社

9-032 群像 グンゾウ 18巻3号 昭和38年3月1日 株式会社講談社

9-032 群像 グンゾウ 18巻5号 昭和38年5月1日 株式会社講談社 巻末付録：日本現代文芸家事典
9-032 群像 グンゾウ 18巻6号 昭和38年6月1日 株式会社講談社

9-032 群像 グンゾウ 18巻7号 昭和38年7月1日 株式会社講談社

9-032 群像 グンゾウ 18巻8号 昭和38年8月1日 株式会社講談社

9-032 群像 グンゾウ 19巻4号 昭和39年4月1日 株式会社講談社

9-033 群像 グンゾウ 19巻5号 昭和39年5月1日 株式会社講談社

9-033 群像 グンゾウ 19巻8号 昭和39年8月1日 株式会社講談社

9-033 群像 グンゾウ 19巻9号 昭和39年9月1日 株式会社講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-033 群像 グンゾウ 19巻10号 昭和39年10月1日 株式会社講談社

9-033 群像 グンゾウ 19巻11号 昭和39年11月1日 株式会社講談社

9-033 群像 グンゾウ 19巻12号 昭和39年12月1日 株式会社講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-070 群像 グンゾウ 20巻3号 昭和40年3月1日 株式会社講談社

9-070 群像 グンゾウ 20巻4号 昭和40年4月1日 株式会社講談社

9-070 群像 グンゾウ 20巻7号 昭和40年7月1日 株式会社講談社

9-070 群像 グンゾウ 20巻8号 昭和40年8月1日 株式会社講談社

9-070 群像 グンゾウ 20巻10号 昭和40年10月1日 株式会社講談社

9-070 群像 グンゾウ 20巻12号 昭和40年12月1日 株式会社講談社

9-070 群像 グンゾウ 22巻1号 昭和42年1月1日 株式会社講談社

9-070 群像 グンゾウ 23巻10号 昭和43年10月1日 株式会社講談社

9-070 群像 グンゾウ 24巻7号 昭和44年7月1日 株式会社講談社

9-070 群像 グンゾウ 25巻6号 昭和45年6月1日 株式会社講談社

9-070 群像 グンゾウ 27巻7号 昭和47年7月1日 株式会社講談社

9-070 群像 グンゾウ 31巻12号 昭和51年12月1日 株式会社講談社

3-042 軍隊 グンタイ 　－ 明治29年2月1日 山海堂

0-066 群馬大学紀要 グンマダイガクキヨウ 2巻1号 1952年12月10日 群馬大学

9-068 蹊 ケイ 1号 昭和32年6月1日 成蹊高等学校校友会雑誌部 復刊
3-023 経営評論 ケイエイヒョウロン 1巻1号 昭和21年4月1日 經營評論社

3-023 経営評論 ケイエイヒョウロン 2巻7号 昭和22年11月1日 經營評論社

3-023 経営評論 ケイエイヒョウロン 2巻8号 昭和22年12月1日 經營評論社

3-023 経営評論 ケイエイヒョウロン 3巻3号 昭和23年4月1日 經營評論社

3-023 経営評論 ケイエイヒョウロン 3巻4号 昭和23年5月1日 經營評論社

3-023 経営評論 ケイエイヒョウロン 4巻2号 昭和24年2月1日 經營評論社

9-053 芸苑 ゲイエン 2巻1号 昭和20年1月1日 株式会社巖松堂書店

9-053 芸苑 ゲイエン 2巻2号 昭和20年9月1日 株式会社巖松堂書店

9-053 芸苑 ゲイエン 2巻3号 昭和20年10月1日 株式会社巖松堂書店

9-053 芸苑 ゲイエン 2巻5号 昭和20年12月1日 株式会社巖松堂書店

9-053 芸苑 ゲイエン 3巻1号 昭和21年1月1日 株式会社巖松堂書店                               3冊あり
9-053 芸苑 ゲイエン 3巻2号 昭和21年2月1日 株式会社巖松堂書店 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-053 芸苑 ゲイエン 3巻3号 昭和21年4月1日 株式会社巖松堂書店

9-053 芸苑 ゲイエン 3巻5号 昭和21年6月1日 株式会社巖松堂書店

9-053 芸苑 ゲイエン 3巻6号 昭和21年8月1日 株式会社巖松堂書店

9-053 芸苑 ゲイエン 3巻9号 昭和21年11月1日 株式会社巖松堂書店

9-053 芸苑 ゲイエン 3巻10号 昭和21年12月1日 株式会社巖松堂書店

9-053 芸苑 ゲイエン 4巻1号 昭和22年1月1日 株式会社巖松堂書店

9-053 芸苑 ゲイエン 4巻6号 昭和22年9月1日 株式会社巖松堂書店

9-053 芸苑 ゲイエン 4巻7号 昭和22年10月1日 株式会社巖松堂書店

0-073 慶應義塾大学日吉論文集 ケイオウギジュクダイガクヒヨシロンブンシュウ13 昭和38年3月31日 慶應義塾大学日吉研究室

0-073 慶應義塾大学日吉論文集 ケイオウギジュクダイガクヒヨシロンブンシュウ14 記載無し 慶應義塾大学日吉研究室 昭和38年9月30日印刷
0-073 慶應義塾大学日吉論文集 ケイオウギジュクダイガクヒヨシロンブンシュウ17 記載無し 慶應義塾大学日吉研究室 昭和39年6月15日印刷
0-060 慶応倶楽部 ケイオウクラブ 12月号 昭和11年12月5日 社団法人　慶応倶楽部 昭和11年度倶楽部員名簿
7-011 軽音楽 ケイオンガク 21巻7号 昭和48年6月1日 有限会社編集プロダクション映画

0-069 京華学友会雑誌 ケイカガクユウカイ 15号 明治36年7月20日 京華商業学校学友会

0-069 京華学友会雑誌 ケイカガクユウカイ 22号 大正14年3月15日 京華商業学校学友会

0-044 政経春秋 ケイザイ 1巻8号 昭和21年8月1日 政経春秋社

3-023 経済 ケイザイ 1巻1号 昭和22年2月1日 株式會社經濟社

3-023 経済 ケイザイ 2巻1号 昭和23年1月1日 株式會社經濟社

3-023 経済 ケイザイ 2巻7号 昭和23年7月1日 株式會社經濟社

3-023 経済 ケイザイ 2巻10号 昭和23年10月1日 株式會社經濟社

3-023 経済安定資料 ケイザイアンテイシリョウ1948　3集 昭和23年4月25日 アカギ書房

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 1巻1号 大正15年3月5日 合資會社日本評論社 表紙不綴
3-024 経済往来 ケイザイオウライ 1巻2号 大正15年4月1日 合資會社日本評論社

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 1巻3号 大正15年5月1日 合資會社日本評論社

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 1巻4号 大正15年6月1日 合資會社日本評論社

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 1巻5号 大正15年7月1日 合資會社日本評論社

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 1巻6号 大正15年8月1日 合資會社日本評論社

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 1巻7号 大正15年9月1日 合資會社日本評論社

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 1巻8号 大正15年10月1日 合資會社日本評論社

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 1巻9号 大正15年11月1日 合資會社日本評論社

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 2巻1号 大正16年1月1日 合資會社日本評論社

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 2巻2号 昭和2年2月1日 合資會社日本評論社

ケ＊
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3-024 経済往来 ケイザイオウライ 2巻3号 昭和2年3月1日 合資會社日本評論社

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 4巻3号 昭和4年3月1日 株式會社日本評論社

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 4巻3号 昭和4年3月1日 株式會社日本評論社 新經濟學全集付録
0-030 経済往来 ケイザイオウライ 4巻10号 昭和4年10月1日 株式会社日本評論社

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 5巻3号 昭和5年3月1日 株式會社日本評論社

0-030 経済往来 ケイザイオウライ 5巻12号 昭和5年11月1日 株式会社日本評論社 表紙なし
3-024 経済往来 ケイザイオウライ 8巻6号 昭和8年6月1日 株式會社日本評論社 裏表紙不綴
3-024 経済往来 ケイザイオウライ 8巻13号 昭和8年11月19日 株式會社日本評論社

0-030 経済往来 ケイザイオウライ 9巻9号 昭和9年9月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-030 経済往来 ケイザイオウライ 10巻2号 昭和10年2月1日 株式会社日本評論社

0-030 経済往来 ケイザイオウライ 10巻3号 昭和10年3月1日 株式会社日本評論社

0-030 経済往来 ケイザイオウライ 10巻4号 昭和10年4月1日 株式会社日本評論社 合本
0-030 経済往来 ケイザイオウライ 10巻5号 昭和10年5月1日 株式会社日本評論社 合本
3-024 経済往来 ケイザイオウライ 10巻8号 昭和10年8月1日 株式會社日本評論社

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 1号 昭和14年10月1日 株式會社日本評論社

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 2号 昭和14年11月1日 株式會社日本評論社

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 3号 昭和14年12月1日 株式會社日本評論社

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 4号 昭和15年1月1日 株式會社日本評論社

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 6号 昭和15年3月20日 株式會社日本評論社

3-024 経済往来 ケイザイオウライ 5号 昭和15年7月10日 株式會社日本評論社

0-031 経済往来 ケイザイオウライ 13号 昭和15年12月1日 株式会社日本評論社

3-023 経済学研究 ケイザイガクケンキュウ 1集 昭和23年6月30日 創元社

3-023 経済学研究 ケイザイガクケンキュウ 2集 昭和23年9月25日 創元社

3-023 経済学研究 ケイザイガクケンキュウ 4集 昭和24年4月10日 創元社

3-023 経済学研究 ケイザイガクケンキュウ 5集 昭和24年9月15日 創元社

3-026 経済政策 ケイザイサイサク 1巻5号 昭和22年12月1日 財團法人經濟政策研究所

3-023 経済新誌 ケイザイシンシ 創刊号-2巻9号 昭和19年5月1日-昭和20年11月15日日本證券取引所 合本
3-023 経済新誌 ケイザイシンシ 2巻9号 昭和20年11月15日 日本證券取引所

3-023 経済新誌 ケイザイシンシ 再出発記念号 昭和21年4月20日 經濟雑誌社

3-023 経済ダイヤモンド ケイザイダイヤモンド 34巻28号 昭和21年10月1日 株式會社経済雜誌ダイヤモンド社

3-023 経済ダイヤモンド ケイザイダイヤモンド 37巻22号 昭和24年8月1日 株式會社経済雜誌ダイヤモンド社

3-023 経済評論 ケイザイヒョウロン 1巻2号 昭和21年5月1日 株式會社日本評論社

3-023 経済評論 ケイザイヒョウロン 1巻3号 昭和21年6月1日 株式會社日本評論社

3-023 経済評論 ケイザイヒョウロン 1巻4号 昭和21年7月1日 株式會社日本評論社

3-023 経済評論 ケイザイヒョウロン 1巻5号 昭和21年8月1日 株式會社日本評論社

3-023 経済評論 ケイザイヒョウロン 1巻6号 昭和21年9月1日 株式會社日本評論社

3-042 警察協会雑誌 ケイサツキョウカイザッシ288号 大正13年8月25日 警察協会本部

3-042 警察協会雑誌 ケイサツキョウカイザッシ291号 大正13年11月25日 警察協会本部

3-042 警察協会雑誌 ケイサツキョウカイザッシ292号 大正13年12月25日 警察協会本部

3-042 警察協会雑誌 ケイサツキョウカイザッシ294号 大正14年2月25日 警察協会本部

3-042 警察協会雑誌 ケイサツキョウカイザッシ295号 大正14年3月25日 警察協会本部

3-042 警察協会雑誌 ケイサツキョウカイザッシ296号 大正14年4月25日 警察協会本部

3-042 警察協会雑誌 ケイサツキョウカイザッシ297号 大正14年5月25日 警察協会本部

3-042 警察協会雑誌 ケイサツキョウカイザッシ298号 大正14年6月25日 警察協会本部

3-042 警察協会雑誌 ケイサツキョウカイザッシ299号 大正14年7月25日 警察協会本部

3-042 警察協会雑誌 ケイサツキョウカイザッシ304号 大正14年12月25日 警察協会本部

3-042 警察協会雑誌 ケイサツキョウカイザッシ305号 大正15年1月25日 警察協会本部

3-042 警察思潮 ケイサツシチョウ 13巻6号 昭和15年6月5日 警察思潮社

3-042 警察時報 ケイサツジホウ 4巻7号-5巻9号 昭和24年7月1日-昭和25年9月1日警察時報社 合本
7-001 芸術 ゲイジュツ 2号 昭和21年11月1日 株式会社八雲書店

7-001 芸術 ゲイジュツ 3号 昭和22年4月30日 株式会社八雲書店

7-001 芸術 ゲイジュツ 4号 昭和22年10月25日 株式会社八雲書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-001 芸術 ゲイジュツ 5号 昭和22年12月20日 株式会社八雲書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-001 芸術 ゲイジュツ 6号 昭和23年5月25日 株式会社八雲書店

7-001 芸術 ゲイジュツ 8月号 昭和23年8月1日 株式会社八雲書店

7-001 芸術 ゲイジュツ 10月号 昭和23年10月1日 株式会社八雲書店

7-001 芸術 ゲイジュツ 12月号 昭和23年12月1日 株式会社八雲書店 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
7-001 芸術 ゲイジュツ 新年号 昭和24年1月1日 株式会社八雲書店

7-001 芸術 ゲイジュツ 7月号 昭和28年7月1日 八雲書店

7-001 芸術 ゲイジュツ 2号 昭和30年6月1日 日本芸術協会

7-001 芸術学 ゲイジュツガク 4号 昭和31年4月20日 日本大学芸術学会

7-002 芸術新潮 ゲイジュツシンチョウ 9巻8号 昭和33年8月1日 株式会社新潮社

7-002 芸術新潮 ゲイジュツシンチョウ 10巻7号 昭和34年7月1日 株式会社新潮社

7-002 芸術新潮 ゲイジュツシンチョウ 146号 昭和37年2月1日 株式会社新潮社

7-002 芸術新潮 ゲイジュツシンチョウ 159号 昭和38年3月1日 株式会社新潮社

7-002 芸術新潮 ゲイジュツシンチョウ 169号 昭和39年1月1日 株式会社新潮社

7-002 芸術生活 ゲイジュツセイカツ 205号 昭和40年4月1日 株式会社芸術生活社

9-009 藝術前衛 ゲイジュツゼンエイ 2号 1949年9月10日 前衛芸術グループ

9-009 藝術前衛 ゲイジュツゼンエイ 3号 1949年12月1日 藝術前衛グループ

7-002 芸術ノート ゲイジュツノート no.2 1961年6月20日 記載無し

7-002 芸術ノート ゲイジュツノート no.3 1962年6月20日 記載無し

7-008 芸術評論 ゲイジュツヒョウロン 2号 昭和14年11月22日 美学談話会

7-008 芸術評論 ゲイジュツヒョウロン 3号 昭和14年12月22日 美学談話会

7-008 芸術評論 ゲイジュツヒョウロン 4号 昭和15年2月9日 美学談話会

7-008 芸術評論 ゲイジュツヒョウロン 6号 昭和15年5月10日 美学談話会

9-009 形象 ケイショウ v.1 no.2 昭和23年6月27日 信陽詩人倶楽部

9-009 形象 ケイショウ v.1 no.4 昭和23年11月1日 信陽詩人倶楽部

9-009 形象 ケイショウ v.2 no.1 昭和24年3月15日 信陽詩人倶楽部

9-009 形象 ケイショウ 3号 1955年10月20日 形象文学会
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9-009 形象 ケイショウ 4号 1956年1月20日 形象文学会

0-062 形成 ケイセイ 2号 昭和15年1月1日 古今書院

0-062 形成 ケイセイ 4号 昭和15年3月1日 古今書院

0-062 形成 ケイセイ 6号 昭和15年5月1日 古今書院

0-061 形成 ケイセイ 8号 1957年5月15日 三修社                                2冊あり
0-061 形成 ケイセイ 9号 1957年11月20日 三修社

0-061 形成 ケイセイ 10号 1958年5月20日 三修社

0-061 形成 ケイセイ 11号 1958年12月15日 三修社

0-071 形成 ケイセイ 11号 1958年12月15日 三修社

0-071 形成 ケイセイ 12号 1959年5月5日 三修社

0-061 形成 ケイセイ 13号 1959年11月30日 三修社

9-009 形成 ケイセイ 14号 1960年5月21日 三修社

0-061 形成 ケイセイ 15号 1960年12月20日 三修社

0-061 形成 ケイセイ 16号 1961年7月15日 三修社

0-061 形成 ケイセイ 17号 1961年12月20日 三修社 2冊あり：奥付なし
0-061 形成 ケイセイ 18号 1962年5月15日 三修社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 14巻2号 昭和19年5月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 14巻8号 昭和19年11月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 14巻9号 昭和19年12月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 14巻11号 昭和20年2月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 14巻12号 昭和20年3月1日 旺文社                               2冊あり
0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 15巻7号 昭和20年10月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 15巻9号 昭和20年12月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 15巻10号 昭和21年1月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 15巻11号 昭和21年2月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 15巻12号 昭和21年3月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 16巻1号 昭和21年4月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 16巻2号 昭和21年5月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 16巻3号 昭和21年6月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 16巻4号 昭和21年7月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 16巻5号 昭和21年8月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 16巻6号 昭和21年9月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 16巻7号 昭和21年10月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 16巻8号 昭和21年11月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 16巻9号 昭和21年12月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 18巻7号 昭和23年10月1日 旺文社 奥付け記載の最終ページ紛失
0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 18巻8号 昭和23年11月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 21巻1号 昭和26年4月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 21巻9号 昭和26年12月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 21巻10号 昭和27年1月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 21巻11号 昭和27年2月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 21巻12号 昭和27年3月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 22巻2号 昭和27年5月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 22巻4号 昭和27年7月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 22巻6号 昭和27年9月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 22巻7号 昭和27年10月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 22巻8号 昭和27年11月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 22巻9号 昭和27年12月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 22巻10号 昭和28年1月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 22巻11号 昭和28年2月1日 旺文社

0-077 蛍雪時代 ケイセツジダイ 23巻5号 昭和28年8月1日 旺文社

0-062
蛍雪時代8月号第2付録古文
解釈の基礎知識

ケイセツジダイハチガツゴウダイニフロクコブンカイシャクノキソチシキ23巻5号 昭和28年8月1日 旺文社
タイトルの記載方法について、要
確認：

9-013 勁草 ケイソウ 18巻1号 昭和23年6月1日 勁草社

9-042 芸文 ゲイブン 巻2 明治35年8月11日 文友館

0-067 芸文 ゲイブン 12年6号 大正10年6月1日 筆文社星野書店

9-094 藝文 ゲイブン 8年6号7号 昭和2年7月1日 内外出版株式会社

0-068 芸文研究 ゲイブンケンキュウ 8号 昭和33年10月30日 慶応義塾大学文芸学会

3-026 経理問題研究 ケイリモンダイケンキュウ2号 昭和24年6月20日 株式會社曉書房

0-037 芸林 ゲイリン 1巻2号 昭和29年6月1日 芸林社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 1巻2号 昭和21年5月1日 東京出版株式会社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 1巻3号 昭和21年6月1日 東京出版株式会社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 1巻4号 昭和21年7月1日 東京出版株式会社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 1巻5号 昭和21年8月1日 東京出版株式会社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 1巻6号 昭和21年9月1日 東京出版株式会社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 1巻7号 昭和21年10月1日 東京出版株式会社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 1巻8号 昭和21年11月1日 東京出版株式会社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 1巻9号 昭和21年12月1日 東京出版株式会社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 2巻1号 昭和22年1月1日 東京出版株式会社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 2巻2号 昭和22年2月1日 東京出版株式会社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 2巻3号 昭和22年3月1日 東京出版株式会社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 2巻4号 昭和22年5月1日 東京出版株式会社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 2巻5号 昭和22年6月1日 東京出版株式会社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 2巻6号 昭和22年8月1日 東京出版株式会社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 2巻7号 昭和22年10月1日 東京出版株式会社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 2巻8号 昭和22年11月1日 東京出版株式会社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 2巻9号 昭和22年12月1日 東京出版株式会社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 3巻1号 昭和23年1月1日 東京出版株式会社

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 3巻2号 昭和23年2月1日 芸林間歩社
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9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 21 昭和23年4月1日 洗心書林

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 22 昭和23年8月1日 蜂書房

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 23号 昭和23年10月1日 蜂書房

9-053 芸林間歩 ゲイリンカンポ 2巻1号 昭和30年3月10日 的場書房

3-036 ケウイク ケウイク 　－ 明治42年4月25日 ケウイク社

3-014 月刊　社会 ゲッカン　シャカイ 1巻2号 昭和7年7月1日 島崎書院

0-002 『月刊　文化財』総索引 ゲッカン　ブンカザイ ソウサクイン21 平成3年11月15日 学習院女子短期大学図書館

0-080 月刊秋田 ゲッカンアキタ 1巻2号 昭和27年3月1日 月刊秋田社

0-081 月刊さきがけ ゲッカンサキガケ 5巻11号 昭和24年11月1日 秋田魁新報社

0-081 月刊さきがけ ゲッカンサキガケ 5巻12号 昭和24年12月1日 秋田魁新報社

0-081 月刊さきがけ ゲッカンサキガケ 6巻1号 昭和25年1月1日 秋田魁新報社

0-081 月刊さきがけ ゲッカンサキガケ 6巻2号 昭和25年2月1日 秋田魁新報社

0-081 月刊さきがけ ゲッカンサキガケ 6巻3号 昭和25年4月1日 秋田魁新報社

6-008 月刊自家用車 ゲッカンジカヨウシャ 5巻11号 昭和38年11月1日 株式会社内外出版社

6-008 月刊自家用車 ゲッカンジカヨウシャ 5巻12号 昭和38年12月1日 株式会社内外出版社

6-008 月刊自家用車 ゲッカンジカヨウシャ 6巻8号 昭和39年8月1日 株式会社内外出版社

6-008 月刊自動車 ゲッカンジドウシャ 4巻1号 昭和37年1月1日 株式会社交通科学社

0-080 月刊東北 ゲッカントウホク 2巻5号 昭和20年5月1日 河北新報社

0-080 月刊東北 ゲッカントウホク 2巻8-9号 昭和20年9月1日 河北新報社

0-080 月刊東北 ゲッカントウホク 2巻10号 昭和20年10月1日 河北新報社

0-068 月刊内務省納本月報 ゲッカンナイムショウノウホンゲッポウ3巻8号 昭和4年8月10日 図書研究会 月刊『ブック・マン』改題　2冊あり
0-080 月刊にひがた ゲッカンニイガタ 1巻2号 昭和21年2月1日 新潟日報社

0-080 月刊にひがた ゲッカンニイガタ 1巻3号 昭和21年2月25日 新潟日報社

0-080 月刊にひがた ゲッカンニイガタ 1巻4号 昭和21年3月25日 新潟日報社

0-080 月刊にひがた ゲッカンニイガタ 1巻6号 昭和21年5月25日 新潟日報社

0-080 月刊にひがた ゲッカンニイガタ 1巻8号 昭和21年7月25日 新潟日報社

0-080 月刊にひがた ゲッカンニイガタ 2巻4号 昭和22年3月25日 新潟日報社

0-080 月刊西日本 ゲッカンニシニホン 3年1号 昭和21年1月1日 株式会社西日本新聞社

0-080 月刊西日本 ゲッカンニシニホン 3年8号 昭和21年8月1日 株式会社西日本新聞社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-080 月刊西日本 ゲッカンニシニホン 3年11号 昭和21年11月1日 株式会社西日本新聞社

3-004 月刊日本 ゲッカンニホン 16号 大正15年7月1日 行地社出版部

6-007 月刊日本テレビ ゲッカンニホンテレビ no.74 昭和40年5月1日 日本テレビ放送網株式会社

7-002 月刊美術グラフ ゲッカンビジュツグラフ 10巻9号 昭和36年11月1日 時の美術社

0-047 月刊批判 ゲッカンヒハン 4巻4号 昭和8年4月1日 我等社

3-004 月刊批判 ゲッカンヒハン 4巻4号 昭和8年4月1日 我等社

9-053 月刊文章 ゲッカンブンショウ 2巻4号 昭和11年4月1日 厚生閣

9-053 月刊文章 ゲッカンブンショウ 5巻9号 昭和14年9月1日 厚生閣

9-053 月刊文章 ゲッカンブンショウ 6巻8号 昭和15年8月1日 厚生閣

9-053 月刊文章 ゲッカンブンショウ 9巻3号 昭和18年3月1日 厚生閣

9-053 月間文章講座 ゲッカンブンショウコウザ1巻2号 昭和10年4月1日 厚生閣

9-053 月間文章講座 ゲッカンブンショウコウザ1巻5号 昭和10年7月1日 厚生閣

7-002 月刊民芸 ゲッカンミンゲイ 1巻5号 昭和14年8月1日 日本民芸協会

7-002 月刊民芸 ゲッカンミンゲイ 1巻6号 昭和14年9月1日 日本民芸協会

7-002 月刊民芸 ゲッカンミンゲイ 1巻8号 昭和14年11月1日 日本民芸協会

7-002 月刊民芸 ゲッカンミンゲイ 2巻1号 昭和15年1月1日 日本民芸協会

7-002 月刊民芸 ゲッカンミンゲイ 2巻2号 昭和15年2月1日 日本民芸協会

7-002 月刊民芸 ゲッカンミンゲイ 2巻3号 昭和15年3月1日 日本民芸協会 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-002 月刊民芸 ゲッカンミンゲイ 2巻4号 昭和15年4月1日 日本民芸協会 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-002 月刊民芸 ゲッカンミンゲイ 2巻6号 昭和15年6月1日 日本民芸協会

7-002 月刊民芸 ゲッカンミンゲイ 2巻7号 昭和15年7月1日 日本民芸協会

7-002 月刊民芸 ゲッカンミンゲイ 2巻11-12号 昭和15年12月1日 日本民芸協会 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-002 月刊民芸 ゲッカンミンゲイ 3巻1-2号 昭和16年2月1日 日本民芸協会

7-002 月刊民芸 ゲッカンミンゲイ 3巻3号 昭和16年3月1日 日本民芸協会

0-076 月刊読売 ゲッカンヨミウリ 1巻6号 昭和18年10月18日 読売新聞社

0-076 月刊読売 ゲッカンヨミウリ 4巻1号 昭和21年1月1日 読売新聞社                               2冊あり
0-076 月刊読売 ゲッカンヨミウリ 4巻2号 昭和21年2月1日 読売新聞社

0-076 月刊読売 ゲッカンヨミウリ 4巻3号 昭和21年3月1日 読売新聞社

0-076 月刊読売 ゲッカンヨミウリ 7巻6号 昭和24年5月1日 読売新聞社

3-038 結婚雑誌　希望 ケッコンザッシキボウ 3巻3号 昭和23年3月1日 希望社

3-038 結婚雑誌　希望 ケッコンザッシキボウ 3巻6号 昭和23年6月1日 希望社

9-071 月水金 ゲッスイキン 2巻1号 昭和31年12月25日 修道社

9-071 月水金 ゲッスイキン 2巻2号 昭和32年1月25日 修道社

9-071 月水金 ゲッスイキン 2巻3号 昭和32年2月25日 修道社

9-071 月水金 ゲッスイキン 2巻4号 昭和32年3月25日 修道社

9-071 月水金 ゲッスイキン 2巻6号 昭和32年5月5日 修道社                               2冊あり
9-071 月水金 ゲッスイキン 7号 昭和32年10月5日 月水金同人会

9-071 月水金 ゲッスイキン 12号 昭和34年4月30日 月水金同人会

0-065 月明 ゲツメイ 2巻6号 昭和14年7月1日 月明会

2-004 月明 ゲツメイ 4巻8号 昭和16年8月15日 月明會

0-073 研究年誌 ケンキュウネンシ 6 昭和36年12月15日 早稲田大学高等学院

0-068 研究年誌 ケンキュウネンシ 8号 昭和38年12月15日 早稲田大學高等学院

2-002 研究評論　歴史教育 ケンキュウヒョウロン　レキシキョウイク15巻7号 昭和15年10月1日 記載無し 合本の形跡有り
0-066 研究報告 ケンキュウホウコク 2集 1953年3月25日 愛知学芸大学

0-073 研究論集 ケンキュウロンシュウ 14巻2号 昭和16年8月30日 高岡高等商業学校研究会

0-067 研究論集 ケンキュウロンシュウ 15巻3号 昭和17年9月20日 高岡高等商業学校研究会

4-008 健康科学 ケンコウカガク 4巻7号 昭和15年9月15日 大日本西会

4-008 健康科学 ケンコウカガク 4巻8号 昭和15年10月15日 大日本西会

4-008 健康科学 ケンコウカガク 4巻9号 昭和15年11月15日 大日本西会

4-008 健康科学 ケンコウカガク 4巻10号 昭和15年12月15日 大日本西会
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4-008 健康科学 ケンコウカガク 4巻11号 昭和16年1月15日 大日本西会

4-008 健康科学 ケンコウカガク 4巻12号 昭和16年2月15日 大日本西会

4-008 健康科学 ケンコウカガク 5巻3号 昭和16年6月15日 大日本西会

4-008 健康科学 ケンコウカガク 6巻7号 昭和17年10月15日 大日本西会

4-008 健康科学 ケンコウカガク 6巻12号 昭和18年3月15日 大日本西会

4-008 健康科学 ケンコウカガク 7巻1号 昭和18年4月15日 大日本西会

4-008 健康科学 ケンコウカガク 7巻5号 昭和18年8月15日 大日本西会

4-008 健康科学 ケンコウカガク 7巻8号 昭和18年11月15日 大日本西会

4-008 健康科学 ケンコウカガク 7巻20号 昭和19年3月15日 大日本西会

4-008 健康科学 ケンコウカガク 8巻1号 昭和19年5月15日 大日本西会

3-020 健康法 ケンコウホウ 2巻17号 記載なし 国民体育促進協会

3-020 健康法 ケンコウホウ 2巻18号 記載なし 国民体育促進協会

3-020 健康法 ケンコウホウ 2巻19号 記載なし 国民体育促進協会

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 2号 昭和26年11月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 3号 昭和26年12月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 4号 昭和27年1月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 5号 昭和27年2月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 37号 昭和29年10月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 49号 昭和30年10月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 53号 昭和31年2月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 70号 昭和32年7月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 71号 昭和32年8月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 72号 昭和32年9月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 74号 昭和32年11月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 75号 昭和32年12月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 84号 昭和33年9月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 85号 昭和33年10月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 87号 昭和33年12月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 90号 昭和34年3月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 96号 昭和34年9月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 100号 昭和35年1月1日 筑摩書房                               2冊あり
9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 101号 昭和35年2月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 105号 昭和35年6月1日 筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 108号 昭和35年9月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 110号 昭和35年11月1日 株式会社筑摩書房                               2冊あり
9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 111号 昭和35年12月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 112号 昭和36年1月1日 株式会社筑摩書房                               3冊あり
9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 113号 昭和36年2月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 115号 昭和36年4月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 118号 昭和36年7月1日 株式会社筑摩書房                               2冊あり
9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 119号 昭和36年8月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 127号 昭和37年4月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 133号 昭和37年10月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 135号 昭和37年12月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 140号 昭和38年5月1日 株式会社筑摩書房                               2冊あり
9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 142号 昭和38年7月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 144号 昭和38年9月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 145号 昭和38年10月1日 株式会社筑摩書房                               3冊あり
9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 148号 昭和39年1月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 152号 昭和39年5月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 154号 昭和39年7月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 155号 昭和39年8月1日 株式会社筑摩書房                               2冊あり
9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 156号 昭和39年9月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 159号 昭和39年12月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 163号 昭和40年4月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 164号 昭和40年5月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 166号 昭和40年7月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 168号 昭和40年9月1日 株式会社筑摩書房

9-085 言語生活 ゲンゴセイカツ 185号 昭和42年2月1日 株式会社筑摩書房

0-068 検察月報 ケンサツゲッポウ 2号 昭和24年6月1日 法務庁検務局

0-068 検察月報 ケンサツゲッポウ 3号 昭和24年7月1日 法務庁検務局

3-042 検察トピック ケンサツトピック 2号 昭和23年7月20日 三芳書房

9-069 源氏菫草 ゲンジスミレグサ 　－ 平成11年3月31日 笠間書院

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 9号 昭和37年5月1日 現実と文学社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 10号 昭和37年6月1日 現実と文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 11号 昭和37年7月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 12号 昭和37年8月1日 現実と文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 13号 昭和37年9月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 14号 昭和37年10月1日 現実と文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 15号 昭和37年11月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 16号 昭和37年12月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 17号 昭和38年1月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 18号 昭和38年2月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 19号 昭和38年3月1日 現実と文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 20号 昭和38年4月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 21号 昭和38年5月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 22号 昭和38年6月1日 現実と文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 23号 昭和38年7月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 24号 昭和38年8月1日 現実と文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
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9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 25号 昭和38年9月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 26号 昭和38年10月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 27号 昭和38年11月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 28号 昭和38年12月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 29号 昭和39年1月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 30号 昭和39年2月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 31号 昭和39年2月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 32号 昭和39年2月1日 現実と文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 33号 昭和39年5月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 34号 昭和39年6月1日 現実と文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 35号 昭和39年7月1日 現実と文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 36号 昭和39年8月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 37号 昭和39年9月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 38号 昭和39年10月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 39号 昭和39年11月1日 現実と文学社

9-051 現実と文学 ゲンジツトブンガク 40号 昭和39年12月1日 現実と文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-090 源氏物語への郷愁 ゲンジモノガタリヘノキョウシュウ8号 昭和24年6月25日 望郷社

9-053 懸賞界 ケンショウカイ 5巻17号 昭和14年9月5日 櫻華社出版部

3-014 現状分析 ゲンジョウブンセキ 13号 1961年2月 現状分析研究会

3-014 現状分析 ゲンジョウブンセキ 16号 1962年3月 現状分析研究会

3-014 現状分析 ゲンジョウブンセキ 19号 1963年3月 現状分析研究会

3-014 現状分析 ゲンジョウブンセキ 25号 1965年2月 現状分析研究会

9-012 原始林 ゲンシリン 6巻11号 昭和26年11月1日 原始林社

9-012 原始林 ゲンシリン 7巻3号 昭和27年3月1日 原始林社

9-012 原始林 ゲンシリン 7巻11号 昭和27年11月1日 原始林社

9-012 原始林 ゲンシリン 7巻12号 昭和27年12月1日 原始林社

9-012 原始林 ゲンシリン 8巻1号 昭和28年1月1日 原始林社

9-012 原始林 ゲンシリン 8巻2号 昭和28年2月1日 原始林社

9-012 原始林 ゲンシリン 8巻3号 昭和28年3月1日 原始林社

9-012 原始林 ゲンシリン 8巻4号 昭和28年4月1日 原始林社

9-012 原始林 ゲンシリン 8巻5号 昭和28年5月1日 原始林社

9-012 原始林 ゲンシリン 8巻6号 昭和28年6月1日 原始林社

6-004 建設青年 ケンセツセイネン 8巻2号 昭和19年2月1日 旺文社

6-004 建設青年 ケンセツセイネン 9巻7号 昭和20年11月1日 株式会社旺文社

0-037 玄想 ゲンソウ 1巻2号 昭和22年5月1日 養徳社

0-037 玄想 ゲンソウ 1巻3号 昭和22年6月1日 養徳社

0-037 玄想 ゲンソウ 1巻4号 昭和22年7月1日 養徳社

0-062 幻想 ゲンソウ 1巻4号 昭和22年7月1日 養徳社

0-037 玄想 ゲンソウ 1巻5号 昭和22年8月1日 養徳社

0-037 玄想 ゲンソウ 1巻6号 昭和22年9月1日 養徳社

0-062 幻想 ゲンソウ 1巻7号 昭和22年10月1日 養徳社

0-062 幻想 ゲンソウ 1巻8号 昭和22年12月1日 養徳社

0-062 幻想 ゲンソウ 2巻1号 昭和23年1月1日 養徳社

0-062 幻想 ゲンソウ 2巻4号 昭和23年4月1日 養徳社

0-062 幻想 ゲンソウ 2巻5号 昭和23年5月1日 養徳社

0-062 幻想 ゲンソウ 2巻6号 昭和23年6月1日 養徳社

9-053 玄想 ゲンソウ 15 昭和23年7月1日 株式会社養徳社

0-037 玄想 ゲンソウ 2巻8号 昭和23年8月1日 養徳社

0-037 玄想 ゲンソウ 2巻9号 昭和23年9月1日 養徳社

9-053 玄想 ゲンソウ 18 昭和23年10月1日 養徳社

0-037 玄想 ゲンソウ 2巻10号 昭和23年10月1日 養徳社

9-053 玄想 ゲンソウ 19 昭和23年12月1日 養徳社

9-053 玄想 ゲンソウ 20 昭和24年1月1日 養徳社

0-037 玄想 ゲンソウ 3巻1号 昭和24年1月1日 養徳社

9-053 玄想 ゲンソウ 21 昭和24年2月1日 養徳社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-038 現代 ゲンダイ 22巻5号 昭和16年5月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 23巻1号 昭和17年1月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 23巻4号 昭和17年4月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 23巻6号 昭和17年6月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 23巻10号 昭和17年10月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 23巻11号 昭和17年11月11日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 24年4号 昭和18年4月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 24年12号 昭和18年12月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 25巻5号 昭和19年5月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 25巻8号 昭和19年8月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 25巻9号 昭和19年9月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 25巻10号 昭和19年10月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 25巻11号 昭和19年11月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 27巻1号 昭和20年1月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 26巻3号 昭和20年3月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 26巻4号 昭和20年4月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 26巻7号 昭和20年7月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 26巻10号 昭和20年10月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 26巻11号 昭和20年11月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-038 現代 ゲンダイ 26巻12号 昭和20年12月1日 株式会社大日本雄弁会講談社　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-038 現代 ゲンダイ 27巻2号 昭和21年2月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-063 現代 ゲンダイ 2 1958年6月23日 早稲田大学第一文学部学生自治会

9-005 現代海外詩選 ゲンダイカガクシセン 14巻9号 昭和34年8月15日 詩学社

7-002 現代芸術 ゲンダイゲイジュツ 1巻2号 昭和35年11月1日 勁草書房
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7-002 現代芸術 ゲンダイゲイジュツ 1巻3号 昭和35年12月1日 勁草書房

7-002 現代芸術 ゲンダイゲイジュツ 2巻1号 昭和36年1月1日 勁草書房

7-002 現代芸術 ゲンダイゲイジュツ 2巻2号 昭和36年2月1日 勁草書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-002 現代芸術 ゲンダイゲイジュツ 2巻3号 昭和36年3月1日 勁草書房

7-002 現代芸術 ゲンダイゲイジュツ 2巻4号 昭和36年4月1日 勁草書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-002 現代芸術 ゲンダイゲイジュツ 2巻5号 昭和36年6月1日 勁草書房

7-002 現代芸術 ゲンダイゲイジュツ 2巻6号 昭和36年7月1日 勁草書房

7-002 現代芸術 ゲンダイゲイジュツ 2巻7号 昭和36年8月1日 勁草書房

7-002 現代芸術 ゲンダイゲイジュツ 2巻8号 昭和36年9月1日 勁草書房

7-002 現代芸術 ゲンダイゲイジュツ 2巻9号 昭和36年10月1日 勁草書房

7-002 現代芸術 ゲンダイゲイジュツ 2巻10号 昭和36年12月1日 勁草書房

0-008 現代劇画展覧会目録 ゲンダイゲキガテンランカイモクロク　－ 記載無し 演芸書報社

9-093
現代国語研究シリーズ10 志
賀直哉

ゲンダイコクゴケンキュウシリーズ10 シガナオヤ10 昭和55年5月20日 株式会社尚学図書

9-093
現代国語研究シリーズ7 現
代短歌

ゲンダイコクゴケンキュウシリーズナナ ゲンダイタンカ7 昭和52年5月20日 株式会社尚学図書

9-005 現代詩 ゲンダイシ 1巻3号 昭和21年4月1日 詩と詩人社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-005 現代詩 ゲンダイシ 1巻4号 昭和21年5月1日 詩と詩人社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-005 現代詩 ゲンダイシ 1巻7号 昭和21年8月1日 詩と詩人社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 1巻8号 昭和21年9月1日 詩と詩人社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 2巻2号 昭和22年5月1日 詩と詩人社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 3巻1号 昭和23年1月1日 詩と詩人社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 3巻4号 昭和23年5月1日 詩と詩人社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 3巻6号 昭和23年7月1日 詩と詩人社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 3巻9号 昭和23年10月1日 詩と詩人社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 4巻1号 昭和24年1月1日 詩と詩人社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-005 現代詩 ゲンダイシ 4巻8-9号 昭和24年8月1日 詩と詩人社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 1巻2号 昭和29年8月1日 百合出版株式会社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-005 現代詩 ゲンダイシ 1巻3号 昭和29年9月1日 百合出版株式会社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 1巻4号 昭和29年10月1日 百合出版株式会社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 1巻4号 昭和29年10月1日 百合出版株式会社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 1巻5号 昭和29年12月1日 百合出版株式会社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-005 現代詩 ゲンダイシ 2巻1号 昭和30年1月1日 百合出版株式会社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 2巻2号 昭和30年2月1日 百合出版株式会社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 2巻3号 昭和30年3月1日 百合出版株式会社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-005 現代詩 ゲンダイシ 2巻4号 昭和30年4月1日 百合出版株式会社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 2巻5号 昭和30年5月1日 百合出版株式会社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 2巻6号 昭和30年6月1日 百合出版株式会社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 2巻7号 昭和30年7月1日 百合出版株式会社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 2巻8号 昭和30年8月1日 百合出版株式会社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-005 現代詩 ゲンダイシ 2巻9号 昭和30年9月1日 百合出版株式会社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 2巻10号 昭和30年10月1日 百合出版株式会社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-005 現代詩 ゲンダイシ 2巻11号 昭和30年11月1日 百合出版株式会社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 2巻12号 昭和30年12月1日 百合出版株式会社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-005 現代詩 ゲンダイシ 3巻1号 昭和31年1月1日 百合出版株式会社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 3巻2号 昭和31年2月1日 百合出版株式会社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 3巻3号 昭和31年3月1日 百合出版株式会社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 3巻4号 昭和31年4月1日 百合出版株式会社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-005 現代詩 ゲンダイシ 3巻5号 昭和31年5月1日 百合出版株式会社

9-005 現代詩 ゲンダイシ 3巻6号 昭和31年7月1日 緑書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-005 現代詩 ゲンダイシ 3巻7号 昭和31年8月1日 緑書房

9-005 現代詩 ゲンダイシ 3巻8号 昭和31年9月1日 緑書房

9-005 現代詩 ゲンダイシ 3巻9号 昭和31年10月1日 緑書房

9-005 現代詩 ゲンダイシ 3巻7号 昭和31年11月1日 緑書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-005 現代詩 ゲンダイシ 3巻11号 昭和31年12月1日 緑書房 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-006 現代詩 ゲンダイシ 4巻2号 昭和32年2月1日 緑書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-006 現代詩 ゲンダイシ 4巻3号 昭和32年3月1日 緑書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-006 現代詩 ゲンダイシ 4巻4号 昭和32年5月1日 緑書房

9-006 現代詩 ゲンダイシ 4巻5号 昭和32年6月1日 緑書房 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-006 現代詩 ゲンダイシ 4巻6号 昭和32年7月1日 新製作社

9-006 現代詩 ゲンダイシ 4巻8号 昭和32年9月1日 書肆パトリア

9-006 現代詩 ゲンダイシ 4巻10号 昭和32年10月1日 書肆パトリア

9-006 現代詩 ゲンダイシ 4巻9号 昭和32年11月1日 書肆パトリア 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-006 現代詩 ゲンダイシ 4巻10号 昭和32年12月1日 書肆パトリア

9-006 現代詩 ゲンダイシ 4巻1号 昭和33年1月1日 緑書房

9-006 現代詩 ゲンダイシ 5巻1号 昭和33年1月1日 書肆パトリア

9-006 現代詩 ゲンダイシ 5巻2号 昭和33年2月1日 書肆パトリア 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-006 現代詩 ゲンダイシ 5巻3号 昭和33年3月1日 書肆パトリア

9-006 現代詩 ゲンダイシ 5巻4号 昭和33年4月1日 書肆パトリア

9-006 現代詩 ゲンダイシ 5巻5号 昭和33年5月1日 書肆パトリア

9-006 現代詩 ゲンダイシ 5巻6号 昭和33年6月1日 書肆パトリア

9-006 現代詩 ゲンダイシ 5巻6号 昭和33年6月1日 書肆パトリア

9-006 現代詩 ゲンダイシ 5巻7号 昭和33年7月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 5巻8号 昭和33年8月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 5巻9号 昭和33年9月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 5巻10号 昭和33年10月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 5巻11号 昭和33年11月1日 飯塚書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-006 現代詩 ゲンダイシ 5巻12号 昭和33年12月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 6巻1号 昭和34年1月1日 飯塚書店
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9-006 現代詩 ゲンダイシ 6巻2号 昭和34年2月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 6巻3号 昭和34年3月1日 飯塚書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-006 現代詩 ゲンダイシ 6巻4号 昭和34年4月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 6巻5号 昭和34年5月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 6巻6号 昭和34年6月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 6巻7号 昭和34年7月1日 飯塚書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-006 現代詩 ゲンダイシ 6巻8号 昭和34年8月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 6巻9号 昭和34年9月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 6巻10号 昭和34年10月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 6巻11号 昭和34年11月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 6巻12号 昭和34年12月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 7巻2号 昭和35年2月1日 飯塚書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-006 現代詩 ゲンダイシ 7巻3号 昭和35年3月1日 飯塚書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-006 現代詩 ゲンダイシ 7巻4号 昭和35年4月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 7巻5号 昭和35年5月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 7巻6号 昭和35年6月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 7巻7号 昭和35年7月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 7巻8号 昭和35年8月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 7巻9号 昭和35年9月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 7巻11号 昭和35年11月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 7巻12号 昭和35年12月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 8巻1号 昭和36年1月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 8巻2号 昭和36年2月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 8巻3号 昭和36年3月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 8巻4号 昭和36年4月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 8巻5号 昭和36年5月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 8巻6号 昭和36年6月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 8巻7号 昭和36年7月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 8巻8号 昭和36年8月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 8巻9号 昭和36年9月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 8巻11号 昭和36年11月1日 飯塚書店

9-006 現代詩 ゲンダイシ 8巻12号 昭和36年12月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 9巻1号 昭和37年1月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 9巻2号 昭和37年2月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 9巻3号 昭和37年3月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 9巻4号 昭和37年4月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 9巻5号 昭和37年5月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 9巻6号 昭和37年6月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 9巻7号 昭和37年7月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 9巻8号 昭和37年8月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 9巻9号 昭和37年9月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 9巻10号 昭和37年10月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 9巻11号 昭和37年11月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 9巻12号 昭和37年12月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 10巻1号 昭和38年1月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 10巻2号 昭和38年2月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 10巻3号 昭和38年3月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 10巻4号 昭和38年4月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 10巻5号 昭和38年5月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 10巻6号 昭和38年6月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 10巻7号 昭和38年7月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 10巻8号 昭和38年8月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 10巻9号 昭和38年9月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 10巻10号 昭和38年10月1日 飯塚書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-007 現代詩 ゲンダイシ 10巻11号 昭和38年11月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 10巻12号 昭和38年12月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 11巻1号 昭和39年1月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 11巻2号 昭和39年2月1日 飯塚書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-007 現代詩 ゲンダイシ 11巻3号 昭和39年3月1日 飯塚書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-007 現代詩 ゲンダイシ 11巻4号 昭和39年4月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 11巻5号 昭和39年5月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 11巻6号 昭和39年6月1日 飯塚書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-007 現代詩 ゲンダイシ 11巻7号 昭和39年7月1日 飯塚書店 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-007 現代詩 ゲンダイシ 11巻9号 昭和39年9月1日 飯塚書店

9-007 現代詩 ゲンダイシ 11巻10号 昭和39年10月1日 飯塚書店

9-003 現代詩精神 ゲンダイシセイシン 11冊 昭和16年5月15日 現代詩精神発行所

9-003 現代詩精神 ゲンダイシセイシン 12冊 昭和16年8月20日 現代詩精神発行所 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-003 現代詩精神 ゲンダイシセイシン 13冊 昭和16年11月20日 現代詩精神発行所

9-003 現代詩精神 ゲンダイシセイシン 14冊 昭和17年2月5日 現代詩精神発行所

9-003 現代詩精神 ゲンダイシセイシン 15冊 昭和17年6月5日 現代詩精神発行所

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 2巻9号 昭和34年9月1日 世代社

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 2巻12号 昭和34年12月1日 世代社

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 3巻5号 昭和35年5月1日 世代社

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 4巻2号 昭和36年2月1日 世代社

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 4巻8号 昭和36年8月1日 思潮社

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 4巻10号 昭和36年10月1日 思潮社

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 5巻4号 昭和37年4月1日 思潮社

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 5巻5号 昭和37年5月1日 思潮社

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 7巻3号 1964年3月1日 思潮社
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9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 7巻5号 1964年5月1日 思潮社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 7巻6号 1964年6月1日 思潮社

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 7巻7号 1964年7月1日 思潮社

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 7巻10号 1964年10月1日 思潮社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 7巻11号 1964年10月30日 思潮社

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 7巻12号 1964年11月1日 思潮社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 8巻1号 昭和40年1月1日 思潮社

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 8巻2号 昭和40年2月1日 思潮社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 8巻3号 昭和40年3月1日 思潮社

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 8巻4号 昭和40年4月1日 思潮社

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 8巻5号 昭和40年5月1日 思潮社

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 8巻10号 昭和40年10月1日 思潮社

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 8巻11号 昭和40年11月1日 思潮社

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 10巻2号 昭和42年2月1日 思潮社

9-008 現代詩手帳 ゲンダイシテチョウ 10巻5号 昭和42年5月1日 思潮社

9-009 現代詩入門 ゲンダイシニュウモン 1巻2号 昭和30年11月1日 時間社

9-009 現代詩入門 ゲンダイシニュウモン 1巻3号 昭和30年12月1日 時間社

9-009 現代詩入門 ゲンダイシニュウモン 2巻1号 昭和31年1月1日 時間社

9-009 現代詩入門 ゲンダイシニュウモン 2巻2号 昭和31年2月1日 時間社

9-009 現代詩入門 ゲンダイシニュウモン 2巻3号 昭和31年3月1日 時間社

9-009 現代詩入門 ゲンダイシニュウモン 2巻4号 昭和31年4月1日 時間社

9-009 現代詩入門 ゲンダイシニュウモン 2巻5号 昭和31年5月1日 時間社

9-009 現代詩入門 ゲンダイシニュウモン 2巻6号 昭和31年6月1日 時間社

9-009 現代詩入門 ゲンダイシニュウモン ２巻７号 昭和31年7月1日 時間社

9-009 現代詩入門 ゲンダイシニュウモン 2巻8号 昭和31年8月1日 時間社

9-009 現代詩入門 ゲンダイシニュウモン 2巻9号 昭和31年9月1日 時間社

9-009 現代詩入門 ゲンダイシニュウモン 2巻10号 昭和31年10月1日 時間社

9-009 現代詩入門 ゲンダイシニュウモン 2巻11号 昭和31年11月1日 時間社

9-009 現代詩入門 ゲンダイシニュウモン 2巻12号 昭和31年12月1日 時間社

9-009 現代詩入門 ゲンダイシニュウモン 3巻1号 昭和32年1月1日 時間社

9-009 現代詩入門 ゲンダイシニュウモン 3巻2号 昭和32年2月1日 時間社

0-079 現代ジャーナリズム ゲンダイジャーナリズム 1巻3号 1964年 現代ジャーナリズム研究所 破損のため詳細不明
9-053 現代人 ゲンダイジン 1巻2号 昭和23年2月1日 株式会社隅田書房

9-053 現代人 ゲンダイジン 1巻3号 昭和23年3月1日 株式会社隅田書房

9-053 現代人 ゲンダイジン 1巻4号 昭和23年4月1日 株式会社隅田書房

3-014 現代人 ゲンダイジン 29号 1959年8月1日 苺書房

9-053 現代叢書 ゲンダイソウショ no.5 1950年2月20日 書肆ユリイカ

9-071 現代叢書 ゲンダイソウショ 2集 1958年12月1日 書肆ユリイカ

9-053 現代叢書 ゲンダイソウショ 3輯 1959年3月15日 書肆ユリイカ

9-053 現代叢書 ゲンダイソウショ 4輯 1959年8月1日 書肆ユリイカ

9-012 現代短歌 ゲンダイタンカ 8月号 昭和30年8月1日 株式会社第二書房

0-002 現代哲学叢書 ゲンダイテツガクソウショ　－ 昭和16年 朝倉書店

0-081 現代東北 ゲンダイトウホク 1巻3号 昭和38年5月1日 現代東北社

0-081 現代東北 ゲンダイトウホク 1巻4号 昭和38年6月1日 現代東北社

0-081 現代東北 ゲンダイトウホク 1巻5号 昭和38年7月1日 現代東北社

0-081 現代東北 ゲンダイトウホク 1巻6号 昭和38年8月1日 現代東北社

0-081 現代東北 ゲンダイトウホク 1巻7号 昭和38年9月15日 現代東北社

0-081 現代東北 ゲンダイトウホク 1巻8号 昭和38年11月15日 現代東北社

0-081 現代東北 ゲンダイトウホク 2巻9号 昭和39年1月15日 現代東北社

0-081 現代東北 ゲンダイトウホク 通巻10号 昭和39年3月15日 現代東北社

0-081 現代東北 ゲンダイトウホク 通巻12号 昭和39年8月20日 現代東北社

0-070 現代日本文学全集 ゲンダイニホンブンガクゼンシュウ1号-98号 昭和28年8月-昭和34年4月筑摩書房 39号欠
0-069 現代日本文学全集月報 ゲンダイニホンブンガクゼンシュウゲッポウ5号-97号 昭和28年12月-昭和33年9月筑摩書房 5号から97号合本
0-069 現代日本文学全集月報 ゲンダイニホンブンガクゼンシュウゲッポウ39号 昭和30年11月 筑摩書房

0-069 現代日本文学全集月報 ゲンダイニホンブンガクゼンシュウゲッポウ43号 昭和31年1月 筑摩書房

5-010 現代の科学 ゲンダイノカガク 9巻2号 大正9年11月10日 記載無し

0-038 現代の眼 ゲンダイノメ 2巻4号 昭和36年4月1日 経営評論社

0-038 現代の眼 ゲンダイノメ 2巻6号 昭和36年6月1日 経営評論社

0-038 現代の眼 ゲンダイノメ 2巻8号 昭和36年8月1日 現代評論社

0-038 現代の眼 ゲンダイノメ 2巻9号 昭和36年9月1日 現代評論社

0-038 現代の眼 ゲンダイノメ 3巻3号 昭和37年3月1日 現代評論社

0-038 現代の眼 ゲンダイノメ 3巻5号 昭和37年5月1日 現代評論社

0-038 現代の眼 ゲンダイノメ 3巻7号 昭和37年7月1日 現代評論社

0-038 現代の眼 ゲンダイノメ 3巻9号 昭和37年9月1日 現代評論社

0-038 現代の眼 ゲンダイノメ 3巻10号 昭和37年10月1日 現代評論社

0-038 現代の眼 ゲンダイノメ 4巻8号 昭和38年8月1日 現代評論社

0-038 現代の眼 ゲンダイノメ 4巻11号 昭和38年11月1日 現代評論社

0-038 現代の眼 ゲンダイノメ 5巻1号 昭和39年1月1日 現代評論社

0-038 現代の眼 ゲンダイノメ 5巻2号 昭和39年2月1日 現代評論社

0-038 現代の眼 ゲンダイノメ 5巻9号 昭和39年9月1日 現代評論社

0-038 現代の眼 ゲンダイノメ 5巻10号 昭和39年10月1日 現代評論社

0-037 現代の理論 ゲンダイノリロン no.4 昭和34年8月8日 大月書店

3-014 現代の理論 ゲンダイノリロン 5号 昭和39年6月1日 河出書房新社

3-014 現代の理論 ゲンダイノリロン 6号 昭和39年7月1日 河出書房新社

0-002 現代の理論　総目次 ゲンダイノリロンソウモクジ　－ 1959年4月 現代の理論社

9-016 現代俳句 ゲンダイハイク 1巻4号 昭和21年12月5日 現代俳句社

9-016 現代俳句 ゲンダイハイク 2巻4号 昭和22年4月5日 現代俳句社

9-016 現代俳句 ゲンダイハイク 2巻6号 昭和22年6月5日 現代俳句社

9-016 現代俳句 ゲンダイハイク 2巻7号 昭和22年7月5日 現代俳句社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
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9-016 現代俳句 ゲンダイハイク 2巻10号 昭和22年10月5日 現代俳句社

9-016 現代俳句 ゲンダイハイク 3巻1号 昭和23年1月5日 現代俳句社

9-016 現代俳句 ゲンダイハイク 3巻5号 昭和23年5月5日 現代俳句社

9-016 現代俳句 ゲンダイハイク 3巻7号 昭和23年7月5日 現代俳句社

9-016 現代俳句 ゲンダイハイク 3巻10号 昭和23年10月1日 現代俳句社

7-002 現代美術 ゲンダイビジュツ no.6 昭和9年9月15日 現代美術社

7-002 現代美術 ゲンダイビジュツ 　－ 昭和27年6月25日 創元社

9-053 現代批評 ゲンダイヒヒョウ 1巻2号 昭和34年2月1日 書肆ユリイカ

9-053 現代批評 ゲンダイヒヒョウ 1巻3号 昭和34年4月15日 書肆ユリイカ

9-053 現代批評 ゲンダイヒヒョウ 1巻4号 昭和34年6月23日 書肆ユリイカ

9-053 現代批評 ゲンダイヒヒョウ 1巻5号 昭和34年11月20日 書肆ユリイカ 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-053 現代文学 ゲンダイブンガク 3巻2号 昭和15年1月15日 現代文学編集所

9-053 現代文学 ゲンダイブンガク 3巻3号 昭和15年4月1日 現代文学編集所

9-053 現代文学 ゲンダイブンガク 3巻4号 昭和15年5月13日 現代文学編集所

9-053 現代文学 ゲンダイブンガク 3巻5号 昭和15年6月14日 現代文学編集所

9-053 現代文学 ゲンダイブンガク 3巻6号 昭和15年7月28日 現代文学編集所

9-053 現代文学 ゲンダイブンガク 3巻7号 昭和15年8月28日 現代文学編集所

9-053 現代文学 ゲンダイブンガク 3巻8号 昭和15年9月30日 現代文学編集所

9-053 現代文学 ゲンダイブンガク 3巻9号 昭和15年10月31日 現代文学編集事務所

9-053 現代文学 ゲンダイブンガク 6巻5号 昭和18年4月28日 株式会社大観堂

9-053 現代文学 ゲンダイブンガク 7巻1号 昭和18年12月28日 株式会社大観堂

9-029 現代文芸家名簿 ゲンダイブンゲイカメイボ群像6巻1号付録昭和26年1月1日 大日本雄弁会講談社 群像6巻1号付録
0-002 現代文豪筆墨展出品一覧表 ゲンダイブンゴウヒツボクテンシュッピンイチランヒョウ　－ 昭和29年10月 角川書店

9-093 現代文ノート ゲンダイブンノート 　－ 1975年11月10日 株式会社駿台文庫

9-011 原地 ゲンチ 2輯 昭和21年10月1日 原地社

5-005 建築 ケンチク 　－ 1949年11月10日 相模書房

5-005 建築画報 ケンチクガホウ 18巻1-21巻5号 大正16年1月1日-昭和5年5月1日建築画報社 合本「建築と住宅」2冊あり
5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 58集705号 昭和19年1月20日 建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 58集706-707号 昭和19年3月20日 建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 58集708号 昭和19年4月20日 建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 58集709号 昭和19年5月20日 建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 58集710号 昭和19年6月20日 建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 58集712-713号 昭和19年9月20日 建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 59集704号 昭和20年11月20日 建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 59集705号 昭和20年12月20日 建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 61集717号 昭和21年2月20日 建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 61集720-721号 昭和21年5月20日 建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 61集722-723号 昭和21年8月20日 建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 61集724-725号 昭和21年10月20日 建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 61集726-727号 昭和21年12月20日 建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 62集728-729号 昭和22年2月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 62集730-731号 昭和22年4月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 62集732号 昭和22年7月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 62集733号 昭和22年8月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 62集734号 昭和22年9月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 62集735号 昭和22年10月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 62集736号 昭和22年12月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 63集737号 昭和23年1月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 63集738号 昭和23年3月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 63集739号 昭和23年4月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 63集740号 昭和23年5月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 63集741号 昭和23年6月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 63集742号 昭和23年7月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 63集744号 昭和23年10月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 63集745号 昭和23年11月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 63集746号 昭和23年12月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 64集747号 昭和24年1月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 64集748号 昭和24年2月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 64集749号 昭和24年3月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 64集750号 昭和24年4月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 64集751号 昭和24年5月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 64集752号 昭和24年6月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 64集753号 昭和24年7月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 64集754号 昭和24年8月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 64集755号 昭和24年9月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 64集756号 昭和24年11月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 64集757号 昭和24年12月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 65集758号 昭和25年1月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 65集759号 昭和25年2月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 65集760号 昭和25年3月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 65集761号 昭和25年4月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 65集762号 昭和25年5月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 65集763号 昭和25年6月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 65集764号 昭和25年7月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 65集765号 昭和25年8月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 65集766号 昭和25年9月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 65集767号 昭和25年10月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 65集768号 昭和25年11月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 65集769号 昭和25年12月20日 日本建築学会
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5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 66集770号 昭和26年1月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 66集771号 昭和26年2月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 66集772号 昭和26年3月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 66集773号 昭和26年4月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 66集774号 昭和26年5月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 66集775号 昭和26年6月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 66集776号 昭和26年7月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 66集777号 昭和26年8月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 66集778号 昭和26年9月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 66集779号 昭和26年10月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 66集780号 昭和26年11月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 66集781号 昭和26年12月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 67集782号 昭和27年1月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 67集783号 昭和27年2月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 67集784号 昭和27年3月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 67集785号 昭和27年4月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 67集786号 昭和27年5月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 67集787号 昭和27年6月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 67集788号 昭和27年7月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 67集789号 昭和27年8月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 67集790号 昭和27年9月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 67集791号 昭和27年10月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 67集793号 昭和27年12月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 68集794号 昭和28年1月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 68集795号 昭和28年2月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 68集796号 昭和28年3月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 68集797号 昭和28年4月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 68集798号 昭和28年5月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 68集799号 昭和28年6月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 68集800号 昭和28年7月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 68集801号 昭和28年8月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 68集802号 昭和28年9月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 68集803号 昭和28年10月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 68集804号 昭和28年11月20日 日本建築学会

5-002 建築雑誌 ケンチクザッシ 68集805号 昭和28年12月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.69 no.806 昭和29年1月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.69 no.807 昭和29年2月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.69 no.808 昭和29年3月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.69 no.809 昭和29年4月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.69 no.810 昭和29年5月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.69 no.811 昭和29年6月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.69 no.812 昭和29年7月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.69 no.813 昭和29年8月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.69 no.814 昭和29年9月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.69 no.815 昭和29年10月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.69 no.816 昭和29年11月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.69 no.817 昭和29年12月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.70 no.818 昭和30年1月20日 記載無し

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.70 no.819 昭和30年2月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.70 no.820 昭和30年3月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.70 no.821 昭和30年4月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.70 no.822 昭和30年5月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.70 no.823 昭和30年6月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.70 no.824 昭和30年7月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.70 no.825 昭和30年8月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.70 no.826 昭和30年9月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.70 no.827 昭和30年10月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.70 no.828 昭和30年11月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.70 no.829 昭和30年12月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.71 no.830 昭和31年1月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.71 no.831 昭和31年2月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.71 no.832 昭和31年3月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.71 no.833 昭和31年4月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.71 no.834 昭和31年5月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.71 no.835 昭和31年6月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.71 no.836 昭和31年7月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.71 no.837 昭和31年8月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.71 no.838 昭和31年9月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.71 no.839 昭和31年10月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.71 no.840 昭和31年11月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.71 no.841 昭和31年12月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.72 no.842 昭和32年1月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.72 no.843 昭和32年2月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.72 no.844 昭和32年3月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.72 no.845 昭和32年4月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.72 no.846 昭和32年5月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.72 no.847 昭和32年6月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.72 no.848 昭和32年7月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.72 no.849 昭和32年8月20日 日本建築学会
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5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.72 no.850 昭和32年9月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.72 no.851 昭和32年10月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.72 no.852 昭和32年11月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.72 no.853 昭和32年12月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.854 昭和33年1月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.855 昭和33年2月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.856 昭和33年3月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.857 昭和33年4月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.858 昭和33年5月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.859 昭和33年6月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.860 昭和33年7月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.861 昭和33年8月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.862 昭和33年9月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.863 昭和33年10月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.864 昭和33年11月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.865 昭和33年12月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.866 昭和34年1月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.867 昭和34年2月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.868 昭和34年3月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.869 昭和34年4月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.870 昭和34年5月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.871 昭和34年6月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.872 昭和34年7月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.873 昭和34年8月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.874 昭和34年9月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.875 昭和34年10月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.876 昭和34年11月20日 日本建築学会

5-003 建築雑誌 ケンチクザッシ ｖ.73 no.877 昭和34年12月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.75 no.878 昭和35年1月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.75 no.879 昭和35年2月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.75 no.880 昭和35年2月25日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.75 no.881 昭和35年3月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.75 no.882 昭和35年3月31日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.75 no.883 昭和35年4月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.75 no.884 昭和35年5月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.75 no.885 昭和35年6月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.75 no.886 昭和35年7月18日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.75 no.887 昭和35年7月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.75 no.888 昭和35年8月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.75 no.889 昭和35年9月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.75 no.890 昭和35年10月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.75 no.891 昭和35年11月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.75 no.892 昭和35年12月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.76 no.894 昭和36年2月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.76 no.895 昭和36年3月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.76 no.896 昭和36年3月31日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.76 no.897 昭和36年4月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.76 no.898 昭和36年5月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.76 no.899 昭和36年6月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.76 no.900 昭和36年7月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.76 no.901 昭和36年8月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.76 no.902 昭和36年8月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.76 no.903 昭和36年9月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.76 no.905 昭和36年11月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.76 no.906 昭和36年12月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.77 no.907 昭和37年1月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.77 no.908 昭和37年2月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.77 no.909 昭和37年3月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.77 no.910 昭和37年4月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.77 no.911 昭和37年4月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.77 no.912 昭和37年5月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.77 no.913 昭和37年6月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.77 no.914 昭和37年7月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.77 no.915 昭和37年8月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.77 no.916 昭和37年9月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.77 no.917 昭和37年9月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.77 no.918 昭和37年10月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.77 no.919 昭和37年11月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.77 no.920 昭和37年12月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.78 no.921 昭和38年1月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.78 no.922 昭和38年2月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.78 no.923 昭和38年3月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.78 no.924 昭和38年3月31日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.78 no.925 昭和38年4月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.78 no.926 昭和38年5月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.78 no.927 昭和38年6月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.78 no.928 昭和38年7月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.78 no.929 昭和38年8月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.78 no.930 昭和38年9月20日 日本建築学会
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5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.78 no.931 昭和38年10月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.78 no.932 昭和38年11月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.78 no.933 昭和38年11月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.78 no.934 昭和38年12月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.79 no.935 昭和39年1月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.79 no.936 昭和39年2月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.79 no.936 昭和39年3月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.79 no.938 昭和39年4月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.79 no.939 昭和39年4月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.79 no.940 昭和39年5月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.79 no.941 昭和39年6月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.79 no.942 昭和39年7月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.79 no.943 昭和39年8月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.79 no.944 昭和39年9月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.79 no.945 昭和39年10月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.79 no.946 昭和39年11月20日 日本建築学会

5-004 建築雑誌 ケンチクザッシ v.79 no.947 昭和39年12月20日 日本建築学会

5-006 建築雑誌 ケンチクザッシ v.80 no.948 昭和40年1月20日 日本建築学会 臨時増刊
5-006 建築雑誌 ケンチクザッシ v.80 no.949 昭和40年1月20日 日本建築学会

5-006 建築雑誌 ケンチクザッシ v.80 no.950 昭和40年2月20日 日本建築学会

5-006 建築雑誌 ケンチクザッシ v.80 no.951 昭和40年3月20日 日本建築学会

5-006 建築雑誌 ケンチクザッシ v.80 no.952 昭和40年4月20日 日本建築学会

5-006 建築雑誌 ケンチクザッシ v.80 no.953 昭和40年4月20日 日本建築学会

5-006 建築雑誌 ケンチクザッシ v.80 no.954 昭和40年5月20日 日本建築学会

5-006 建築雑誌 ケンチクザッシ v.80 no.955 昭和40年6月20日 日本建築学会

5-006 建築雑誌 ケンチクザッシ v.80 no.956 昭和40年7月20日 日本建築学会

5-006 建築雑誌 ケンチクザッシ v.80 no.957 昭和40年8月20日 日本建築学会

5-006 建築雑誌 ケンチクザッシ v.80 no.958 昭和40年9月20日 日本建築学会

5-006 建築雑誌 ケンチクザッシ v.80 no.959 昭和40年10月20日 日本建築学会

5-006 建築雑誌 ケンチクザッシ v.80 no.960 昭和40年11月20日 日本建築学会

5-006 建築雑誌 ケンチクザッシ v.80 no.961 昭和40年12月20日 日本建築学会

5-006 建築雑誌 ケンチクザッシ v.80 no.962 昭和40年12月20日 日本建築学会

5-005 建築設備 ケンチクセツビ 11巻9・12月号 昭和19年12月10日 社団法人建築設備総合協会

5-005 建築と社会 ケンチクトシャカイ 16集1号 昭和8年1月1日 社団法人日本建築協会

5-005 建築と社会 ケンチクトシャカイ 28集1号 昭和22年3月25日 社団法人日本建築協会

5-005 建築と社会 ケンチクトシャカイ 28集3-5号 昭和22年7月15日 社団法人日本建築協会

5-005 建築と社会 ケンチクトシャカイ 28集6-8号 昭和22年9月25日 社団法人日本建築協会

5-005 建築と社会 ケンチクトシャカイ 28集9-12号 昭和22年12月31日 社団法人日本建築協会

5-005 建築文化 ケンチクブンカ 2号-6号 昭和21年5月1日-昭和21年9月1日彰国社 合本
5-005 建築文化 ケンチクブンカ 8号-12号 昭和21年12月1日-昭和22年7月1日彰国社 合本
5-005 建築文化 ケンチクブンカ 13号-18号 昭和22年9月1日-昭和23年3月1日彰国社 合本
5-005 建築文化 ケンチクブンカ 19号-24号 昭和23年5月1日-昭和23年10月1日彰国社 合本
5-005 建築文化 ケンチクブンカ 31号-37号 昭和24年6月1日-昭和24年12月1日彰国社 合本
5-005 建築文化 ケンチクブンカ 25号 昭和23年11月1日 彰国社

5-005 建築文化 ケンチクブンカ 26号 昭和23年12月1日 彰国社

5-005 建築文化 ケンチクブンカ 27号 昭和24年2月1日 彰国社

5-005 建築文化 ケンチクブンカ 29号 昭和24年4月1日 彰国社

5-005 建築文化 ケンチクブンカ 30号 昭和24年5月1日 彰国社

3-043 現地報告 ゲンチホウコク 8巻8号 昭和15年7月10日 株式会社文藝春秋社

3-043 現地報告 ゲンチホウコク 9巻11号 昭和16年11月10日 株式会社文藝春秋社

3-043 現地報告 ゲンチホウコク 10巻1号 昭和17年1月7日 株式会社文藝春秋社

3-043 現地報告 ゲンチホウコク 10巻6号 昭和17年6月7日 株式会社文藝春秋社

7-020 拳闘スポーツ ケントウスポーツ 3月号 昭和22年3月25日 拳闘スポーツ社

3-022 憲法問題　議事速記録 ケンポウモンダイ　ギジソッキロク　－ 昭和10年4月1日 ナウカ社 シャカイ評論4月号付録
2-003 建武 ケンム 8巻3号 昭和18年5月20日 国史講習会

3-007 原理日本 ゲンリニホン 11巻8号 昭和10年11月1日 原理日本社

3-007 原理日本 ゲンリニホン 15巻1号 昭和14年1月1日 原理日本社

3-007 原理日本 ゲンリニホン 15巻4号 昭和14年4月1日 原理日本社

3-007 原理日本 ゲンリニホン 15巻11号 昭和14年12月24日 原理日本社

3-007 原理日本 ゲンリニホン 16巻1号 昭和15年2月18日 原理日本社

3-007 原理日本 ゲンリニホン 16巻2号 昭和15年3月25日 原理日本社

3-007 原理日本 ゲンリニホン 16巻10号 昭和15年11月28日 原理日本社

3-007 原理日本 ゲンリニホン 18巻2号 昭和17年2月1日 原理日本社

9-066 劔陵 ケンリョウ 41号 昭和12年11月19日 名古屋高等商業学校学友会文芸部

0-038 言論 ゲンロン 1巻2号 昭和21年2月20日 高山書院 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-038 言論 ゲンロン 1巻3号 昭和21年4月5日 高山書院 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-038 言論 ゲンロン 1巻5号 昭和21年6月5日 高山書院

3-007 言論報国 ゲンロンホウコク 2巻3号 昭和19年3月1日 社團法人大日本言論報国會

3-007 言論報国 ゲンロンホウコク 3巻2号 昭和20年2月1日 社團法人大日本言論報国會
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9-093 語彙 ゴイ 　－ 1988年10月31日 株式会社凡人社

9-093 語彙の研究と教育 ゴイノケンキュウトキョウイク（上） 昭和59年9月20日 大蔵省印刷局

9-093 語彙の研究と教育 ゴイノケンキュウトキョウイク（下） 昭和60年8月12日 大蔵省印刷局

3-007 興亜 コウア 2巻8号 昭和16年8月25日 大日本興亞同盟

3-031 興亜教育 コウアキョウイク 2巻1号 昭和18年1月1日 目黒書店

0-009 講演 コウエン 268集 昭和9年10月10日 東京公演会

3-007 講演時報 コウエンジホウ 613集 昭和16年3月5日 時事通信社

3-007 講演時報 コウエンジホウ 619集 昭和16年8月15日 時事通信社

3-007 講演時報 コウエンジホウ 640集 昭和16年12月5日 時事通信社

3-007 講演時報 コウエンジホウ 654集 昭和17年4月25日 時事通信社

3-007 講演時報 コウエンジホウ 656集 昭和17年5月15日 時事通信社

3-007 講演時報 コウエンジホウ 666集 昭和17年8月25日 時事通信社

3-007 講演時報 コウエンジホウ 671集 昭和17年10月15日 時事通信社

3-007 講演時報 コウエンジホウ 688集 昭和18年4月5日 時事通信社

0-009 講演集 コウエンシュウ 3集-4集 明治36年8月24日 萬成社

9-064 口演童話 コウエンドウワ 5号 昭和30年6月15日 全国童話人協会

0-009 講演の友 コウエンノトモ 30号 昭和9年3月20日 講演の友社

0-009 講演の友 コウエンノトモ 42号 昭和9年7月20日 講演の友社

0-009 講演の友 コウエンノトモ 47号 昭和9年9月10日 講演の友社

0-009 講演の友 コウエンノトモ 48号 昭和9年9月20日 講演の友社

0-009 講演の友 コウエンノトモ 53号 昭和9年11月10日 講演の友社                              3冊あり
3-014 号外 ゴウカイ 2巻1号 昭和3年1月1日 東京記者連盟　号外発行所

0-038 号外 ゴウガイ 1巻5号 昭和2年11月1日 号外発行所

3-007 皇学 コウガク 昭和17年14-昭和20年3号昭和17年1月15日 詔勅精神振興會 合本
7-010 交響楽 コウキョウガク 1巻6号 大正15年6月5日 日本交響楽協会

5-001 工業材料 コウギョウザイリョウ 2巻2号 昭和20年2月1日 非凡閣

3-043 航空少年 コウクウショウネン 22巻1号 昭和20年1月1日 株式会社誠文堂新光社

3-043 航空文化 コウクウブンカ 4巻2号 昭和20年2月1日 株式会社文藝春秋社

3-043 航空文化 コウクウブンカ 4巻3号 昭和20年3月1日 株式会社文藝春秋社

7-002 工芸 コウゲイ 117号 昭和22年9月1日 株式会社靖文社

7-002 工芸ニュース コウゲイニュース 14巻2号 昭和21年10月5日 技術資料刊行会

9-053 高原 コウゲン 2輯 昭和21年12月25日 鳳文書林

9-053 高原 コウゲン 3輯 昭和22年3月15日 鳳文書林

9-053 高原 コウゲン 4輯 昭和22年9月20日 鳳文書林

9-053 高原 コウゲン 5輯 昭和22年12月20日 鳳文書林

9-053 高原 コウゲン 7輯 昭和23年7月30日 鳳文書林

9-053 高原 コウゲン 10 昭和24年5月20日 鳳文書林

3-004 江湖新報 コウコ　シンポウ 128- 明治14年12月14日-記載無し 合本･綴じ崩壊寸前
3-035 高校クラスルーム コウコウクラスルーム 　－ 昭和61年11月10日 株式会社旺文社

9-087 高校国語教育 コウコウコクゴキョウイクno.3 昭和39年11月25日 三省堂

9-093 高校生の漢字学習 コウコウセイノカンジガクシュウ　－ 昭和57年1月15日 東京法令出版株式会社

3-035 高校生の平和認識 コウコウセイノヘイワニンシキ　－ 1984年3月25日 国際教育フォーラム

9-094 高校通信 コウコウツウシン 9巻10号 昭和42年8月17日 教育出版株式会社

9-068 高校文学 コウコウブンガク 2巻3号 昭和28年3月1日 日本高校文学協会

2-002 考古学雜誌 コウコガクザッシ 34巻11号 昭和22年11月20日 近代書房

2-002 考古学雜誌 コウコガクザッシ 34巻12号 昭和23年2月10日 近代書房

2-002 考古学雜誌 コウコガクザッシ 35巻1-2号 昭和23年4月20日 近代書房

2-002 考古学集刊 コウコガクシュウカン 第1冊 昭和23年9月25日 あしかび書房

6-002 広告界 コウコクカイ 10巻10号 昭和8年10月1日 誠文堂

6-002 広告界 コウコクカイ 11巻8号 昭和9年7月1日 誠文堂

6-002 広告界 コウコクカイ 11巻9号 昭和9年8月1日 誠文堂

5-005 工事画報 コウジガホウ 9巻11号 昭和8年11月1日 工事画報社

9-086 公私月報付録 コウシゲッポウフロク 17号 昭和9年10月5日 半狂堂 公私月報49号付録根津新繁昌
0-059 高師小僧 コウシコゾウ 3号 昭和32年4月1日 大日本紡績労働組合豊橋支部

0-081 高志人 コウシジン 20巻7月号 昭和30年7月10日 高志人社

9-071 好日 コウジツ no.2 昭和27年5月1日 好日俳句会

9-071 好日 コウジツ no.3 昭和27年6月1日 好日俳句会

9-071 好日 コウジツ no.4 昭和27年7月1日 好日俳句会

9-071 好日 コウジツ no.5 昭和27年8月1日 好日俳句会

9-071 好日 コウジツ no.6 昭和27年9月1日 好日俳句会

9-071 好日 コウジツ no.7 昭和27年10月1日 好日俳句会

9-071 好日 コウジツ no.8 昭和27年11月1日 好日俳句会

9-071 好日 コウジツ no.9 昭和27年12月1日 好日俳句会

0-002 『洪水以後』改題・総目次・索 コウズイイゴ カイダイ・ソウモクジ・サクイン　－ 1984年3月31日 不二出版

4-007 厚生時報 コウセイジホウ 3巻1号 昭和23年5月20日 記載なし

0-038 厚生文化 コウセイブンカ 2巻6号 昭和19年5月25日 朝日厚生事業団

0-038 構想 コウソウ 8巻3号 昭和20年4月1日 河出書房

2-005 講壇 コウダン 7巻4号 昭和12年5月1日 法蔵館

6-008 交通公社の全国時刻表 コウツウコウシャノゼンコクジコクヒョウ14巻9号 昭和38年9月1日 財団法人日本交通社

3-007 弘道 コウドう 327号 大正8年6月15日 日本弘道會事務所

3-007 弘道 コウドう 328号 大正8年7月5日 日本弘道會事務所

3-007 弘道 コウドう 378号 大正12年11月15日 日本弘道會事務所

0-038 行動 コウドウ 3年8号 昭和10年8月1日 紀伊国屋

9-093 高等学校古文一 コウトウガッコウコブンイチ上 昭和45年1月20日 株式会社尚学図書

9-003 荒野 コウヤ 5巻2号 昭和6年7月1日 荒野の花社

9-003 荒野 コウヤ 5巻4号 昭和6年11月1日 荒野の花社

9-003 荒野 コウヤ 29編 昭和7年6月15日 荒野の花社

9-071 荒野 コウヤ 3号 昭和31年7月1日 荒野発行所

9-071 荒野 コウヤ 5号 昭和32年1月1日 荒野発行所

コ＊



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-071 荒野 コウヤ 12号 昭和33年7月11日 荒野社

9-071 荒野 コウヤ 13号 昭和33年11月1日 荒野社

9-071 荒野 コウヤ 15号 昭和34年9月10日 荒野社                               2冊あり
0-060 校友会雑誌 コウユウカイザッシ 17号 明治25年5月27日 第一高等中学校友会

0-060 校友会雑誌 コウユウカイザッシ 18号 明治25年6月27日 第一高等中学校友会

0-060 校友会雑誌 コウユウカイザッシ 90号 明治32年10月30日 第一高等学校校友会

9-069 校友会雑誌 コウユウカイザッシ 278号 大正8年9月15日 第一高等学校校友会

9-069 校友会雑誌 コウユウカイザッシ 280号 大正9年6月7日 第一高等学校校友会

0-059 校友会雑誌 コウユウカイザッシ 18号 大正14年1月28日 芝中学校校友会

0-059 校友会雑誌 コウユウカイザッシ 19号 大正15年1月1日 芝中学校校友会

0-060 校友会雑誌 コウユウカイザッシ 14号 昭和4年3月1日 佐賀高等学校校友会

0-063 校友会雑誌 コウユウカイザッシ 354号 昭和11年2月18日 第一高等学校校友会

0-060 校友会雑誌 コウユウカイザッシ 復刊1号 昭和22年2月20日 松江高等学校文芸部

9-071 豪朗 ゴウロウ 4号 昭和26年8月20日 豪朗発行所

0-048 公論 コウロン 3巻8号 昭和15年8月1日 第一公論社

0-048 公論 コウロン 5巻3号 昭和17年3月1日 第一公論社

0-048 公論 コウロン 5巻4号 昭和17年4月1日 第一公論社

0-048 公論 コウロン 5巻9号 昭和17年9月1日 第一公論社

0-048 公論 コウロン 5巻11号 昭和17年9月10日 第一公論社

0-048 公論 コウロン 6巻10号 昭和18年10月1日 第一公論社                             4冊あり
0-048 公論 コウロン 6巻10号 昭和18年10月1日 第一公論社

0-048 公論 コウロン 6巻11号 昭和18年11月1日 第一公論社

0-048 公論 コウロン 7巻8号 昭和19年8月1日 第一公論社

0-048 公論 コウロン 7巻9号 昭和19年9月1日 第一公論社

0-048 公論 コウロン 7巻10号 昭和19年10月1日 第一公論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-048 公論 コウロン 7巻11号 昭和19年11月1日 第一公論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-048 公論 コウロン 8巻1号 昭和20年1月1日 第一公論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-048 公論 コウロン 8巻2号 昭和20年2月1日 第一公論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-048 公論 コウロン 8巻5号 昭和20年5月1日 第一公論社

0-048 公論 コウロン 8巻11号 昭和20年11月1日 第一公論社

0-048 公論 コウロン 8巻12号 昭和20年12月1日 第一公論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-048 公論 コウロン 9巻1号 昭和21年2月1日 第一公論社

0-048 公論 コウロン 8巻7号 昭和21年7月1日 第一公論社

0-048 公論 青年日本史号 コウロン セイネンニホンシゴウ5巻7号 昭和17年6月24日 第一公論社

9-054 聲 コエ 2号 昭和34年1月1日 丸善株式会社

9-054 聲 コエ 3号 昭和34年4月1日 丸善株式会社

9-054 聲 コエ 4号 昭和34年7月1日 丸善株式会社

9-054 聲 コエ 5号 昭和34年10月1日 丸善株式会社

9-054 聲 コエ 6号 昭和35年1月1日 丸善株式会社

9-054 聲 コエ 7号 昭和35年4月1日 丸善株式会社

9-054 聲 コエ 8号 昭和35年7月1日 丸善株式会社

9-054 聲 コエ 9号 昭和35年10月1日 丸善株式会社

9-054 聲 コエ 10号 昭和36年1月1日 丸善株式会社

9-071 声 コエ 18号 1963年12月25日 声の会

9-071 声 コエ 19号 1964年3月20日 声の会

9-053 コギト コギト 13巻5号 昭和19年5月1日 コギト発行所

9-053 コギト コギト 13巻6号 昭和19年6月1日 コギト発行所

9-053 コギト コギト 13巻7号 昭和19年7月1日 コギト発行所

9-053 コギト コギト 13巻8号 昭和19年8月1日 コギト発行所

7-001 国画 コクガ 3巻3号 昭和18年3月10日 塔影社

7-001 国画 コクガ 3巻5号 昭和18年5月10日 塔影社

7-001 国画 コクガ 3巻11号 昭和18年11月10日 塔影社

9-088 国学 コクガク 12輯 昭和18年5月15日 日本大学国文学会

9-082 国学院雑誌 コクガクインザッシ 36巻5号 昭和5年5月1日 国学院大学

9-082 国学院雑誌 コクガクインザッシ 36巻9号 昭和5年9月5日 国学院大学

9-082 国学院雑誌 コクガクインザッシ 37巻9号 昭和6年9月1日 国学院大学                               2冊あり
9-082 国学院雑誌 コクガクインザッシ 37巻11号 昭和6年11月1日 国学院大学

9-082 国学院雑誌 コクガクインザッシ 37巻12号 昭和6年12月1日 国学院大学

9-082 国学院雑誌 コクガクインザッシ 37巻32号 昭和6年12月1日 国学院大学

9-082 国学院雑誌 コクガクインザッシ 38巻9号 昭和7年9月1日 国学院大学

9-082 国学院雑誌 コクガクインザッシ 41巻10号 昭和10年10月1日 国学院大学

9-082 国学院雑誌 コクガクインザッシ 42巻3号 昭和11年3月1日 国学院大学

9-082 国学院雑誌 コクガクインザッシ 43巻3号 昭和12年3月1日 国学院大学

9-082 国学院雑誌 コクガクインザッシ 46巻8号 昭和15年8月1日 皇典講究所

9-082 国学院雑誌 コクガクインザッシ 56巻5号 昭和31年2月1日 国学院大学出版部

9-082 国学院雑誌 コクガクインザッシ 59巻3号 昭和33年3月15日 国学院大学編集課

9-082 国学院雑誌 コクガクインザッシ 59巻6号 昭和33年6月10日 国学院大学

9-087 国語 コクゴ 2巻2号 昭和12年4月15日 目黒書房

9-094 国語 コクゴ 17号 昭和13年1月23日 岩波書店

9-094 国語 コクゴ 18号 昭和13年2月25日 岩波書店

9-094 国語 コクゴ 19号 昭和13年3月25日 岩波書店

9-094 国語 コクゴ 20号 昭和13年6月10日 岩波書店

9-087 国語 コクゴ 21号 昭和13年12月15日 岩波書店

9-087 国語 コクゴ 22号 昭和14年2月22日 岩波書店

9-094 国語 コクゴ 23号 昭和14年5月18日 岩波書店

9-094 国語 コクゴ 24号 昭和14年7月20日 岩波書店

9-087 国語 コクゴ 25号 昭和14年9月30日 岩波書店

9-094 国語 コクゴ 27号 昭和15年1月15日 岩波書店

9-087 国語 コクゴ 1巻1号 昭和26年10月13日 東西社 復刊1号　2冊あり
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-087 国語 コクゴ 2巻1号 昭和28年3月15日 東西社

9-087 国語・国文 コクゴ・コクブン 7巻7号 昭和12年7月1日 星野書店

9-087 国語・国文 コクゴ・コクブン 15巻8号 昭和21年9月30日 弘文堂書房

9-087 国語・国文 コクゴ・コクブン 15巻12号 昭和22年2月20日 弘文堂書房

9-087 国語・国文 コクゴ・コクブン 17巻3号 昭和23年5月15日 株式会社全国書房

9-087 国語・国文 コクゴ・コクブン 17巻7号 昭和23年10月1日 株式会社全国書房

9-087 国語・国文 コクゴ・コクブン 17巻8号 昭和23年12月1日 株式会社全国書房

9-086 国語運動 コクゴウンドウ 6巻2号 昭和17年2月15日 国語協会

9-086 国語運動 コクゴウンドウ 6巻5号 昭和17年5月15日 国語協会

9-086 国語運動 コクゴウンドウ 6巻6号 昭和17年6月15日 国語協会

9-086 国語運動 コクゴウンドウ 6巻7号 昭和17年7月15日 国語協会

9-086 国語運動 コクゴウンドウ 6巻8号 昭和17年8月15日 国語協会

9-086 国語運動 コクゴウンドウ 6巻9号 昭和17年9月15日 国語協会

9-086 国語運動 コクゴウンドウ 6巻10号 昭和17年10月15日 国語協会

9-086 国語運動 コクゴウンドウ 6巻11号 昭和17年11月15日 国語協会

9-086 国語運動 コクゴウンドウ 6巻12号 昭和17年12月15日 国語協会

9-086 国語運動 コクゴウンドウ 7巻1号 昭和18年1月15日 国語協会

9-087 国語解釈 コクゴカイシャク 2巻4号 昭和12年4月1日 瑞穂書院

9-087 国語解釈 コクゴカイシャク 21号 昭和12年10月1日 瑞穂書院

9-093 国語科教育法概論 コクゴカキョウイクホウガイロン　－ 昭和56年4月1日 有精堂出版株式会社

9-084 国語学 コクゴガク 2集 昭和24年6月10日 株式会社養徳社

9-084 国語学 コクゴガク 3集 昭和24年11月15日 株式会社養徳社                               2冊あり
9-084 国語学 コクゴガク 35集 昭和33年12月31日 合名会社武蔵野書院

9-087 国語教育 コクゴキョウイク 8巻11号 大正12年11月1日 目黒書店

9-087 国語教育 コクゴキョウイク 19巻5号 昭和9年5月1日 目黒書店

9-087 国語教育 コクゴキョウイク 24巻5号 昭和14年5月1日 目黒書店

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 3巻1号 昭和10年1月1日 株式会社文学社

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 3巻2号 昭和10年2月8日 株式会社文学社                               2冊あり
9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 3巻3号 昭和10年3月5日 株式会社文学社

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 1巻2号 昭和10年5月1日 株式会社文学社

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 1巻3号 昭和10年6月1日 株式会社文学社

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 1巻4号 昭和10年7月1日 株式会社文学社

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 1巻6号 昭和10年9月1日 株式会社文学社                               2冊あり
9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 1巻8号 昭和10年11月1日 株式会社文学社

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 2巻8号 昭和11年10月1日 株式会社文学社

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 4巻1号 昭和13年1月1日 株式会社文学社                               2冊あり
9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 5巻2号 昭和14年2月1日 株式会社文学社

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 6巻3号 昭和15年4月1日 株式会社文学社

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 6巻4号 昭和15年5月1日 株式会社文学社

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 6巻5号 昭和15年6月1日 株式会社文学社

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 6巻6号 昭和15年7月1日 株式会社文学社

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 6巻7号 昭和16年7月15日 株式会社文学社

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 2巻1号 昭和35年4月1日 南雲堂桜楓社出版

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 2巻2号 昭和35年5月1日 桜楓社出版

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 2巻3号 昭和35年6月1日 桜楓社出版

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 2巻4号 昭和35年7月1日 桜楓社出版

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 2巻5号 昭和35年8月1日 桜楓社出版

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 2巻6号 昭和35年9月1日 桜楓社出版

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 2巻7号 昭和35年10月1日 桜楓社出版

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 2巻8号 昭和35年11月1日 桜楓社出版

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 2巻9号 昭和35年12月1日 桜楓社出版

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 2巻10号 昭和36年1月1日 桜楓社出版

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 2巻11号 昭和36年2月1日 桜楓社出版

9-086 国語教室 コクゴキョウシツ 2巻12号 昭和36年3月1日 桜楓社出版

9-088 国語研究 コクゴケンキュウ 17号 昭和28年12月5日 白楊社

9-088 国語研究 コクゴケンキュウ 5号 昭和31年10月17日 国学院大学国語研究会

9-088 国語研究 コクゴケンキュウ 28号 昭和32年4月30日 白楊社

9-088 国語研究 コクゴケンキュウ 32号 昭和34年7月20日 白楊社

9-083 国語国字 コクゴコクジ 2号 昭和36年2月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 4号 昭和36年6月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 5号 昭和36年8月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 6号 昭和36年10月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 7号 昭和36年12月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 8号 昭和37年3月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 9号 昭和37年4月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 10号 昭和37年7月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 11号 昭和37年8月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 12号 昭和37年10月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 13号 昭和37年12月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 14号 昭和38年3月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 15号 昭和38年4月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 16号 昭和38年6月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 17号 昭和38年8月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 18号 昭和38年10月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 19号 昭和38年12月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 20号 昭和39年3月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 21号 昭和39年5月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 22号 昭和39年6月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 23号 昭和39年9月1日 国語問題協議会
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9-083 国語国字 コクゴコクジ 24号 昭和39年10月1日 国語問題協議会

9-083 国語国字 コクゴコクジ 25号 昭和39年12月1日 国語問題協議会

9-087 国語国文 コクゴコクブン 20巻2号 昭和26年2月15日 京都大学国文学会・株式会社全国書房

9-087 国語国文 コクゴコクブン 21巻1号 昭和27年1月15日 京都大学国文学会

9-087 国語国文 コクゴコクブン 21巻3号 昭和27年4月15日 京都大学国文学会

9-087 国語国文 コクゴコクブン 21巻9号 昭和27年10月15日 中央図書出版社

9-087 国語国文 コクゴコクブン 22巻3号 昭和28年3月15日 中央図書出版社

9-087 国語国文 コクゴコクブン 32巻12号 昭和q38年12月25日中央図書出版社

9-087 国語国文 コクゴコクブン 33巻8号 昭和39年8月25日 中央図書出版社

9-087 国語国文 コクゴコクブン 33巻9号 昭和39年9月25日 中央図書出版社

9-088 国語国文学論文目録 コクゴコクブンガクロンブンモクロク　－ 昭和34年6月20日 白楊社

9-083 国語国文研究 コクゴコクブンケンキュウ15号 昭和35年2月28日 株式会社塙書房

9-083 国語国文研究 コクゴコクブンケンキュウ23号 昭和37年10月25日 株式会社塙書房

9-083 国語国文研究 コクゴコクブンケンキュウ28号 昭和39年6月30日 株式会社塙書房

9-083 国語国文研究 コクゴコクブンケンキュウ31号 昭和40年9月30日 株式会社塙書房

9-088 国語国文の研究 コクゴコクブンノケンキュウ7号 昭和2年4月1日 株式会社文献書院

9-088 国語国文の研究 コクゴコクブンノケンキュウ32号 昭和4年5月1日 株式会社文献書院

9-087 「国語国文」分類総目次 コクゴコクブンブンルイソウモクジ　－ 昭和33年11月1日 熊本女子大学国文談話会

9-094 国語国文論集 コクゴコクブンロンシュウ10号 昭和56年3月20日 学習院女子短期大学国語国文学会

0-002
国語辞典編集準備資料２
用例採集のための主要文学
作品目録

コクゴジテンヘンシュウジュンビシリョウ２　ヨウレイサイシュウノタメノシュヨウブンガク」サクヒンモクロク　－ 昭和55年12月25日 国立国語研究所国語辞書編集準備室

9-086 国語知識 コクゴチシキ 2巻1号 昭和12年1月1日 三澤書房

9-086 国語通信 コクゴツウシン 6 昭和33年6月10日 日本書院

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 12号 大正14年4月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 25号 大正15年5月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 27号 大正15年7月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 50号 昭和3年6月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 52号 昭和3年8月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 5巻8号 昭和3年8月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 60号 昭和4年4月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 70号 昭和5年2月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 93号 昭和7年1月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 99号 昭和7年7月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 132号 昭和10年4月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 162号 昭和12年10月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 192号 昭和15年4月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 234号 昭和18年10月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 263号 記載なし 記載なし 裏表紙破損
9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 25巻10号 昭和23年10月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 294号 昭和23年10月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 26巻1号 昭和24年1月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 297号 昭和24年1月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 26巻5号 昭和24年5月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 301号 昭和24年5月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 306号 昭和24年10月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 310号 昭和25年2月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 311号 昭和25年3月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 312号 昭和25年4月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 313号 昭和25年5月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 318号 昭和25年10月1日 至文堂                               2冊あり
9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 324号 昭和26年4月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 326号 昭和26年6月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 330号 昭和26年10月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 334号 昭和27年2月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 343号 昭和27年11月1日 至文堂                               2冊あり
9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 344号 昭和27年12月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 347号 昭和28年3月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 350号 昭和28年6月1日 至文堂                               2冊あり
9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 354号 昭和28年10月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 372号 昭和30年4月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 378号 昭和30年10月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 381号 昭和31年1月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 382号 昭和31年2月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 34巻1号 昭和32年1月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 34巻2号 昭和32年2月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 34巻3号 昭和32年3月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 34巻13号 昭和32年12月15日 至文堂                               2冊あり
9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 35巻3号 昭和33年3月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 35巻7号 昭和33年7月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 37巻1号 昭和35年1月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 38巻3号 昭和36年3月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 38巻9号 昭和36年9月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 38巻10号 昭和36年10月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 39巻2号 昭和37年2月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 40巻6号 昭和38年6月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 40巻9号 昭和38年9月1日 至文堂

9-082 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 40巻12号 昭和38年12月1日 至文堂

9-093 国語表現 コクゴヒョウゲン 　－ 記載無し 記載無し



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-093 国語表現学を模索する コクゴヒョウゲンガクヲモサクスル　－ 1975年6月20日 記載無し

9-087 国語文化 コクゴブンカ 2巻1号 昭和17年1月1日 合資会社育英書院

3-023 国際経済週報 コクサイケイザイシュウホウ24巻1号 昭和18年1月1日 社團法人同盟通信社

3-023 国際経済週報 コクサイケイザイシュウホウ24巻2号 昭和18年1月9日 社團法人同盟通信社

3-023 国際経済週報 コクサイケイザイシュウホウ24巻3号 昭和18年1月16日 社團法人同盟通信社

3-023 国際経済週報 コクサイケイザイシュウホウ24巻4号 昭和18年1月23日 社團法人同盟通信社

3-023 国際経済週報 コクサイケイザイシュウホウ24巻5号 昭和18年1月30日 社團法人同盟通信社

3-023 国際経済週報 コクサイケイザイシュウホウ24巻6号 昭和18年2月6日 社團法人同盟通信社

3-023 国際経済週報 コクサイケイザイシュウホウ24巻7号 昭和18年2月13日 社團法人同盟通信社

3-023 国際経済週報 コクサイケイザイシュウホウ24巻8号 昭和18年2月20日 社團法人同盟通信社

3-023 国際経済週報 コクサイケイザイシュウホウ24巻10号 昭和18年3月6日 社團法人同盟通信社

3-023 国際経済週報 コクサイケイザイシュウホウ24巻13号 昭和18年3月27日 社團法人同盟通信社

7-016 国際写真情報 コクサイシャシンジョウホウ24巻4号 昭和20年4月1日 国際情報社

0-066 国際大学紀要 コクサイダイガクキヨウ 2巻1号 1964年8月 国際大学

6-009 国際電気通信 コクサイデンキツウシン no.114 昭和15年8月25日 国際電気通信株式会社

3-011 国策原理の確立を要す コクサクゲンリノカクリツヲヨウス　－ 昭和9年9月1日 原理日本社

0-079 国策放送 コクサクホウソウ 1巻2号 昭和16年5月1日 株式会社日本放送出版協会

0-079 国策放送 コクサクホウソウ 1巻3号 昭和16年6月1日 株式会社日本放送出版協会

0-079 国策放送 コクサクホウソウ 1巻4号 昭和16年7月1日 株式会社日本放送出版協会

0-079 国策放送 コクサクホウソウ 1巻5号 昭和16年8月1日 株式会社日本放送出版協会

0-079 国策放送 コクサクホウソウ 1巻6号 昭和16年9月1日 株式会社日本放送出版協会

0-079 国策放送 コクサクホウソウ 1巻7号 昭和16年10月1日 株式会社日本放送出版協会

0-079 国策放送 コクサクホウソウ 1巻8号 昭和16年11月1日 株式会社日本放送出版協会

0-079 国策放送 コクサクホウソウ 2巻1号 昭和17年1月1日 株式会社日本放送出版協会

0-079 国策放送 コクサクホウソウ 2巻2号 昭和17年2月1日 株式会社日本放送出版協会

0-079 国策放送 コクサクホウソウ 2巻3号 昭和17年3月1日 株式会社日本放送出版協会

0-079 国策放送 コクサクホウソウ 2巻4号 昭和17年4月1日 株式会社日本放送出版協会

0-079 国策放送 コクサクホウソウ 2巻5号 昭和17年5月1日 株式会社日本放送出版協会

0-079 国策放送 コクサクホウソウ 2巻6号 昭和17年6月1日 株式会社日本放送出版協会

0-079 国策放送 コクサクホウソウ 2巻7号 昭和17年7月1日 株式会社日本放送出版協会

0-079 国策放送 コクサクホウソウ 2巻8号 昭和17年8月1日 株式会社日本放送出版協会

0-079 国策放送 コクサクホウソウ 2巻9号 昭和17年9月1日 株式会社日本放送出版協会

0-079 国策放送 コクサクホウソウ 2巻10号 昭和17年10月1日 株式会社日本放送出版協会

0-079 国策放送 コクサクホウソウ 2巻11号 昭和17年11月1日 株式会社日本放送出版協会

7-020 国士 コクシ 2号 明治31年11月5日 造士会假事務所

3-031 国史教育 コクシキョウイク 1巻2号 昭和7年12月1日 国史教育研究会

3-031 国史教育 コクシキョウイク 2巻1号 昭和8年1月1日 国史教育研究会

3-031 国史教育 コクシキョウイク 2巻2号 昭和8年2月1日 国史教育研究会

3-031 国史教育 コクシキョウイク 2巻3号 昭和8年3月6日 国史教育研究会

3-031 国史教育 コクシキョウイク 2巻3号 昭和8年4月10日 国史教育研究会

9-083 国心民報 コクシンピンポウ 2巻1号 昭和22年4月1日 国心民報社

3-007 国心民報 コクシンミンポウ 1巻2集 昭和21年12月15日 國心民報社

9-068 獄水 ゴクスイ 9号 昭和23年12月20日 第三高等学校獄水編集部

3-007 国體学雑誌 コクタイガクザッシ 3月号 昭和12年3月1日 里見日本文化學研究所

3-007 国体文化 コクタイブンカ 11月号 昭和36年11月1日 日本國體學會

9-009 国鉄詩人連盟十年史 コクテツシジンレンメイジュウネンシ　－ 1959年5月1日 国鉄詩人連盟

6-008 国鉄情報 コクテツジョウホウ 2巻1号 昭和22年4月30日 運輸省職員総務課

9-071 国鉄文化 コクテツブンカ v.6 no.4 昭和27年9月1日 国鉄労組本部

0-067 告白的女体論 コクハクテキニョタイロン　－ 記載無し 記載無し
実話と秘録・涼風ムード読本9月
号付録

9-083 国文 コクブン 2巻2号 明治24年3月6日 国語伝習所

9-083 国文 コクブン 2巻3号 明治24年4月7日 国語伝習所

9-086 国文学 コクブンガク 17号 昭和32年4月20日 関西大学国文学会                               2冊あり
9-086 国文学 コクブンガク 20号 昭和33年1月20日 関西大学国文学会

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ4号 昭和11年9月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ12号 昭和12年5月1日 至文堂 裏表紙なし
9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ14号 昭和12年7月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ20号 昭和13年1月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ47号 昭和15年4月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ49号 昭和15年6月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ67号 昭和16年12月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ76号 昭和17年9月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ79号 昭和17年12月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ94号 昭和19年3月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ98号 昭和19年7月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ119号 昭和21年4月1日 至文堂 2冊あり　内1冊は65ページ以降
9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ134号 昭和22年7月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ137号 昭和22年10月1日 至文堂                               2冊あり
9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ138号 昭和22年11月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ139号 昭和22年12月1日 至文堂 裏表紙なし
9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ154号 昭和24年3月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ157号 昭和24年6月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ158号 昭和24年7月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ160号 昭和24年9月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ165号 昭和25年2月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ166号 昭和25年3月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ167号 昭和25年4月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ168号 昭和25年5月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ169号 昭和25年6月1日 至文堂
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9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ170号 昭和25年7月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ171号 昭和25年8月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ172号 昭和25年9月1日 至文堂                               2冊あり
9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ174号 昭和25年11月1日 至文堂                               2冊あり
9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ175号 昭和25年12月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ176号 昭和26年1月1日 至文堂 93ページ以降なし
9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ177号 昭和26年2月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ179号 昭和26年4月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ181号 昭和26年6月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ182号 昭和26年7月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ186号 昭和26年11月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ189号 昭和27年2月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ190号 昭和27年3月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ192号 昭和27年5月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ193号 昭和27年6月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ198号・207号 昭和27年11月1日 至文堂
『国文学解釈と鑑賞』198号207
号及び『文学』15巻9号・11巻5号

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ203号 昭和28年4月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ207号 昭和28年8月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ213号 昭和29年2月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ221号 昭和29年10月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ225号 昭和30年2月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ229号 昭和30年6月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ239号 昭和31年4月1日 至文堂                               2冊あり
9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ243号 昭和31年8月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ249号 昭和32年2月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ252号 昭和32年5月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ254号 昭和32年7月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ255号 昭和32年8月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ260号 昭和33年1月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ261号 昭和33年2月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ265号 昭和33年6月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ269号 昭和33年10月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ272号 昭和34年1月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ275号 昭和34年3月5日 至文堂 表紙なし
9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ277号 昭和34年5月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ278号 昭和34年6月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ284号 昭和34年7月1日 至文堂
2冊あり。但しこの2冊は、表紙も
内容も同じだが、裏表紙だけ異

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ286号 昭和35年1月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ287号 昭和35年2月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ305号 昭和36年5月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ308号 昭和36年7月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ310号 昭和36年9月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ317号 昭和37年3月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ320号 昭和37年5月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ322号 昭和37年7月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ328号 昭和37年12月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ330号 昭和38年1月15日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ337号 昭和38年7月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ347号 昭和39年4月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ348号 昭和39年5月1日 至文堂                               2冊あり
9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ353号 昭和39年9月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ354号 昭和39年10月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ357号 昭和39年12月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ369号 昭和40年10月1日 至文堂

9-081 国文学　解釈と鑑賞 コクブンガク　カイシャクトカンショウ389号 昭和42年2月1日 至文堂

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ4巻10号 昭和24年7月20日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ1巻4号 昭和31年9月20日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ4巻3号 昭和34年1月20日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ4巻6号 昭和34年4月20日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ5巻6号 昭和35年4月20日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ5巻10号 昭和35年7月20日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ5巻13号 昭和35年10月20日 学燈社                               2冊あり
9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ6巻1号 昭和35年12月20日 学燈社                               2冊あり
9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ6巻5号 昭和36年3月20日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ6巻8号 昭和36年6月20日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ6巻11号 昭和36年8月20日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ6巻12号 昭和36年9月20日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ7巻1号 昭和36年12月20日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ7巻10号 昭和37年8月1日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ8巻11号 昭和38年9月20日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ9巻3号 昭和39年2月1日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ9巻12号 昭和39年10月20日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ10巻3号 昭和40年2月20日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ10巻5号 昭和40年4月20日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ10巻7号 昭和40年6月20日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ10巻11号 昭和40年8月20日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ10巻13号 昭和40年8月20日 学燈社
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9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ10巻15号 昭和40年12月20日 学燈社

9-080 国文学　解釈と教材の研究 コクブンガク　カイシャクトキョウザイノケンキュウ13巻6号 昭和43年5月20日 学燈社

9-085 国文学 言語と文芸 コクブンガク ゲンゴトブンゲイ1巻4号 昭和34年5月1日 株式会社明治書院

9-085 国文学 言語と文芸 コクブンガク ゲンゴトブンゲイ1巻6号 昭和34年9月1日 株式会社明治書院

9-085 国文学 言語と文芸 コクブンガク ゲンゴトブンゲイ3巻3号 昭和36年5月1日 株式会社明治書院

9-085 国文学 言語と文芸 コクブンガク ゲンゴトブンゲイ4巻3号 昭和37年5月1日 株式会社大修館書店

9-085 国文学 言語と文芸 コクブンガク ゲンゴトブンゲイ6巻1号 昭和39年1月1日 株式会社大修館書店

9-085 国文学 言語と文芸 コクブンガク ゲンゴトブンゲイ6巻3号 昭和39年5月1日 大修館書店

9-088 国文学会会報 コクブンガクカイカイホウ11号 昭和33年2月15日 大谷大学国文学会

9-094 国文学漢文学論叢 コクブンガクカンブンガクロンソウ7集 昭和37年3月25日 東京教育大学文学部

9-086 国文学研究 コクブンガクケンキュウ 14集 昭和15年6月30日 早稲田大学文学会

9-086 国文学研究 コクブンガクケンキュウ 18集 昭和18年12月30日 早稲田大学文学会

9-086 国文学研究 コクブンガクケンキュウ 13年2号 昭和20年3月1日 早稲田大学文学会

9-086 国文学研究 コクブンガクケンキュウ 2集 昭和25年5月25日 早稲田大学文学会 復刊2号
9-086 国文学研究 コクブンガクケンキュウ 3集 昭和25年11月25日 早稲田大学文学会

9-086 国文学研究 コクブンガクケンキュウ 4集 昭和26年6月25日 早稲田大学文学会

9-086 国文学研究 コクブンガクケンキュウ 8集 昭和28年6月25日 早稲田大学文学会

9-086 国文学研究 コクブンガクケンキュウ 19集 昭和34年3月15日 早稲田大学文学会

9-086 国文学研究 コクブンガクケンキュウ 24集 昭和36年9月21日 早稲田大学文学会

9-086 国文学研究 コクブンガクケンキュウ 25集 昭和37年3月25日 早稲田大学文学会

9-086 国文学研究 コクブンガクケンキュウ 26集 昭和37年10月21日 早稲田大学文学会

9-087 国文学攷 コクブンガクコウ 2巻2輯 昭和11年9月10日 中文館書店

9-087 国文学攷 コクブンガクコウ 15号 昭和31年3月15日 広島大学国語国文学会

9-087 国文学誌 コクブンガクシ 1巻2号 昭和6年6月1日 不老閣書房

9-087 国文学誌 コクブンガクシ 1巻3号 昭和6年7月1日 不老閣書房

9-087 国文学誌 コクブンガクシ 1巻7号 昭和6年11月1日 不老閣書房

9-087 国文学誌 コクブンガクシ 2巻1号 昭和7年1月1日 不老閣書房

9-087 国文学誌 コクブンガクシ 2巻2号 昭和7年2月1日 不老閣書房

9-087 国文学誌 コクブンガクシ 2巻3号 昭和7年3月1日 不老閣書房

9-087 国文学誌 コクブンガクシ 2巻7号 昭和7年7月1日 不老閣書房

9-083 国文学試論批評篇 コクブンガクシロンヒヒョウヘン2輯 昭和11年8月1日 春陽堂書店

9-084 国文教育 コクブンキョウイク 4巻6号 大正15年9月1日 不老閣書房

9-084 国文教育 コクブンキョウイク 4巻8号 大正15年11月1日 不老閣書房

9-084 国文教育 コクブンキョウイク 5巻5号 昭和2年5月1日 不老閣書房

9-084 国文教育 コクブンキョウイク 5巻6号 昭和2年6月1日 不老閣書房

9-084 国文教育 コクブンキョウイク 5巻10号 昭和2年11月1日 不老閣書房

9-084 国文教育 コクブンキョウイク 6巻4号 昭和3年4月1日 不老閣書房

9-084 国文教育 コクブンキョウイク 6巻5号 昭和3年5月1日 不老閣書房

9-084 国文教育 コクブンキョウイク 6巻7号 昭和3年7月1日 不老閣書房

9-084 国文教育 コクブンキョウイク 6巻8号 昭和3年8月1日 不老閣書房

9-084 国文教育 コクブンキョウイク 7巻1号 昭和5年1月1日 朝日書房

9-084 国文教育 コクブンキョウイク 7巻2号 昭和5年2月1日 朝日書房

9-086 国文国史 コクブンコクシ 1巻4号 昭和11年10月25日 湯川弘文社

9-094 国文論叢 コクブンロンソウ 4号 昭和30年11月25日 神戸大学国語国文学会

3-007 国本 コクホン 8巻1号 昭和3年1月1日 國本社

3-007 国本 コクホン 8巻2号 昭和3年2月1日 國本社

3-007 国本 コクホン 8巻3号 昭和3年3月1日 國本社

3-007 国本 コクホン 8巻6号 昭和3年6月1日 國本社

3-007 国本 コクホン 8巻12号 昭和3年12月1日 國本社

3-007 国本 コクホン 10巻1号 昭和5年1月1日 國本社

3-007 国本 コクホン 10巻5号 昭和5年5月1日 國本社

3-007 国本 コクホン 12巻9号 昭和7年9月1日 國本社

3-007 国本 コクホン 13巻6号 昭和8年6月1日 國本社

3-014 国民 コクミン 5号 昭和29年9月1日 国民社

3-014 国民 コクミン 6号 昭和29年10月1日 国民社

3-014 国民 コクミン 7号 昭和29年11月1日 国民社

3-014 国民 コクミン 8号 昭和29年12月1日 国民社

3-014 国民 コクミン 9号 昭和30年1月1日 国民社

3-008 国民運動 コクミンウンドウ 1巻4号 昭和8年7月1日 國民運動社

3-008 国民運動 コクミンウンドウ 1巻5号 昭和8年8月1日 國民運動社

0-009 国民演説 コクミンエンゼツ 5号 明治23年4月14日 鶴鳴館

5-010 国民科学 コクミンカガク 8巻2号 昭和21年2月1日 株式会社科学社

7-009 国民歌謡 コクミンカヨウ 3集 昭和11年11月5日 日本放送出版協会

7-009 国民歌謡 コクミンカヨウ 15集 昭和12年5月25日 日本放送出版協会

7-009 国民歌謡 コクミンカヨウ 19集 昭和12年7月8日 日本放送出版協会

7-009 国民歌謡 コクミンカヨウ 25集 昭和12年7月20日 日本放送出版協会

7-009 国民歌謡 コクミンカヨウ 20集 昭和12年7月25日 日本放送出版協会

7-009 国民歌謡 コクミンカヨウ 21集 昭和12年7月25日 日本放送出版協会

7-009 国民歌謡 コクミンカヨウ 23集 昭和12年8月20日 日本放送出版協会

7-009 国民歌謡 コクミンカヨウ 26集 昭和12年10月20日 日本放送出版協会

7-009 国民歌謡 コクミンカヨウ 27集 昭和12年11月27日 日本放送出版協会

7-009 国民歌謡 コクミンカヨウ 28集 昭和13年5月5日 日本放送出版協会

7-009 国民歌謡 コクミンカヨウ 33集 昭和13年8月30日 日本放送出版協会

7-009 国民歌謡 コクミンカヨウ 49集 昭和14年8月20日 日本放送出版協会

7-009 国民歌謡 コクミンカヨウ 50集 昭和14年9月1日 日本放送出版協会

7-009 国民歌謡 コクミンカヨウ 51集 昭和14年9月30日 日本放送出版協会

3-026 国民経済 コクミンケイザイ 2巻10-11号 昭和22年11月5日 財團法人國民經濟研究協會

3-023 国民経済雑誌 コクミンケイザイザッシ 3巻1号 明治40年7月1日 寶文館

3-023 国民経済雑誌 コクミンケイザイザッシ 3巻8号 昭和23年8月5日 株式會社黄土社



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

0-038 国民雑誌 コクミンザッシ 2巻13号 明治44年11月1日 国民雑誌社

2-004 国民雜誌　伝記 コクミンザッシ　デンキ 1巻2号 昭和22年5月1日 菁柿堂

2-004 国民雜誌　伝記 コクミンザッシ　デンキ 1巻3号 昭和22年6月1日 菁柿堂

2-004 国民雜誌　伝記 コクミンザッシ　デンキ 1巻4号 昭和22年7月1日 菁柿堂

2-004 国民雜誌　伝記 コクミンザッシ　デンキ 1巻5号 昭和22年9月1日 菁柿堂

2-004 国民雜誌　伝記 コクミンザッシ　デンキ 1巻7号 昭和22年10月1日 菁柿堂

2-004 国民雜誌　伝記 コクミンザッシ　デンキ 1巻8号 昭和22年11月1日 菁柿堂 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-009 国民唱歌 コクミンショウカ 1集 昭和13年2月28日 日本放送出版協会

0-038 国民時論 コクミンジロン 13巻9号 昭和4年9月1日 国民時論社

3-002 国民新潮 コクミンシンチョウ 33号 昭和32年7月1日 経済解説社

0-067 国民精神文化 コクミンセイシンブンカ 6巻2号 昭和15年2月1日 国民精神文化研究所

0-067 国民精神文化 コクミンセイシンブンカ 7巻2号 昭和16年2月1日 国民精神文化研究所

0-067 国民精神文化 コクミンセイシンブンカ 7巻5号 昭和16年5月1日 国民精神文化研究所

0-067 国民精神文化 コクミンセイシンブンカ 7巻7号 昭和16年8月1日 国民精神文化研究所

9-083 国民精神文化研究 コクミンセイシンブンカケンキュウ35冊 昭和13年3月19日 国民精神文化研究所

9-065 こくみん二年生 コクミンニネンセイ 2巻4号 昭和21年7月1日 株式会社小学館

0-075 こくみん二年生 コクミンニネンセイ 2巻5号 昭和21年8月1日 株式会社小学館

7-010 国民の音楽 コクミンノオンガク 3巻4号 昭和18年3月29日 国民音楽社

7-010 国民の音楽 コクミンノオンガク 3巻7号 昭和18年7月29日 国民音楽社

5-010 国民の科学 コクミンノカガク 1巻5号 昭和21年7月1日 合資会社新小説社

5-010 国民の科学 コクミンノカガク 1巻6号 昭和21年8月1日 合資会社新小説社

5-010 国民の科学 コクミンノカガク 1巻9号 昭和21年10月20日 合資会社新小説社

0-038 国民之友 コクミンノトモ 2巻24号 明治21年6月15日 民友社

0-038 国民之友 コクミンノトモ 9巻131号 明治24年9月23日 民友社 第131号
0-038 国民之友 コクミンノトモ 9巻132号 明治24年10月3日 民友社 第132号
0-038 国民之友 コクミンノトモ 9巻133号 明治24年10月13日 民友社 第133号
0-038 国民之友 コクミンノトモ 9巻134号 明治24年10月23日 民友社 第134号
0-038 国民之友 コクミンノトモ 9巻135号 明治24年11月3日 民友社 第135号
0-038 国民之友 コクミンノトモ 9巻138号 明治24年12月3日 民友社 第138号
0-038 国民之友 コクミンノトモ 9巻139号 明治24年12月13日 民友社 第139号
0-038 国民之友 コクミンノトモ 9巻140号 明治24年12月23日 民友社 第140号
0-038 国民之友 コクミンノトモ 10巻141号 明治25年1月3日 民友社 第141号
2-002 国民の歴史 コクミンノレキシ 1巻4号 昭和22年5月1日 株式會社實業之日本社

2-002 国民の歴史 コクミンノレキシ 2巻6号 昭和23年6月1日 株式會社實業之日本社

2-002 国民の歴史 コクミンノレキシ 2巻8号 昭和23年8月1日 株式會社實業之日本社

7-002 国民美術 コクミンビジュツ 1巻9号 大正13年9月1日 国民美術協会 美術月報改題

3-040 国民百科 コクミンヒャッカ 31号 昭和40年3月20日 株式会社平凡社

3-040 国民百科 コクミンヒャッカ 33号 昭和40年5月20日 株式会社平凡社

3-040 国民百科 コクミンヒャッカ 41号 昭和41年1月20日 株式会社平凡社

3-007 国民評論 コクミンヒョウロン 15巻1号 昭和18年1月8日 國民評論社

3-007 国民評論 コクミンヒョウロン 16巻11号 昭和19年11月8日 國民評論社

3-007 国民評論 コクミンヒョウロン 17巻2号 昭和20年2月8日 國民評論社

3-014 国民評論 コクミンヒョウロン 40号 1952年7月1日 記載無し

3-014 国民評論 コクミンヒョウロン 41号 1952年8月1日 記載無し

3-014 国民評論 コクミンヒョウロン 42号 1952年9月1日 記載無し

3-014 国民評論 コクミンヒョウロン 46号 1953年1月1日 記載無し

3-014 国民評論 コクミンヒョウロン 48号 1953年3月19日 記載無し

3-014 国民評論 コクミンヒョウロン 49号 1953年4月1日 記載無し

3-014 国民評論 コクミンヒョウロン 50号 1953年5月1日 記載無し

3-014 国民評論 コクミンヒョウロン 51号 1953年6月1日 記載無し

3-014 国民評論 コクミンヒョウロン 52号 1953年7月1日 記載無し 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-014 国民評論 コクミンヒョウロン 53号 1953年8月1日 記載無し 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-014 国民評論 コクミンヒョウロン 55号 1953年10月1日 記載無し

3-014 国民評論 コクミンヒョウロン 56号 1953年11月1日 記載無し

3-014 国民評論 コクミンヒョウロン 57号 1953年12月1日 記載無し

3-014 国民評論 コクミンヒョウロン 58号 1954年1月1日 記載無し

3-014 国民評論 コクミンヒョウロン 59号 1954年2月1日 記載無し

3-014 国民評論 コクミンヒョウロン 60号 1954年3月1日 記載無し

3-003 国民文化 コクミンブンカ 23号 1961年10月1日 国民文化会議

3-003 国民文化 コクミンブンカ 81号 1966年8月1日 国民文化会議

3-003 国民文化 コクミンブンカ 215号 1977年10月1日 国民文化会議

9-012 国民文学 コクミンブンガク 46巻1号 昭和33年1月20日 国民文学社

9-083 国民文学芸術運動の理論 コクミンブンガクゲイジュツウンドウノリロン5集 1954年9月10日 理論社

6-008 国有鉄道 コクユウテツドウ 9巻4号 昭和26年4月1日 財団法人交通協力会

0-076 護国会雑誌 ゴコクカイザッシ 3号 昭和17年7月13日 第一高等学校護国会

0-076 護国会雑誌 ゴコクカイザッシ 4号 昭和17年12月8日 第一高等学校護国会

0-059 護国会雑誌 ゴコクカイザッシ 5号 昭和18年2月25日 第一高等学校護国会

0-059 護国会雑誌 ゴコクカイザッシ 6号 昭和18年11月25日 第一高等学校護国会

9-036 心 ココロ 1巻2号 昭和23年8月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-036 心 ココロ 1巻3号 昭和23年9月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 1巻4号 昭和23年10月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-036 心 ココロ 1巻5号 昭和23年11月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 1巻6号 昭和23年12月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-036 心 ココロ 2巻1号 昭和24年1月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 2巻2号 昭和24年2月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-036 心 ココロ 2巻3号 昭和24年3月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 2巻4号 昭和24年4月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-036 心 ココロ 2巻5号 昭和24年5月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 2巻7号 昭和24年7月1日 株式会社日本評論社
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9-036 心 ココロ 2巻8号 昭和24年8月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 2巻9号 昭和24年9月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 2巻10号 昭和24年10月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 2巻11号 昭和24年11月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 2巻12号 昭和24年12月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 3巻1号 昭和25年1月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 3巻2号 昭和25年2月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 3巻3号 昭和25年3月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 3巻4号 昭和25年4月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 3巻5号 昭和25年5月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 3巻6号 昭和25年6月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-036 心 ココロ 3巻7号 昭和25年7月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 3巻8号 昭和25年8月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-036 心 ココロ 3巻9号 昭和25年9月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-036 心 ココロ 3巻11号 昭和25年11月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 4巻1号 昭和26年1月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 4巻2号 昭和26年2月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 4巻3号 昭和26年3月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 4巻4号 昭和26年4月1日 株式会社日本評論社

9-036 心 ココロ 4巻7号 昭和26年11月1日 株式会社酣燈社

9-036 心 ココロ 4巻8号 昭和26年12月1日 株式会社酣燈社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-036 心 ココロ 5巻1号 昭和27年1月1日 株式会社酣燈社

9-036 心 ココロ 5巻6号 昭和27年6月1日 株式会社酣燈社

9-036 心 ココロ 5巻7号 昭和27年7月1日 株式会社酣燈社

9-036 心 ココロ 5巻10号 昭和27年10月1日 株式会社酣燈社

9-036 心 ココロ 5巻12号 昭和27年12月1日 株式会社酣燈社

9-036 心 ココロ 6巻1号 昭和28年1月1日 株式会社酣燈社

9-036 心 ココロ 6巻5号 昭和28年5月1日 生成会

9-036 心 ココロ 6巻8号 昭和28年8月1日 生成会

9-036 心 ココロ 6巻9号 昭和28年9月1日 生成会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-036 心 ココロ 6巻10号 昭和28年10月1日 生成会

9-036 心 ココロ 6巻11号 昭和28年11月1日 生成会

9-036 心 ココロ 7巻1号 昭和29年1月1日 生成会

9-036 心 ココロ 7巻2号 昭和29年2月1日 生成会

9-036 心 ココロ 7巻3号 昭和29年3月1日 生成会

9-036 心 ココロ 7巻4号 昭和29年4月1日 生成会

9-036 心 ココロ 7巻5号 昭和29年5月1日 生成会

9-036 心 ココロ 7巻7号 昭和29年7月1日 生成会

9-036 心 ココロ 7巻9号 昭和29年9月1日 生成会

9-036 心 ココロ 7巻10号 昭和29年10月1日 生成会

9-036 心 ココロ 7巻11号 昭和29年11月1日 生成会

9-036 心 ココロ 7巻12号 昭和29年12月1日 生成会

9-036 心 ココロ 8巻1号 昭和30年1月1日 生成会

9-036 心 ココロ 8巻2号 昭和30年2月1日 生成会

9-036 心 ココロ 8巻3号 昭和30年3月1日 生成会

9-036 心 ココロ 8巻4号 昭和30年4月1日 生成会

9-036 心 ココロ 8巻5号 昭和30年5月1日 生成会

9-036 心 ココロ 8巻6号 昭和30年6月1日 生成会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-036 心 ココロ 8巻7号 昭和30年7月1日 生成会

9-036 心 ココロ 8巻8号 昭和30年8月1日 生成会

9-036 心 ココロ 8巻9号 昭和30年9月1日 生成会

9-036 心 ココロ 8巻11号 昭和30年11月1日 生成会

9-036 心 ココロ 8巻12号 昭和30年12月1日 生成会

9-036 心 ココロ 9巻1号 昭和31年1月1日 生成会

9-036 心 ココロ 9巻2号 昭和31年2月1日 生成会

9-036 心 ココロ 9巻3号 昭和31年3月1日 生成会

9-037 心 ココロ 9巻4号 昭和31年4月1日 生成会

9-037 心 ココロ 9巻5号 昭和31年5月1日 生成会

9-037 心 ココロ 9巻6号 昭和31年6月1日 生成会 2冊あり　高村光太郎追悼特輯
9-037 心 ココロ 9巻8号 昭和31年8月1日 生成会

9-037 心 ココロ 9巻10号 昭和31年10月1日 生成会

9-037 心 ココロ 9巻11号 昭和31年11月1日 生成会

9-037 心 ココロ 9巻12号 昭和31年12月1日 生成会

9-037 心 ココロ 10巻1号 昭和32年1月1日 生成会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-037 心 ココロ 10巻2号 昭和32年2月1日 生成会

9-037 心 ココロ 10巻4号 昭和32年4月1日 生成会

9-037 心 ココロ 10巻6号 昭和32年6月1日 生成会

9-037 心 ココロ 10巻7号 昭和32年7月1日 生成会

9-037 心 ココロ 10巻8号 昭和32年8月1日 生成会

9-037 心 ココロ 10巻9号 昭和32年9月1日 生成会

9-037 心 ココロ 10巻10号 昭和32年10月1日 生成会

9-037 心 ココロ 11巻1号 昭和33年1月1日 生成会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-037 心 ココロ 11巻2号 昭和33年2月1日 生成会

9-037 心 ココロ 11巻3号 昭和33年3月1日 生成会

9-037 心 ココロ 11巻4号 昭和33年4月1日 生成会

9-037 心 ココロ 11巻6号 昭和33年6月1日 生成会

9-037 心 ココロ 11巻8号 昭和33年8月1日 生成会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-037 心 ココロ 11巻9号 昭和33年9月1日 生成会

9-037 心 ココロ 12巻1号 昭和34年1月1日 生成会
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9-037 心 ココロ 12巻5号 昭和34年5月1日 生成会

9-037 心 ココロ 12巻7号 昭和34年7月1日 生成会

9-037 心 ココロ 12巻8号 昭和34年8月1日 生成会

9-037 心 ココロ 12巻9号 昭和34年9月1日 生成会

9-037 心 ココロ 12巻12号 昭和34年12月1日 生成会

9-037 心 ココロ 13巻1号 昭和35年1月1日 生成会

9-037 心 ココロ 13巻2号 昭和35年2月1日 生成会

9-037 心 ココロ 14巻7号 昭和36年7月1日 生成会

9-037 心 ココロ 16巻1号 昭和38年1月1日 生成会

9-037 心 ココロ 16巻4号 昭和38年4月1日 生成会

9-037 心 ココロ 16巻7号 昭和38年7月1日 生成会

9-037 心 ココロ 16巻11号 昭和38年11月1日 生成会

9-037 心 ココロ 16巻12号 昭和38年12月1日 生成会

9-037 心 ココロ 17巻9号 昭和39年9月1日 生成会

9-053 心の花 ココロノハナ 300号 大正12年4月1日 竹柏会出版部

9-012 心の花 ココロノハナ 29巻4号 大正14年4月1日 竹柏会出版部

9-012 心の花 ココロノハナ 33巻9号 昭和4年9月1日 竹柏会出版部

9-012 心の花 ココロノハナ 700号 昭和32年2月1日 竹柏会心の花出版部

9-012 心の花 ココロノハナ 61巻5号 昭和32年5月1日 竹柏会心の花出版部

9-083 古事記研究 コジキケンキュウ 7巻7号 昭和18年7月1日 日本論叢社

9-083 古事記研究 コジキケンキュウ 7巻12号 昭和18年12月1日 日本論叢社

0-069 古書月報 コショゲッポウ no.62 昭和28年7月 東京都古書籍商業協同組合

0-069 古書月報 コショゲッポウ no.66 昭和28年１２月 東京都古書籍商業協同組合

0-069 古書月報 コショゲッポウ no.67 昭和29年１月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.75 昭和29年11月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.82 昭和30年7・8月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.83 昭和30年9月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.85 昭和30年11月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.87 昭和31年1月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.151 昭和37年8月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.152 昭和37年9月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.153 昭和37年10月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.154 昭和37年12月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.155 昭和38年1月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.156 昭和38年3月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.157 昭和38年4月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.158 昭和38年5月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.159 昭和38年7月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.160 昭和38年8月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.162 昭和38年10月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.164 昭和39年1月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.166 昭和39年3月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.167 昭和39年4月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.168 昭和39年6月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.169 昭和39年8月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.171 昭和39年10月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.172 昭和39年12月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.174 昭和40年 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.176 昭和40年5月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.177 昭和40年6月 東京都古書籍商業協同組合

0-064 古書月報 コショゲッポウ no.178 昭和40年7・8月 東京都古書籍商業協同組合

9-009 コスモス コスモス 2号 昭和21年6月20日 コスモス書店

9-009 コスモス コスモス 1巻3号 昭和21年9月15日 コスモス書店

9-009 コスモス コスモス 2巻1号 昭和22年5月1日 コスモス書店

9-009 コスモス コスモス 2巻2号 昭和22年8月31日 コスモス書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 コスモス コスモス 2巻3号 昭和22年10月31日 コスモス書店

9-009 コスモス コスモス 2巻4号 昭和22年12月15日 コスモス書店

9-009 コスモス コスモス 3巻1号 昭和23年1月25日 コスモス書店

9-009 コスモス コスモス 3巻2号 昭和23年3月25日 コスモス書店

9-009 コスモス コスモス 6号 昭和23年5月24日 文化組織

9-009 コスモス コスモス 3巻3号 昭和23年5月31日 コスモス書店

9-009 コスモス コスモス 3巻4号 昭和23年10月25日 コスモス書店

9-054 個性 コセイ 1巻2号 1948年1月15日 株式会社　思索社

9-054 個性 コセイ 1巻3号 1948年3月1日 株式会社　思索社

9-054 個性 コセイ 1巻4号 1948年4月1日 株式会社　思索社

9-054 個性 コセイ 1巻5号 昭和23年5月1日 株式会社　思索社

9-054 個性 コセイ 1巻7号 昭和23年7月1日 株式会社　思索社

9-054 個性 コセイ 1巻9号 昭和23年9月1日 株式会社　思索社

9-054 個性 コセイ 1巻10号 昭和23年10月1日 株式会社　思索社

9-054 個性 コセイ 1巻11号 昭和23年11月1日 株式会社　思索社

9-054 個性 コセイ 2巻1号 昭和24年1月1日 株式会社　思索社

9-054 個性 コセイ 2巻2号 昭和24年2月1日 株式会社　思索社

9-054 個性 コセイ 2巻3号 昭和24年3月1日 株式会社　思索社

9-054 個性 コセイ 2巻4号 昭和24年4月1日 株式会社　思索社

9-054 個性 コセイ 2巻9号 昭和24年9月1日 株式会社　思索社

9-054 個性 コセイ 2巻10号 昭和24年10月1日 株式会社　思索社

9-054 個性 コセイ 2巻11号 昭和24年11月1日 株式会社　思索社

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 29号 明治36年3月20日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 30号 明治36年4月15日 戸籍學會
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3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 31号 明治36年5月15日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 32号 明治36年6月15日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 33号 明治36年7月15日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 35号 明治36年7月30日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 34号 明治36年8月15日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 36号 明治36年10月20日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 37号 明治36年11月5日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 38号 明治36年12月5日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 39号 明治37年1月5日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 40号 明治37年2月5日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 41号 明治37年3月5日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 42号 明治37年4月5日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 43号 明治37年5月5日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 44号 明治37年6月5日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 45号 明治37年7月5日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 46号 明治37年8月5日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 47号 明治37年9月5日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 48号 明治37年10月5日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 49号 明治37年11月5日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 50号 明治37年12月5日 戸籍學會

3-021 戸籍質疑録 コセキシツギロク 51号 明治38年1月5日 戸籍學會

9-053 午前 ゴゼン 2巻1号 昭和22年1月1日 南風書房

9-053 午前 ゴゼン 3巻1号 昭和23年2月1日 南風書房

9-053 午前 ゴゼン 3巻5号 昭和23年6月1日 南風書房

2-001 古代学 コダイガク 4巻2号 昭和30年7月3日 古代學協會

2-005 古代の出石＝小野の里の物 コダイノイズシ＝オノノサトノモノガタリ　－ 昭和57年11月5日 兵庫県出石郡出石町立小野小学校

3-004 国家学会雜誌 コッカガッカイザッシ 6号 明治12年8月15日 国家學會事務所

3-004 国家学会雜誌 コッカガッカイザッシ 54巻2号 昭和15年2月1日 国家學會事務所

3-004 国家学会雜誌 コッカガッカイザッシ 54巻3号 昭和15年3月1日 国家學會事務所

3-004 国家学会雜誌 コッカガッカイザッシ 54巻4号 昭和15年4月1日 国家學會事務所

3-004 国家学会雜誌 コッカガッカイザッシ 54巻5号 昭和15年5月1日 国家學會事務所

3-004 国家学会雜誌 コッカガッカイザッシ 56巻8号 昭和17年8月1日 国家學會事務所

3-004 国家学会雜誌 コッカガッカイザッシ 56巻12号 昭和17年12月1日 国家學會事務所

3-004 国家学会雜誌 コッカガッカイザッシ 62巻7号 昭和23年7月1日 財團法人国家學會事務所

0-065 国家学会雑誌 コッカガッカイザッシ 68巻1-2号 昭和29年9月30日 財団法人国家学会事務所

3-031 国家教育 コッカキョウイク 9号 明治26年1月23日 壬辰社

9-086 国漢 コッカン 13号 昭和10年1月1日 合資会社冨山房 2冊あり
9-086 国漢 コッカン 59号 昭和14年5月1日 合資会社冨山房

9-086 国漢 コッカン 60号 昭和14年6月1日 合資会社冨山房

9-083 古典近代 コテンキンダイ 2輯 昭和14年7月1日 古典近代社

9-083 古典研究 コテンケンキュウ 3巻2号 昭和13年2月1日 株式会社雄山閣

9-083 古典研究 コテンケンキュウ 3巻6号 昭和13年5月10日 株式会社雄山閣

9-083 古典研究 コテンケンキュウ 3巻11号 昭和13年10月1日 株式会社雄山閣

9-083 古典研究 コテンケンキュウ 4巻12号 昭和14年12月1日 株式会社雄山閣

9-083 古典研究 コテンケンキュウ 5巻2号 昭和15年2月1日 株式会社雄山閣

9-083 古典研究 コテンケンキュウ 5巻3号 昭和15年2月15日 株式会社雄山閣

9-083 古典研究 コテンケンキュウ 5巻5号 昭和15年4月1日 株式会社雄山閣

9-083 古典研究 コテンケンキュウ 5巻9号 昭和15年8月1日 株式会社雄山閣

9-083 古典研究 コテンケンキュウ 5巻12号 昭和15年10月23日 株式会社雄山閣

9-083 古典研究 コテンケンキュウ 5巻13号 昭和15年11月1日 株式会社雄山閣

9-083 古典研究 コテンケンキュウ 6巻1号 昭和16年1月1日 株式会社雄山閣                               2冊あり
9-083 古典研究 コテンケンキュウ 6巻2号 昭和16年2月1日 株式会社雄山閣

9-083 古典研究 コテンケンキュウ 6巻7号 昭和16年7月1日 雄山閣

9-083 古典研究 コテンケンキュウ 6巻9号 昭和16年9月1日 雄山閣                               2冊あり
9-083 古典研究 コテンケンキュウ 7巻3号 昭和17年3月1日 雄山閣

9-093 古典の学習指導 コテンノガクシュウシドウ　－ 昭和59年8月30日 株式会社ぎょうせい

9-083 古典の窓 コテンノマド 5号 昭和37年6月10日 角川書店

0-059 古典風俗 コテンフウゾク 1巻3号 昭和9年10月1日 朝日書房

9-053 古東多万 コトダマ 2年1号 昭和7年1月1日 やぽんな書房

9-084 コトバ コトバ 3巻9号 昭和8年9月1日 不老閣書房                               2冊あり
9-084 コトバ コトバ 3巻10号 昭和8年10月1日 不老閣書房

9-084 コトバ コトバ 4巻1号 昭和9年1月1日 不老閣書房                               2冊あり
9-084 コトバ コトバ 4巻2号 昭和9年2月1日 不老閣書房                               2冊あり
9-084 コトバ コトバ 4巻4号 昭和9年4月1日 不老閣書房

9-084 コトバ コトバ 4巻5号 昭和9年6月1日 不老閣書房

9-084 コトバ コトバ 4巻9号 昭和9年10月1日 不老閣書房

9-084 コトバ コトバ 4巻10号 昭和9年11月1日 不老閣書房

9-084 コトバ コトバ 5巻7号 昭和10年8月1日 不老閣書房

9-084 コトバ コトバ 6巻4号 昭和11年4月1日 株式会社文学社

9-084 コトバ コトバ 6巻12号 昭和11年11月1日 株式会社文学社

9-084 コトバ コトバ 6巻13号 昭和11年12月1日 株式会社文学社

9-084 コトバ コトバ 7巻1号 昭和12年1月1日 株式会社文学社

9-084 コトバ コトバ 2巻4号 昭和15年4月1日 国語文化研究所

9-084 コトバ コトバ 2巻9号 昭和15年9月1日 国語文化研究所

9-084 コトバ コトバ 6巻3号 昭和19年3月1日 国語文化研究所

9-084 コトバ コトバ 復刊2号 昭和23年4月1日 国語文化学会                               2冊あり
9-084 コトバ コトバ 復刊3号 昭和23年5月1日 国語文化学会                               2冊あり
9-084 コトバ コトバ 復刊4号 昭和23年6月1日 国語文化学会                               2冊あり
9-084 コトバ コトバ 復刊5号 昭和23年7月1日 国語文化学会                               2冊あり
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9-084 コトバ コトバ 復刊6号 昭和23年8月1日 国語文化学会                               2冊あり
9-084 コトバ コトバ 復刊7号 昭和23年9月1日 国語文化学会                               2冊あり
9-084 コトバ コトバ 復刊8号 昭和23年10月1日 国語文化学会

9-084 コトバ コトバ 復刊9号 昭和23年11月1日 国語文化学会

9-084 コトバ コトバ 復刊10号 昭和23年12月1日 国語文化学会

9-084 コトバ コトバ 復刊2巻1号 昭和24年1月1日 国語文化学会

9-084 コトバ コトバ 復刊2巻2号 昭和24年2月1日 国語文化学会

9-084 コトバ コトバ 復刊2巻3号 昭和24年3月1日 国語文化学会

9-084 コトバ コトバ 復刊2巻4号 昭和24年4月1日 国語文化学会                               2冊あり
9-084 コトバ コトバ 復刊2巻5号 昭和24年5月1日 国語文化学会                               2冊あり
9-084 コトバ コトバ 復刊2巻6号 昭和24年6月1日 国語文化学会                               2冊あり
9-084 コトバ コトバ 復刊2巻7号 昭和24年7月1日 国語文化学会                               3冊あり
9-084 コトバ コトバ 復刊2巻8号 昭和24年8月1日 国語文化学会

9-084 コトバ コトバ 復刊2巻9号 昭和24年9月1日 国語文化学会

9-084 コトバ コトバ 復刊2巻12号 昭和24年12月1日 国語文化学会

9-084 コトバ コトバ 9巻1号 昭和25年1月1日 国語文化学会

9-084 コトバ コトバ 9巻2号 昭和25年2月1日 国語文化学会

9-088 ことば コトバ 2号-77号 昭和27年5月25日 朝日新聞東京本社記事審査部用語課2号（昭27.5.25）-77号（昭
9-088 ことば コトバ 7号 昭和31年7月30日 日本話術ロータリー

9-088 ことば コトバ 8号 昭和31年9月30日 日本話術ロータリー

9-088 ことば コトバ 3巻1号 昭和32年1月30日 日本話術ロータリー

9-093 ことば コトバ 　－ 1984年3月31日 記載無し

9-093 ことば コトバ 　－ 昭和63年9月1日 記載無し

9-093 ことばの本 コトバノホン 　－ 1988年9月 記載無し

0-060 こども朝日 コドモアサヒ 6巻13号 昭和21年10月1日 朝日新聞社 「週刊少国民」改題　     2冊あり
0-060 こども朝日 コドモアサヒ 6巻14号 昭和21年10月15日 朝日新聞社                                2冊あり
0-060 こども朝日 コドモアサヒ 6巻15号 昭和21年11月1日 朝日新聞社                                2冊あり
0-060 こども朝日 コドモアサヒ 6巻16号 昭和21年11月15日 朝日新聞社

0-060 こども朝日 コドモアサヒ 6巻17号 昭和21年12月1日 朝日新聞社

0-060 こども朝日 コドモアサヒ 6巻18号 昭和21年12月15日 朝日新聞社

0-060 こども朝日 コドモアサヒ 7巻1号 昭和22年1月1日 朝日新聞社

0-060 こども朝日 コドモアサヒ 7巻2号 昭和22年1月15日 朝日新聞社

0-060 こども朝日 コドモアサヒ 7巻3号 昭和22年2月1日 朝日新聞社

0-060 こども朝日 コドモアサヒ 7巻4号 昭和22年2月15日 朝日新聞社

0-060 こども朝日 コドモアサヒ 7巻5号 昭和22年3月1日 朝日新聞社                                2冊あり
0-060 こども朝日 コドモアサヒ 7巻6号 昭和22年3月15日 朝日新聞社

0-060 こども朝日 コドモアサヒ 7巻7号 昭和22年4月1日 朝日新聞社

0-060 こども朝日 コドモアサヒ 7巻8号 昭和22年4月15日 朝日新聞社

0-060 こども朝日 コドモアサヒ 7巻9号 昭和22年5月5日 朝日新聞社

0-060 こども朝日 コドモアサヒ 7巻10号 昭和22年6月1日 朝日新聞社

0-060 こども朝日 コドモアサヒ 8巻1号 昭和22年7月1日 朝日新聞社

6-004 こども家の光 コドモイエノヒカリ 30巻10号 昭和29年9月1日 家の光協会

6-004 こども家の光 コドモイエノヒカリ 35巻2号 昭和34年2月1日 家の光協会

9-064 こども詩の国 コドモシノクニ 2巻9号 昭和22年10月1日 臼井書房

3-035 子供ニュースとマンガ コドモニューストマンガ 4巻1号 昭和24年1月1日 廣島図書株式会社 教育雑誌きんのすず別冊付録
5-010 子供の科学 コドモノカガク 9巻1号 昭和21年1月1日 株式会社誠文堂新光社

5-010 子供の科学 コドモノカガク 9巻4号 昭和21年4月1日 株式会社誠文堂新光社

3-031 子どものしあわせ コドモノシアワセ 172号 昭和45年9月1日 草土文化

9-064 コドモノヒカリ コドモノヒカリ 8巻2号 昭和19年2月1日 帝国教育会出版部

9-064 子供の広場 コドモノヒロバ 1巻6号 昭和21年12月1日 新世界社

9-064 子供の広場 コドモノヒロバ 2巻2号 昭和22年4月1日 新世界社

9-064 子供の広場 コドモノヒロバ 2巻3号 昭和22年6月1日 新世界社

9-064 子供の広場 コドモノヒロバ 2巻4号 昭和22年7月1日 新世界社

9-064 子供の広場 コドモノヒロバ 2巻5号 昭和22年8月1日 新世界社

9-064 子供の広場 コドモノヒロバ 2巻6号 昭和22年9月1日 新世界社

9-064 子供の広場 コドモノヒロバ 2巻7号 昭和22年10月1日 新世界社

3-035 5年のしあげ ゴネンノシアゲ 　－ 記載なし 株式会社光文書院

3-035 五年の先生 ゴネンノセンセイ 1巻1号 昭和21年11月1日 児童文化研究会出版部

9-037 この道 コノミチ 7月号 昭和35年7月1日 財団法人新しき村

9-037 この道 コノミチ 9月号 昭和35年9月1日 財団法人新しき村

9-037 この道 コノミチ 10月号 昭和35年10月1日 財団法人新しき村

9-037 この道 コノミチ 11月号 昭和35年11月1日 財団法人新しき村

9-037 この道 コノミチ 12月号 昭和35年12月1日 財団法人新しき村

9-037 この道 コノミチ 2月号 昭和36年2月1日 財団法人新しき村

9-037 この道 コノミチ 3月号 昭和36年3月1日 財団法人新しき村

9-037 この道 コノミチ 4月号 昭和36年4月1日 財団法人新しき村

9-037 この道 コノミチ 5月号 昭和36年5月1日 財団法人新しき村

9-037 この道 コノミチ 6月号 昭和36年6月1日 財団法人新しき村

9-037 この道 コノミチ 7月号 昭和36年7月1日 財団法人新しき村

9-037 この道 コノミチ 11月号 昭和36年11月1日 財団法人新しき村

9-037 この道 コノミチ 4月号 昭和37年7月1日 財団法人新しき村

9-037 この道 コノミチ 12月号 昭和37年12月1日 財団法人新しき村

0-002 小林文庫目録 コバヤシブンコモクロク 　－ 昭和57年10月30日 北海学園大学付属図書館

7-002 古美術 コビジュツケンキュウ 13巻4号 昭和18年4月1日 株式会社宝雲舎 茶わん改題

7-002 古美術 コビジュツケンキュウ 14巻5号 昭和19年5月1日 株式会社宝雲舎

7-002 古美術研究 コビジュツケンキュウ 171号 昭和20年12月1日 株式会社宝雲舎

7-002 古美術 コビジュツケンキュウ 16巻10号 昭和21年12月1日 株式会社宝雲舎

7-002 古美術 コビジュツケンキュウ 17巻3号 昭和22年6月1日 株式会社宝雲舎 裏表紙なし

7-002 古美術 コビジュツケンキュウ 17巻4号 昭和22年7月1日 株式会社宝雲舎



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
学習院女子大学図書館
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7-002 古美術 コビジュツケンキュウ 17巻5号 昭和22年9月1日 株式会社宝雲舎

7-002 古美術 コビジュツケンキュウ 18巻1号 昭和23年1月1日 株式会社宝雲舎

7-002 古美術 コビジュツケンキュウ 18巻5号 昭和23年5月1日 株式会社宝雲舎

9-016 辛夷 コブシ 22巻2号 昭和21年2月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 22巻4号 昭和21年4月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 22巻5号 昭和21年5月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 22巻6号 昭和21年6月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 22巻7号 昭和21年7月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 22巻8号 昭和21年8月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 22巻9号 昭和21年9月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 22巻10号 昭和21年10月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 22巻11号 昭和21年11月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 23巻1号 昭和22年1月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 23巻2号 昭和22年2月1日 辛夷社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-016 辛夷 コブシ 23巻4号 昭和22年4月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 23巻5号 昭和22年6月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 24巻6号 昭和22年8月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 24巻7号 昭和22年9月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 24巻8号 昭和22年10月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 24巻9号 昭和22年11月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 24巻10号 昭和22年12月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 25巻1号 昭和23年1月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 25巻2-3号 昭和23年3月1日 辛夷社

9-016 辛夷 コブシ 25巻4号 昭和23年4月1日 辛夷社

9-093 古文研究シリーズ16 竹取物 コブンケンキュウシリーズジュウロク タケトリモノガタリ16 昭和61年5月20日 株式会社尚学図書

3-014 コムミュニズムの諸問題 コムニュニズムノショモンダイv.1 no.2 1953年6月10日 社団法人国際文化協会

3-014 コムミュニズムの諸問題 コムニュニズムノショモンダイv.2 no.6 昭和29年7月1日 国際文化協会

9-063 暦 コヨミ 　－ 昭和24年2月1日 新興藝術社

9-016 こよろぎ コヨロギ 13巻2月号 昭和30年2月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 14巻9月号 昭和31年9月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 14巻11月号 昭和31年11月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 15巻12月号 昭和32年12月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 16巻1月号 昭和33年1月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 16巻2月号 昭和33年2月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 16巻6月号 昭和33年6月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 16巻8月号 昭和33年8月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 16巻10月号 昭和33年10月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 16巻11月号 昭和33年11月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 17巻1月号 昭和34年1月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 17巻2月号 昭和34年2月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 17巻3月号 昭和34年3月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 17巻4月号 昭和34年4月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 17巻5月号 昭和34年5月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 17巻6月号 昭和34年6月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 17巻10月号 昭和34年10月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 17巻11月号 昭和34年11月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 17巻12月号 昭和34年12月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 18巻2月号 昭和35年2月1日 鴫立庵東往吟社

9-016 こよろぎ コヨロギ 18巻7月号 昭和35年7月1日 鴫立庵東往吟社

7-008 コレハーナアニ コレハーナアニ 　－ 昭和20年12月20日 二葉書房

9-083 今昔 コンジャク 5巻8号 昭和9年8月26日 小田原書房

4-005 昆虫科学 コンチュウカガク 2巻7号 昭和19年8月15日 昆虫同好会

4-005 昆虫科学 コンチュウカガク 3巻10号 昭和20年2月15日 昆虫同好会

4-005 昆虫科学 コンチュウカガク 3巻12号 記載無し 記載無し 附図
4-005 昆虫科学 コンチュウカガク 3巻14号 昭和20年10月1日 昆虫同好会

9-009 昆虫針 コンチュウバシ 2巻7号 昭和24年8月1日 せせらぎ社

0-008 THE PACIFIC ザ　パシフィック　インフォメーションno.2195 昭和11年3月2日 太平洋英文通信社

3-027 サーヴェイ輿論調査 サーヴェイヨロンチョウサ1巻5号 昭和21年9月1日 永末輿論研究所

0-080 サークル村 サークルムラ 1巻2号 昭和33年1月20日 九州サークル研究会

0-083 サークル村 サークルムラ 1巻2号 1958年10月20日 九州サークル研究会

0-080 サークル村 サークルムラ 1巻3号 1958年11月20日 九州サークル研究会

0-080 サークル村 サークルムラ 1巻4号 1958年12月20日 九州サークル研究会

0-080 サークル村 サークルムラ 2巻2号 1959年2月20日 九州サークル研究会

0-080 サークル村 サークルムラ 2巻3号 1959年3月20日 九州サークル研究会

0-080 サークル村 サークルムラ 2巻4号 1959年4月20日 九州サークル研究会

0-080 サークル村 サークルムラ 2巻5号 1959年5月20日 九州サークル研究会

0-080 サークル村 サークルムラ 2巻6号 1959年6月20日 九州サークル研究会

0-080 サークル村 サークルムラ 2巻7号 1959年7月10日 九州サークル研究会

0-080 サークル村 サークルムラ 2巻8号 1959年8月10日 九州サークル研究会

0-080 サークル村 サークルムラ 2巻9号 1959年9月10日 九州サークル研究会

0-080 サークル村 サークルムラ 2巻10号 1959年10月10日 九州サークル研究会

0-080 サークル村 サークルムラ 2巻11号 1959年11月10日 九州サークル研究会

0-080 サークル村 サークルムラ 2巻12号 1959年12月10日 九州サークル研究会

0-080 サークル村 サークルムラ 3巻1号 1960年2月10日 九州サークル研究会

0-080 サークル村 サークルムラ 3巻3号 1960年3月10日 九州サークル研究会

0-080 サークル村 サークルムラ 3巻5号 1960年5月10日 九州サークル研究会

9-072 犀 サイ 2号 昭和40年2月1日 記載なし

3-040
最近における性意識と性風
俗の諸問題

サイキンニオケルセイイシキトセイフウゾクノショモンダイ　－ 昭和48年3月 記載無し

サ＊
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6-008 CYCLE　サイクル サイクル no.58 昭和12年8月1日 山口自動車工場販売部内サイクル

0-039 再建評論 サイケンヒョウロン 2号 昭和24年11月1日 再建書房

2-002 西郷隆盛傳 サイゴウタカモリデン 2巻 明治27年9月8日 西郷隆盛傳発行所 裏表紙破損
2-002 西郷隆盛傳 サイゴウタカモリデン 3巻 明治27年10月16日 西郷隆盛傳発行所

2-002 西郷隆盛傳 サイゴウタカモリデン 4巻 明治27年12月20日 西郷隆盛傳発行所

2-002 西郷隆盛傳 サイゴウタカモリデン 5巻 明治28年3月19日 西郷隆盛傳発行所

9-054 祭日 サイジツ 3号 昭和23年3月1日 日月書院

9-054 祭日 サイジツ 4号 昭和23年9月25日 日月書院

3-023 財政 ザイセイ 11巻1号 昭和21年1月1日 財團法人大藏財務協會

3-023 財政 ザイセイ 11巻2号 昭和21年2月1日 財團法人大藏財務協會

3-033 埼玉教育 サイタマキョウイク 156号 昭和21年12月1日 大日本教育会埼玉県支部

9-072 埼玉文学 サイタマブンガク 2巻1号 昭和25年2月5日 埼玉文学

9-017 最短詩型 サイタンシケイ 1巻2号 昭和22年8月1日 月明会

9-017 最短詩型 サイタンシケイ 2巻1号 昭和23年2月15日 月明会

9-017 最短詩型 サイタンシケイ 2巻2号 昭和23年4月25日 月明会

9-015 齋藤茂吉研究 サイトウシゲヨシケンキュウ5輯 昭和22年10月25日 千日書房

0-065 財務協会雑誌 ザイムキョウカイザッシ 4巻3号 大正12年1月15日 東京財務協会

7-003 座右宝 ザウホ 2号 昭和21年5月1日 座右宝刊行会

7-003 座右宝 ザウホ 3号 昭和21年6月1日 座右宝刊行会 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-003 座右宝 ザウホ 4号-5号 昭和21年9月1日 座右宝刊行会 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-003 座右宝 ザウホ 6号 昭和21年10月1日 座右宝刊行会

7-003 座右宝 ザウホ 7号 昭和21年11月1日 座右宝刊行会 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-003 座右宝 ザウホ 8号-9号 昭和21年12月1日 座右宝刊行会 　　　　　　　　　　　　　　5冊あり
7-003 座右宝 ザウホ 10号-11号 昭和22年4月1日 座右宝刊行会 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-003 座右宝 ザウホ 12号 昭和22年8月1日 座右宝刊行会 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-003 座右宝 ザウホ 14号 昭和23年1月1日 座右宝刊行会 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-003 座右宝 ザウホ 16号-17号 昭和23年4月1日 座右宝刊行会

7-003 座右宝 ザウホ 18号 昭和23年7月1日 座右宝刊行会

7-003 座右宝 ザウホ 19号 昭和23年8月1日 座右宝刊行会

0-080 佐賀県人会報 サガケンジンカイホウ 3巻5号 昭和10年5月5日 東京佐賀県人会

0-080 佐賀県人会報 サガケンジンカイホウ 3巻6号 昭和10年6月5日 東京佐賀県人会

0-080 佐賀県人会報 サガケンジンカイホウ 3巻12号 昭和10年12月5日 東京佐賀県人会

0-080 佐賀県人会報 サガケンジンカイホウ 5巻5号 昭和11年4月5日 東京佐賀県人会

0-080 佐賀県人会報 サガケンジンカイホウ 5巻7号 昭和11年7月5日 東京佐賀県人会

0-080 佐賀県人会報 サガケンジンカイホウ 6巻11号 昭和13年11月5日 東京佐賀県人会

0-080 佐賀県人会報 サガケンジンカイホウ 7巻6号 昭和14年6月15日 東京佐賀県人会

0-080 佐賀県人会報 サガケンジンカイホウ 7巻7号 昭和14年7月15日 東京佐賀県人会

0-080 佐賀県人会報 サガケンジンカイホウ 7巻8号 昭和14年8月15日 東京佐賀県人会

9-010 柵 サク 9 昭和22年1月1日 詩と劇の会

9-054 作詩作文之友 サクシサクブンノトモ 2号 明治31年12月10日 益友社

9-054 作詩作文之友 サクシサクブンノトモ 3号 明治32年11月25日 益友社

9-054 作詩作文之友 サクシサクブンノトモ 4号 明治31年12月10日 益友社

9-054 作詩作文之友 サクシサクブンノトモ 5号 明治32年1月25日 益友社

9-054 作詩作文之友 サクシサクブンノトモ 6号 明治32年2月10日 益友社

9-054 作詩作文之友 サクシサクブンノトモ 7号 明治32年2月25日 益友社

9-054 作詩作文之友 サクシサクブンノトモ 8号 明治32年3月10日 益友社

9-054 作詩作文之友 サクシサクブンノトモ 9号 明治32年3月25日 益友社

9-054 作詩作文之友 サクシサクブンノトモ 10号 明治32年4月10日 益友社

9-054 作詩作文之友 サクシサクブンノトモ 11号 明治32年4月25日 益友社

9-054 作詩作文之友 サクシサクブンノトモ 12号 明治32年5月10日 益友社

9-054 作詩作文之友 サクシサクブンノトモ 13号 明治32年6月10日 益友社

9-054 作詩作文之友 サクシサクブンノトモ 14号 明治32年7月10日 益友社

9-054 作詩作文之友 サクシサクブンノトモ 16号 明治32年8月10日 益友社

9-054 作詩作文之友 サクシサクブンノトモ 17号 明治32年8月10日 益友社

9-054 作詩作文之友 サクシサクブンノトモ 18号 明治32年10月25日 益友社

9-054 作詩作文之友 サクシサクブンノトモ 20号 明治41年2月1日 益友社

9-054 作品 サクヒン 7巻7号 昭和11年7月1日 作品社

9-054 作品 サクヒン 2号 昭和23年11月15日 創藝社

9-054 作品 サクヒン 3号 昭和24年3月1日 創藝社

9-054 作品 サクヒン 4号 昭和24年10月25日 作品社

9-054 作品 サクヒン 5号 昭和25年5月25日 作品社

9-054 作品集Ⅱ サクヒンシュウニ 　－ 1962年6月20日 たねの会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-038 桜 サクラ 8号 大正15年4月25日 桜の会

0-063 作楽 サクラ 39号 昭和2年12月7日 作楽会事務局

9-064 さくらんぼ サクランボ 1巻2号 昭和21年2月25日 児童文化懇話会

9-064 さくらんぼ サクランボ 1巻3-4号 昭和21年4月20日 児童文化懇話会

9-064 さくらんぼ サクランボ 1巻5号 昭和21年5月30日 児童文化懇話会

9-064 さくらんぼ サクランボ 1巻6-7号 昭和21年7月 児童文化懇話会

7-023 酒 サケ 5冊 昭和26年5月1日 酒の友社

7-023 酒 サケ 3巻1号 昭和30年6月1日 酒の友社 復刊号
9-017 山茶花 サザンカ 8巻3号 昭和5年3月1日 山茶花発行所

7-002 さしゑ サシエ 2号 昭和30年8月20日 挿美会

7-002 さしえ サシエ 2巻5号 昭和31年10月1日 文象社

0-062 サタデイニュース サタデイニュース 2巻10号 昭和23年3月6日 株式会社中央通信社

0-076 サタディニューズ サタディニューズ 2巻8号 昭和23年2月21日 中央通信社

0-076 サタディニューズ サタディニューズ 2巻24号 昭和23年7月3日 中央通信社                               3冊あり
0-039 座談 ザダン 3巻1号 昭和24年1月1日 文藝春秋新社

9-013 作歌 サッカ 10月号 昭和12年10月10日 作歌莊

9-072 作家 サッカ 52号 昭和27年10月1日 作家社
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9-072 作家 サッカ no.200 昭和40年8月1日 作家社

9-072 作家 サッカ no.353 昭和53年6月1日 作家社

9-072 作家群 サッカグン 5巻1号 昭和12年1月1日 作家群社

9-054 襍志 ザッシ 1巻4号 昭和21年9月1日 同学社

9-054 襍志 ザッシ 1巻5号 昭和21年10月1日 同学社

9-054 襍志 ザッシ 1巻6号 昭和21年12月1日 同学社

0-083 雑誌「浦和」 ザッシ「ウラワ」 188号 昭和59年12月1日 「浦和」編集室

0-004 雑誌研究 ザッシケンキュウ 1巻2号 昭和22年11月1日 岩谷書店

0-004 雑誌研究 ザッシケンキュウ 2巻1号 昭和22年12月31日 岩谷書店                               2冊あり
0-004 雑誌研究 ザッシケンキュウ 2巻2号 昭和23年1月31日 岩谷書店

0-004 雑誌研究 ザッシケンキュウ 2巻3号 昭和23年4月1日 岩谷書店

0-008 雑誌総目録 ザッシソウモクロク 　－ 昭和18年12月20日 日本出版配給株式会社

0-004 雑誌タイムス ザッシタイムス 43号 大正15年9月1日 公文社 裏表紙一部切り取り
0-004 雑誌タイムス ザッシタイムス 　－ 大正15年11月1日 公文社

0-008 雑誌の話 ザッシノハナシ 　－ 昭和26年5月25日 雑誌週間実行委員会

0-008 雑誌の話 ザッシノハナシ 　－ 昭和27年5月25日 雑誌週間実行委員会

9-072 雑談 ザツダン 1巻2号 昭和21年6月1日 白鷗社

9-072 雑談 ザツダン 1巻3号 昭和21年7月1日 白鷗社                               2冊あり
7-023 茶道雑誌 サドウザッシ 8巻10号 昭和19年11月2日 一條書房

6-003 砂糖のあれこれ-お砂糖 サトウノアレコレ-オサトウキューアンドエー　－ 記載なし 農畜産業振興事業団

2-008 日本山岳会会報　総目録 サホンサンガクカイカイホウ　ソウモクロク201号-250号 記載無し 日本山岳会

9-057 左翼芸術 サヨクゲイジュツ 2巻1号 昭和5年1月1日 文芸時評社 「文芸時評」改題
3-015 左翼劇場パンフレット サヨクゲキジョウパンフレット1号 昭和4年7月1日 左翼劇場

3-015 左翼劇場パンフレット サヨクゲキジョウパンフレット3号 昭和5年10月4日 左翼劇場

3-015 左翼劇場パンフレット サヨクゲキジョウパンフレット6月号 昭和7年6月1日 左翼劇場

3-015 左翼劇場パンフレット サヨクゲキジョウパンフレット8月公演 昭和7年8月24日 左翼劇場

0-004 さんいち サンイチ no.6 1978年5月 三一書房

9-069 山河 サンガ 2号 昭和21年9月22日 両毛文化会文芸部

9-009 山河 サンガ 2号 昭和23年6月5日 山河社

9-009 山河 サンガ 3号 昭和23年7月20日 山河社

9-009 山河 サンガ 4号 昭和23年10月20日 山河社

9-009 山河 サンガ 5号 昭和23年11月30日 山河社

9-009 山河 サンガ 6号 昭和24年2月10日 山河社

9-009 山河 サンガ 7号 昭和24年4月10日 山河社

9-009 山河 サンガ 8号 昭和24年7月10日 山河社

9-009 山河 サンガ 1号 1951年4月1日 吹田市垂水花壇347浜田方 復刊
9-009 山河 サンガ 11集 1952年12月1日 吹田市垂水花壇347浜田方

9-009 山河 サンガ 12集 1953年6月10日 吹田市垂水花壇347浜田方

9-009 山河 サンガ 19号 1955年9月10日 山河出版社

9-007 山河 サンガ 20集 1956年1月25日 山河出版社

9-009 山河 サンガ 21号 1956年6月15日 山河出版社

2-006 山岳写真大観 サンガクシャシンタイカン21巻11号 昭和6年7月5日 野球界社

5-008 山岳征服の驚異 サンガクセイフクノキョウイ　－ 昭和8年6月28日 株式会社新光社 科学画報臨時増刊
9-009 三角帽子 サンカクボウシ 10号 昭和26年10月30日 三角帽子社

3-019 産業金融時報 サンギョウキンユウジホウ1巻3号 昭和22年8月10日 日本産業興信所

6-001 産業組合時報 サンギョウクミアイジホウno.166 昭和11年3月1日 産業組合時報社

3-015 産業経済旬報 サンギョウケイザイシュンポウ2号 昭和24年11月21日 記載無し

3-015 産業経済旬報 サンギョウケイザイシュンポウ3号 昭和24年12月1日 記載無し

3-015 産業経済旬報 サンギョウケイザイシュンポウ5号 昭和24年12月1日 記載無し

3-015 産業経済旬報 サンギョウケイザイシュンポウ4号 昭和24年12月11日 記載無し

3-015 産業経済旬報 サンギョウケイザイシュンポウ6号 1950年1月1日 記載無し

3-015 産業経済旬報 サンギョウケイザイシュンポウ7-8合併号 昭和25年1月21日 記載無し

3-015 産業経済旬報 サンギョウケイザイシュンポウ9号 昭和25年2月上旬 記載無し

3-015 産業経済旬報 サンギョウケイザイシュンポウ10号 昭和25年2月中旬 記載無し

3-015 産業労働調査月報 サンギョウロウドウチョウサゲッポウ1巻3号 昭和21年8月1日 株式会社解放社

3-015 産業労働調査月報 サンギョウロウドウチョウサゲッポウ1巻4号 昭和21年10月1日 株式会社解放社

7-016 サングラフ サングラフ 3巻6号 昭和28年7月1日 サン写真新聞社

3-040 産児制限 サンジセイゲン 3巻3号 昭和5年3月7日 産児制限評論社

0-067 三正 サンセイ 28集 昭和15年10月1日 三正会事務所

0-062 サンデー日本戦記版 サンデーニッポンセンキバン9集 昭和31年6月30日 東日本新聞社

7-016 サンデー毎日 サンデーマイニチ 6年49号 昭和2年11月6日 株式会社大阪毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 　－ 昭和9年1月7日 大阪毎日新聞社

7-016 サンデー毎日 サンデーマイニチ 14年50号 昭和10年10月13日 株式会社大阪毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 20年55号 昭和16年12月21日 大阪毎日新聞社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 21年44号 昭和17年11月8日 大阪毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 34年14号 昭和20年3月20日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 25年11号 昭和21年3月10日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 25年19号 昭和21年5月5日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 25年24号 昭和21年6月9日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 25年25-26号 昭和21年6月23日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 26年3号 昭和22年1月19日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 27年7号 昭和23年2月15日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 27年9号 昭和23年2月29日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 27年28号 昭和23年7月11日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 27年51号 昭和23年12月19日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 27年52号 昭和23年12月26日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 28年54号 昭和24年1月2日 毎日新聞社 28年1号の間違いか？
0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 28年46号 昭和24年11月13日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 28年49号 昭和24年12月4日 毎日新聞社
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0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 28年51号 昭和24年12月18日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 29年1号 昭和25年1月1日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 29年30号 昭和25年7月23日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 29年32号 昭和25年8月6日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 31年52号 昭和27年11月16日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 32年34号 昭和28年7月26日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 33年44号 昭和28年9月26日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日 サンデーマイニチ 40年50号 昭和36年12月10日 毎日新聞社

7-018 サンデー毎日 サンデーマイニチ 2年1-2年56号 大正１２年１月１日-大正１２年１２月３０日株式会社大阪毎日新聞社 写真時報（2巻１-２号）との合本
0-052 サンデー毎日別冊 サンデーマイニチベッサツ　－ 昭和23年6月10日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日別冊 サンデーマイニチベッサツ　－ 昭和24年9月1日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日別冊 サンデーマイニチベッサツ　－ 昭和24年10月15日 毎日新聞社

7-016 サンデー毎日臨時増刊 サンデーマイニチリンジゾウカン　－ 昭和3年3月5日 大阪毎日新聞社・東京日日新聞社総選挙画報

0-075
サンデー毎日臨時増刊 日本
の美人特集

サンデーマイニチリンジゾウカン ニホンノビジン35年20号 昭和31年4月20日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日臨時増刊 サンデーマイニチリンジゾウカンゴウ1363号 昭和21年1月1日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日臨時増刊 サンデーマイニチリンジゾウカンゴウ1923号 昭和31年3月10日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日臨時増刊 サンデーマイニチリンジゾウカンゴウ　－ 昭和32年2月15日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日臨時増刊 サンデーマイニチリンジゾウカンゴウ　－ 昭和32年5月1日 毎日新聞社

0-052 サンデー毎日臨時増刊 サンデーマイニチリンジゾウカンゴウ4号 昭和32年8月1日 毎日新聞社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-010 cendre サンドル 1巻2号 1948年 VOUクラブ

9-010 cendre サンドル 1巻3号 1948年 VOUクラブ

9-010 cendre サンドル 1巻4号 1948年 VOUクラブ 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-010 cendre サンドル 1巻6-7号 1949年 VOUクラブ

9-054 散文家 サンブンカ 3巻5集 昭和16年2月20日 散文家社
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5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 1巻2号 昭和21年11月1日 株式会社科学新興社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 2巻1号 昭和22年3月1日 株式会社科学新興社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 2巻2号 昭和22年5月1日 株式会社科学新興社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 2巻4号 昭和22年9月1日 株式会社科学新興社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 2巻5号 昭和22年11月1日 株式会社科学新興社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 3巻1号 昭和23年3月1日 株式会社科学新興社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 3巻2号 昭和23年4月1日 株式会社科学新興社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 3巻2号 昭和23年6月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 3巻4号 昭和23年7月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 3巻5号 昭和23年8月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 3巻5号 昭和23年9月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 3巻7号 昭和23年10月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 3巻8号 昭和23年11月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 4巻1号 昭和24年1月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 4巻2号 昭和24年2月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 4巻3号 昭和24年3月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 4巻4号 昭和24年4月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 4巻5号 昭和24年5月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 4巻6号 昭和24年6月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 4巻7号 昭和24年7月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 4巻8号 昭和24年8月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 4巻9号 昭和24年9月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 4巻10号 昭和24年10月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 4巻11号 昭和24年11月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 4巻12号 昭和24年12月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 5巻1号 昭和25年1月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 5巻2号 昭和25年2月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 5巻4号 昭和25年4月1日 記載無し

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 5巻5号 昭和25年5月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 5巻6号 昭和25年6月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 5巻7号 昭和25年7月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 5巻8号 昭和25年8月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 5巻9号 昭和25年9月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 5巻11号 昭和25年11月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 5巻12号 昭和25年12月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 6巻1号 昭和26年1月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 6巻2号 昭和26年2月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 6巻3号 昭和26年3月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 6巻4号 昭和26年5月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 6巻5号 昭和26年7月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 6巻7号 昭和26年12月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 7巻1号 昭和27年2月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 7巻2号 昭和27年5月1日 株式会社CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 7巻4号 昭和27年10月1日 記載無し

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 7巻5号 昭和27年12月1日 記載無し

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 8巻1号 昭和28年1月1日 記載無し

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 8巻3号 昭和28年4月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 8巻4号 昭和28年5月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 8巻5号 昭和28年6月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 8巻6号 昭和28年7月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 8巻7号 昭和28年8月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 8巻8号 昭和28年9月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 8巻9号 昭和28年10月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 8巻10号 昭和28年11月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 8巻11号 昭和28年12月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 9巻1号 昭和29年1月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 9巻2号 昭和29年2月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 9巻3号 昭和29年3月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 9巻4号 昭和29年4月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 9巻5号 昭和29年5月1日 CQ出版社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 9巻6号 昭和29年6月1日 CQ出版株式会社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 9巻7号 昭和29年7月1日 CQ出版株式会社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 9巻8号 昭和29年8月1日 CQ出版株式会社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 9巻9号 昭和29年9月1日 CQ出版株式会社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 9巻10号 昭和29年10月1日 CQ出版株式会社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 9巻12号 昭和29年12月1日 CQ出版株式会社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 10巻5号 昭和30年5月1日 CQ出版株式会社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 10巻6号 昭和30年6月1日 CQ出版株式会社

5-012 CQ ham Radio シーキューハムラジオ 10巻7号 昭和30年7月1日 CQ出版株式会社

0-039 紫雲 シウン 2号 昭和21年9月20日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 4号 昭和21年11月20日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 5号 昭和22年1月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 6号 昭和22年2月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 7号 昭和22年3月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 8号 昭和22年4月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 9号 昭和22年5月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 10号 昭和22年6月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 11号 昭和22年7月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 14号 昭和22年10月1日 紫雲荘出版部

シ＊
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0-039 紫雲 シウン 15号 昭和22年11月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 16号 昭和22年12月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 17号 昭和23年1月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 19号 昭和23年3月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 22号 昭和23年7月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 29号 昭和24年2月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 31号 昭和24年4月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 33号 昭和24年6月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 35号 昭和24年8月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 36号 昭和24年9月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 41号 昭和25年2月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 43号 昭和25年4月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 46号 昭和25年7月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 47号 昭和25年8月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 48号 昭和25年9月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 49号 昭和25年10月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 50号 昭和25年11月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 51号 昭和25年12月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 64号 昭和27年1月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 65号 昭和27年2月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 66号 昭和27年3月1日 紫雲荘出版部

0-039 紫雲 シウン 67号 昭和27年4月1日 紫雲荘出版部

3-008 自衛 ジエイ 1巻8月号 昭和29年8月1日 防衛報道協会出版部

0-036 潮 シオ 1巻3号 昭和27年10月15日 葦会 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-036 潮 シオ 2巻1号 昭和28年1月15日 葦会

0-036 潮 シオ 2巻2号 昭和28年2月15日 葦会

4-007 歯界タイムス シカイタイムス no.145 昭和35年3月1日 歯界タイムス社

4-007 歯界タイムス シカイタイムス no.146 昭和35年4月1日 歯界タイムス社

4-007 歯界タイムス シカイタイムス no.148 昭和35年6月1日 歯界タイムス社

4-007 歯界タイムス シカイタイムス no.149 昭和35年7月1日 歯界タイムス社

4-007 歯界タイムス シカイタイムス no.169 昭和37年4月1日 歯界タイムス社

4-007 歯界タイムス シカイタイムス no.174 昭和37年9月1日 歯界タイムス社

4-007 歯界タイムス シカイタイムス no.175 昭和37年10月1日 歯界タイムス社

4-007 歯界タイムス シカイタイムス no.177 昭和37年12月1日 歯界タイムス社

4-007 歯界タイムス シカイタイムス no.179 昭和38年2月1日 歯界タイムス社

4-007 歯界タイムス シカイタイムス no.180 昭和38年3月1日 歯界タイムス社

4-007 歯界タイムス シカイタイムス no.181 昭和38年4月1日 歯界タイムス社

4-007 歯界タイムス シカイタイムス no.185 昭和38年8月1日 歯界タイムス社

4-007 歯科学報 シカガクホウ 38巻1号 昭和8年1月1日 歯科学報社 雑誌前半部分損失
4-007 歯科学報 シカガクホウ 62巻2号 昭和37年2月25日 東京歯科大学学会

4-007 歯科学報 シカガクホウ 62巻3号 昭和37年3月31日 東京歯科大学学会

4-007 歯科学報 シカガクホウ 62巻9号 昭和37年9月25日 東京歯科大学学会

4-007 歯科学報 シカガクホウ 62巻12号 昭和37年12月25日 東京歯科大学学会

4-007 歯科学報 シカガクホウ 63巻5号 昭和38年5月25日 東京歯科大学学会

9-004 詩学 シガク 1巻2号 昭和22年9月30日 岩谷書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-004 詩学 シガク 2巻6号 昭和22年10月30日 岩谷書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-004 詩学 シガク 2巻4号 昭和22年12月30日 岩谷書店

9-004 詩学 シガク 3巻1号 昭和23年1月30日 岩谷書店

9-004 詩学 シガク 3巻2号 昭和23年3月30日 岩谷書店

9-004 詩学 シガク 3巻3号 昭和23年4月30日 岩谷書店

9-004 詩学 シガク 3巻4号 昭和23年5月30日 岩谷書店

9-004 詩学 シガク 3巻6号 昭和23年7月30日 岩谷書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-004 詩学 シガク 3巻10号 昭和23年12月30日 岩谷書店

9-004 詩学 シガク 4巻1号 昭和24年1月30日 岩谷書店

9-004 詩学 シガク 4巻2号 昭和24年3月25日 岩谷書店

9-004 詩学 シガク 4巻3号 昭和24年4月30日 岩谷書店

9-004 詩学 シガク 4巻5号 昭和24年7月30日 岩谷書店

9-004 詩学 シガク 4巻6号 昭和24年8月30日 岩谷書店

9-004 詩学 シガク 4巻9号 昭和24年12月30日 岩谷書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-004 詩学 シガク 5巻1号 昭和25年1月30日 岩谷書店

9-004 詩学 シガク 5巻3号 昭和25年4月30日 岩谷書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-004 詩学 シガク 5巻5号 昭和25年6月30日 岩谷書店

9-004 詩学 シガク 5巻6号 昭和25年7月30日 岩谷書店

9-004 詩学 シガク 5巻10号 昭和25年11月30日 岩谷書店 裏表紙破損
9-004 詩学 シガク 6巻10号 昭和26年11月30日 詩学社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-004 詩学 シガク 7巻2号 昭和27年2月30日 詩学社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-004 詩学 シガク 7巻5号 昭和27年5月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 7巻8号 昭和27年8月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 7巻9号 昭和27年9月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 7巻10号 昭和27年10月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 8巻1号 昭和28年1月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 8巻6号 昭和28年6月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 8巻8号 昭和28年8月30日 詩学社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-004 詩学 シガク 8巻11号 昭和28年11月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 9巻1号 昭和29年1月30日 詩学社 裏ページ損壊
9-004 詩学 シガク 9巻5号 昭和29年5月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 9巻7号 昭和29年7月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 9巻8号 昭和29年8月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 9巻9号 昭和29年9月30日 詩学社
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9-004 詩学 シガク 9巻11号 昭和29年11月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 9巻13号 昭和30年1月20日 詩学社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-004 詩学 シガク 10巻1号 昭和30年1月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 10巻3号 昭和30年3月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 10巻6号 昭和30年6月15日 詩学社

9-004 詩学 シガク 10巻9号 昭和30年8月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 10巻10号 昭和30年9月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 10巻11号 昭和30年10月30日 詩学社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-004 詩学 シガク 10巻12号 昭和30年11月15日 詩学社 臨時増刊　　　　　　　　2冊あり
9-004 詩学 シガク 10巻13号 昭和30年11月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 10巻14号 昭和30年12月30日 詩学社

9-004 詩学年鑑 シガク 11巻2号 昭和31年1月25日 詩学社

9-004 詩学 シガク 11巻3号 昭和31年2月29日 詩学社

9-004 詩学 シガク 11巻4号 昭和31年3月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 11巻6号 昭和31年5月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 11巻7号 昭和31年6月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 11巻8号 昭和31年7月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 11巻9号 昭和31年8月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 11巻11号 昭和31年9月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 11巻13号 昭和31年11月30日 詩学社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-004 詩学 シガク 12巻12号 昭和32年10月30日 詩学社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-004 詩学 シガク 12巻13号 昭和32年11月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 12巻14号 昭和32年12月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 13巻10号 昭和33年8月31日 詩学社

9-005 詩学 シガク 13巻11号 昭和33年9月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 13巻13号 昭和33年11月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 14巻7号 昭和34年6月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 14巻8号 昭和34年7月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 14巻11号 昭和34年9月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 14巻12号 昭和34年10月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 14巻13号 昭和34年11月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 15巻1号 昭和35年1月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 15巻4号 昭和35年3月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 15巻5号 昭和35年4月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 15巻6号 昭和35年5月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 15巻10号 昭和35年9月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 15巻11号 昭和35年10月31日 詩学社

9-005 詩学 シガク 16巻1号 昭和36年1月30日 詩学社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-005 詩学 シガク 16巻2号 昭和36年2月28日 詩学社

9-005 詩学 シガク 16巻4号 昭和36年3月31日 詩学社

9-005 詩学 シガク 16巻8号 昭和36年7月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 16巻9号 昭和36年8月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 16巻11号 昭和36年9月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 16巻2号 昭和36年10月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 18巻1号 昭和38年1月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 18巻3号 昭和38年3月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 18巻4号 昭和38年4月30日 詩学社

9-005 詩学 シガク 19巻10号 昭和39年10月30日 詩学社

9-004 詩学 シガク 16巻10号 読み取り不能 詩学社

9-004 詩学　現代英米詩選 シガク　ゲンダイエイベイシセン6巻3-4号 昭和26年4月30日 詩学社

9-004 詩学　現代詩読本 シガク　ゲンダイシドクホン12巻9号 昭和32年8月15日 詩学社

9-005 詩学　現代詩とは何か シガク　ゲンダイシトハナニカ13巻9号 昭和33年8月15日 詩学社

2-001 史學界 シガクカイ 2巻1号 明治33年1月5日 合資會社冨山房雜誌部

2-001 史學界 シガクカイ 2巻3号 明治33年3月5日 合資會社冨山房雜誌部

2-001 史學界 シガクカイ 2巻4号 明治33年4月5日 合資會社冨山房雜誌部

2-001 史學界 シガクカイ 2巻5号 明治33年5月5日 合資會社冨山房雜誌部

2-001 史學界 シガクカイ 2巻6号 明治33年6月5日 合資會社冨山房雜誌部

2-001 史學界 シガクカイ 2巻8号 明治33年8月5日 合資會社冨山房雜誌部

2-001 史學界 シガクカイ 2巻10号 明治33年10月5日 合資會社冨山房雜誌部

2-001 史學界 シガクカイ 2巻11号 明治33年11月5日 合資會社冨山房雜誌部

2-001 史學界 シガクカイ 1巻12号 明治32年12月20日 合資會社冨山房雜誌部

2-002 史学雜誌 シガクザッシ 60編5号 昭和26年5月20日 株式会社山川出版社

2-002 史学雜誌 シガクザッシ 63編1号 昭和29年1月20日 株式会社山川出版社

2-002 史学雜誌 シガクザッシ 69編11号 昭和35年11月20日 株式会社山川出版社

0-059 視覚障害者の読書と著作権 シカクショウガイシャノドクショトチョサクケン　－ 1976年11月26日 視覚障害者読書権保障協議会

9-004 詩学年鑑 シガクネンカン 7巻12号 昭和27年11月30日 詩学社

9-004 詩学年鑑 シガクネンカン 　－ 昭和32年2月15日 記載なし 裏表紙破損
9-005 詩学年鑑 シガクネンカン 13巻2号 昭和33年2月15日 詩学社

9-005 詩学年鑑 シガクネンカン 14巻2号 昭和34年2月15日 詩学社

9-005 詩学年鑑 シガクネンカン 15巻2号 昭和35年2月15日 詩学社

9-005 詩学年鑑 シガクネンカン 17巻1号 昭和37年1月30日 詩学社

9-005 詩学年鑑 シガクネンカン 17巻11号 昭和37年12月30日 詩学社

4-007 医歯評論 シカヒョウロン 1巻5号 昭和37年7月14日 医歯評論社

4-007 医歯評論 シカヒョウロン 1巻7号 昭和37年10月14日 医歯評論社

4-007 歯科ペンクラブ シカペンクラブ v.2 no.11 昭和37年3月15日 歯科ペンクラブ社

4-008 歯科ペンクラブ シカペンクラブ v.2 no.12 昭和37年4月15日 歯科ペンクラブ社

4-007 歯科ペンクラブ シカペンクラブ v.2 no.13 昭和37年5月15日 歯科ペンクラブ社

4-007 歯科ペンクラブ シカペンクラブ v.2 no.15 昭和37年7月15日 歯科ペンクラブ社

4-007 歯科ペンクラブ シカペンクラブ v.2 no.16 昭和37年9月15日 歯科ペンクラブ社
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4-007 歯科ペンクラブ シカペンクラブ v.2 no.17 昭和37年10月15日 歯科ペンクラブ社

4-007 歯科ペンクラブ シカペンクラブ v.3 no.20 昭和38年1月15日 歯科ペンクラブ社 　　　　　　　　　　　　　　　4冊あり
4-007 歯科ペンクラブ シカペンクラブ v.3 no.21 昭和38年2月15日 歯科ペンクラブ社

4-007 歯科ペンクラブ シカペンクラブ v.3 no.23 昭和38年4月15日 歯科ペンクラブ社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-008 歯科ペンクラブ シカペンクラブ v.5 no.45 昭和40年3月15日 歯科ペンクラブ社

4-007 歯科毎月通信 シカマイツキツウシン 95号 昭和11年6月1日 日本歯科通信社

9-009 時間 ジカン 1巻2号 昭和25年6月1日 時間社

9-009 時間 ジカン 1巻3号 昭和25年7月1日 時間社

9-009 時間 ジカン 1巻4号 昭和25年8月1日 時間社

9-009 時間 ジカン 2巻2号 昭和26年2月1日 時間社

9-009 時間 ジカン 3巻6号 昭和26年6月1日 時間社

9-009 時間 ジカン 2巻7号 昭和26年7月1日 時間社

9-009 時間 ジカン 2巻8号 昭和26年8月1日 時間社

9-009 時間 ジカン 2巻9号 昭和26年9月1日 時間社

9-002 四季 シキ 12月号 昭和12年12月20日 四季社

9-002 四季 シキ 73号 昭和18年3月27日 四季社

9-002 四季 シキ 1巻2号 昭和21年9月5日 角川書店

9-002 四季 シキ 1巻3号 昭和21年11月5日 角川書店

9-009 詩旗 シキ no.5 昭和23年6月15日 四葉書房

0-070 事業報告 ジギョウホウコク 　－ 記載無し 社団法人大日本言論報国会 自昭和18年4月至昭和19年3月
3-043 時局情報 ジキョクジョウホウ 7年1号 昭和18年1月10日 東京日日新聞社

3-002 時局情報 ジキョクジョウホウ 8年13号 昭和19年8月25日 毎日新聞社

3-002 時局情報 ジキョクジョウホウ 9年11号 昭和20年10月1日 株式會社毎日新聞社

3-002 時局情報 ジキョクジョウホウ 9年12号 昭和20年11月1日 株式會社毎日新聞社

3-002 時局情報 ジキョクジョウホウ 9年13号 昭和20年12月1日 株式會社毎日新聞社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-039 時局情報 ジキョクジョウホウ 10年1号 昭和21年1月1日 毎朝新聞社

0-039 時局日本 ジキョクニッポン 4月1日号 昭和19年3月31日 大阪新聞社

0-039 時局日本 ジキョクニッポン 9月15日号 昭和19年9月15日 大阪新聞社

3-002 時局日本 ジキョクニホン 207号 昭和20年2月1日 株式會社大阪新聞社

7-003 字くづし辞典 ジクヅシジテン 　－ 昭和10年2月24日 記載無し 手紙講座第二巻附録
9-072 Σシグマ シグマ 2号 昭和30年10月5日 シグマ同人会 裏表紙破損
3-042 自警 ジケイ 5巻51号 大正12年11月21日 財団法人自警会

3-042 自警 ジケイ 16巻182号 昭和9年10月10日 財団法人自警会

9-072 次元 ジゲン 1巻2号 昭和23年6月1日 次元社                               2冊あり
9-072 次元 ジゲン 1巻3号 昭和23年8月1日 次元社

9-072 次元 ジゲン 1巻4号 昭和23年9月1日 次元社

9-009 慈眼 ジゲン 6号 昭和23年10月15日 慈眼詩房

9-072 次元 ジゲン 1巻5号 昭和23年11月1日 次元社

9-009 詩研究 シケンキュウ 2巻2号 昭和20年11月1日 株式会社宝文館

9-072 試行 シコウ no.2 1961年12月15日 記載なし

9-072 試行 シコウ no.5 1962年7月31日 記載なし

9-072 試行 シコウ no.10 1964年2月20日 試行同人会

9-088 試行 シコウ 12号 1964年11月10日 試行社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 1巻2号 昭和21年5月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 1巻3号 昭和21年6月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 1巻4号 昭和21年7月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 1巻5号 昭和21年8月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 1巻6号 昭和21年9月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 1巻7号 昭和21年10月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 1巻8号 昭和21年11月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 1巻9号 昭和21年12月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 2巻1号 昭和22年1月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 2巻2号 昭和22年2月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 2巻3号 昭和22年3月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 2巻4号 昭和22年4月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 2巻5号 昭和22年4月15日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 2巻6号 昭和22年5月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 2巻7号 昭和22年6月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 2巻8号 昭和22年7月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 2巻9号 昭和22年8月1日 有限会社四国新聞社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 2巻10号 昭和22年9月1日 有限会社四国新聞社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 2巻11号 昭和22年9月15日 有限会社四国新聞社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 2巻12号 昭和22年10月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 2巻13号 昭和22年11月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 2巻14号 昭和22年12月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 3巻1号 昭和23年1月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 3巻2号 昭和23年2月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 3巻3号 昭和23年3月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 3巻4号 昭和23年4月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 3巻5号 昭和23年4月15日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 3巻6号 昭和23年5月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 3巻8号 昭和23年7月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 3巻9号 昭和23年8月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 3巻10号 昭和23年9月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 3巻11号 昭和23年10月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 3巻12号 昭和23年11月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 3巻13号 昭和23年12月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 4巻1号 昭和24年1月1日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 4巻3号 昭和24年3月1日 有限会社四国新聞社
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0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 4巻5号 昭和24年4月7日 有限会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 4巻6号 昭和24年5月1日 株式会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 4巻8号 昭和24年7月1日 株式会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 4巻9号 昭和24年8月1日 株式会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 4巻9号 昭和24年9月1日 株式会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 4巻11号 昭和24年10月1日 株式会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 4巻12号 昭和24年11月1日 株式会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 4巻13号 昭和24年12月1日 株式会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 5巻1号 昭和25年1月1日 株式会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 5巻2号 昭和25年2月1日 株式会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 5巻3号 昭和25年3月1日 株式会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 5巻4号 昭和25年4月1日 株式会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 5巻5号 昭和25年5月1日 株式会社四国新聞社

0-082 四国春秋 シコクシュンジュウ 5巻6号 昭和25年7月1日 株式会社四国新聞社

0-080 四国文化 シコクブンカ 1巻2号 昭和21年9月10日 株式会社愛媛新聞社

0-039 思索 シサク 2号 昭和21年7月15日 青磁社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-039 思索 シサク 4号 昭和21年12月25日 青磁社

0-039 思索 シサク 8号 昭和22年11月25日 青磁社

0-039 思索 シサク 9号 昭和23年3月1日 青磁社

0-039 思索 シサク 11号 昭和23年6月1日 青磁社

0-039 思索 シサク 14号 昭和23年9月1日 青磁社

0-039 思索 シサク 15号 昭和23年10月1日 青磁社

0-039 思索 シサク 17号 昭和23年12月1日 青磁社

0-039 思索 シサク 18号 昭和24年1月1日 青磁社

0-039 思索 シサク 21号 昭和24年4月1日 青磁社

0-039 思索 シサク 24号 昭和24年7月1日 青磁社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-039 思索 シサク 25号 昭和24年8月1日 青磁社

0-039 思索 シサク 26号 昭和24年9月1日 青磁社

0-039 思索 シサク 28号 昭和24年11月1日 青磁社

0-039 思索 シサク 29号 昭和24年12月1日 青磁社

9-010 詩作 シサク 7集 昭和24年12月10日 詩作社

9-088 思索と実証 シサクトジッショウ v.1 平成4年1月31日 思索と実証の会

9-094 思索と読書 シサクトドクショ 　－ 記載なし 記載なし

0-008 時事出版通信 ジジシュッパンツウシン 12 記載無し 時事出版

3-001 時事叢書　終戦の前夜 ジジソウショ　シュウセンノゼンヤ6号 昭和20年12月15日 株式会社時事通信社

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 2編 明治14年6月6日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 3編 明治14年8月1日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 4編 明治14年9月18日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 5編 明治14年9月30日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 6編 明治14年10月25日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 7編 明治14年10月30日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 8編 明治14年11月17日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 9編 明治14年12月1日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 10編 明治14年12月15日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 11編 明治15年1月7日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 12編 明治15年1月10日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 13編 明治15年1月13日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 14編 明治15年1月15日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 15編 明治15年1月15日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 16編 明治15年1月23日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 17編 明治15年2月3日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 18編 明治15年2月9日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 19編 明治15年2月10日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 20編 明治15年2月11日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 21編 明治15年2月18日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 22編 明治15年2月19日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 23編 明治15年2月21日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 24編 明治15年3月1日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 25編 明治15年3月9日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 26編 明治15年3月21日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 27編 明治15年3月30日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 28編 明治15年3月30日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 29編 明治15年4月4日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 30編 明治15年4月5日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 31編 明治15年5月10日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 32編 明治15年5月11日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 33編 明治15年5月21日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 34編 明治15年5月22日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 35編 明治15年6月4日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 36編 明治15年6月10日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 37編 明治15年6月28日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 38編 明治15年6月28日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 39編 明治15年7月12日 兎屋誠

0-084 事実譚 ジジツモノガタリ 40編 明治15年7月16日 兎屋誠

9-009 至上律 シジョウリツ 2集 昭和22年11月30日 札幌青磁社

9-002 詩神 シシン 5巻11号 昭和4年11月1日 『詩神』社

9-002 詩神 シシン 7巻1号 昭和6年1月1日 詩神社

9-010 詩人 シジン 1巻6号 昭和22年11月1日 八代書店

9-002 詩人界 シジンカイ 3巻1号 昭和15年1月1日 詩人界社
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9-010 詩人会議 シジンカイギ 2巻1号 昭和23年3月15日 前衛詩人連盟

9-010 詩人会議 シジンカイギ 2巻4号 1948年10月30日 前衛詩人連盟

9-007 詩人会議 シジンカイギ 1巻4号 昭和38年4月1日 詩人会議グループ

9-007 詩人会議 シジンカイギ 1巻5号 昭和38年5月1日 詩人会議グループ

9-007 詩人会議 シジンカイギ 1巻6号 昭和38年6月1日 詩人会議グループ 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-007 詩人会議 シジンカイギ 1巻7号 昭和38年7月1日 詩人会議グループ

9-007 詩人会議 シジンカイギ 2巻1号 昭和39年1月1日 詩人会議グループ

9-010 詩人会議 シジンカイギ 2巻1号 昭和39年1月1日 詩人会議グループ 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-007 詩人会議 シジンカイギ 2巻2号 昭和39年2月1日 詩人会議グループ

9-007 詩人会議 シジンカイギ 2巻3号 昭和39年3月1日 詩人会議グループ

9-007 詩人会議 シジンカイギ 2巻5号 昭和39年5月1日 詩人会議グループ

9-007 詩人会議 シジンカイギ 2巻6号 昭和39年6月1日 詩人会議グループ

9-010 詩人会議 シジンカイギ 2巻7号 昭和39年7月1日 詩人会議グループ

9-007 詩人会議 シジンカイギ 2巻8号 昭和39年8月1日 詩人会議グループ

9-007 詩人会議 シジンカイギ 2巻9号 昭和39年9月1日 詩人会議グループ

9-007 詩人会議 シジンカイギ 2巻10号 昭和39年10月1日 詩人会議グループ

9-007 詩人会議 シジンカイギ 2巻11号 昭和39年11月1日 詩人会議グループ

9-010 詩人会議 シジンカイギ 2巻12号 昭和39年12月1日 詩人会議グループ

9-007 詩人会議 シジンカイギ 3巻1号 昭和40年1月1日 詩人会議グループ

9-007 詩人会議 シジンカイギ 3巻5号 昭和40年5月1日 飯塚書店

9-007 詩人会議 シジンカイギ 3巻6号 昭和40年6月1日 飯塚書店

9-007 詩人会議 シジンカイギ 3巻7号 昭和40年7月1日 飯塚書店

9-007 詩人会議 シジンカイギ 3巻8号 昭和40年8月1日 飯塚書店

9-007 詩人会議 シジンカイギ 3巻9号 昭和40年9月1日 飯塚書店

9-007 詩人会議 シジンカイギ 3巻12号 昭和40年12月1日 飯塚書店

9-007 詩人会議 シジンカイギ 3巻2号 昭和42年2月1日 飯塚書店

9-010 詩人圏列 シジンケンレツ 3集 昭和22年1月15日 詩人圏列社

9-010 詩人座 シジンザ 11巻3号 昭和21年10月1日 株式会社千曲書房

9-003 詩人時代 シジンジダイ 1巻6号 昭和6年10月1日 詩人時代社

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 2巻12号 昭和32年12月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 3巻2号 昭和33年2月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 3巻6号 昭和33年6月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 3巻7号 昭和33年7月1日 詩人連邦発行所 2冊あり
9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 4巻1号 昭和34年1月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 4巻2号 昭和34年2月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 4巻6号 昭和34年6月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 4巻7号 昭和34年7月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 4巻9号 昭和34年9月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 5巻1号 昭和35年1月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 5巻2号 昭和35年2月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 5巻3号 昭和35年3月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 5巻4号 昭和35年4月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 5巻5号 昭和35年5月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 5巻6号 昭和35年6月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 5巻7号 昭和35年7月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 5巻3号 昭和35年8月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 5巻9号 昭和35年9月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 5巻10号 昭和35年10月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 5巻11号 昭和35年11月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 5巻12号 昭和35年12月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 6巻1号 昭和36年1月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 6巻3号 昭和36年2月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 6巻3号 昭和36年3月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 6巻4号 昭和36年4月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 6巻5号 昭和36年5月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 6巻6号 昭和36年6月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 6巻7号 昭和36年7月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 6巻8号 昭和36年8月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 6巻9号 昭和36年9月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 6巻11号 昭和36年11月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 6巻12号 昭和36年12月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 7巻1号 昭和37年1月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 8巻1号 昭和38年1月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 9巻5号 昭和39年5月1日 詩人連邦発行所

9-010 詩人連邦 シジンレンポウ 10巻12号 昭和40年12月1日 詩人連邦発行所

0-080 静岡県アララギ月刊 シズオカケンアララギゲッカン1巻3号 昭和21年8月1日 静岡県アララギ会

7-003 史跡と美術 シセキトビジュツ 160号-174号 昭和19年4月1日-昭和21年11月1日有限会社一條書房 160・172・173・174号合本
9-002 詩戦 シセン 3巻6号 昭和8年7月5日 歸帆文藝社

9-002 詩戦 シセン no.25 昭和8年8月10日 歸帆文藝社

9-002 詩戦 シセン no.27 昭和8年10月10日 帰帆文藝社

4-002 自然研究 シゼンケンキュウ 創刊号-3巻1号 昭和21年11月1日-昭和24年1月15日光風館 合本

0-067
思想研究資料 新日本文化
の建設

シソウケンキュウシリョウ シンニホンブンカノケンセツ130号 昭和10年7月 海軍省教育局

0-067
思想研究資料 プロレタリア
文学とは何か

シソウケンキュウシリョウ プロレタリアブンガクトハナニカ35号 昭和5年4月 海軍省教育局

3-005 思想統制 シソウトウセイ 1巻2号 昭和7年2月1日 南郊社

3-020 思想と科学 シソウトカガク 2号 1948年7月1日 思想と科学社

3-020 思想と科学 シソウトカガク 3号 1948年11月20日 思想と科学社

3-020 思想と科学 シソウトカガク 　－ 1949年1月20日 思想と科学社
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3-020 思想と科学 シソウトカガク 4集 1949年5月1日 思想と科学社

3-020 思想と科学 シソウトカガク 4集 1949年5月1日 思想と科学社

0-039 時代 ジダイ 2巻1号 昭和22年1月1日 株式会社　平凡社

0-039 時代 ジダイ 2巻3号 昭和22年3月1日 株式会社　平凡社

0-045 時代 ジダイ 2巻3号 昭和22年3月1日 株式会社　平凡社

0-039 時代 ジダイ 2巻5号 昭和22年5月1日 株式会社　平凡社

0-039 時代 ジダイ 3巻1号 昭和23年1月1日 株式会社　平凡社

0-039 時代思潮 ジダイシチョウ 8号 昭和24年5月1日 時代思潮社

9-002 詩短册 シタンザク 8集 昭和4年7月5日 詩短册社

9-002 詩短册 シタンザク 9集 昭和4年8月5日 詩短册社

9-002 詩短册 シタンザク 10集 昭和4年9月5日 詩短册社

9-002 詩短册 シタンザク 11集 昭和4年10月5日 詩短册社

9-002 詩短册 シタンザク 12集 昭和4年11月5日 詩短册社

9-002 詩短册 シタンザク 13集 昭和4年12月25日 詩短册社

9-002 詩短册 シタンザク 14集 昭和5年2月10日 詩短册社

9-002 詩短册 シタンザク 15集 昭和5年4月10日 詩短册社

9-002 詩短册 シタンザク v.3 no.17 昭和5年9月25日 詩短册社

9-002 詩短册 シタンザク v.3 no.18 昭和5年11月10日 詩短册社

9-002 詩短册 シタンザク 19集 昭和5年12月25日 詩短册社

9-002 詩短册 シタンザク 20集 昭和6年2月10日 詩短册社

9-010 詩壇時報 シダンジホウ 1巻2号 昭和21年5月1日 虎座社

0-071 思潮 シチョウ 1巻2号 昭和21年5月1日 昭森社

0-071 思潮 シチョウ 1巻3号 昭和21年10月1日 昭森社

0-071 思潮 シチョウ 4号 昭和22年6月30日 昭森社                                2冊あり
0-071 思潮 シチョウ 5号 昭和22年10月30日 昭森社                                2冊あり
0-071 思潮 シチョウ 6号 昭和23年1月1日 昭森社

0-071 思潮 シチョウ 8号 昭和23年3月10日 昭森社

0-071 思潮 シチョウ 9号 昭和23年4月20日 昭森社

0-071 思潮 シチョウ 11号 昭和23年7月20日 昭森社

0-071 思潮 シチョウ 14号-15号 昭和23年11月10日 昭森社

0-071 思潮 シチョウ 16号 昭和23年12月10日 昭森社

0-071 思潮 シチョウ 4巻1号 昭和24年1月20日 昭森社

0-071 思潮 シチョウ 4巻2号 昭和24年2月1日 昭森社

9-017 七曜 シチヨウ 1巻4号 昭和23年4月1日 七曜発行所

6-001 実業 ジツギョウ 2巻3号 大正元年11月1日 大日本実業協会実業社

3-024 実業之世界 ジツギョウノセカイ 10巻1号 大正2年1月1日 實業之世界社

3-024 実業之世界 ジツギョウノセカイ 29巻5号 昭和7年5月1日 實業之世界社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 14巻9号 明治44年4月15日 實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 15巻3号 明治45年2月1日 實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 15巻7号 明治45年4月1日 實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 15巻7号 大正1年8月15日 實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 15巻24号 大正1年11月15日 實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 15巻25号 大正1年12月1日 實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 22巻19号 大正8年9月15日 實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 22巻20号 大正8年10月1日 實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 24巻13号 大正10年7月1日 實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 24巻16号 大正10年8月15日 實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 24巻20号 大正10年10月15日 實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 26巻18号 大正12年10月15日 實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 30巻13号 昭和2年1月15日 實業之日本社

3-026 実業之日本 ジツギョウノニホン 30巻2号 昭和2年1月15日 實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 31巻7号 昭和3年4月1日 實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 33巻13号 昭和5年7月1日 株式會社實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 39巻5号 昭和11年3月1日 株式會社實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 46巻16号 昭和18年8月15日 株式會社實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 48巻10号 昭和20年6月15日 株式會社實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 48巻12号 昭和20年8月20日 株式會社實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 48巻15号 昭和20年11月1日 株式會社實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 49巻1号 昭和21年1月1日 株式會社實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 49巻5号 昭和21年5月1日 株式會社實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 50巻2号 昭和22年2月1日 株式會社實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 50巻6号 昭和22年6月1日 株式會社實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 51巻2号 昭和23年1月15日 株式會社實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 51巻3号 昭和23年2月1日 株式會社實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 51巻4号 昭和23年2月15日 株式會社實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 51巻10号 昭和23年5月15日 株式會社實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 51巻11号 昭和23年6月1日 株式會社實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 52巻19号 昭和24年10月1日 株式會社實業之日本社

3-025 実業之日本 ジツギョウノニホン 53巻14号 昭和25年7月15日 株式會社實業之日本社

3-026
実業之日本臨時増刊　新時
代の生活

ジツギョウノニホンリンジゾウカン　シンジダイノセイカツ9巻10号 明治39年5月10日 實業之日本社

3-020 実験と観察 ジッケントカンサツ 2巻14号 1952年7月15日 羽田書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-087 実践国語 ジッセンコクゴ 15巻164号 昭和29年5月1日 株式会社穂波出版社

9-088 実践文学 ジッセンブンガク 13号 昭和36年6月30日 実践文学会

9-088 実存主義 ジツゾンシュギ 12号 昭和32年12月15日 理想社

9-088 実存主義 ジツゾンシュギ 34号 昭和40年12月20日 理想社

9-072 実存主義文学 ジツゾンシュギブンガク 4号 昭和29年10月28日 実存主義文学会

7-023 室内のあそび シツナイノアソビ 10号 昭和30年1月5日 読売新聞社 家庭よみうり別冊
9-001 失楽 シツラク 1巻2号 昭和44年12月1日 東雲堂書店
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9-072 視点 シテン no.1 1963年9月10日 牧野佐代子方視点同人会

6-008 自動車 ジドウシャ 4巻1号 昭和22年2月20日 株式会社自動車交通弘報社

6-008 自動車 ジドウシャ 4巻2-3号 昭和22年5月1日 株式会社自動車交通弘報社

6-008 自動車 ジドウシャ 4巻6-7号 昭和22年9月20日 株式会社自動車交通弘報社

6-008 自動車 ジドウシャ 5巻4号 昭和23年4月1日 株式会社自動車交通弘報社

6-008 自動車 ジドウシャ 6巻1号 昭和24年1月1日 株式会社自動車交通弘報社

6-008 自動車青年 ジドウシャセイネン 3巻4号 昭和21年10月1日 株式会社自動車交通弘報社

6-008 自動車青年 ジドウシャセイネン 4巻6-7号 昭和22年9月1日 株式会社自動車交通弘報社

6-008 自動車青年 ジドウシャセイネン 4巻8-9号 昭和22年10月1日 株式会社自動車交通弘報社

0-059 児童新聞 ジドウシンブン 28号 明治35年12月20日 児童新聞社

0-070 斯道文庫報 シドウブンコホウ 12号 昭和17年12月20日 財団法人斯道文庫

0-070 斯道文庫報 シドウブンコホウ 13号 昭和18年3月15日 財団法人斯道文庫

0-070 斯道文庫報 シドウブンコホウ 14号 昭和18年5月15日 財団法人斯道文庫

0-070 斯道文庫報 シドウブンコホウ 17号-18号 昭和18年12月15日 財団法人斯道文庫

9-010 詩と教養 シトキョウヨウ 3号 昭和21年3月1日 新日本詩研究会

9-001 詩と散文の関係 シトサンブンノカンケイ 　－ 1960年4月1日 詩の家

9-010 詩と詩人 シトシジン 8巻1集 昭和21年3月1日 詩と詩人社

9-010 詩と詩人 シトシジン 65集 昭和22年4月1日 詩と詩人社

9-010 詩と詩人 シトシジン 10巻1号 昭和23年1月1日 詩と詩人社

9-010 詩と詩人 シトシジン 10巻3号 昭和23年4月1日 詩と詩人社

9-010 詩と詩人 シトシジン 10巻5号 昭和23年6月1日 詩と詩人社

9-010 詩と詩人 シトシジン 10巻6号 昭和23年7月1日 詩と詩人社

9-010 詩と詩人 シトシジン 76集 昭和23年9月1日 詩と詩人社

9-010 詩と詩人 シトシジン 77集 昭和23年10月1日 詩と詩人社 　　　　　　　　　　　　　　4冊あり
9-010 詩と詩人 シトシジン 78集 昭和23年11月1日 詩と詩人社

9-010 詩と詩人 シトシジン 79集 昭和24年1月1日 詩と詩人社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-010 詩と詩人 シトシジン 80集 昭和24年2月1日 詩と詩人社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-010 詩と詩人 シトシジン 81集 昭和24年3月1日 詩と詩人社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-010 詩と詩人 シトシジン 83集 昭和24年5月1日 詩と詩人社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-010 詩と詩人 シトシジン 84集 昭和24年6月1日 詩と詩人社

9-010 詩と詩人 シトシジン 86集 昭和24年8月1日 詩と詩人社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-010 詩と詩人 シトシジン 88集 昭和24年10月1日 詩と詩人社

9-010 詩と詩人 シトシジン 99集 昭和26年2月1日 詩と詩人社

9-010 詩と詩人 シトシジン 101集 昭和26年4月1日 詩と詩人社

9-010 詩と詩人 シトシジン 102集 昭和26年7月1日 詩と詩人社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-010 詩と随筆 シトズイヒツ 春季号 昭和22年5月31日 柿ノ木社

9-010 詩と随筆 シトズイヒツ 6集 昭和22年8月1日 柿ノ木社

0-081 信濃 シナノ 41号 昭和20年9月10日 信濃毎日新聞社

0-081 信濃 シナノ 42号 昭和20年10月10日 信濃毎日新聞社

3-033 信濃教育 シナノキョウイク 887号 昭和35年10月1日 信濃教育委員会

3-033 信濃教育 シナノキョウイク 917号 昭和38年4月1日 信濃教育委員会

0-081 科野雑紀 シナノザッキ 4号 昭和21年8月25日 科野雑記社 復刊1号
9-013 信濃短歌 シナノタンカ 1巻12号 昭和21年12月15日 高嶺書房

9-013 信濃短歌 シナノタンカ 2巻4号 昭和22年4月15日 信濃短歌社

9-013 信濃短歌 シナノタンカ 2巻6号 昭和22年6月15日 信濃短歌社

9-013 信濃短歌 シナノタンカ 2巻7号 昭和22年7月15日 信濃短歌社

9-013 信濃短歌 シナノタンカ 3巻6号 昭和23年6月1日 信濃短歌社

2-006
支那歴史に現はれたる雲南
記事　大江卓

シナレキシニアラハレタルウンナンキジ　オオエスグル362号
昭和19年

財団法人南洋経済研究所出版部発行年月日判読不能

9-001 詩之家 シノイエ 1年3集 大正14年9月1日 詩之家編集部

9-001 詩之家 シノイエ 2年6集 大正15年3月1日 詩之家編集部

9-001 詩之家 シノイエ 2年13集 大正15年9月1日 詩之家編集部

9-001 詩之家 シノイエ 2年12集 大正15年10月1日 詩之家編集部

9-001 詩之家 シノイエ 2年15集 大正15年11月1日 詩之家編集部

9-001 詩之家 シノイエ 1年2集 昭和2年2月1日 詩之家編集部

9-001 詩之家 シノイエ 3年4集 昭和2年4月1日 詩之家編集部

9-001 詩之家 シノイエ 3年5集 昭和2年6月1日 詩之家編集部

9-001 詩之家 シノイエ 4年3集 昭和3年3月3日 詩之家編集部

9-001 詩之家 シノイエ 4年5号 昭和3年5月1日 詩之家編集部

9-001 詩之家 シノイエ 5年1集 昭和4年1月3日 詩之家編集部

9-001 詩之家 シノイエ 5年3号 昭和4年3月1日 詩之家編集部

9-001 詩之家 シノイエ 6年6号 昭和5年6月3日 詩之家編集部

9-001 詩之家 シノイエ 6年7号 昭和5年7月5日 詩之家編集部

9-001 詩之家 シノイエ 6年9号 昭和5年9月3日 詩之家編集部

9-001 詩之家 シノイエ 　－ 昭和5年11月5日 詩之家編集部 表表紙破損
9-001 詩之家 シノイエ 　－ 昭和6年3月2日 詩之家編集部 表裏表紙破損
9-001 詩之家 シノイエ 7年9号 昭和6年9月2日 詩之家編集部

9-001 詩之家 シノイエ 79号 1951年5月15日 詩の家

9-001 詩之家 シノイエ 80号 1951年10月17日 詩の家

9-001 詩の家 シノイエ 4号 昭和27年11月15日 詩の家

9-001 詩の家 シノイエ 5号 昭和28年2月15日 詩の家

9-001 詩の家 シノイエ 9号 昭和28年11月15日 詩の家

9-001 詩の家 シノイエ 10号 昭和29年2月1日 詩の家

9-001 詩の家 シノイエ 12号 昭和29年9月1日 詩の家

9-001 詩の家 シノイエ 12号 昭和29年9月1日 詩の家

9-001 詩の家 シノイエ 15号 昭和30年7月15日 詩の家 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-001 詩の家 シノイエ 16号 昭和31年3月1日 詩の家

9-001 詩の家 シノイエ 17号 昭和31年7月1日 詩の家 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-001 詩の家 シノイエ 18号 昭和32年2月1日 詩の家
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9-001 詩の家 シノイエ 18号 昭和32年2月1日 詩の家

9-001 詩の家 シノイエ 19号 昭和32年7月1日 詩の家

9-001 詩の家 シノイエ 22号 昭和34年5月1日 詩の家 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-001 詩の家 シノイエ 25号 昭和35年6月1日 詩の家

9-001 詩の家 シノイエ no.38 1965年4月 詩の家

9-001 詩の家 シノイエ no.72 昭和55年7月 詩の家

9-001 詩の家三十年の歴史 シノイエサンジュウネンノレキシ1分冊 昭和30年12月20日 詩の家

9-001 詩の家三十年の歴史 シノイエサンジュウネンノレキシ2分冊 昭和30年12月20日 詩の家

9-001 詩之家通信 シノイエツウシン 1号-4号 1947年1月-1948年5月25日記載なし

9-001 詩の家通信 シノイエツウシン 6号 1957年10月20日 詩の家

9-001 詩の家通信 シノイエツウシン 7号 1958年5月30日 詩の家

9-001 詩の家通信 シノイエツウシン 　－ 1958年8月10日 詩の家 別冊
9-010 詩の手帳 シノテチョウ 2巻5号 昭和34年5月1日 株式会社少年写真新聞社

0-059 芝中校友会雑誌 シバチュウコウユウカイザッシ17号 大正12年3月25日 芝中学校校友会

9-072 児斑 ジハン 3号 1954年1月 記載なし

9-072 児斑 ジハン no.5 1954年7月 記載なし

9-072 JIHAN　児斑 ジハン no.8 1955年5月 記載なし

9-072 JIHAN　児斑 ジハン 10号 1955年11月 記載なし

9-010 詩風 シフウ 4巻9号 1947年12月1日 詩風社

9-010 詩風 シフウ 26集 1948年1月1日 詩風社

9-010 詩風 シフウ 5巻28集 昭和23年4月1日 詩風社

9-010 詩風 シフウ 5巻31集 昭和23年9月1日 詩風社

9-010 詩風 シフウ 6巻32号 昭和24年1月1日 詩風社

9-010 詩風土 シフウド 2集 昭和21年2月1日 有限会社一條書房

9-010 詩風土 シフウド 8集 昭和21年8月1日 有限会社一條書房

9-010 詩風土 シフウド 12集 昭和22年1月1日 有限会社一條書房

9-010 詩風土 シフウド 13集 昭和22年4月1日 臼井書房

9-010 詩風土 シフウド 19集 昭和22年12月1日 臼井書房

9-010 詩風土 シフウド 28集 昭和23年12月1日 臼井書房

9-010 詩風土 シフウド 30集 昭和24年3月1日 臼井書房

9-069 渋谷文学 シブヤブンガク 2年4号 大正15年6月10日 国学院大学文芸部

9-069 渋谷文学 シブヤブンガク 2年5号 大正15年11月1日 国学院大学文芸部

9-069 渋谷文学 シブヤブンガク 4巻2号 昭和3年2月1日 国学院大学文芸部

9-069 渋谷文学 シブヤブンガク 4巻１輯 昭和4年1月1日 国学院大学文芸部

9-069 渋谷文学 シブヤブンガク 6巻1号 昭和5年1月1日 国学院大学文芸部

9-069 渋谷文学 シブヤブンガク 6巻2号 昭和6年5月8日 国学院大学文芸部

9-069 渋谷文学 シブヤブンガク 7巻1号 昭和6年7月1日 国学院大学文芸部

9-069 渋谷文学 シブヤブンガク 通巻20号 昭和12年3月8日 国学院大学文芸部

9-069 渋谷文学 シブヤブンガク 15巻2号 昭和14年6月5日 渋谷文学会

9-069 渋谷文学 シブヤブンガク 15巻5号 昭和14年12月1日 渋谷文学会

9-069 渋谷文学 シブヤブンガク 16巻1号 昭和15年2月1日 渋谷文学会

9-069 渋谷文学 シブヤブンガク 16巻2号 昭和15年4月5日 渋谷文学会

9-069 渋谷文学 シブヤブンガク 16巻3号 昭和15年6月5日 渋谷文学会

9-069 渋谷文学 シブヤブンガク 16巻4号 昭和15年10月5日 渋谷文学会

9-069 渋谷文学 シブヤブンガク 16巻5号 昭和15年12月5日 渋谷文学会

9-069 渋谷文学 シブヤブンガク 17巻1号 昭和16年2月2日 渋谷文学会

9-010 詩文化 シブンカ 8 昭和24年2月15日 不二書房

9-010 詩文化 シブンカ 13 昭和24年8月20日 不二書房

9-010 詩文化 シブンカ 15 昭和24年12月1日 不二書房

9-001 詩魔 シマ v.Ⅰno.Ⅱ 大正15年8月1日 岐阜詩人会

9-001 詩魔 シマ v.Ⅰno.Ⅲ 大正15年9月1日 岐阜詩人会

9-001 詩魔 シマ v.Ⅰno.Ⅳ 大正15年10月1日 岐阜詩人会

9-001 詩魔 シマ 5集 大正15年11月1日 川崎詩之家

9-001 詩魔 シマ 6集 昭和2年1月1日 詩魔詩人同盟

9-001 詩魔 シマ 7集 昭和2年3月6日 詩魔詩人同盟

9-001 詩魔 シマ 8集 昭和2年5月1日 詩魔詩人同盟

9-001 詩魔 シマ 9集 昭和2年7月1日 詩魔詩人同盟

9-001 詩魔 シマ 10集 昭和2年9月1日 詩魔詩人同盟

9-001 詩魔 シマ 11集 昭和2年10月15日 詩魔詩人同盟

9-001 詩魔 シマ 読み取り不能 昭和3年1月1日 詩魔詩人同盟

9-001 詩魔 シマ 13集 昭和3年3月3日 詩魔詩人同盟

9-001 詩魔 シマ 14集 昭和3年4月1日 詩魔詩人同盟

9-001 詩魔 シマ 15集 昭和3年5月10日 詩魔詩人同盟

9-001 詩魔 シマ 16集 昭和3年9月1日 詩魔詩人会

9-001 詩魔 シマ 17集 昭和3年11月5日 詩魔詩人会

9-001 詩魔 シマ 18集 昭和4年1月1日 詩魔詩人会

9-001 詩魔 シマ 19集 昭和4年3月15日 詩魔詩人会

9-001 詩魔 シマ 20集 昭和4年8月15日 詩魔詩人会

9-001 詩魔 シマ 21集 昭和5年9月5日 詩魔詩人会

9-001 詩魔 シマ 23集 昭和6年12月15日 詩魔詩人会

9-001 詩魔 シマ no.24 昭和7年3月10日 詩魔詩人会

9-001 詩魔 シマ no.25 昭和7年7月15日 詩魔詩人会

9-001 詩魔 シマ 27集 昭和8年3月10日 岐阜県詩人会

9-001 詩魔 シマ 　－ 昭和8年7月10日 岐阜県詩人会

0-080 しまのくらし シマノクラシ 17集 1962年9月 生活をつづる会

0-080 しまのくらし シマノクラシ 18集 1962年12月 生活をつづる会

0-080 しまのくらし シマノクラシ 19集 1963年3月 生活をつづる会

0-080 しまのくらし シマノクラシ 20集 1963年6月 生活をつづる会

0-080 しまのくらし シマノクラシ 21集 1963年9月 生活をつづる会 会員通信no.21付き
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9-072 市民評論 シミンヒョウロン 2号 昭和33年11月1日 市民評論社

9-002 下野詩人 シモノシジン 1巻4号 昭和4年8月1日 下野詩話会

0-039 社会 シャカイ 1巻2号 昭和21年11月1日 株式会社　鎌倉文庫

0-039 社会 シャカイ 1巻3号 昭和21年12月1日 株式会社　鎌倉文庫

0-039 社会 シャカイ 2巻1号 昭和22年1月1日 株式会社　鎌倉文庫

0-039 社会 シャカイ 2巻2号 昭和22年2月1日 株式会社　鎌倉文庫

0-039 社会 シャカイ 2巻4号 昭和22年5月1日 株式会社　鎌倉文庫

0-039 社会 シャカイ 2巻5号 昭和22年6月1日 株式会社　鎌倉文庫

0-039 社会 シャカイ 2巻7号 昭和22年9月1日 株式会社　鎌倉文庫

0-039 社会 シャカイ 2巻10号 昭和22年12月1日 株式会社　鎌倉文庫

0-039 社会 シャカイ 3巻1号 昭和23年1月1日 株式会社　鎌倉文庫

0-039 社会 シャカイ 3巻2号 昭和23年2月1日 株式会社　鎌倉文庫

0-039 社会 シャカイ 3巻4号 昭和23年4月1日 株式会社　鎌倉文庫 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-039 社会 シャカイ 3巻7号 昭和23年7月1日 株式会社　鎌倉文庫 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-015 社会 シャカイ 3巻8号 昭和23年8月1日 株式会社鎌倉文庫

0-039 社会 シャカイ 3巻9号 昭和23年9月1日 株式会社　鎌倉文庫

0-039 社会 シャカイ 3巻10号 昭和23年10月1日 株式会社　鎌倉文庫

0-039 社会 シャカイ 3巻11号 昭和23年11月1日 株式会社　鎌倉文庫 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-039 社会 シャカイ 3巻12号 昭和23年12月1日 株式会社　鎌倉文庫

0-039 社会 シャカイ 4巻2号 昭和24年2月1日 株式会社　鎌倉文庫

0-039 社会 シャカイ 4巻4号 昭和24年4月1日 株式会社　鎌倉文庫

4-007 社会医学 シャカイイガク 7巻1号 大正13年1月10日 医学及医学人社

4-007 社会医学 シャカイイガク 7巻3号 大正13年3月10日 医学及医学人社

3-020 社会科学 シャカイカガク 1巻6号 昭和21年12月1日 株式会社彰考書院

3-020 社会科学 シャカイカガク 7号 昭和22年6月1日 株式会社彰考書院

3-020 社会科学 シャカイカガク 7号 昭和22年6月1日 株式会社彰考書院

3-020 社会科学 シャカイカガク 8号 昭和22年8月1日 株式会社彰考書院

3-020 社会科学 シャカイカガク 8号 昭和22年8月1日 株式会社彰考書院

3-020 社会科学 シャカイカガク 9号 昭和22年10月1日 株式会社彰考書院

3-020 社会科学 シャカイカガク 9号 昭和22年10月1日 株式会社彰考書院

3-020 社会科学 シャカイカガク 10号 昭和22年12月1日 株式会社彰考書院 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-020 社会科学 シャカイカガク 11号 昭和23年1月1日 株式会社彰考書院

3-020 社会科学 シャカイカガク 12号 昭和23年2月1日 株式会社彰考書院 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-020 社会科学 シャカイカガク 13号 昭和23年4月1日 株式会社彰考書院

3-020 社会科学 シャカイカガク 14号 昭和23年5月1日 株式会社彰考書院

3-020 社会科学 シャカイカガク 15号 昭和23年6月1日 株式会社彰考書院

3-020 社会科学 シャカイカガク 16号 昭和23年7月1日 株式会社彰考書院 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-020 社会科学 シャカイカガク 17号 昭和23年8月1日 株式会社彰考書院 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-020 社会科学 シャカイカガク 18号 昭和23年9月1日 株式会社彰考書院 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-020 社会科学 シャカイカガク 19号 昭和23年11月1日 株式会社彰考書院

3-020 社会科学 シャカイカガク 20号 昭和24年1月1日 株式会社彰考書院

3-020 社会科学 シャカイカガク 2号 1950年4月1日 民主主義科学者協会

3-003 社会科学報告 シャカイカガクホウコク 9号 昭和37年10月1日 記載無し 表紙破損
3-003 社会学研究 シャカイガクケンキュウ 1巻2集 昭和22年12月20日 高山書院

3-003 社会学研究 シャカイガクケンキュウ no.7 昭和31年3月1日 学習院大学社会学研究会

3-038 社会学徒 シャカイガクト 8巻5号 昭和9年5月1日 社会学徒社

3-033 社会科歴史 シャカイカレキシ 3巻5号 昭和28年5月1日 実業の日本社

3-036 社会教育 シャカイキョウイク 14巻10号 昭和18年10月1日 社会教育会

3-023 社会経済史学 シャカイケイザイシガク 14巻1号 昭和19年4月15日 社會經濟史學會

3-023 社会経済史学 シャカイケイザイシガク 14巻2-3号 昭和19年6月15日 社會經濟史學會

3-023 社会経済史学 シャカイケイザイシガク 14巻4号 昭和19年7月15日 社會經濟史學會

3-023 社会経済史学 シャカイケイザイシガク 14巻5号 昭和19年8月15日 社會經濟史學會

3-023 社会経済史学 シャカイケイザイシガク 14巻6号 昭和19年9月15日 社會經濟史學會

3-023 社会経済史学 シャカイケイザイシガク 14巻7号 昭和19年10月15日 社會經濟史學會

3-023 社会経済史学 シャカイケイザイシガク 14巻9号 昭和19年12月15日 社會經濟史學會

3-002 社会圏 シャカイケン 1巻2号 昭和22年11月1日 合資會社靑山書院

3-002 社会圏 シャカイケン 1巻3号 昭和22年12月1日 合資會社靑山書院

3-002 社会圏 シャカイケン 2巻1号 昭和23年1月1日 合資會社靑山書院 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-002 社会圏 シャカイケン 2巻2号 昭和23年2月1日 合資會社靑山書院

3-002 社会圏 シャカイケン 2巻3号 昭和23年3月1日 合資會社靑山書院

3-015 社会圏 シャカイケン 2巻4号 昭和23年4月1日 合資会社青山書院

3-002 社会圏 シャカイケン 2巻5号 昭和23年5月1日 合資會社靑山書院

3-002 社会圏 シャカイケン 2巻6号 昭和23年6月1日 合資會社靑山書院

3-002 社会圏 シャカイケン 2巻7号 昭和23年7月1日 合資會社靑山書院 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-015 社会圏 シャカイケン 2巻7号 昭和23年7月1日 合資会社青山書院

3-002 社会圏 シャカイケン 2巻8号 昭和23年8月1日 合資會社靑山書院

3-015 社会公論 シャカイコウロン 2号 昭和21年10月1日 社会公論社

2-004 社会史研究　日本震災史 シャカイシケンキュウ　ニホンシンサイシ10巻4号 大正12年12月1日 日本學術普及會

3-015 社会思想 シャカイシソウ 3巻7号 大正13年10月1日 社会思想社

3-015 社会主義 シャカイシュギ 96号 昭和34年8月1日 社会主義協会

3-015 社会主義研究 シャカイシュギケンキュウ1巻2号 大正13年6月1日 日本フェビアン協會

3-015 社会主義研究 シャカイシュギケンキュウ1巻3号 大正13年7月1日 日本フェビアン協會

3-015 社会主義研究 シャカイシュギケンキュウ1巻4号 大正13年8月1日 日本フェビアン協會

3-015 社会主義研究 シャカイシュギケンキュウ1巻5号 大正13年9月1日 日本フェビアン協會

3-015 社会主義研究 シャカイシュギケンキュウ1巻6号 大正13年10月1日 日本フェビアン協會

9-056 社会主義文学 シャカイシュギブンガク 5号 昭和30年10月1日 社会主義文学クラブ

9-056 社会主義文学 シャカイシュギブンガク 10号 昭和33年11月1日 社会主義文学クラブ

9-057 社会主義文学 シャカイシュギブンガク 10号 昭和33年11月1日 社会主義文学クラブ 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-056 社会主義文学 シャカイシュギブンガク 12号 昭和35年6月1日 社会主義文学クラブ
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9-056 社会主義文学 シャカイシュギブンガク 13号 昭和36年1月1日 金子洋文（発行人）

3-036 社会と学校 シャカイトガッコウ 2巻5号 昭和23年5月1日 金子書房

3-020 社会批判 シャカイヒハン 3冊 大正12年1月1日 社会批判社

0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 1巻2号 昭和10年4月1日 ナウカ社

0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 1巻5号 昭和10年7月1日 ナウカ社

0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 1巻7号 昭和10年9月1日 ナウカ社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 1巻8号 昭和10年10月1日 ナウカ社 虫食い
0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 1巻9号 昭和10年11月1日 ナウカ社

0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 1巻10号 昭和10年12月1日 ナウカ社

0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 2巻1号 昭和11年1月1日 ナウカ社

0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 2巻2号 昭和11年2月1日 ナウカ社

3-001 社会評論 シャカイヒョウロン 2巻2号 昭和11年2月1日 ナウカ社

3-003 社会評論 シャカイヒョウロン 2巻3号 昭和11年3月1日 ナウカ社

0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 2巻4号 昭和11年4月1日 ナウカ社

0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 2巻5号 昭和11年5月1日 ナウカ社

0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 2巻6号 昭和11年5月2日 ナウカ社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 2巻8号 昭和11年8月1日 ナウカ社

0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 3巻1号 昭和21年2月5日 ナウカ社 2冊あり　　　　　再建
0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 3巻2号 昭和21年4月25日 ナウカ社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 3巻3号 昭和21年6月1日 ナウカ社

0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 3巻4号 昭和21年7月5日 ナウカ社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 3巻6号 昭和21年10月5日 ナウカ社

3-005 社会評論 シャカイヒョウロン 3巻6号 昭和21年10月5日 ナウカ社

0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 3巻7号 昭和21年12月20日 ナウカ社

0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 4巻1号 昭和22年3月10日 ナウカ社

0-040 社会評論 シャカイヒョウロン 4巻5号 昭和22年12月5日 ナウカ社

3-015 社会評論 シャカイヒョウロン 5巻4号 昭和23年5月5日 ナウカ社

3-015 社会評論 シャカイヒョウロン 6巻2号 昭和24年4月5日 ナウカ社 綴じ崩壊
3-020 社会問題研究 シャカイモンダイケンキュウ6冊 大正8年6月1日 弘文堂書房

3-020 社会問題研究 シャカイモンダイケンキュウ7冊 大正8年7月15日 弘文堂書房

3-020 社会問題研究 シャカイモンダイケンキュウ8冊 大正8年9月8日 弘文堂書房

3-020 社会問題研究 シャカイモンダイケンキュウ9冊 大正8年10月15日 弘文堂書房

3-020 社会問題研究 シャカイモンダイケンキュウ10冊 大正8年11月20日 弘文堂書房

3-020 社会問題研究 シャカイモンダイケンキュウ11冊 大正8年12月15日 弘文堂書房

3-020 社会問題研究 シャカイモンダイケンキュウ12冊 大正9年1月15日 弘文堂書房

3-020 社会問題研究 シャカイモンダイケンキュウ13冊 大正9年3月5日 弘文堂書房

3-020 社会問題研究 シャカイモンダイケンキュウ29冊 大正11年1月18日 弘文堂書房

3-015 社会問題研究 シャカイモンダイケンキュウno.37 大正11年9月13日 弘文堂書房

3-015 社会問題研究 シャカイモンダイケンキュウno.38 大正11年10月25日 弘文堂書房

9-017 石楠 シャクナゲ 3巻2号 昭和21年2月1日 石楠社

7-016 写真画帖 シャシンガチョウ 24編 明治39年2月10日 実業之日本社 陸軍凱旋写真帖
7-015 写真画報 シャシンガホウ 1巻2編 明治39年2月8日 博文館

7-015 写真画報 シャシンガホウ 1巻4編 明治39年3月8日 博文館

7-015 写真画報 シャシンガホウ 1巻12編 明治39年7月8日 博文館

7-015 写真画報 シャシンガホウ 1巻7編 明治39年11月8日 博文館

7-015 写真画報 シャシンガホウ 2巻8編 明治40年7月8日 博文館

7-015 写真画報 シャシンガホウ 2巻10編 明治40年8月8日 博文館

7-015 写真画報 シャシンガホウ 2巻11編 明治40年9月8日 博文館

7-015 写真画報 シャシンガホウ 2巻12編 明治40年10月8日 博文館

7-015 写真画報 シャシンガホウ 2巻13編 明治40年11月8日 博文館

7-015 写真画報 シャシンガホウ 2巻14編 明治40年12月8日 博文館

7-016 写真芸術 シャシンゲイジュツ 1巻2号 大正10年7月1日 東新商店出版部

7-016 写真芸術 シャシンゲイジュツ 1巻3号 大正10年8月1日 東新商店出版部

7-016 写真芸術 シャシンゲイジュツ 1巻4号 大正10年9月1日 東新商店出版部

7-016 写真芸術 シャシンゲイジュツ 1巻5号 大正10年10月1日 東新商店出版部

7-016 写真芸術 シャシンゲイジュツ 1巻6号 大正10年11月1日 東新商店出版部

7-018 写真時報 シャシンジホウ 2巻1-2巻2号 大正13年1月1日-大正13年2月1日東京写真時報社 合本
7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 2号 昭和13年2月23日 内閣情報部

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 46号 昭和14年1月4日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 67号 昭和14年5月1日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 80号 昭和14年8月30日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 85号 昭和14年10月4日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 89号 昭和14年11月1日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 95号 昭和14年12月13日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 96号 昭和14年12月20日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 97号 昭和15年1月3日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 99号 昭和15年1月17日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 100号 昭和15年1月24日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 103号 昭和15年2月14日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 104号 昭和15年2月21日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 135号 昭和15年5月25日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 153号 昭和16年1月29日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 172号 昭和16年6月11日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 175号 昭和16年7月2日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 201号 昭和16年12月31日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 209号 昭和17年2月25日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 217号 昭和17年4月22日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 218号 昭和17年4月29日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 224号 昭和17年6月10日 内閣印刷局
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7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 227号 昭和17年7月1日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 242号 昭和17年10月14日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 249号 昭和17年12月2日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 257号 昭和18年2月3日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 258号 昭和18年2月10日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 259号 昭和18年2月17日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 278号 昭和18年6月30日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 283号 昭和18年8月4日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 285号 昭和18年8月18日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 286号 昭和18年8月25日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 290号 昭和18年9月22日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 292号 昭和18年10月6日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 293号 昭和18年10月13日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 294号 昭和18年10月20日 内閣印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 301号 昭和18年12月15日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 304号 昭和19年1月12日 印刷局

3-036 写真週報 シャシンシュウホウ 306号 昭和19年1月26日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 307号 昭和19年2月9日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 309号 昭和19年2月16日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 311号 昭和19年3月1日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 312号 昭和19年3月8日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 313号 昭和19年3月15日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 314号 昭和19年3月22日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 315号 昭和19年4月5日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 316号 昭和19年4月20日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 318号 昭和19年4月26日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 319号 昭和19年5月3日 印刷局

3-036 写真週報 シャシンシュウホウ 320号 昭和19年5月10日 印刷局

3-036 写真週報 シャシンシュウホウ 321号 昭和19年5月17日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 322号 昭和19年5月24日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 323号 昭和19年5月31日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 324号 昭和19年6月7日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 325号 昭和19年6月14日 印刷局

3-036 写真週報 シャシンシュウホウ 327号 昭和19年6月28日 印刷局

3-036 写真週報 シャシンシュウホウ 328号 昭和19年7月5日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 329号 昭和19年7月12日 印刷局

3-036 写真週報 シャシンシュウホウ 333号 昭和19年8月9日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 367号 昭和20年4月18日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 368号 昭和20年4月25日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 369-370合併号 昭和20年5月9日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 371号 昭和20年6月1日 印刷局 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 372号 昭和20年6月11日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 373号 昭和20年6月21日 印刷局

7-018 写真週報 シャシンシュウホウ 374-375合併号 昭和20年7月11日 印刷局

2-006 社会地理 シャシンチリ 2号 昭和22年12月21日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 3号 昭和23年2月15日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 4号 昭和23年3月15日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 5号 昭和23年5月25日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 6号 昭和23年7月25日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 7号 昭和23年9月25日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 8号 昭和23年11月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 9号 昭和23年12月25日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 10号 昭和24年1月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 11号 昭和24年3月5日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 12号 昭和24年4月10日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 13号 昭和24年5月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 14号 昭和24年6月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 15号 昭和24年7月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 16号 昭和24年8月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 17号 昭和24年9月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 18号 昭和24年10月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 19号 昭和24年11月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 20号 昭和24年12月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 21号 昭和25年1月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 22号 昭和25年2月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 23号 昭和25年3月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 24号 昭和25年4月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 25号 昭和25年5月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 26号 昭和25年6月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 27号 昭和25年7月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 28号 昭和25年8月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 29号 昭和25年9月20日 日本地圖株式会社

2-006 社会地理 シャシンチリ 30号 昭和25年10月20日 日本地圖株式会社

7-016 写真文化 シャシンブンカ 23巻4号 昭和16年10月1日 アルス

9-002 シャチ シャチ 6冊 昭和10年7月15日 鯱詩社

9-011 JAP ジャップ 4号 1951年2月20日 JAP同盟

9-011 JAP ジャップ 7号 昭和26年5月10日 JAP同盟

9-011 JAP ジャップ 8号 昭和26年6月20日 JAP同盟

9-011 JAP ジャップ 9号 昭和26年7月15日 JAP同盟
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9-011 JAP ジャップ 10号 昭和26年8月20日 JAP同盟

9-011 JAP ジャップ 11号 昭和26年9月10日 JAP同盟

9-011 JAP ジャップ 12号 昭和26年10月20日 JAP同盟

9-011 JAP ジャップ 17号 1952年5月15日 JAP同盟

9-011 JAP ジャップ 18号 1952年7月20日 JAP同盟

9-011 JAP ジャップ 19号 1952年9月1日 JAP同盟

9-011 JAP ジャップ 20号 1952年12月 JAP同盟

9-011 JAP ジャップ 21号 1953年3月 JAP同盟

9-011 JAP ジャップ 25号 昭和28年8月28日 JAP同盟

9-011 JAP ジャップ 26号 1953年11月10日 JAPの会

9-011 JAP ジャップ 28号 1954年3月24日 JAPの会

9-011 JAP ジャップ 29号 1954年6月10日 JAPの会

9-088
JAPANESE LINGVON PER
"Romazi"　per 'Nipponsiki-
Romazi'

ジャパニーズ　リガフォン　パー　”ローマジ”　パー　’ニッポンシキ－ローマジ’　－ 昭和4年11月1日 日本ローマ字会

2-003 JAPAN QUARTERLY ジャパンクオタリー v.Ⅻno.2 1965年4月 ASAHI SHIMBUN PUBLISHING COMPANY

2-006 ジャワの新文化所見　淺野 ジャワノシンブンカショケン　アサノアキラ322号 昭和19年1月20日 財団法人南洋経済研究所出版部

0-067 師友 シユウ 11号 昭和25年9月1日 師友会

3-005 自由 ジユウ 12月号 大正11年12月1日 批評社

0-063 自由 ジユウ 3号 昭和8年12月5日 第三高等学校自由寮

0-039 自由 ジユウ 2巻3号 昭和13年3月1日 自由社 終刊号
0-063 自由 ジユウ 　－ 昭和18年3月5日 自由寮

0-039 自由 ジユウ 1巻2号 昭和21年2月1日 自由社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-039 自由 ジユウ 1巻3号 昭和21年3月1日 自由社

0-039 自由 ジユウ 1巻4号 昭和21年4月1日 自由社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-039 自由 ジユウ 1巻5号 昭和21年5月25日 自由社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-039 自由 ジユウ 1巻6号 昭和21年7月1日 自由社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-039 自由 ジユウ 2号 昭和35年1月1日 株式会社　至誠堂

0-039 自由 ジユウ 6号 昭和35年5月1日 株式会社　至誠堂

0-039 自由 ジユウ 3巻1号 昭和36年1月1日 株式会社　至誠堂 第14号
0-039 自由 ジユウ 3巻5号 昭和36年5月1日 株式会社　至誠堂 第18号　　　P96以降破損
0-039 自由 ジユウ 4巻7号 昭和37年7月1日 株式会社　至誠堂 第32号
0-039 自由 ジユウ 7巻12号 昭和40年12月1日 株式会社　至誠堂 第73号
0-039 自由 ジユウ 9巻8号 昭和42年8月1日 株式会社　至誠堂 第93号
3-005 自由会議 ジユウカイギ 9-10合併号 昭和22年12月15日 株式會社社會評論社

0-040 自由会議 ジユウカイギ 2巻8号 昭和23年2月15日 株式会社社会評論社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 1巻5号 大正11年4月2日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 1巻7号 大正11年4月16日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 1巻15号 大正11年6月11日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 2巻1号 大正12年7月2日 株式会社朝日新聞社

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 45巻13号 昭和19年4月2日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 45巻14号 昭和19年4月9日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 45巻25号 昭和19年6月25日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 46巻10号 昭和19年9月3日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 46巻11号 昭和19年9月10日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 46巻12号 昭和19年9月17日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 46巻14号 昭和19年10月1日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 46巻16号 昭和19年10月15日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 46巻18号 昭和19年10月29日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 46巻19号 昭和19年11月5日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 46巻20号 昭和19年11月12日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 46巻21号 昭和19年11月19日 朝日新聞

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 46巻22号 昭和19年11月26日 株式会社朝日新聞社

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 46巻26号 昭和19年12月24日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 47巻10号 昭和20年3月11日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 47巻12号 昭和20年3月25日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 47巻13号 昭和20年4月1日 朝日新聞

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 47巻14号 昭和20年4月8日 株式会社朝日新聞社

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 47巻16号 昭和20年4月22日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 47巻23号 昭和20年6月10日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 47巻24号 昭和20年6月17日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 47巻25号 昭和20年6月24日 朝日新聞

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 47巻26号 昭和20年7月1日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 47巻27号 昭和20年7月8日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 47巻28-29号 昭和20年7月22日 株式会社朝日新聞社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 47巻32-33号 昭和20年8月19日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 47巻37-38号 昭和20年9月23日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 47巻41-42号 昭和20年10月21日 株式会社朝日新聞社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 50巻41-42号 昭和20年11月4日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 50巻43-44号 昭和20年11月4日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 50巻47-48号 昭和20年12月2日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 47巻49-50号 昭和20年12月16日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 50巻49-50号 昭和20年12月16日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 48巻3-4号 昭和21年1月20日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 48巻5号 昭和21年2月10日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 48巻6号 昭和21年2月17日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 48巻7号 昭和21年2月24日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 48巻8号 昭和21年3月3日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 48巻9号 昭和21年3月10日 株式会社朝日新聞社
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0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 48巻13号 昭和21年4月7日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 48巻22号 昭和21年6月9日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 49巻20号 昭和21年11月10日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 49巻24号 昭和21年12月8日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 49巻25号 昭和21年12月15日 株式会社朝日新聞社

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 50巻2-3号 昭和22年1月5日 朝日新聞

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 50巻6号 昭和22年1月26日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 50巻7-8号 昭和22年2月9日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 50巻9-10号 昭和22年2月23日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 50巻11号 昭和22年3月2日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 50巻21-22号 昭和22年5月11日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 50巻23-24号 昭和22年5月25日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 50巻27号 昭和22年6月15日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 50巻29号 昭和22年6月29日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 51巻2号 昭和22年7月13日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 51巻3号 昭和22年7月20日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 51巻4号 昭和22年7月27日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 51巻5号 昭和22年8月3日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 51巻8号 昭和22年8月24日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 51巻10号 昭和22年9月7日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 51巻11号 昭和22年9月14日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 51巻12号 昭和22年9月21日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 51巻13号 昭和22年9月28日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 51巻14号 昭和22年10月5日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 51巻15号 昭和22年10月12日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 51巻22号 昭和22年11月30日 株式会社朝日新聞社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 52巻6号 昭和23年2月8日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 52巻7号 昭和23年2月15日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 52巻8号 昭和23年2月22日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 52巻9号 昭和23年2月29日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 52巻10号 昭和23年3月7日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 52巻11号 昭和23年3月14日 株式会社朝日新聞社

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 50巻16号 昭和23年3月20日 朝日新聞

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 52巻17号 昭和23年4月25日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 52巻23号 昭和23年6月6日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 52巻25号 昭和23年6月20日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 52巻26号 昭和23年6月27日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 53巻18号 昭和23年10月31日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 53巻19号 昭和23年11月7日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 54巻14号 昭和24年4月3日 株式会社朝日新聞社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 54巻15号 昭和24年4月10日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 54巻17号 昭和24年4月24日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 54巻19号 昭和24年5月8日 株式会社朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 55巻17号 昭和25年4月16日 朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 55巻18号 昭和25年4月23日 朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 57巻5号 昭和27年2月3日 朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 57巻18号 昭和27年5月4日 朝日新聞社

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 57巻50号 昭和27年12月14日 朝日新聞

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 58巻9号 昭和28年3月1日 朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 60巻27号 昭和30年7月3日 朝日新聞社

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 60巻33号 昭和30年8月14日 朝日新聞社

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 60巻43号 昭和30年10月23日 朝日新聞

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 63巻21号 昭和33年5月14日 朝日新聞社

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 64巻21号 昭和34年5月10日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 　－ 昭和35年7月3日 朝日新聞 表紙・裏表紙紛失
0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 66巻8号 昭和36年2月17日 朝日新聞

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 67巻28号 昭和37年6月29日 朝日新聞

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 68巻37号 昭和38年8月23日 朝日新聞社

0-051 週刊朝日 シュウカンアサヒ 68巻53号 昭和38年12月10日 朝日新聞

0-050 週刊朝日 シュウカンアサヒ 68巻56号 昭和38年12月27日 朝日新聞社

0-075 週刊アサヒ芸能 シュウカンアサヒゲイノウ1328号 昭和46年12月8日 株式会社徳間書店

0-062 週刊アサヒ芸能新聞 シュウカンアサヒゲイノウシンブン358号 昭和28年3月29日 株式会社アサヒ芸能新聞社

0-051 週刊朝日別冊 シュウカンアサヒベッサツ54巻38号 昭和24年9月15日 朝日新聞 記録文学特集号
0-051 週刊朝日別冊 シュウカンアサヒベッサツ35号 昭和35年1月1日 朝日新聞 新春特別号
0-051 週刊朝日奉仕版 シュウカンアサヒホウシバン63巻21号 昭和33年5月14日 朝日新聞

0-075 週刊河北 シュウカンカホク 17号 昭和21年1月5日 河北新報社 要確認：復刊1号は創刊号？
0-076 週刊現代 シュウカンゲンダイ 1巻4号 昭和34年5月3日 株式会社　講談社

0-076 週刊現代 シュウカンゲンダイ 2巻22号 昭和35年6月5日 株式会社　講談社

0-076 週刊現代 シュウカンゲンダイ 3巻7号 昭和36年2月19日 株式会社　講談社 2冊あり
0-076 週刊現代 シュウカンゲンダイ 5巻37号 昭和38年9月19日 株式会社　講談社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 1巻2号 昭和34年11月10日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 1巻3号 昭和34年11月17日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 1巻4号 昭和34年11月24日 中央公論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 1巻5号 昭和34年12月1日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 1巻6号 昭和34年12月8日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 1巻7号 昭和34年12月15日 中央公論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 1巻8号 昭和34年12月22日 中央公論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 1巻9号 昭和34年12月29日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻1号 昭和35年1月5日 中央公論社
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0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻2号 昭和35年1月19日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻3号 昭和35年1月26日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻4号 昭和35年2月2日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻5号 昭和35年2月9日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻6号 昭和35年2月16日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻7号 昭和35年2月23日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻8号 昭和35年3月1日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻9号 昭和35年3月8日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻10号 昭和35年3月15日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻11号 昭和35年3月22日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻12号 昭和35年3月29日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻13号 昭和35年4月5日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻14号 昭和35年4月12日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻15号 昭和35年4月19日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻16号 昭和35年4月26日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻17号 昭和35年5月3日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻18号 昭和35年5月10日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻19号 昭和35年5月17日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻20号 昭和35年5月24日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻21号 昭和35年5月31日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻22号 昭和35年6月7日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻23号 昭和35年6月14日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻24号 昭和35年6月21日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻25号 昭和35年6月28日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 2巻26号 昭和35年7月5日 中央公論社

0-074 週刊コウロン シュウカンコウロン 2巻26号 昭和35年7月5日 中央公論社

0-053 週刊公論 シュウカンコウロン 3巻33号 昭和36年8月21日 中央公論社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 1巻2号 昭和30年11月11日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 1巻3号 昭和30年11月18日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 1巻4号 昭和30年11月25日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 1巻5号 昭和30年12月2日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 1巻6号 昭和30年12月9日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 1巻7号 昭和30年12月16日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 1巻8号 昭和30年12月23日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 1巻9号 昭和30年12月30日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻1号 昭和31年1月6日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻2号 昭和31年1月13日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻3号 昭和31年1月20日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻4号 昭和31年1月27日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻5号 昭和31年2月3日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻6号 昭和31年2月10日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻7号 昭和31年2月17日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻8号 昭和31年2月24日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻9号 昭和31年3月2日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻10号 昭和31年3月9日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻12号 昭和31年3月16日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻13号 昭和31年3月23日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻14号 昭和31年3月30日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻15号 昭和31年4月6日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻16号 昭和31年4月13日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻17号 昭和31年4月20日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻18号 昭和31年4月27日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻19号 昭和31年5月4日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻20号 昭和31年5月11日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻21号 昭和31年5月18日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻22号 昭和31年5月25日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻23号 昭和31年6月1日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻24号 昭和31年6月8日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻25号 昭和31年6月15日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻25号 昭和31年6月22日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻27号 昭和31年6月29日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻28号 昭和31年7月6日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻29号 昭和31年7月13日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻30号 昭和31年7月20日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻31号 昭和31年7月27日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻32号 昭和31年8月3日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻33号 昭和31年8月10日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻35号 昭和31年8月17日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻36号 昭和31年8月24日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻37号 昭和31年8月31日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻38号 昭和31年9月7日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻39号 昭和31年9月14日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻40号 昭和31年9月21日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻41号 昭和31年9月28日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻42号 昭和31年10月5日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻43号 昭和31年10月12日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻44号 昭和31年10月19日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻45号 昭和31年10月26日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻46号 昭和31年11月2日 読売新聞社



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻47号 昭和31年11月9日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻48号 昭和31年11月16日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻49号 昭和31年11月23日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻50号 昭和31年11月30日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻51号 昭和31年12月7日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻52号 昭和31年12月14日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻53号 昭和31年12月21日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 2巻54号 昭和31年12月28日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻1-2号 昭和32年1月11日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻3号 昭和32年1月18日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻4号 昭和32年1月25日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻5号 昭和32年2月1日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻6号 昭和32年2月8日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻7号 昭和32年2月15日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻8号 昭和32年2月22日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻9号 昭和32年3月1日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻10号 昭和32年3月8日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻11号 昭和32年3月15日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻12号 昭和32年3月22日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻13号 昭和32年3月29日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻14号 昭和32年4月5日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻15号 昭和32年4月12日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻16号 昭和32年4月19日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻17号 昭和32年4月26日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻18号 昭和32年5月3日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻19号 昭和32年5月10日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻20号 昭和32年5月17日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻21号 昭和32年5月24日 読売新聞社

0-055 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻22号 昭和32年5月31日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻23号 昭和32年6月7日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻24号 昭和32年6月14日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻25号 昭和32年6月21日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻26号 昭和32年6月28日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻27号 昭和32年7月5日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻28号 昭和32年7月12日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻29号 昭和32年7月19日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻30号 昭和32年7月26日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻31号 昭和32年8月2日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻32号 昭和32年8月9日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻33号 昭和32年8月16日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻34号 昭和32年8月23日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻35号 昭和32年8月30日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻36号 昭和32年9月6日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻37号 昭和32年9月13日 読売新聞社

0-075 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻37号 昭和32年9月13日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻38号 昭和32年9月20日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻39号 昭和32年9月27日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻40号 昭和32年10月4日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻41号 昭和32年10月11日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻42号 昭和32年10月18日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻43号 昭和32年10月25日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻44号 昭和32年11月1日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻45号 昭和32年11月8日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻46号 昭和32年11月15日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻47号 昭和32年11月22日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻48号 昭和32年11月29日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻49号 昭和32年12月6日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻50号 昭和32年12月13日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻51号 昭和32年12月20日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 3巻52号 昭和32年12月27日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻1-2号 昭和33年1月10日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻3号 昭和33年1月17日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻4号 昭和33年1月24日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻5号 昭和33年1月31日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻6号 昭和33年2月7日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻7号 昭和33年2月14日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻8号 昭和33年2月21日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻9号 昭和33年2月28日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻10号 昭和33年3月7日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻11号 昭和33年3月14日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻12号 昭和33年3月21日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻13号 昭和33年3月28日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻14号 昭和33年4月4日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻15号 昭和33年4月11日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻16号 昭和33年4月18日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻17号 昭和33年4月25日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻18号 昭和33年5月2日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻19号 昭和33年5月9日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻20号 昭和33年5月16日 読売新聞社



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻21号 昭和33年5月23日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻22号 昭和33年5月30日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻23号 昭和33年6月6日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻24号 昭和33年6月13日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻25号 昭和33年6月20日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻26号 昭和33年6月27日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻27号 昭和33年7月4日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻28号 昭和33年7月11日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻29号 昭和33年7月18日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻30号 昭和33年7月25日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻31号 昭和33年8月1日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻32号 昭和33年8月8日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻33号 昭和33年8月15日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻34号 昭和33年8月22日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻35号 昭和33年8月29日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻36号 昭和33年9月5日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻37号 昭和33年9月12日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻38号 昭和33年9月19日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻39号 昭和33年9月26日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻40号 昭和33年10月3日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻41号 昭和33年10月10日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻41号 昭和33年10月17日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻43号 昭和33年10月24日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻44号 昭和33年10月31日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻45号 昭和33年11月7日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻46号 昭和33年11月14日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻47号 昭和33年11月21日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻48号 昭和33年11月28日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻49号 昭和33年12月5日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻50号 昭和33年12月12日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻51号 昭和33年12月19日 読売新聞社

0-056 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 4巻52号 昭和33年12月26日 読売新聞社

0-057 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 5巻1-2号 昭和34年1月9日 読売新聞社

0-057 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 5巻3号 昭和34年1月16日 読売新聞社

0-057 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 5巻4号 昭和34年1月23日 読売新聞社

0-057 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 5巻5号 昭和34年1月30日 読売新聞社

0-057 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 5巻6号 昭和34年2月6日 読売新聞社

0-057 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 5巻7号 昭和34年2月13日 読売新聞社

0-057 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 5巻8号 昭和34年2月20日 読売新聞社

0-057 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 5巻8号 昭和34年2月27日 読売新聞社

0-057 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 5巻10号 昭和34年3月6日 読売新聞社

0-057 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 5巻11号 昭和34年3月13日 読売新聞社

0-057 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 5巻12号 昭和34年3月20日 読売新聞社

0-057 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 5巻13号 昭和34年3月27日 読売新聞社

0-075 週刊実話 シュウカンジツワ 3巻11号 昭和35年3月14日 実話出版株式会社

0-060 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 4巻18号 昭和20年5月6日 朝日新聞社

0-060 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 5巻1号 昭和21年1月1日 朝日新聞社

0-060 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 5巻8-9号 昭和21年3月3日 朝日新聞社

0-060 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 5巻10-11号 昭和21年3月17日 朝日新聞社

0-060 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 5巻12-3号 昭和21年3月31日 朝日新聞社

0-060 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 5巻14-5号 昭和21年4月14日 朝日新聞社

0-060 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 5巻16-7号 昭和21年4月28日 朝日新聞社

0-060 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 5巻18-9号 昭和21年5月12日 朝日新聞社

0-060 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 5巻20-1号 昭和21年5月26日 朝日新聞社

0-060 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 5巻22-3号 昭和21年6月9日 朝日新聞社

0-060 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 5巻24-5号 昭和21年6月23日 朝日新聞社

0-060 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 5巻26-6巻1号 昭和21年7月7日 朝日新聞社

0-060 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 6巻2-3号 昭和21年7月21日 朝日新聞社

0-060 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 6巻4-6号 昭和21年8月4日 朝日新聞社

0-060 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 6巻7-8号 昭和21年8月18日 朝日新聞社

0-060 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 6巻9-10号 昭和21年9月1日 朝日新聞社

0-060 週刊少国民 シュウカンショウコクミン 6巻11-12号 昭和21年9月15日 朝日新聞社

0-075 週刊小国民 シュウカンショウコクミン 6巻11-12号 昭和21年9月15日 朝日新聞社

0-074 週刊新潮 シュウカンシンチョウ 1巻29号 昭和31年8月27日 株式会社新潮社

0-074 週刊新潮 シュウカンシンチョウ 2巻14号 昭和32年4月8日 株式会社新潮社

0-074 週刊新潮 シュウカンシンチョウ 3巻37号 昭和33年9月15日 株式会社新潮社

0-074 週刊新潮 シュウカンシンチョウ 5巻48号 昭和35年12月5日 株式会社新潮社

0-075 週刊新日本 シュウカンシンニホン 7号 昭和20年11月1日 新日本社

0-075 週刊新日本 シュウカンシンニホン 21号 昭和21年4月13日 新日本社

0-075 週刊新日本 シュウカンシンニホン 22号 昭和21年5月4日 新日本社

0-075 週刊新日本 シュウカンシンニホン 23号 昭和21年5月18日 新日本社

0-075 週刊新日本 シュウカンシンニホン 24号 昭和21年5月25日 新日本社

0-076 週刊スリラー シュウカンスリラー 1巻19号 昭和34年9月4日 株式会社　森脇文庫

0-076 週刊スリラー シュウカンスリラー 1巻30号 昭和34年11月20日 株式会社　森脇文庫

0-076 週刊スリラー シュウカンスリラー 1巻31号 昭和34年12月4日 株式会社　森脇文庫

0-076 週刊スリラー シュウカンスリラー 2巻8号 昭和35年2月19日 株式会社　森脇文庫

0-076 週刊スリラー シュウカンスリラー 2巻11号 昭和35年3月11日 株式会社　森脇文庫

0-075 週刊タイムス シュウカンタイムス 1巻6号 昭和28年11月22日 日本出版タイムス社

0-075 週刊タイムス シュウカンタイムス 1巻8号 昭和28年12月6日 日本出版タイムス社
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0-075 週刊タイムス シュウカンタイムス 61号 昭和29年12月26日 日本出版タイムス社

0-075 週刊男性 シュウカンダンセイ 2号 昭和33年2月1日 東日本新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 2号 昭和30年8月29日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 3号 昭和30年9月3日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 4号 昭和30年9月10日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 5号 昭和30年9月17日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 6号 昭和30年9月24日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 7号 昭和30年10月1日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 8号 昭和30年10月8日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 9号 昭和30年10月15日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 10号 昭和30年10月22日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 11号 昭和30年10月29日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 12号 昭和30年11月5日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 13号 昭和30年11月12日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 14号 昭和30年11月19日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 15号 昭和30年11月26日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 16号 昭和30年12月3日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 17号 昭和30年12月10日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 18号 昭和30年12月17日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 19号 [昭和30年12月24日]社団法人東京新聞社 巻号と出版年は推測
0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 20号 昭和30年12月31日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 21号 昭和31年1月14日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 22号 昭和31年1月21日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 23号 昭和31年1月28日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 24号 昭和31年2月4日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 25号 昭和31年2月11日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 26号 昭和31年2月18日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 27号 昭和31年2月25日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 29号 昭和31年3月10日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 30号 昭和31年3月17日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 31号 昭和31年3月24日 社団法人東京新聞社

0-075 週刊東京 シュウカントウキョウ 32号 昭和31年3月31日 社団法人東京新聞社

3-023 週刊東洋経済新報 シュウカントウヨウケイザイシンポウ2023号 昭和17年5月30日 東洋經濟新報社

0-079 週刊婦女新聞 シュウカンフジョシンブン2046号 昭和14年8月27日 婦女新聞社

0-079 週刊婦女新聞 シュウカンフジョシンブン2137号 昭和16年5月25日 婦女新聞社

0-079 週刊婦女新聞 シュウカンフジョシンブン2142号 昭和16年6月29日 婦女新聞社

0-075 週刊文春 シュウカンブンシュン 2巻50号 昭和35年12月12日 文芸春秋新社

0-075 週刊文春 シュウカンブンシュン 4巻6号 昭和37年2月12日 文芸春秋新社

0-076 週刊毎日 シュウカンマイニチ 22年8号 昭和18年2月28日 株式会社　毎日新聞社

0-076 週刊毎日 シュウカンマイニチ 22年32号 昭和18年8月15日 株式会社　毎日新聞社

0-076 週刊毎日 シュウカンマイニチ 22年33号 昭和18年8月22日 株式会社　毎日新聞社

0-076 週刊毎日 シュウカンマイニチ 23年11号 昭和19年3月19日 株式会社　毎日新聞社

0-076 週刊毎日 シュウカンマイニチ 23年14号 昭和19年4月9日 株式会社　毎日新聞社

0-076 週刊毎日 シュウカンマイニチ 23年15号 昭和19年4月16日 株式会社　毎日新聞社

0-076 週刊毎日 シュウカンマイニチ 23年19号 昭和19年5月14日 株式会社　毎日新聞社 2冊あり
0-076 週刊毎日 シュウカンマイニチ 23年24号 昭和19年6月18日 株式会社　毎日新聞社 2冊あり
0-076 週刊毎日 シュウカンマイニチ 23年25号 昭和19年月25日 株式会社　毎日新聞社

0-076 週刊毎日 シュウカンマイニチ 23年28号 昭和19年7月16日 株式会社　毎日新聞社

0-076 週刊毎日 シュウカンマイニチ 23年37号 昭和19年9月17日 株式会社　毎日新聞社

0-076 週刊毎日 シュウカンマイニチ 23年38号 昭和19年9月24日 株式会社　毎日新聞社

0-076 週刊毎日 シュウカンマイニチ 23年50号 昭和19年12月17日 株式会社　毎日新聞社

0-074 週刊毎日 シュウカンマイニチ 24年37号 昭和20年10月7日 株式会社毎日新聞社

0-076 週刊毎日 シュウカンマイニチ 24年41号 昭和20年11月1日 株式会社　毎日新聞社 2冊あり
0-051 週刊読売 シュウカンヨミウリ 10巻22号 昭和27年7月20日 読売新聞社

0-051 週刊読売 シュウカンヨミウリ 14巻10号 昭和30年3月13日 読売新聞社

0-051 週刊読売 シュウカンヨミウリ 16巻27号 昭和32年6月23日 読売新聞社

0-051 週刊読売 シュウカンヨミウリ 18巻13号 昭和34年3月22日 読売新聞社

0-051 週刊読売臨時増刊 シュウカンヨミウリリンジゾウカン15巻21号 昭和31年5月15日 読売新聞社 現代奇人怪物物語
0-051 週刊読売臨時増刊 シュウカンヨミウリリンジゾウカン15巻30号 昭和31年7月10日 読売新聞社 緑陰読本・実名小説特集
0-051 週刊読売臨時増刊 シュウカンヨミウリリンジゾウカン16巻24号 昭和32年6月5日 読売新聞社 ナゾの事件その後
0-051 週刊読売臨時増刊 シュウカンヨミウリリンジゾウカン18巻8号 昭和34年2月20日 読売新聞社 ニッポンの恋愛
7-008 自由教育 ジユウキョウイク 2月号 大正10年2月1日 記載なし 奥付け破損
3-023 集金読本 シュウキンドクホン 32巻2号 昭和26年2月1日 記載無し 商店界2月号特別付録
0-065 集古 シュウコ 庚午5号 昭和5年11月8日 集古会

0-065 集古 シュウコ 昭和17年2号 昭和17年3月5日 集古会

0-040 自由公論 ジユウコウロン 2巻4号 昭和21年5月1日 自由公論社

0-040 自由公論 ジユウコウロン 2巻8号 昭和24年8月1日 自由公論社

0-059 自由国民 ジユウコクミン 19巻1号 昭和20年12月25日 時局月報社

0-059 自由国民 ジユウコクミン 19巻3号 昭和21年4月20日 時局月報社

3-001 自由国民 ジユウコクミン 19巻5号 昭和21年12月10日 時局月報社

0-059 自由国民 ジユウコクミン 6号 昭和22年5月10日 時局月報社

3-001 自由国民 ジユウコクミン 13号 昭和23年8月10日 時局月報社

3-001 自由国民 ジユウコクミン 14号 昭和23年10月10日 時局月報社

3-001 自由国民 ジユウコクミン 21号 昭和24年6月20日 時局月報社

0-059 自由国民 ジユウコクミン 23号 昭和24年10月20日 時局月報社

3-001 自由国民 ジユウコクミン 14号 昭和24年11月2日 時局月報社

3-001 自由国民 ジユウコクミン 24-25合併号 昭和24年12月2日 自由国民社

0-059 自由国民 ジユウコクミン 24号-25号 昭和24年12月10日 時局月報社

3-001 自由国民 ジユウコクミン 36号 昭和26年6月10日 自由国民社
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3-001 自由国民 ジユウコクミン 59号 昭和29年2月10日 自由国民社

3-001 自由国民 ジユウコクミン 60号 昭和29年9月10日 自由国民社

3-001 自由国民 ジユウコクミン 78号 昭和32年8月10日 自由国民社

3-001 自由国民 ジユウコクミン 125号 昭和35年10月1日 自由国民社

9-067
自由国民　今日の東京なん
でもわかるバイブル

ジユウコクミン　コンニチノトウキョウナンデモワカルバイブル9巻1号 昭和28年1月10日 自由国民社

0-081 銃後の京都 ジュウゴノキョウト 8輯 昭和18年11月28日 京都市銃後奉公会

0-067 自由懇話会 ジユウコンワカイ 1巻2号 昭和21年2月15日 株式会社建設社                                2冊あり
0-067 自由懇話会 ジユウコンワカイ 1巻3号 昭和21年3月15日 株式会社建設社

0-067 自由懇話会 ジユウコンワカイ 1巻6号 昭和21年8月25日 株式会社建設社

0-067 自由懇話会 ジユウコンワカイ 1巻7号 昭和21年9月25日 株式会社建設社

0-040 自由懇話会 ジユウコンワカイ 2巻1号 昭和22年1月15日 株式会社建設者

0-040 自由懇話会 ジユウコンワカイ 2巻3号 昭和22年6月5日 株式会社建設者

6-001 重産協月報 ジュウサンキョウゲッポウ4巻2号 昭和20年11月10 日 重要産業協議会

3-005 自由思想 ジユウシソウ 4-5号 昭和36年2月10日 審美社

3-005 自由思想 ジユウシソウ 7号 昭和36年11月15日 地六社

3-033 修身研究 シュウシンケンキュウ 1巻6号 大正12年11月15日 中文館

2-005 終戦の表情 シュウセンノヒョウジョウ 336号 昭和21年8月1日 労働文化社 月刊労働文化別冊
0-076 自由大学雑誌 ジユウダイガクザッシ 1巻2号 大正14年2月8日 自由大学協会

0-076 自由大学雑誌 ジユウダイガクザッシ 1巻3号 大正14年3月10日 自由大学協会

0-076 自由大学雑誌 ジユウダイガクザッシ 1巻5号 大正14年5月10日 自由大学協会

0-076 自由大学雑誌 ジユウダイガクザッシ 1巻6号 大正14年6月10日 自由大学協会

0-076 自由大学雑誌 ジユウダイガクザッシ 1巻7号 大正14年7月10日 自由大学協会

0-076 自由大学雑誌 ジユウダイガクザッシ 1巻8号 大正14年8月10日 自由大学協会

0-076 自由大学雑誌 ジユウダイガクザッシ 1巻9号 大正14年9月10日 自由大学協会

0-076 自由大学雑誌 ジユウダイガクザッシ 1巻10号 大正14年10月10日 自由大学協会

3-023 自由通商 ジユウツウショウ 7巻1号 昭和9年1月1日 大阪自由通商協會

3-005 自由党の利権法 ジユウトウノリケンホウ 2 昭和27年9月1日 日本敎職員組合　情報宣傳部

3-005 自由党の利権法 ジユウトウノリケンホウ 3 昭和27年9月3日 日本敎職員組合　情報宣傳部

7-003 自由美術 ジユウビジュツ 1巻2号 昭和21年5月30日 自由美術社

7-003 自由美術 ジユウビジュツ 1巻3号 昭和21年6月30日 自由美術社

7-003 自由美術 ジユウビジュツ 1巻4号 昭和21年8月25日 自由美術社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-003 自由美術 ジユウビジュツ 1巻6号 昭和21年11月30日 自由美術社

7-003 自由美術 ジユウビジュツ 2巻7号 昭和22年3月15日 自由美術社

0-040 自由評論 ジユウヒョウロン 8巻3号 大正9年3月1日 自由評論社

3-008 自由評論 ジユウヒョウロン 8巻4号 大正9年4月1日 自由評論社

3-005 自由評論 ジユウヒョウロン 8巻8号 大正9年8月1日 自由評論社

0-040 自由評論 ジユウヒョウロン 9巻1号 大正10年1月1日 自由評論社

0-040 自由評論 ジユウヒョウロン 9巻9号 大正10年9月1日 自由評論社

0-040 自由評論 ジユウヒョウロン 16巻9号 昭和2年9月1日 自由評論社

0-040 自由評論 ジユウヒョウロン 1巻3号 昭和21年4月1日 株式会社霞ヶ関書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-040 自由評論 ジユウヒョウロン 1巻4号 昭和21年5月1日 株式会社霞ヶ関書房

0-040 自由評論 ジユウヒョウロン 1巻5号 昭和21年6月1日 株式会社霞ヶ関書房

0-040 自由評論 ジユウヒョウロン 1巻6号 昭和21年7月1日 株式会社霞ヶ関書房

0-040 自由評論 ジユウヒョウロン 1巻7号 昭和21年9月1日 株式会社霞ヶ関書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-040 自由評論 ジユウヒョウロン 1巻8号 昭和21年10月1日 株式会社霞ヶ関書房

0-040 自由評論 ジユウヒョウロン 1巻9号 昭和21年12月1日 株式会社霞ヶ関書房

0-040 自由評論 ジユウヒョウロン 2巻1号 昭和22年1月1日 株式会社霞ヶ関書房

0-040 自由評論 ジユウヒョウロン 2巻2号 昭和22年4月1日 株式会社霞ヶ関書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-040 自由評論 ジユウヒョウロン 2巻3号 昭和22年6月1日 株式会社霞ヶ関書房

0-040 自由評論 ジユウヒョウロン 2巻5号 昭和22年11月1日 株式会社霞ヶ関書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-072 自由文藝 ジユウブンゲイ 6巻3号 昭和9年3月10日 東京新人作家協会文藝評論社出版部

9-056 自由文藝 ジユウブンゲイ 2巻1号 昭和22年2月20日 自由文藝社

3-002 週報 シュウホウ 366号 昭和18年10月20日 内閣印刷局

3-002 週報 シュウホウ 373号 昭和18年12月8日 内閣印刷局

3-002 週報 シュウホウ 378号 昭和19年1月19日 内閣印刷局

3-002 週報 シュウホウ 392号 昭和19年4月26日 内閣印刷局

3-002 週報 シュウホウ 399号 昭和19年6月14日 内閣印刷局

3-002 週報 シュウホウ 405号 昭和19年7月26日 内閣印刷局

3-002 週報 シュウホウ 406号 昭和19年8月2日 内閣印刷局

3-002 週報 シュウホウ 410号 昭和19年8月30日 内閣印刷局 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-020 衆望 シュウボウ 1巻2号 昭和21年11月1日 創人社

3-020 衆望 シュウボウ 1巻3号 昭和21年12月1日 創人社

3-020 衆望 シュウボウ 2巻1号 昭和22年2月1日 創人社

3-002 週報号外　四年目の神機 シュウホウゴウガイ　ヨネンメノジンキ　－ 昭和20年3月10日 記載無し

3-008 修養雑誌 シュウヨウザッシ 5巻9号 昭和18年9月1日 敎材社

3-008 修理固成 シュウリコセイ 1巻5号 昭和19年11月28日 世界修理固成社

7-016 淑女画報 シュクジョガホウ 2巻3号 大正2年3月1日 博文館

3-035 受験界 ジュケンカイ 27巻9-10号 昭和21年10月1日 受験界社

3-035 受験界 ジュケンカイ 28巻2-4号 昭和22年4月1日 受験界社

3-035 受験句報 ジュケンクホウ 8巻48号 昭和14年3月25日 欧文社

3-035 受験研究 ジュケンケンキュウ 2巻3集 昭和22年3月1日 警察時報社

3-035 受験研究 ジュケンケンキュウ 2巻8集 昭和22年8月1日 警察時報社

3-035 受験研究 ジュケンケンキュウ 3巻2集 昭和23年2月1日 警察時報社

3-035 受験研究 ジュケンケンキュウ 4巻9集 昭和24年9月1日 警察時報社

3-042 受験と準備 ジュケントジュンビ 19号-143号 昭和9年10月25日-昭和14年12月15日法制時報社 合本
9-017 出発 シュッパツ 3号 昭和22年4月1日 蒲郡文化協会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり

0-004
出版警察関係資料　解説・総
目次

シュッパンケイサツカンケイシリョウ　カイセツ・ソウモクジ　－ 昭和60年8月31日 不二出版
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0-064 出版情報 シュッパンジョウホウ 4号 昭和22年5月1日 日本情報社

0-064 出版情報 シュッパンジョウホウ 5号 昭和22年6月1日 日本情報社

0-064 出版情報 シュッパンジョウホウ 6号 昭和22年7月1日 日本情報社

0-064 出版情報 シュッパンジョウホウ 8号 昭和22年10月1日 日本情報社

0-064 出版情報 シュッパンジョウホウ 9号 昭和22年11月1日 日本情報社

0-064 出版情報 シュッパンジョウホウ 10号 昭和22年12月1日 日本情報社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 17号 昭和22年4月21日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 18号 昭和22年5月1日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 19号 昭和22年5月11日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 20号 昭和22年5月21日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 21号 昭和22年6月1日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 22号 昭和22年6月11日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 25号 昭和22年7月11日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 28号 昭和22年8月11日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 29号 昭和22年8月22日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 30号 昭和22年9月1日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 31号 昭和22年9月11日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 32号 昭和22年9月21日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 33号 昭和22年10月1日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 34号 昭和22年10月11日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 35号 昭和22年10月21日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 36号 昭和22年11月1日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 37号 昭和22年11月11日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 38号 昭和22年11月21日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 40号 昭和22年12月11日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 41号 昭和22年12月21日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 45号 昭和23年2月1日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 46号 昭和23年2月11日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 47号 昭和23年2月21日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 48号 昭和23年3月1日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 49号 昭和23年3月11日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 50号 昭和23年3月21日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 51号 昭和23年4月1日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 63号 昭和23年8月1日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 83号 昭和24年2月21日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 86号 昭和24年3月21日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 93号 昭和24年6月1日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 94号 昭和24年6月11日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 95号 昭和24年6月21日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 96号 昭和24年7月1日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 101号 昭和24年8月21日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 102号 昭和24年9月1日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 103号-104号 昭和24年9月11日 日本出版配給株式会社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 105号 昭和24年10月1日 株式会社出版ニュース社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 108号 昭和24年11月1日 株式会社出版ニュース社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 112号 昭和24年12月11日 株式会社出版ニュース社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 113号 昭和24年12月21日 株式会社出版ニュース社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 115号 昭和25年1月21日 株式会社出版ニュース社

0-064 出版ニュース シュッパンニュース 43号-44号 昭和23年1月11・21日日本出版配給株式会社

3-006
出版物を通じて見たる思想
界の現状及思想対策概論

シュッパンブツヲツウジテミタルシソウカイノゲンジョウオヨビシソウタイサクガイロン119号 昭和0年10月 海軍省教育局

0-069 出版文化 シュッパンブンカ 131号-265号 昭和20年12月21日-昭和26年4月1日社団法人日本出版協会
131号-265号及び昭和26年4月1
日付け特報まで合本

3-021 ジュリスト ジュリスト no.112 昭和31年8月15日 株式会社有斐閣

3-021 ジュリスト ジュリスト no.113 昭和31年9月1日 株式会社有斐閣

3-021 ジュリスト ジュリスト no.130 昭和32年5月15日 株式会社有斐閣

3-021 ジュリスト ジュリスト 1957年9月1日号記載無し 株式会社有斐閣 表紙破損
3-021 ジュリスト ジュリスト no.254 昭和37年7月15日 株式会社有斐閣

3-021 ジュリスト ジュリスト no.329 昭和40年9月1日 株式会社有斐閣

3-021 ジュリスト　内容総索引 ジュリスト　ナイヨウソウサクイン1号-300号 昭和39年7月31日 株式会社有斐閣

6-005 狩猟界 シュリョウカイ 1巻1-7号 昭和32年6月1日-昭和32年12月1日誠文堂新光社

9-072 春夏秋冬 シュンカシュウトウ 4号 昭和36年4月20日 春夏秋冬の会

3-002 旬刊　時事特輯 シュンカン　ジジトクシュウ140号 昭和17年10月1日 大阪新聞社

3-003 旬刊ちから シュンカンチカラ 4月1日号 昭和20年4月1日 大日本産業報國會 印字擦れ
3-003 旬刊ちから シュンカンチカラ 4月11日号 昭和20年4月11日 大日本産業報國會

3-003 旬刊ちから シュンカンチカラ 4月21日号 昭和20年4月21日 大日本産業報國會

3-003 旬刊ちから シュンカンチカラ 5月1日号 昭和20年5月1日 大日本産業報國會

3-003 旬刊ちから シュンカンチカラ 5月11日号 昭和20年5月11日 大日本産業報國會

3-003 旬刊ちから シュンカンチカラ 5月21日号 昭和20年5月21日 大日本産業報國會

3-003 旬刊ちから シュンカンチカラ 6月1日号 昭和20年6月1日 大日本産業報國會

3-003 旬刊ちから シュンカンチカラ 6月11日号 昭和20年6月11日 大日本産業報國會

3-003 旬刊ちから シュンカンチカラ 6月21日号 昭和20年6月21日 大日本産業報國會

3-003 旬刊ちから シュンカンチカラ 7月11日号 昭和20年7月11日 大日本産業報國會

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.2 昭和21年2月20日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.3 昭和21年3月10日 東西出版社 3冊あり、内1冊表紙・裏表紙紛
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.4 昭和21年3月20日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.5 昭和21年3月30日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.6 昭和21年4月10日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.7 昭和21年4月30日 東西出版社



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.8 昭和21年5月31日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.9 昭和21年6月10日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.10 昭和21年6月25日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.11 昭和21年7月10日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.12 昭和21年7月25日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.13 昭和21年8月10日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.14 昭和21年8月25日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.15 昭和21年9月10日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.19 昭和21年11月25日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.20 昭和22年1月1日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.22 昭和22年1月25日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.26 昭和22年5月20日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.27 昭和22年6月15日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.28 昭和22年7月20日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.29 昭和22年8月30日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.30 昭和22年9月25日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.31 昭和22年10月25日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.33 昭和22年12月5日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.34 昭和23年1月1日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.35 昭和23年1月20日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.37 昭和23年2月25日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.24 昭和23年3月5日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.38 昭和23年3月15日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.39 昭和23年3月25日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.40 昭和23年4月5日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.41 昭和23年5月1日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース 　－ 昭和23年5月15日 東西出版社 日米探偵小説傑作集
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.42 昭和23年5月15日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　4冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.43 昭和23年5月25日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.44 昭和23年7月1日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.45 昭和23年7月20日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース 増刊2号 昭和23年9月10日 東西出版社 読物特集号               2冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.46 昭和23年9月20日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.47 昭和23年10月15日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.48 昭和23年11月1日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.49 昭和23年11月15日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.50 昭和24年1月1日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　4冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.51 昭和24年1月15日 東西出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.52 昭和24年2月10日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.53 昭和24年3月25日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.54 昭和24年4月10日 東西出版社

0-054 旬刊ニュース シュンカンニュース no.55 昭和24年5月10日 東西出版社

0-075 旬刊読売 ジュンカンヨミウリ 10巻7号 昭和27年3月1日 読売新聞社

0-075 旬刊読売 ジュンカンヨミウリ 10巻13号 昭和27年5月1日 読売新聞社

0-041 春秋 シュンジュウ 不明 大正3年1月1日 春秋倶楽部

0-041 春秋 シュンジュウ 2巻6号 昭和3年6月1日 春秋書院

0-041 春秋 シュンジュウ 2巻8号 昭和35年1月20日 春秋社

9-009 純粹詩 ジュンスイシ no.2 昭和21年4月1日 純粹詩社

9-009 純粹詩 ジュンスイシ no.3 昭和21年5月1日 純粹詩社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 純粹詩 ジュンスイシ no.4 昭和21年6月1日 純粹詩社

9-009 純粹詩 ジュンスイシ no.5 昭和21年7月1日 純粹詩社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 純粹詩 ジュンスイシ no.6 昭和21年8月10日 純粹詩社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 純粹詩 ジュンスイシ no.7 昭和21年9月1日 純粹詩社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 純粹詩 ジュンスイシ no.8 昭和21年10月1日 純粹詩社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 純粹詩 ジュンスイシ no.9 昭和21年11月1日 純粹詩社

9-009 純粹詩 ジュンスイシ no.10 昭和21年12月1日 純粹詩社

9-009 純粹詩 ジュンスイシ 2巻1号 昭和22年1月1日 純粹詩社

9-009 純粹詩 ジュンスイシ 2巻2号 昭和22年2月1日 純粹詩社

9-009 純粹詩 ジュンスイシ 2巻3号 昭和22年3月1日 純粹詩社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 純粹詩 ジュンスイシ 2巻4号 昭和22年4月1日 純粹詩社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 純粹詩 ジュンスイシ 2巻5号 昭和22年5月1日 純粹詩社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 純粹詩 ジュンスイシ 2巻6号 昭和22年6月1日 純粹詩社

9-009 純粹詩 ジュンスイシ 2巻7号 昭和22年7月1日 純粹詩社

9-009 純粹詩 ジュンスイシ 2巻8号 昭和22年8月1日 純粹詩社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 純粹詩 ジュンスイシ 2巻9号 昭和22年9月1日 純粹詩社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 純粹詩 ジュンスイシ 2巻10号 昭和22年10月1日 純粹詩社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 純粹詩 ジュンスイシ 2巻11号 昭和22年11月1日 純粹詩社

9-009 純粹詩 ジュンスイシ 2巻11号 昭和22年11月1日 純粹詩社

9-009 純粹詩 ジュンスイシ 2巻12号 昭和22年11月1日 純粹詩社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 純粹詩 ジュンスイシ 3巻1号 昭和23年1月1日 純粹詩社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 純粹詩 ジュンスイシ 3巻2号 昭和23年3月1日 市民書肆 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 純粹詩 ジュンスイシ 3巻3号 昭和23年5月1日 市民書肆 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 純粹詩 ジュンスイシ 7月号 昭和23年7月1日 市民書肆 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-009 純粹詩 ジュンスイシ 3巻5号 昭和23年8月1日 市民書肆

9-017 春燈 シュントウ 1巻4号 昭和21年4月1日 春燈社

9-017 春燈 シュントウ 1巻6号 昭和21年6月1日 春燈社

9-017 春燈 シュントウ 1巻7号 昭和21年7月1日 春燈社

9-010 序 ジョ 10集 昭和34年6月25日 「序」編集所

3-033 初一国民教育 ショイチコクミンキョウイク1巻2号 昭和16年5月1日 国民教育図書株式会社
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3-033 初一国民教育 ショイチコクミンキョウイク1巻3号 昭和16年6月1日 国民教育図書株式会社

3-033 初一国民教育 ショイチコクミンキョウイク1巻4号 昭和16年7月1日 国民教育図書株式会社

3-033 初一国民教育 ショイチコクミンキョウイク1巻6号 昭和16年9月1日 国民教育図書株式会社

3-033 初一国民教育 ショイチコクミンキョウイク1巻7号 昭和16年10月1日 国民教育図書株式会社

3-033 初一国民教育 ショイチコクミンキョウイク2巻1号 昭和17年1月1日 国民教育図書株式会社

3-033 初一国民教育 ショイチコクミンキョウイク2巻2号 昭和17年2月1日 国民教育図書株式会社

3-033 初一国民教育 ショイチコクミンキョウイク2巻3号 昭和17年3月1日 国民教育図書株式会社

2-003 松陰読本 ショウインドクホン 3巻4号（通巻第18号）大正10年10月1日昭和12年1月20日 合資会社建設社

3-035 生涯教育 ショウガイキョウイク 　－ 昭和56年6月15日 大蔵省印刷局

6-007 紹介全国民間放送 ショウカイゼンコクミンカンホウソウ　－ 記載なし 社団法人日本民間放送連盟

3-035 小学5年の学習 ショウガクゴネンノガクシュウ1号 昭和22年4月5日 学習研究社

3-035 小学5年の学習 ショウガクゴネンノガクシュウ2巻2号 昭和22年5月5日 学習研究社

9-088 小学さくぶん ショウガクサクブン 30号 昭和31年1月1日 作文の会

9-088 小学さくぶん ショウガクサクブン 40号 昭和31年12月1日 作文の会

0-075 小学三年生 ショウガクサンネンセイ 2巻2号 昭和22年5月1日 株式会社小学館

3-035 小学6年学習の友 ショウガクロクネンガクシュウノトモ1巻2号 昭和22年5月5日 二葉書店

3-035 小学校 ショウガッコウ 6号 大正2年6月15日 株式会社同文館

0-070 昭産 ショウサン 復刊1号(45号) 昭和21年12月10日 昭和産業株式会社庶務課 合本：47号欠
9-010 上州詩人 ジョウシュウシジン 26 昭和25年6月26日 上州詩人社

9-010 上州詩人 ジョウシュウシジン 28 昭和28年12月1日 上州詩人社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-010 上州詩人 ジョウシュウシジン 31 昭和32年12月1日 上州詩人社

9-010 上州詩人 ジョウシュウシジン 32 昭和33年10月3日 上州詩人社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-010 上州詩人 ジョウシュウシジン 33 昭和34年8月20日 上州詩人社

9-010 上州詩人 ジョウシュウシジン 34 昭和35年8月30日 上州詩人社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-010 上州詩人 ジョウシュウシジン 36 1962年7月1日 上州詩人社

9-064 少女愛国読本 ショウジョアイコクドクホン　－ 昭和12年12月10日 大日本雄弁会講談社

9-065 少女画報 ショウジョガホウ 12年10号 大正12年10月1日 東京社

9-064 少女倶楽部 ショウジョクラブ 22巻8号 昭和19年8月1日 大日本雄弁会講談社

9-064 少女倶楽部 ショウジョクラブ 22巻10号 昭和19年10月1日 大日本雄弁会講談社

9-064 少女倶楽部 ショウジョクラブ 22巻11号 昭和19年11月1日 大日本雄弁会講談社

9-064 少女倶楽部 ショウジョクラブ 22巻12号 昭和19年12月1日 大日本雄弁会講談社

9-064 少女倶楽部 ショウジョクラブ 23巻1号 昭和20年1月1日 大日本雄弁会講談社

9-064 少女倶楽部 ショウジョクラブ 23巻7号 昭和20年10月1日 大日本雄弁会講談社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-064 少女倶楽部 ショウジョクラブ 24巻1号 昭和21年1月1日 大日本雄弁会講談社

9-064 少女クラブ ショウジョクラブ 25巻4号 昭和22年4月1日 大日本雄弁会講談社

9-064 少女の友 ショウジョノトモ 14巻6号 大正10年6月1日 実業之日本社 裏表紙なし
9-064 少女の友 ショウジョノトモ 38巻3号 昭和20年3月1日 実業之日本社

9-055 小説界 ショウセツカイ 1巻2号 昭和23年7月1日 小説界社

9-055 小説界 ショウセツカイ 2巻3号 昭和24年6月1日 小説界社

9-055 小説界 ショウセツカイ 2巻5号 昭和24年8月1日 小説界社

9-055 小説界 ショウセツカイ 2巻6号 昭和24年12月1日 小説界社

9-060 小説季刊文潮 ショウセツキカンブンチョウ3輯 昭和24年7月10日 文潮社

9-093 小説教材の作品論的研究 ショウセツキョウザイノサクヒンロンテキケンキュウ　－ 昭和58年5月30日 教育出版株式会社

9-035 小説公園 ショウセツコウエン 2号 昭和25年4月1日 株式会社　六興出版社

9-035 小説公園 ショウセツコウエン 1巻3号 昭和25年5月1日 株式会社　六興出版社

9-035 小説公園 ショウセツコウエン 1巻4号 昭和25年7月1日 株式会社　六興出版社

9-035 小説公園 ショウセツコウエン 1巻5号 昭和25年8月1日 株式会社　六興出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-035 小説公園 ショウセツコウエン 1巻6号 昭和25年9月1日 株式会社　六興出版社

9-035 小説公園 ショウセツコウエン 1巻8号 昭和25年11月1日 株式会社　六興出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-035 小説公園 ショウセツコウエン 2巻1号 昭和26年1月1日 株式会社　六興出版社

9-035 小説公園 ショウセツコウエン 2巻3号 昭和26年3月1日 株式会社　六興出版社

9-035 小説公園 ショウセツコウエン 2巻4号 昭和26年4月1日 株式会社　六興出版社

9-035 小説公園 ショウセツコウエン 2巻5号 昭和26年5月1日 株式会社　六興出版社

9-035 小説公園 ショウセツコウエン 2巻6号 昭和26年6月1日 株式会社　六興出版社

9-035 小説公園 ショウセツコウエン 2巻8号 昭和26年8月1日 株式会社　六興出版社

9-035 小説公園 ショウセツコウエン 2巻11号 昭和26年10月10日 株式会社　六興出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-035 小説公園 ショウセツコウエン 2巻12号 昭和26年11月1日 株式会社　六興出版社

9-035 小説公園 ショウセツコウエン 3巻4号 昭和27年4月1日 株式会社　六興出版社

9-035 小説公園 ショウセツコウエン 3巻6号 昭和27年6月1日 株式会社　六興出版社

9-035 小説公園 ショウセツコウエン 4巻1号 昭和28年1月1日 株式会社　六興出版社

9-035 小説公園 ショウセツコウエン 3巻10号 昭和28年8月10日 株式会社　六興出版社

9-035 小説公園 ショウセツコウエン 9巻5号 昭和33年4月15日 株式会社六興・出版部

9-054 小説春秋 ショウセツシュンジュウ 3巻4号 昭和32年2月15日 株式会社桃園書房

9-024 小説新潮 ショウセツシンチョウ 1巻2号 昭和22年10月1日 新潮社

9-024 小説新潮 ショウセツシンチョウ 1巻3号 昭和22年11月1日 新潮社

9-024 小説新潮 ショウセツシンチョウ 2巻3号 昭和23年3月1日 新潮社

9-024 小説新潮 ショウセツシンチョウ 2巻9号 昭和23年9月1日 新潮社

9-024 小説新潮 ショウセツシンチョウ 2巻10号 昭和23年10月1日 新潮社

9-024 小説新潮 ショウセツシンチョウ 2巻11号 昭和23年11月1日 新潮社

9-024 小説新潮 ショウセツシンチョウ 3巻4号 昭和24年4月1日 新潮社

9-024 小説新潮 ショウセツシンチョウ 3巻6号 昭和24年5月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-024 小説新潮 ショウセツシンチョウ 3巻10号 昭和24年9月1日 新潮社

9-024 小説新潮 ショウセツシンチョウ 3巻11号 昭和24年10月1日 新潮社

9-024 小説新潮 ショウセツシンチョウ 5巻1号 昭和26年1月1日 新潮社

9-024 小説新潮 ショウセツシンチョウ 5巻11号 昭和26年9月1日 新潮社

9-024 小説新潮 ショウセツシンチョウ 8巻5号 昭和29年4月1日 新潮社

9-024 小説新潮 ショウセツシンチョウ 9巻4号 昭和30年3月1日 新潮社

9-024 小説新潮 ショウセツシンチョウ 10巻9号 昭和31年7月1日 新潮社

9-024 小説新潮 ショウセツシンチョウ 11巻8号 昭和32年6月1日 新潮社
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-054 小説新聞 ショウセツシンブン 6号 昭和22年5月1日 小説新聞社

0-067 小説迫る国難 ショウセツセマルコクナン　－ 昭和10年1月1日 新潮社 日の出新年号第一付録
0-020 小説中央公論 ショウセツチュウオウコウロン2巻1号 昭和36年1月1日 中央公論社 第2号　　　　冬季号
0-020 小説中央公論 ショウセツチュウオウコウロン2巻2号 昭和36年4月1日 中央公論社 第3号　　　　春季号
0-020 小説中央公論 ショウセツチュウオウコウロン2巻3号 昭和36年7月15日 中央公論社 第4号　　　　夏季号
0-020 小説中央公論 ショウセツチュウオウコウロン4巻9号 昭和38年10月1日 中央公論社 第19号
9-072 小説文化 ショウセツブンカ 1巻9号 昭和17年10月1日 小説文化社

7-011 松竹百年記念六月大歌舞伎 ショウチクヒャクネンキネンロクガツダイカブキ　－ 記載なし 記載なし

9-055 象徴 ショウチョウ 1巻2号 昭和2年9月1日 象徴社

9-055 象徴 ショウチョウ 2号 昭和22年1月20日 福村書店

9-055 象徴 ショウチョウ 4 昭和23年3月10日 福村書店

3-023 商店界 ショウテンカイ 1巻3号 昭和21年10月1日 株式會社商店界社

3-026 商店界 ショウテンカイ 2巻1号 昭和21年11月16日 株式會社商店界社

3-023 商店界 ショウテンカイ 1巻4号 昭和21年11月30日 株式會社商店界社

3-023 商店界 ショウテンカイ 2巻1号 昭和22年1月20日 株式會社商店界社

0-041 小天地 ショウテンチ 1巻2号 昭和21年4月1日 株式会社平凡社

0-041 小天地 ショウテンチ 1巻3号 昭和21年5月1日 株式会社平凡社

9-054 小天地 ショウテンチ 1巻3号 昭和21年5月1日 株式会社平凡社

0-041 小天地 ショウテンチ 1巻5号 昭和21年7月1日 株式会社平凡社

0-041 小天地 ショウテンチ 1巻6号 昭和21年8月1日 株式会社平凡社

0-041 小天地 ショウテンチ 1巻8号 昭和21年10月1日 株式会社平凡社

9-064 少年 ショウネン 1巻2号 昭和21年12月1日 株式会社光文社

9-064 少年 ショウネン 2巻1号 昭和22年1月1日 株式会社光文社

9-064 少年 ショウネン 2巻2号 昭和22年2月1日 株式会社光文社

9-064 少年 ショウネン 2巻3号 昭和22年3月1日 株式会社光文社

9-064 少年 ショウネン 2巻4号 昭和22年4月1日 株式会社光文社

9-064 少年 ショウネン 2巻5号 昭和22年5月1日 株式会社光文社

0-060 少年朝日 ショウネンアサヒ 11巻17号 昭和24年9月1日 朝日新聞社

0-060 少年朝日 ショウネンアサヒ 11巻19号 昭和24年10月1日 朝日新聞社

0-060 少年朝日 ショウネンアサヒ 11巻20号 昭和24年10月15日 朝日新聞社

0-060 少年朝日 ショウネンアサヒ 11巻21号 昭和24年11月1日 朝日新聞社

0-060 少年朝日 ショウネンアサヒ 11巻22号 昭和24年11月15日 朝日新聞社

0-060 少年朝日 ショウネンアサヒ 11巻23号 昭和24年12月1日 朝日新聞社

0-060 少年朝日 ショウネンアサヒ 11巻24号 昭和24年12月15日 朝日新聞社

0-060 少年朝日 ショウネンアサヒ 12巻2号 昭和25年1月15日 朝日新聞社

0-060 少年朝日 ショウネンアサヒ 12巻3号 昭和25年2月1日 朝日新聞社

9-064 少年園 ショウネンエン 1巻2号 明治21年11月18日 少年園

9-064 少年園 ショウネンエン 1巻3号 明治21年12月3日 少年園

9-064 少年園 ショウネンエン 1巻4号 明治21年12月18日 少年園

9-064 少年園 ショウネンエン 1巻5号 明治22年1月3日 少年園

9-064 少年園 ショウネンエン 1巻6号 明治22年1月18日 少年園

9-064 少年園 ショウネンエン 1巻7号 明治22年2月3日 少年園

9-064 少年園 ショウネンエン 1巻8号 明治22年2月18日 少年園

9-064 少年園 ショウネンエン 1巻9号 明治22年3月3日 少年園

9-064 少年園 ショウネンエン 1巻11号 明治22年4月3日 少年園

9-064 少年園 ショウネンエン 1巻12号 明治22年4月18日 少年園

9-064 少年界 ショウネンカイ 8巻13号 明治42年1月15日 金港堂書籍株式会社 臨時増刊立身譚
9-065 少年倶楽部 ショウネンクラブ 2巻 明治30年2月15日 北隆舘

9-065 少年倶楽部 ショウネンクラブ 32巻7号 昭和20年10月1日 大日本雄弁会講談社

9-065 少年倶楽部 ショウネンクラブ 32巻8号 昭和20年12月1日 大日本雄弁会講談社

9-065 少年倶楽部 ショウネンクラブ 33巻1号 昭和21年1月1日 大日本雄弁会講談社

5-011 少年工作 ショウネンコウサク 5月号 昭和22年5月1日 株式会社　科学教材社

5-011 少年工作 ショウネンコウサク 7月号 昭和22年7月1日 株式会社　科学教材社

5-011 少年工作 ショウネンコウサク 9月号 昭和22年9月1日 株式会社　科学教材社

5-011 少年工作 ショウネンコウサク 新年号 昭和23年1月1日 株式会社　科学教材社

9-064 少年少女 ショウネンショウジョ 1巻6号 昭和23年7月1日 中央公論社

9-064 少年少女 ショウネンショウジョ 1巻8号 昭和23年10月1日 中央公論社

9-064 少年少女 ショウネンショウジョ 2巻4号 昭和24年4月1日 中央公論社

9-064 少年少女 ショウネンショウジョ 4巻9号 昭和26年9月1日 中央公論社

0-060 少年新報 ショウネンシンポウ no.304 昭和7年3月1日 少年禁酒軍

0-060 少年新報 ショウネンシンポウ no.305 昭和7年4月1日 少年禁酒軍

0-060 少年新報 ショウネンシンポウ no.306 昭和7年5月1日 少年禁酒軍

0-060 少年新報 ショウネンシンポウ no.307 昭和7年6月1日 少年禁酒軍

9-064 少年世界 ショウネンセカイ 8巻2号 明治35年1月10日 博文館

9-064 少年世界 ショウネンセカイ 10巻2号 明治37年1月10日 博文館

9-064 少年文学 ショウネンブンガク 2巻3号 昭和16年6月1日 少年文学社

9-065 少年文庫 ショウネンブンコ 10巻4号 昭和22年4月1日 鳳文書林

9-065 少年文武 ショウネンブンブ 1年3冊 明治23年3月15日 張弛舘

9-065 少年文武 ショウネンブンブ 1年6冊 明治23年6月15日 張弛舘

3-022 少年保護 ショウネンホゴ 8巻12号 昭和18年12月1日 財団法人司法保護協会

0-060 少年読売 ショウネンヨミウリ 2巻3号 昭和22年4月1日 読売新聞社

0-060 少年読売 ショウネンヨミウリ 2巻5号 昭和22年7月1日 読売新聞社

4-008
傷病名からみた歯科領域に
おける抗生剤の使い方14

ショウビョウメイカラミタシカリョウイキニオケルコウセイザイノツカイカタ14　－ 昭和53年4月 東京都歯科医師会

0-084 逍遥遺稿 ショウヨウイコウ 正編 明治28年11月16日 記載無し

0-084 逍遥遺稿 ショウヨウイコウ 外編 明治28年11月17日 記載無し

9-093 常用漢字表 ジョウヨウカンジヒョウ 　－ 昭和59年12月10日 大蔵省印刷局

3-008 昭和 ショウワ 6巻2号 昭和10年2月1日 昭和靑年會

9-015 昭和歌人録 ショウワカジンロク 4輯 昭和26年4月1日 全日本歌人協会
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0-004
昭和年間芸能文化人忌辰録
日牌

ショウワネンカンゲイノウブンカジンキシンロクニッピ　－ 昭和34年8月1日 郷土新風社

0-070 昭和文学全集 ショウワブンガクゼンシュウ9号-58号 昭和27年11月-昭和30年5月角川書店

4-006 昭和45年度事業報告書 ショウワヨンジュウゴネンドジギョウホウコクショ　－ 記載無し 財団法人　東京動物園協会

0-004 書宴 ショエン no.22 昭和60年2月1日 芳雅堂書店

0-004 書宴 ショエン no.24 昭和60年5月30日 芳雅堂書店

0-004 書宴 ショエン no.98 平成14年11月30日 芳雅堂書店

0-061 女学生 ジョガクセイ 8巻2号 昭和22年3月1日 合資会社女学生社

7-003 書鑑 ショカン 1巻2号 昭和21年12月10日 駸々堂

7-003 書鑑 ショカン 1巻3号 昭和22年3月25日 駸々堂

7-003 書鑑 ショカン 4号 昭和22年6月25日 駸々堂

7-003 書鑑 ショカン 21号 昭和25年1月1日 駸々堂

7-003 書鑑 ショカン 22号 昭和25年2月1日 駸々堂

4-003 初級数学 ショキュウスウガク 11巻4号 昭和17年7月1日 東京研究社

3-009 昭徳 ショクトク 5巻1号 昭和15年2月20日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 5巻2号 昭和15年3月25日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 5巻4号 昭和15年5月20日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 5巻5号 昭和15年6月10日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 5巻6号 昭和15年7月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 5巻7号 昭和15年8月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 5巻8号 昭和15年9月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 5巻11号 昭和15年12月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 6巻2号 昭和16年2月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 6巻3号 昭和16年3月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 6巻4号 昭和16年4月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 6巻5号 昭和16年5月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 6巻6号 昭和16年6月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 6巻7号 昭和16年7月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 6巻8号 昭和16年8月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 6巻9号 昭和16年9月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 6巻10号 昭和16年10月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 7巻1号 昭和17年1月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 7巻2号 昭和17年2月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 7巻3号 昭和17年3月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 7巻4号 昭和17年4月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 7巻5号 昭和17年5月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 7巻6号 昭和17年6月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 7巻7号 昭和17年7月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 7巻8号 昭和17年8月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 7巻9号 昭和17年9月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 7巻10号 昭和17年10月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 7巻11号 昭和17年11月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 7巻12号 昭和17年12月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 8巻1号 昭和18年1月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 8巻2号 昭和18年2月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 8巻3号 昭和18年3月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 8巻4号 昭和18年4月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 8巻5号 昭和18年5月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-009 昭徳 ショクトク 8巻6号 昭和18年6月1日 財團法人司法保護協會出版部

3-008 昭徳会報 ショクトクカイホウ 2巻12号 昭和12年11月20日 財團法人昭德會

3-008 昭徳会報 ショクトクカイホウ 4巻9号 昭和14年9月15日 財團法人昭德會出版部

6-003 食と生活 ショクトセイカツ １巻3号 昭和21年7月1日 食と生活社

6-003 食と生活 ショクトセイカツ 1巻4号 昭和21年8月15日 食と生活社

6-003 食と生活 ショクトセイカツ 3巻7号 昭和23年7月1日 白龍社

9-010 植物祭 ショクブツサイ 3 昭和38年7月1日 植物祭編集部 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-010 植物祭 ショクブツサイ 4 昭和38年10月1日 植物祭編集部 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-004 書斎 ショサイ 3巻2号 昭和14年2月1日 三省堂

0-004 書斎 ショサイ 3巻3号 昭和14年3月1日 三省堂

0-004 書斎 ショサイ 3巻4号 昭和14年4月1日 三省堂

0-004 書斎 ショサイ 3巻5号 昭和14年5月1日 三省堂

0-004 書斎 ショサイ 3巻6号 昭和14年6月1日 三省堂

0-004 書斎 ショサイ 3巻7号 昭和14年7月1日 三省堂

0-004 書斎 ショサイ 3巻11号 昭和14年11月1日 三省堂

0-004 書斎 ショサイ 6巻1号 昭和17年1月1日 三省堂

0-004 書斎の窓 ショサイノマド no.88 昭和36年2月1日 有斐閣

0-004 書誌 ショシ 2年1冊 大正15年11月1日 文苑閣假事務所

9-088 書品 ショシナ 7号 昭和25年7月1日 東洋書道協会

0-003 「女性」総目次 ジョセイ ソウモクジ 　－ 昭和57年12月3日 雑誌研究会

9-010 女性詩 ジョセイシ 1巻2号 昭和21年5月25日 女性詩発行所

9-010 女性詩 ジョセイシ v.2 no.3 昭和26年6月1日 日本女詩人会

9-010 女性詩 ジョセイシ v.2 no.4 1952年1月15日 日本女詩人会

3-037 女性と経験 ジョセイトケイケン 2号 昭和31年6月15日 民族学研究所内　女性民俗学研究会

3-037 女性と経験 ジョセイトケイケン 3号 昭和31年8月18日 民族学研究所内　女性民俗学研究会

3-037 女性と経験 ジョセイトケイケン 4号 昭和31年11月10日 民族学研究所内　女性民俗学研究会

3-037 女性と経験 ジョセイトケイケン 5-6合併号 昭和32年3月17日 民族学研究所内　女性民俗学研究会

3-037 女性と経験 ジョセイトケイケン 2巻1号 昭和32年6月18日 「女性と経験」編集部

3-037 女性と経験 ジョセイトケイケン 2巻2号 昭和32年8月18日 「女性と経験」編集部

3-037 女性と経験 ジョセイトケイケン 2巻3号 昭和32年10月20日 「女性と経験」編集部

3-037 女性と経験 ジョセイトケイケン 2巻4号 昭和32年12月15日 「女性と経験」編集部
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3-037 女性と経験 ジョセイトケイケン 2巻5号 昭和33年2月22日 「女性と経験」編集部

3-037 女性と経験 ジョセイトケイケン 2巻6号 昭和33年5月20日 「女性と経験」編集部

3-037 女性と経験 ジョセイトケイケン 3巻1号 昭和33年8月20日 「女性と経験」編集部

3-037 女性と経験 ジョセイトケイケン 3巻2号 昭和34年4月20日 「女性と経験」編集部

3-037 女性と経験 ジョセイトケイケン 3巻3号 昭和34年9月20日 「女性と経験」編集部

0-004 書窓 ショソウ 4巻3号 昭和12年4月15日 アオイ書房

0-004 書痴往来 ショチオウライ 1巻2号 昭和31年4月15日 書痴往来社

0-004 書痴往来 ショチオウライ 1巻3号 昭和31年7月15日 書痴往来社

0-004 書痴往来 ショチオウライ 1巻4号 昭和31年10月15日 書痴往来社

0-004 書痴往来 ショチオウライ 2巻1号 昭和32年2月5日 書痴往来社

0-004 書痴往来 ショチオウライ 2巻2号 昭和32年6月1日 書痴往来社

0-004 書痴往来 ショチオウライ 2巻3号 昭和32年9月5日 書痴往来社

0-004 書痴往来 ショチオウライ 2巻4号 昭和32年12月20日 書痴往来社

0-004 書痴往来 ショチオウライ 3巻1号 昭和33年4月10日 書痴往来社

9-093 初等科の法文学習 ショトウカノブンポウガクシュウ　－ 1988年6月15日 学習院初等科

3-034 初等教育 ショトウキョウイク 6巻2号 大正2年2月1日 初等教育会

3-034 初等教育研究雑誌　小学校 ショトウキョウイクケンキュウザッシ　ショウガッコウ12巻3号 明治44年11月5日 同文館

0-003 書評 ショヒョウ 2巻1号 昭和22年1月1日 日本出版協会                               2冊あり
0-003 書評 ショヒョウ 2巻2号 昭和22年3月1日 日本出版協会                               2冊あり
0-003 書評 ショヒョウ 4号 昭和22年5月1日 日本出版協会                               2冊あり
0-003 書評 ショヒョウ 5号 昭和22年7月1日 日本出版協会                               2冊あり
0-003 書評 ショヒョウ 6号 昭和22年9月1日 日本出版協会                               2冊あり
0-003 書評 ショヒョウ 7号 昭和22年10月1日 日本出版協会                               2冊あり
0-003 書評 ショヒョウ 8号 昭和22年11月1日 日本出版協会                               2冊あり
0-003 書評 ショヒョウ 9号 昭和22年12月1日 日本出版協会                               2冊あり
0-003 書評 ショヒョウ 10号 昭和23年1月1日 日本出版協会                               2冊あり
0-003 書評 ショヒョウ 3巻2号 昭和23年2月1日 日本出版協会                               2冊あり
0-003 書評 ショヒョウ 3巻3号 昭和23年3月1日 日本出版協会                               2冊あり
0-003 書評 ショヒョウ 3巻4号 昭和23年4月1日 日本出版協会                               2冊あり
0-003 書評 ショヒョウ 3巻5号 昭和23年5月1日 日本出版協会

0-003 書評 ショヒョウ 3巻6号 昭和23年6月1日 日本出版協会

0-003 書評 ショヒョウ 3巻7号 昭和23年7月1日 日本出版協会

0-003 書評 ショヒョウ 3巻9号 昭和23年9月1日 日本出版協会

0-003 書評 ショヒョウ 3巻10号 昭和23年10月1日 日本出版協会                               2冊あり
0-003 書評 ショヒョウ 3巻11号 昭和23年11月1日 日本出版協会

0-003 書評 ショヒョウ 3巻12号 昭和23年12月1日 日本出版協会                               2冊あり
0-003 書評 ショヒョウ 4巻1号 昭和24年1月1日 日本出版協会

0-003 書評 ショヒョウ 4巻2号 昭和24年2月1日 日本出版協会

0-003 書評 ショヒョウ 4巻5号 昭和24年5月1日 日本出版協会

0-004 書物愛 ショモツアイ 4号 大正15年11月10日 興文社

0-004 書物往来 ショモツオウライ 2冊 大正13年6月30日 従吾所好社

0-004 書物往来 ショモツオウライ 3冊 大正13年8月20日 従吾所好社

0-004 書物往来 ショモツオウライ 特別号 大正13年10月20日 従吾所好社

0-004 書物往来 ショモツオウライ 5冊 大正13年11月30日 従吾所好社

0-004 書物往来 ショモツオウライ 6冊 大正14年1月30日 従吾所好社

0-004 書物往来 ショモツオウライ 7冊 大正14年3月20日 従吾所好社

0-004 書物往来 ショモツオウライ 8冊 大正14年4月20日 従吾所好社

0-004 書物往来 ショモツオウライ 2年1号 大正14年5月25日 従吾所好社

0-004 書物往来 ショモツオウライ 2年2号 大正14年7月25日 従吾所好社

0-004 書物往来 ショモツオウライ 2年3号 大正14年8月25日 従吾所好社

0-004 書物往来 ショモツオウライ 2年4号 大正14年9月25日 従吾所好社

0-004 書物往来 ショモツオウライ 2年6号 大正14年12月3日 従吾所好社

0-004 書物往来 ショモツオウライ 3年1号 大正15年1月1日 従吾所好社

0-004 書物往来 ショモツオウライ 3年2号 大正15年2月5日 従吾所好社

0-004 書物往来 ショモツオウライ 3年3号 大正15年3月18日 従吾所好社

0-004 書物往来 ショモツオウライ 3年4号 大正15年4月14日 従吾所好社

0-004 書物往来 ショモツオウライ 3年5号 大正15年6月1日 従吾所好社

0-004 書物春秋 ショモツシュンジュウ 23号 昭和8年12月18日 書物春秋会

0-008 書物展望 ショモツテンボウ 3巻7号 昭和8年7月1日 書物展望社 表紙・裏表紙紛失
0-004 書物展望 ショモツテンボウ 14巻1号 昭和19年1月1日 書物展望社

0-004 書物展望 ショモツテンボウ 15巻1号 昭和23年6月1日 書物展望社 復刊号
0-004 書物展望 ショモツテンボウ 15巻2号 昭和23年10月15日 書物展望社

0-004 書物展望 ショモツテンボウ 16巻1号 昭和24年2月15日 書物展望社

0-004 書物展望 ショモツテンボウ 16巻2号 昭和24年4月10日 書物展望社

0-004 書物展望 ショモツテンボウ 16巻3号 昭和24年8月20日 書物展望社

0-004 書物展望 ショモツテンボウ 16巻4号 昭和24年12月20日 書物展望社

0-004 書物展望 ショモツテンボウ 17巻1号 昭和25年5月3日 書物展望社 3冊あり。内1部表紙の挿絵欠落
0-004 書物展望 ショモツテンボウ 17巻2号 昭和25年8月3日 書物展望社

0-004 書物展望 ショモツテンボウ 18巻1号 昭和26年1月25日 書物展望社

0-004 書物展望 ショモツテンボウ 18巻2号 昭和26年8月25日 書物展望社

9-072 女流 ジョリュウ 3号 昭和32年3月1日 女流の会

9-072 女流 ジョリュウ 4号 昭和32年6月1日 女流の会

9-072 女流 ジョリュウ 5号 昭和32年10月10日 女流の会

9-072 女流 ジョリュウ 6号 昭和33年1月1日 女流の会

9-072 女流 ジョリュウ 7号 昭和33年6月5日 女流の会

9-056 白樺 シラカバ 3巻11号 大正1年11月1日 記載なし 浦表紙破損
9-056 白樺 シラカバ 4巻8号 大正2年8月1日 洛陽堂

9-056 白樺 シラカバ 7巻3号 大正5年3月1日 洛陽堂

9-056 白樺 シラカバ 7巻11号 大正5年11月1日 洛陽堂
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9-056 白樺 シラカバ 9年3月号 大正7年3月1日 白樺社

9-056 白樺 シラカバ 9年4月号 大正7年4月1日 白樺社

9-056 白樺 シラカバ 9年9月号 大正7年9月1日 白樺社

9-056 白樺 シラカバ 10年4月号 大正8年4月1日 記載なし

9-056 白樺 シラカバ 2010年1月12日 大正8年12月1日 白樺社

9-056 白樺 シラカバ 12年2月号 大正10年2月1日 白樺社

9-072 しらかば シラカバ 3号 昭和12年7月25日 白樺社

9-072 白樺 シラカバ no.4 昭和12年8月25日 白樺会 

9-072 白樺 シラカバ no.5 昭和12年9月25日 白樺会 

9-072 白樺 シラカバ no.6 昭和12年10月25日 白樺会 

9-072 白樺 シラカバ no.13 昭和13年5月25日 白樺会 

9-072 白樺 シラカバ no.14 昭和13年6月25日 白樺会 

9-072 白樺 シラカバ no.15 昭和13年7月25日 白樺会 

9-072 白樺傑作謡詞集 シラカバケッサクヨウシシュウ　－ 昭和12年11月25日 白樺会 

9-093 資料漢字の書体 シリョウカンジノショタイ 　－ 昭和57年11月3日 大修館書店

9-088 詩林泝洄 シリンソカイ 3号 昭和36年11月30日 詩林泝洄社

9-088 詩林泝洄 シリンソカイ 4号 昭和37年3月31日 詩林泝洄社

9-088 詩林泝洄 シリンソカイ 5号 昭和37年8月31日 詩林泝洄社                               2冊あり
9-088 詩林泝洄 シリンソカイ 6号 昭和38年2月25日 詩林泝洄社

0-041 白鳩 シロハト 4巻7号 昭和14年7月7日 生長の家本部

0-071 斯論 シロン 1巻6号 大正6年10月1日 帝国連合青年会

2-001 史論 シロン 6集 昭和33年12月 東京女子大學學會　歴史學部會

0-041 時論 ジロン 1巻3号 昭和21年3月1日 株式会社大雅堂

0-041 時論 ジロン 1巻8-9号 昭和21年8月15日 株式会社大雅堂

0-041 時論 ジロン 2巻9号 昭和22年9月1日 時論社

0-048 時論 ジロン v.2 no.10 昭和22年10月1日 時論社

0-041 時論 ジロン 3巻1号 昭和23年1月1日 時論社

9-055 時論 ジロン ｖ.3 ｎo.1 昭和23年1月1日 時論社

4-002 新科学ペン シンカガクペン 2巻1号 昭和22年6月20日 新科学ペン社

0-008 新刊月報 シンカンゲッポウ 3巻9号 昭和8年6月20日 軍事教育社

0-004
新刊月報　作法文範・古今名
家　書翰文大集成

シンカンゲッポウ　サホウブンパン・コキンメイカ　ショカンブンダイシュウセイ4巻14号 1934年11月 合資会社　一元社

0-008 新刊弘報 シンカンコウホウ 16号 昭和18年11月21日 日本出版配給株式会社

0-008 新刊弘報 シンカンコウホウ 17号 昭和18年12月1日 日本出版配給株式会社

0-008 新刊弘報 シンカンコウホウ 18号 昭和18年12月11日 日本出版配給株式会社

0-008 新刊弘報 シンカンコウホウ 19号 昭和18年12月21日 日本出版配給株式会社

0-008 新刊弘報 シンカンコウホウ 12号 昭和19年1月1日 日本出版配給株式会社

0-008 新刊弘報 シンカンコウホウ 21号 昭和19年1月21日 日本出版配給株式会社

0-008 新刊弘報 シンカンコウホウ 22号 昭和19年2月1日 日本出版配給株式会社

0-008 新刊弘報 シンカンコウホウ 23号 昭和19年2月11日 日本出版配給株式会社

0-008 新刊弘報 シンカンコウホウ 24号 昭和19年2月21日 日本出版配給株式会社

0-008 新刊弘報 シンカンコウホウ 25号 昭和19年3月1日 日本出版配給株式会社

0-008 新刊弘報 シンカンコウホウ 26号 昭和19年3月11日 日本出版配給株式会社

0-008 新刊弘報 シンカンコウホウ 27号 昭和19年3月21日 日本出版配給株式会社

0-008 新刊弘報 シンカンコウホウ 29号 昭和19年4月11日 日本出版配給株式会社

2-002 新旧時代 シンキュウジダイ 1巻2号 大正14年3月30日 明治文化研究會

2-002 新旧時代 シンキュウジダイ 1巻3号 大正14年4月20日 明治文化研究會

2-002 新旧時代 シンキュウジダイ 1巻4号 大正14年5月30日 明治文化研究會

2-002 新旧時代 シンキュウジダイ 1巻5号 大正14年6月20日 明治文化研究會

2-002 新旧時代 シンキュウジダイ 1巻6号 大正14年8月20日 明治文化研究會

2-002 新旧時代 シンキュウジダイ 1巻7号 大正14年9月20日 明治文化研究會

2-002 新旧時代 シンキュウジダイ 1巻8号 大正14年10月20日 明治文化研究會

2-002 新旧時代 シンキュウジダイ 1巻9号 大正14年11月20日 明治文化研究會

2-002 新旧時代 シンキュウジダイ 1巻10号 大正14年12月20日 明治文化研究會

2-002 新旧時代 シンキュウジダイ 2巻6号 大正15年9月1日 明治文化研究會

3-034 新教育 シンキョウイク 1巻2号 昭和21年8月1日 新教育社

3-034 新教育 シンキョウイク 1巻3号 昭和21年9月1日 新教育社

3-034 新教育 シンキョウイク 1巻4-5号 昭和21年11月1日 新教育社

3-034 新教育 シンキョウイク 1巻6号 昭和21年12月1日 新教育社

3-034 新教育 シンキョウイク 1巻7号 昭和22年2月1日 新教育社

3-034 新教育 シンキョウイク 1巻8号 昭和22年3月1日 新教育社

9-055 新芸術 シンゲイジュツ 3巻10号 昭和18年10月1日 日本大学芸術科

9-056 進撃 シンゲキ 4巻2号 昭和8年2月5日 大衆日本社

9-055 新現実 シンゲンジツ 2巻2号 昭和24年2月1日 新現実社

9-055 新現実 シンゲンジツ 2巻3号 昭和24年3月1日 新現実社

9-055 新現実 シンゲンジツ 2巻4号 昭和24年4月1日 新現実社

3-035 人権尊重の教育の推進 ジンケンソンチョウノキョウイクノスイシン4集 昭和48年3月25日 東京都教育庁指導部指導企画課

5-005 新建築 シンケンチク 16巻9号 昭和15年9月30日 新建築社

5-005 新建築 シンケンチク 21巻2号 昭和21年2月28日 新建築社

5-005 新建築 シンケンチク 21巻5号 昭和22年8月30日 新建築社

5-005 新建築 シンケンチク 24巻7号 昭和24年7月25日 株式会社新建築社

5-005 新建築 シンケンチク 24巻8号 昭和24年8月25日 株式会社新建築社

3-029 人権と部落問題 ジンケントブラクモンダイ　－ 1959年1月20日 社団法人部落問題研究所

3-022 人権のために ジンケンノタメニ no.14 1965年8月1日 自由法曹団

3-022 新憲法十講 シンケンポウジッコウ 特集号 昭和22年4月15日 大衆法律文化社

3-021 人権問題特別号 ジンケンモンダイトクベツゴウ138号 明治43年1月28日 日本辯護士協會

3-034 新興教育 シンコウキョウイク 1巻2号 昭和5年10月1日 新興教育研究所

3-034 新興教育 シンコウキョウイク 2巻1号 昭和6年1月1日 新興教育研究所

3-034 新興教育 シンコウキョウイク 2巻2号 昭和6年2月1日 新興教育研究所



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
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平成21年4月1日
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

3-034 新興教育 シンコウキョウイク 2巻3号 昭和6年3月1日 新興教育研究所

3-034 新興教育 シンコウキョウイク 2巻9号 昭和6年9月28日 新興教育研究所

0-075 新興日本新聞 シンコウニホンシンブン 57号 昭和12年8月1日 新興日本新聞社

0-075 新興日本新聞 シンコウニホンシンブン 63号 昭和12年10月1日 新興日本新聞社

0-075 新興日本新聞 シンコウニホンシンブン 66号 昭和12年11月1日 新興日本新聞社

0-075 新興日本新聞 シンコウニホンシンブン 78号 昭和13年3月1日 新興日本新聞社

0-075 新興日本新聞 シンコウニホンシンブン 84号 昭和13年5月1日 新興日本新聞社

0-075 新興日本新聞 シンコウニホンシンブン 91号 昭和13年7月20日 新興日本新聞社

0-041 新公論 シンコウロン 26年9号 明治44年9月1日 新公論社

0-041 新公論 シンコウロン 27年10号 大正元年10月1日 合資会社新公論社

0-041 新公論 シンコウロン 29年2号 大正3年2月1日 新公論社発行所

0-041 新公論 シンコウロン 2巻2号 昭和22年2月1日 新公論社

0-061 新国民 シンコクミン 3巻4号 明治39年7月1日 大日本国民中学会

0-061 新国民 シンコクミン 8巻2号 大正7年11月5日 大日本国民中学会

0-061 新国民 シンコクミン 39巻4号 大正13年7月5日 大日本国民中学会

0-067 新語新知識 シンゴシンチシキ 10巻1号 昭和9年1月1日 大日本雄弁会講談社 キング10巻1号付録
9-072 新次元 シンジゲン 5号 昭和38年12月1日 新次元同人会

9-008 新詩人 シンシジン 1巻5号 昭和21年5月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 1巻9号 昭和21年9月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 1巻12号 昭和21年12月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 2巻1月号 昭和22年1月1日 新詩人社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-008 新詩人 シンシジン 2巻3号 昭和22年3月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 2巻4号 昭和22年4月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 2巻5-6号 昭和22年5月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 2巻7号 昭和22年7月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 2巻8号 昭和22年8月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 2巻9号 昭和22年9月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 2巻12号 昭和22年12月1日 新詩人社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-008 新詩人 シンシジン 3巻1号 昭和23年1月1日 新詩人社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-008 新詩人 シンシジン 3巻2号 昭和23年2月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 3巻9号 昭和23年9月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 3巻10号 昭和23年10月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 4巻10号 昭和24年10月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 4巻11号 昭和24年11月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 4巻12号 昭和24年12月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 5巻3号 昭和25年3月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 5巻4号 昭和25年4月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 7巻4号 昭和27年4月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 8巻9号 昭和28年9月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 12巻11号 昭和32年11月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 13巻1号 昭和33年1月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 13巻4号 昭和33年4月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 15巻2号 昭和35年2月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 15巻3号 昭和35年3月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 15巻4号 昭和35年4月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 15巻5号 昭和35年5月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 15巻8号 昭和35年9月1日 新詩人社

9-008 新詩人 シンシジン 2巻7号-3巻7号
昭和22年7月1日-
昭和23年7月1日

新詩人社 合本

9-008 新詩人 シンシジン 31集-47集
昭和23年8月1日-
昭和24年12月1日

新詩人社 合本

0-041 新時代 シンジダイ 2巻3号 大正7年3月1日 新時代社

0-041 新時代 シンジダイ 2巻9号 大正7年9月1日 新時代社

0-041 新時代 シンジダイ 4巻9号 大正13年9月25日 三土社

0-041 新時代 シンジダイ 5巻3号 大正14年3月1日 三土社

0-041 新時代 シンジダイ 5巻4号 大正14年4月1日 三土社

0-041 新時代 シンジダイ 5巻5号 大正14年5月1日 三土社

0-041 新時代 シンジダイ 5巻6号 大正14年6月1日 三土社

0-041 新時代 シンジダイ 5巻7号 大正14年7月1日 三土社

0-041 新時代 シンジダイ 5巻8号 大正14年8月1日 三土社

0-041 新時代 シンジダイ 4巻1号 昭和11年1月5日 新時代社

3-005 新時代 シンジダイ 12巻11号 昭和20年11月1日 經國社

0-041 新時代 シンジダイ 13巻4号 昭和21年6月10日 新時代社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-041 新時代 シンジダイ 13巻5号 昭和21年7月10日 新時代社

6-004 新自治 シンジチ 1月号 昭和21年1月1日 新自治協会

6-004 新自治 シンジチ 2月号 昭和21年2月1日 新自治協会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-055 新思潮 シンシチョウ 5号 明治41年2月1日 潮文閣

9-072 新思潮 シンシチョウ 1巻2号 昭和22年9月30日 株式会社玄文社

9-072 新思潮 シンシチョウ 1巻3号 昭和22年12月10日 株式会社東京　玄文社

9-072 新思潮 シンシチョウ no.9 記載なし 村上兵衛方

9-072 新思潮 シンシチョウ no.10 昭和29年7月1日 村上兵衛方

9-072 新思潮 シンシチョウ 3号 昭和37年2月1日 晶文社

9-055 新思潮 シンシチョウ 5号 昭和38年4月10日 晶文社

9-055 真実 シンジツ 5巻2号 昭和25年2月1日 シナリオ文芸社

9-055 真実 シンジツ 5巻3号 昭和25年4月1日 真実社真実創作会

3-008 新指導者 シンシドウシャ 4巻7号 昭和16年9月1日 日本學生協會

3-008 新指導者 シンシドウシャ 5巻1号 昭和17年1月1日 日本學生協會

3-008 新指導者 シンシドウシャ 5巻3号 昭和17年3月31日 日本學生協會

3-008 新指導者 シンシドウシャ 5巻4号 昭和17年4月1日 日本學生協會

3-008 新指導者 シンシドウシャ 5巻6号 昭和17年6月1日 精神科學研究所出版部
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0-041 新指導者 シンシドウシャ 5巻7号 昭和17年7月1日 精神科学研究所出版部

3-008 新指導者 シンシドウシャ 5巻7号 昭和17年7月1日 精神科學研究所出版部

3-015 新使命 シンシメイ 3集4号 大正15年4月1日 全国立憲靑年同士会

3-005 新社会 シンシャカイ 1巻2号 昭和21年2月1日 新社會社

9-072 新樹 シンジュ 1巻2号 昭和21年4月25日 中部日本青年文学者会

9-072 新樹 シンジュ no.10 昭和23年3月1日 中部日本青年文学者会

0-081 信州及信州人 シンシュウオヨビシンシュウジン9巻9号 昭和22年11月1日 信州及信州人社

0-081 信州及信州人 シンシュウオヨビシンシュウジン9巻10号 昭和22年12月1日 信州及信州人社

0-081 信州及信州人 シンシュウオヨビシンシュウジン10巻1号 昭和23年1月1日 信州及信州人社

0-081 信州及信州人 シンシュウオヨビシンシュウジン10巻2号 昭和23年2月1日 信州及信州人社

0-081 信州及信州人 シンシュウオヨビシンシュウジン10巻3号 昭和23年3月1日 信州及信州人社

0-081 信州及信州人 シンシュウオヨビシンシュウジン10巻5号 昭和23年6月1日 信州及信州人社

0-081 信州及信州人 シンシュウオヨビシンシュウジン10巻6号 昭和23年7月1日 信州及信州人社

0-081 信州及信州人 シンシュウオヨビシンシュウジン10巻10号 昭和23年12月1日 信州及信州人社

0-081 信州及信州人 シンシュウオヨビシンシュウジン11巻1号 昭和24年1月1日 信州及信州人社

9-072 信州四季 シンシュウシキ 1巻2号 昭和23年1月1日 信州四季社

6-003 新種苗 シンシュタネ 　－ 昭和56年1月1日 大和農園出版部
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9-010 心象 シンショウ 1巻2号 昭和23年10月6日 心象社
9-010 心象 シンショウ 1巻3号 昭和23年11月15日 心象社
9-064 新少女 シンショウジョ 1巻2号 昭和21年10月15日 抒情文学社
9-064 新少女 シンショウジョ 2巻1号 昭和22年1月1日 抒情文学社
9-047 新小説 シンショウセツ 5年6巻 明治33年5月5日 春陽堂
9-047 新小説 シンショウセツ 6年4巻 明治34年4月1日 春陽堂
9-047 新小説 シンショウセツ 8年2巻 明治36年2月1日 春陽堂
9-047 新小説 シンショウセツ 8年6巻 明治36年5月10日 春陽堂
9-047 新小説 シンショウセツ 9年1巻 明治37年1月1日 春陽堂
9-047 新小説 シンショウセツ 10年1巻 明治38年1月1日 春陽堂
9-047 新小説 シンショウセツ 12年11巻 明治40年11月1日 春陽堂
9-047 新小説 シンショウセツ 17年11巻 大正元年11月1日 春陽堂
9-047 新小説 シンショウセツ 23年1号 大正7年1月1日 春陽堂
9-047 新小説 シンショウセツ 25年2号 大正9年2月1日 春陽堂 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-047 新小説 シンショウセツ 26年1号 大正10年1月1日 春陽堂
9-047 新小説 シンショウセツ 13年9号 大正14年9月1日 春陽堂
9-047 新小説 シンショウセツ 31年4号 大正15年4月1日 春陽堂
9-047 新小説 シンショウセツ 1巻2号 昭和21年2月1日 株式会社春陽堂
9-047 新小説 シンショウセツ 1巻3号 昭和21年4月1日 株式会社春陽堂
9-047 新小説 シンショウセツ 1巻4号 昭和21年6月1日 株式会社春陽堂                               4冊あり
9-047 新小説 シンショウセツ 1巻5号 昭和21年8月1日 株式会社春陽堂                               3冊あり
9-047 新小説 シンショウセツ 1巻6号 昭和21年9月1日 株式会社春陽堂 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-047 新小説 シンショウセツ 1巻7号 昭和21年10月1日 株式会社春陽堂

9-047 新小説 シンショウセツ 1巻8号 昭和21年12月1日 株式会社春陽堂

9-047 新小説 シンショウセツ 2巻2号 昭和22年5月1日 株式会社春陽堂

9-047 新小説 シンショウセツ 2巻3号 昭和22年6月1日 株式会社春陽堂 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-047 新小説 シンショウセツ 2巻4号 昭和22年8月1日 株式会社春陽堂

9-047 新小説 シンショウセツ 2巻6号 昭和22年12月1日 株式会社春陽堂

9-047 新小説 シンショウセツ 3巻3号 昭和23年3月1日 株式会社春陽堂

9-047 新小説 シンショウセツ 3巻4号 昭和23年4月1日 春陽堂

9-047 新小説 シンショウセツ 3巻5号 昭和23年5月1日 春陽堂

9-047 新小説 シンショウセツ 3巻7号 昭和23年7月1日 株式会社春陽堂

9-047 新小説 シンショウセツ 8月号 昭和24年8月1日 春陽堂

9-047 新小説 シンショウセツ 10月号 昭和24年10月1日 春陽堂

9-047 新小説 シンショウセツ 5巻1号 昭和25年1月1日 記載無し 破損のため詳細不明
9-047 新小説 シンショウセツ 5巻3号 昭和25年3月1日 春陽堂

9-047 新小説 シンショウセツ 5巻4号 昭和25年4月1日 春陽堂 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-047 新小説 シンショウセツ 5号 記載無し 記載無し 破損のため詳細不明
9-072 新白樺 シンシラカバ 2号 1960年8月15日 新白樺会

9-002 新詩論 シンシロン 57号 昭和17年2月1日 アオイ書房

9-002 新詩論 シンシロン 60号 昭和17年5月1日 アオイ書房

9-002 新詩論 シンシロン 62号 昭和17年7月1日 アオイ書房

9-002 新詩論 シンシロン 63号 昭和17年8月1日 アオイ書房

9-002 新詩論 シンシロン 64号 昭和17年9月1日 アオイ書房

9-002 新詩論 シンシロン 65号 昭和17年10月1日 アオイ書房

9-002 新詩論 シンシロン 66号 昭和17年11月1日 アオイ書房

9-002 新詩論 シンシロン 67号 昭和17年12月1日 アオイ書房

9-002 新詩論 シンシロン 68号 昭和18年1月1日 アオイ書房

9-002 新詩論 シンシロン 69号 昭和18年2月1日 アオイ書房

9-002 新詩論 シンシロン 70号 昭和18年3月1日 アオイ書房

9-002 新詩論 シンシロン 71号 昭和18年4月1日 アオイ書房

2-006
神事を先とす　ジャワより帰
還して切実に思ふこと　淺野

シンジヲサキトス　ジャワヨリキカンシテセツジツニオモフコト　アサノアキラ194号 昭和18年3月21日 財団法人南洋経済研究所出版部

9-072 新人 シンジン 289号 大正13年10月1日 新人社

9-072 新人 シンジン 292号 大正14年2月1日 新人社

9-072 新人 シンジン 296号 大正14年8月1日 新人社

9-072 新人 シンジン 297号 大正14年9月1日 新人社

0-041 新人 シンジン 26巻5号 昭和21年8月1日 株式会社小学館 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-041 新人 シンジン 26巻6号 昭和21年10月1日 株式会社小学館

9-013 眞人 シンジン 23巻1号 昭和23年1月1日 眞人社

9-013 眞人 シンジン 23巻4号 昭和23年5月1日 眞人社

9-002 新進詩人 シンシンシジン 11巻5号 昭和3年6月1日 新進詩人社

9-007 新進詩人 シンシンシジン 11巻6号 昭和3年7月1日 新進詩人社

9-007 新進詩人 シンシンシジン 11巻7号 昭和3年8月1日 新進詩人社

9-007 新進詩人 シンシンシジン 11巻8号 昭和3年9月1日 新進詩人社

9-007 新進詩人 シンシンシジン 11巻9号 昭和3年10月1日 新進詩人社

9-007 新進詩人 シンシンシジン 1巻2号 昭和24年12月15日 新日本詩人刊行会

3-002 新人物 シンジンブツ 5号 昭和26年8月1日 新世界文化社

9-055 新人文芸 シンジンブンゲイ 5巻1号 昭和29年2月1日 新人文芸社

9-055 新人文芸 シンジンブンゲイ 5巻2号 昭和29年3月1日 新人文芸社

9-055 新人文芸 シンジンブンゲイ 5巻3号 昭和29年4月1日 新人文芸社

0-041 新生 シンセイ 1巻2号 昭和20年12月1日 新生社

0-041 新生 シンセイ 2巻1号 大正12年1月15日 近代文明社

0-041 新生 シンセイ 2巻3号 昭和21年3月1日 新生社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-041 新生 シンセイ 2巻4号 昭和21年4月1日 新生社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-041 新生 シンセイ 2巻5号 昭和21年5月1日 新生社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-041 新生 シンセイ 2巻6号 昭和21年6月1日 新生社

0-041 新生 シンセイ 2巻8号 昭和21年8月1日 新生社

0-041 新生 シンセイ 2巻9号 昭和21年9月1日 新生社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-041 新生 シンセイ 3巻2号 昭和22年3月1日 新生社 通巻第16号
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0-041 新生 シンセイ 不明 昭和23年3月1日 新生社 三月号
3-005 新星 シンセイ 1巻2号 昭和22年10月1日 新星社

9-072 新星 シンセイ 1巻8号 昭和21年12月5日 新星社

3-005 新星 シンセイ 1巻10号 昭和23年6月1日 新星社

9-055 新声 シンセイ 6号 明治33年11月15日 新声社

9-013 新聲 シンセイ 5月号 昭和23年4月1日 新聲発行所

3-004 新政 シンセイ 4巻1号 大正16年1月1日 新政社

3-011 神聖 シンセイ 2巻4号 昭和10年4月1日 昭和神聖會

9-056 人生 ジンセイ 4月号 昭和30年4月1日 池田敏子（発行人）

9-056 人生 ジンセイ 1巻3号 昭和30年5月1日 池田敏子（発行人）

9-056 人生 ジンセイ 1巻4号 昭和30年6月1日 池田敏子（発行人）

9-056 人生 ジンセイ 1巻5号 昭和30年7月1日 池田敏子（発行人）

9-056 人生 ジンセイ 1巻6号 昭和30年8月1日 池田敏子（発行人）

9-056 人生 ジンセイ 1巻7号 昭和30年9月1日 池田敏子（発行人）

9-056 人生 ジンセイ 1巻8号 昭和30年10月1日 池田敏子（発行人）

9-056 人生 ジンセイ 1巻9号 昭和30年11月1日 池田敏子（発行人）

0-041 新生活 シンセイカツ 2巻1号 昭和21年1月1日 新生活社

0-041 新生活 シンセイカツ 2巻2号 昭和21年2月1日 新生活社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-041 新生活 シンセイカツ 2巻3号 昭和21年3月1日 新生活社

0-041 新生活 シンセイカツ 2巻4号 昭和21年5月1日 新生活社

0-041 新生活 シンセイカツ 2巻5号 昭和21年6月1日 新生活社

0-041 新生活 シンセイカツ 2巻6号 昭和21年7月1日 新生活社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-041 新生活 シンセイカツ 2巻7号 昭和21年8月1日 新生活社

0-041 新生活 シンセイカツ 2巻8号 昭和21年9月1日 新生活社

0-041 新生活 シンセイカツ 2巻9号 昭和21年12月1日 新生活社

9-064 新生活エホン シンセイカツエホン 　－ 昭和21年2月25日 株式会社文化書院

0-042 新世紀 シンセイキ 1巻2号 昭和21年6月1日 新世紀社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-055 新世紀 シンセイキ 1巻3号 昭和21年7月1日 新世紀社

0-041 新生　増刊小説特集 シンセイゾウカンショウセツトクシュウ1号 昭和21年10月15日 新生社

3-035 
新制大学入学試験英語問題
精解

シンセイダイガクエイゴモンダイセイカイ　－ 昭和25年5月10日 研究社出版株式会社

0-042 新生日本 シンセイニホン 通巻221号 昭和21年6月1日 株式会社大阪新聞社 新生第7号
0-042 新生日本 シンセイニホン 通巻222号 昭和21年7月1日 大阪新聞社

0-042 新生日本 シンセイニホン 通巻224号 昭和21年9月1日 大阪新聞社

9-055 新生日本文学 シンセイニホンブンガク 2巻5号 昭和22年6月20日 新生日本文学社

9-072 新生日本文学 シンセイニホンブンガク 11年1号 昭和31年6月15日 記載なし 続刊特集号
3-007 新勢力 シンセイリョク 3巻12号 昭和33年11月15日 新勢力社

3-007 新勢力 シンセイリョク 8巻7号 昭和38年7月5日 新勢力社

9-055 新世代 シンセダイ 1巻3号 昭和21年9月1日 新世代者

9-013 新泉 シンセン 1巻2号 昭和21年3月31日 新泉発行所

9-013 新泉 シンセン 1巻3号 昭和21年4月30日 新泉発行所

9-013 新泉 シンセン 1巻4号 昭和21年5月31日 新泉発行所

9-013 新泉 シンセン 1巻5号 昭和21年6月30日 新泉発行所

9-013 新泉 シンセン 1巻6号 昭和21年7月30日 新泉発行所

9-013 新泉 シンセン 1巻7号 昭和21年10月1日 新泉発行所

9-013 新泉 シンセン 1巻8号 昭和21年11月1日 新泉発行所

9-013 新泉 シンセン 1巻9号 昭和21年12月1日 新泉発行所

9-013 新泉 シンセン 10号 昭和22年1月1日 新泉発行所

9-013 新泉 シンセン 11号 昭和22年2月1日 新泉発行所

9-013 新泉 シンセン 12号 昭和22年4月1日 新泉発行所

9-013 新泉 シンセン 13号 昭和22年6月1日 新泉発行所

9-013 新泉 シンセン 14号 昭和22年7月25日 新泉発行所

9-013 新泉 シンセン 　－ 記載無し 新泉発行所 規定・発刊趣旨書付き
0-041 真善美 シンゼンビ 3巻1号 昭和21年1月8日 我観社 「我観」改題
0-041 真善美 シンゼンビ 3巻2号 昭和21年2月8日 我観社

0-041 真善美 シンゼンビ 3巻4号 昭和21年4月8日 我観社

0-041 真善美 シンゼンビ 3巻5号 昭和21年5月8日 我観社 背表紙破損
0-041 真善美 シンゼンビ 3巻8号 昭和21年8月8日 我観社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-041 真善美 シンゼンビ 3巻9号 昭和21年9月1日 我観社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-041 真善美 シンゼンビ 3巻11・2号 昭和21年12月8日 我観社

0-081 真相徳島 シンソウトクシマ 2号 昭和23年9月1日 真相徳島社

0-081 真相徳島 シンソウトクシマ 3号 昭和23年10月1日 真相徳島社

0-081 真相徳島 シンソウトクシマ 4号 昭和23年11月15日 真相徳島社

0-081 真相徳島 シンソウトクシマ 5号 昭和24年1月1日 真相徳島社

7-020 新体育 シンタイイク v.6 no.6 昭和21年7月1日 株式会社目黒書店

0-042 新太陽 シンタイヨウ 16巻1号 昭和20年1月1日 株式会社新太陽社

0-042 新太陽 シンタイヨウ 16巻2号 昭和20年2月1日 株式会社新太陽社

9-013 新短歌 シンタンカ 7巻1月号 昭和30年1月1日 新短歌社

9-021 新潮 シンチョウ 1巻2号 明治37年6月10日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 32巻5号 大正9年5月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 35巻1号 大正10年7月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 35巻3号 大正10年9月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 39巻2号 大正12年8月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 40巻5号 大正13年5月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 41巻6号 大正13年12月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 23年7号 大正15年7月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 25年2号 昭和3年2月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 25年6号 昭和3年6月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 27年5号 昭和5年5月1日 新潮社
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9-021 新潮 シンチョウ 29年2号 昭和7年2月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 29年6号 昭和7年6月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 29年7号 昭和7年7月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 32年2号 昭和10年2月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 32年3号 昭和10年3月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 34年4号 昭和12年4月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 34年12号 昭和12年12月1日 新潮社 ２４７ページ以降紛失
9-021 新潮 シンチョウ 36年12号 昭和14年12月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 37年4号 昭和15年4月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 38年7号 昭和16年7月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 38年12号 昭和16年12月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 39年2号 昭和17年2月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 39年6号 昭和17年6月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 39年7号 昭和17年7月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 39年10号 昭和17年10月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 40年2号 昭和18年2月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-021 新潮 シンチョウ 40年4号 昭和18年4月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 40年5号 昭和18年5月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 40年8号 昭和18年8月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 41年1号 昭和19年1月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 41年11号 昭和19年11月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 41年12号 昭和19年12月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 42年2号 昭和20年2月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 42年3号 昭和20年3月1日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 42年11月号 昭和20年11月20日 新潮社

9-021 新潮 シンチョウ 42年12月号 昭和20年12月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 43巻1号 昭和21年1月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 43巻2号 昭和21年2月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 43巻3号 昭和21年3月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 43巻4号 昭和21年4月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 43巻5号 昭和21年5月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 43巻6号 昭和21年6月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 43巻7号 昭和21年7月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 43巻8号 昭和21年8月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 43巻9号 昭和21年9月1日 新潮社 裏表紙なし
9-022 新潮 シンチョウ 43巻10号 昭和21年10月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 43巻11号 昭和21年11月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 43巻12号 昭和21年12月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 44巻1号 昭和22年1月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 44巻2号 昭和22年2月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 44巻3号 昭和22年3月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 44巻4号 昭和22年4月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 44巻5号 昭和22年5月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 44巻6号 昭和22年6月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 44巻7号 昭和22年7月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 44巻8号 昭和22年8月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 44巻9号 昭和22年9月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 44巻10号 昭和22年10月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 44巻11号 昭和22年11月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 44巻12号 昭和22年12月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 45巻1号 昭和23年1月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 45巻2号 昭和23年2月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 45巻3号 昭和23年3月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 45巻4号 昭和23年4月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 45巻5号 昭和23年5月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 45巻6号 昭和23年6月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 45巻7号 昭和23年7月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 45巻8号 昭和23年8月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 45巻9号 昭和23年9月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 45巻10号 昭和23年10月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 45巻11号 昭和23年11月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 45巻12号 昭和23年12月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 46巻1号 昭和24年1月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 46巻2号 昭和24年2月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　4冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 46巻3号 昭和24年3月1日 新潮社 101ページ以降なし
9-022 新潮 シンチョウ 46巻4号 昭和24年4月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 46巻5号 昭和24年5月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 46巻6号 昭和24年6月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 46巻7号 昭和24年7月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 46巻8号 昭和24年8月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 46巻9号 昭和24年9月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 46巻10号 昭和24年10月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-022 新潮 シンチョウ 46巻11号 昭和24年11月1日 新潮社

9-022 新潮 シンチョウ 46巻12号 昭和24年12月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-023 新潮 シンチョウ 47巻2号 昭和25年2月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 47巻3号 昭和25年3月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 47巻4号 昭和25年4月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 47巻6号 昭和25年6月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 47巻8号 昭和25年8月1日 新潮社
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9-023 新潮 シンチョウ 47巻10号 昭和25年10月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-023 新潮 シンチョウ 47巻11号 昭和25年11月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 47巻12号 昭和25年12月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-023 新潮 シンチョウ 48巻4号 昭和26年3月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 48巻9号 昭和26年8月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 48巻11号 昭和26年10月1日 新潮社 表紙なし
9-023 新潮 シンチョウ 49巻7号 昭和27年7月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 50巻2号 昭和28年2月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 50巻6号 昭和28年6月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 51巻1号 昭和29年1月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 51巻2号 昭和29年2月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 51巻3号 昭和29年3月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 51巻5号 昭和29年5月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 51巻11号 昭和29年11月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 52巻6号 昭和30年6月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 53巻10号 昭和31年10月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 53巻11号 昭和31年11月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 54巻2号 昭和32年2月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 54巻3号 昭和32年3月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 54巻4号 昭和32年4月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-023 新潮 シンチョウ 54巻5号 昭和32年5月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-023 新潮 シンチョウ 54巻6号 昭和32年6月1日 新潮社

9-023 新潮 シンチョウ 54巻9号 昭和32年9月1日 新潮社

9-024 新潮 シンチョウ 55巻1号 昭和33年1月1日 新潮社

9-024 新潮 シンチョウ 55巻7号 昭和33年7月1日 新潮社

9-024 新潮 シンチョウ 55巻11号 昭和33年11月1日 新潮社

9-024 新潮 シンチョウ 56巻5号 昭和34年5月1日 新潮社

9-024 新潮 シンチョウ 56巻11号 昭和34年11月1日 新潮社

9-024 新潮 シンチョウ 57巻2号 昭和35年2月1日 新潮社

9-024 新潮 シンチョウ 57巻10号 昭和35年10月1日 新潮社

9-024 新潮 シンチョウ 57巻11号 昭和35年11月1日 新潮社

9-024 新潮 シンチョウ 58巻2号 昭和36年2月1日 新潮社

9-024 新潮 シンチョウ 58巻12号 昭和36年12月1日 新潮社

9-024 新潮 シンチョウ 59巻8号 昭和37年8月1日 新潮社

9-024 新潮 シンチョウ 60巻4号 昭和38年4月1日 新潮社

9-024 新潮 シンチョウ 60巻8号 昭和38年8月1日 新潮社

9-024 新潮 シンチョウ 60巻12号 昭和38年12月1日 新潮社

9-024 新潮 シンチョウ 61巻3号 昭和39年3月1日 新潮社

9-024 新潮 シンチョウ 61巻4号 昭和39年4月1日 新潮社

9-024 新潮 シンチョウ 61巻5号 昭和39年5月1日 新潮社

0-070 新潮社月報 シンチョウシャゲッポウ 2月号 大正14年2月5日 新潮社

2-006 新地理 シンチリ 1巻2号 昭和22年6月3日 株式会社帝国書院 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
2-006 新地理 シンチリ 1巻3号 昭和22年9月3日 株式会社帝国書院 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
2-006 新地理 シンチリ 1巻4号 昭和22年10月3日 株式会社帝国書院

2-006 新地理 シンチリ 1巻5号 昭和22年12月3日 株式会社帝国書院

2-006 新地理 シンチリ 2巻2号 昭和23年2月3日 株式会社帝国書院

2-006 新地理 シンチリ 2巻3号 昭和23年4月3日 株式会社帝国書院

2-006 新地理 シンチリ 2巻4号 昭和23年5月3日 株式会社帝国書院

2-006 新地理 シンチリ 2巻5号 昭和23年8月3日 株式会社帝国書院

2-006 新地理 シンチリ 2巻6号 昭和23年9月3日 株式会社帝国書院

2-006 新地理 シンチリ 2巻8号 昭和23年11月3日 株式会社帝国書院

2-006 新地理 シンチリ 3巻1号 昭和24年1月3日 株式会社帝国書院

2-006 新地理 シンチリ 3巻2-3号 昭和24年3月3日 株式会社帝国書院

2-006 新地理 シンチリ 4巻2号 昭和25年2月3日 株式会社帝国書院

0-061 新天地 シンテンチ 1年4号の2 大正13年8月23日 記載無し

0-061 新天地 シンテンチ 4巻1号 昭和12年10月15日 早稲田大学出版部

0-061 新天地 シンテンチ 4巻2号 昭和12年11月15日 早稲田大学出版部

0-061 新天地 シンテンチ 4巻3号 昭和12年12月15日 早稲田大学出版部

0-061 新天地 シンテンチ 4巻4号 昭和13年1月15日 早稲田大学出版部

0-061 新天地 シンテンチ 4巻5号 昭和13年2月15日 早稲田大学出版部

0-061 新天地 シンテンチ 4巻6号 昭和13年3月15日 早稲田大学出版部

0-061 新天地 シンテンチ 7巻1号 昭和14年5月1日 早稲田大学出版部

0-061 新天地 シンテンチ 7巻4号 昭和14年7月1日 早稲田大学出版部

0-061 新天地 シンテンチ 7巻5号 昭和14年8月1日 早稲田大学出版部

0-061 新天地 シンテンチ 7巻6号 昭和14年10月1日 早稲田大学出版部

0-061 新天地 シンテンチ 8巻3号 昭和15年1月1日 早稲田大学出版部

0-061 新天地 シンテンチ 8巻4号 昭和15年2月1日 早稲田大学出版部

0-061 新天地 シンテンチ 8巻5号 昭和15年3月1日 早稲田大学出版部

0-061 新天地 シンテンチ 8巻6号 昭和15年4月1日 早稲田大学出版部

0-004 新読書 シンドクショ 243号 1957年12月1日 新読書社

0-004 新読書 シンドクショ 245号 1958年2月1日 新読書社

0-004 新読書 シンドクショ 247号 1958年4月1日 新読書社

0-004 新読書 シンドクショ 248号 1958年5月1日 新読書社

0-004 新読書 シンドクショ 248号 1958年6月1日 新読書社

0-004 新読書 シンドクショ 250号 1958年7月1日 新読書社

0-004 新読書 シンドクショ 251号 1958年8月1日 新読書社

0-004 新読書 シンドクショ 252号 1958年9月1日 新読書社

0-004 新読書 シンドクショ 253号 1958年10月1日 新読書社

0-004 新読書 シンドクショ 254号 1958年11月1日 新読書社                               2冊あり
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0-004 新読書 シンドクショ 256号 1959年1月1日 新読書社                               2冊あり
0-004 新読書 シンドクショ 259号 1959年4月1日 新読書社

0-004 新読書 シンドクショ 259号 1959年5月1日 新読書社

0-004 新読書 シンドクショ 261号 1959年6月1日 新読書社                               2冊あり
0-004 新読書 シンドクショ 263号 1959年8月1日 新読書社

0-004 新読書 シンドクショ 265号 1959年10月1日 新読書社

0-004 新読書 シンドクショ 266号 1959年11月1日 新読書社

0-004 新読書 シンドクショ 268号 1960年1月1日 新読書社

0-004 新読書 シンドクショ 272号 1960年6月1日 新読書社

0-004 新読書 シンドクショ 276号 1960年11月1日 新読書社

0-042 新日本 シンニッポン 3巻12号 大正2年12月1日 合資会社冨山房

0-042 新日本 シンニッポン 4巻1号 大正3年1月1日 合資会社冨山房

0-042 新日本 シンニッポン 4巻5号 大正3年4月3日 合資会社冨山房 創刊3周年記念増刊
0-042 新日本 シンニッポン 5巻9号 大正4年9月1日 合資会社冨山房

0-042 新日本 シンニッポン 7巻4-9号 大正6年4月1日 新日本社 合本
0-042 新日本 シンニッポン 1巻9号 昭和13年9月1日 生活社

0-042 真日本 シンニッポン 2巻3号 昭和22年6月1日 真日本社 通巻8号
0-042 新日本 シンニッポン 8巻5号 大正七年5月1日 新日本社

0-042 新日本 シンニッポン 8巻7号 大正七年7月1日 新日本社

0-042 新日本 シンニッポン 2巻9号 大正元年9月1日 合資会社冨山房

3-023 新日本経済 シンニホンケイザイ 10巻1号 昭和20年12月25日 新日本經濟社

9-002 新日本詩鑑 シンニホンシカン 2集 昭和14年8月10日 詩報発行所

2-002
新日本史講座　アジア的生
産様式

シンニホンシコウザ　アジアテキセイサンヨウシキ11回配本 昭和28年12月10日 中央公論社

2-002
新日本史講座　天皇制絶対
主義の発展

シンニホンシコウザ　テンノウセイｚセッタイシュギノハッテン11回配本 昭和28年12月10日 中央公論社

2-002 新日本史講座　奴隷賤民論 シンニホンシコウザ　ドレイセンミンロン3回配本 昭和23年5月20日 中央公論社

9-010 新日本詩人 シンニホンシジン 1巻2号 昭和24年12月15日 新日本詩人刊行会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-010 新日本詩人 シンニホンシジン 6号 昭和26年1月15日 新日本詩人刊行会

9-010 新日本詩人 シンニホンシジン 7号 昭和26年11月1日 新日本詩人刊行会

0-079 新日本新聞 シンニホンシンブン 3号 昭和21年3月15日 新日本新聞社

9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 創刊号準備号 昭和21年1月31日 新日本文学会

9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 1巻2号 昭和21年4月15日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 1巻3号 昭和21年6月15日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 1巻4号 昭和21年8月15日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 1巻5号 昭和21年10月15日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 6 昭和22年5月15日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 7 昭和22年6月15日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　4冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 9 昭和22年9月15日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 10 昭和22年10月5日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 11 昭和22年11月15日 新日本文学会

9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 12・1合併号 昭和23年1月15日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 2号 昭和23年2月15日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 3号 昭和23年3月15日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 2巻4号 昭和23年4月15日 新日本文学会

9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 2巻5号 昭和23年5月15日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 3巻6号 昭和23年6月15日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 7号 昭和23年7月15日 新日本文学会

9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 8号 昭和23年8月15日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 3巻9号 昭和23年10月15日 新日本文学会

9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 4巻1号 昭和24年1月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 2月号 昭和24年2月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 4巻3号 昭和24年3月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 26号 昭和24年4月1日 新日本文学会

9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 28号 昭和24年6月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 28号 昭和24年7月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 29号 昭和24年8月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 31号 昭和24年10月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 32号 昭和24年11月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 33号 昭和24年12月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 新年号 昭和25年1月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 2月号 昭和25年2月1日 新日本文学会

9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 5巻4号 昭和25年6月1日 新日本文学会

9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 5巻5号 昭和25年7月1日 新日本文学会

9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 5巻10号 昭和25年9月1日 新日本文学会

9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 5巻8号 昭和25年11月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 5巻9号 昭和25年12月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 6巻2号 昭和26年2月1日 新日本文学会

9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 6巻3号 昭和26年3月1日 新日本文学会

9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 6巻6号 昭和26年5月1日 新日本文学会

9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 6巻7号 昭和26年7月1日 新日本文学会

9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 7巻1号 昭和27年1月1日 新日本文学会

9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 7巻4号 昭和27年4月1日 新日本文学会

9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 7巻6号 昭和27年6月1日 新日本文学会

9-043 新日本文学 シンニホンブンガク 7巻7号 昭和27年7月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 8巻2号 昭和28年2月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 8巻3号 昭和28年3月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 8巻6号 昭和28年6月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 8巻7号 昭和28年7月1日 新日本文学会
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9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 8巻8号 昭和28年8月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 8巻9号 昭和28年9月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 8巻10号 昭和28年10月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 8巻12号 昭和28年12月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 9巻3号 昭和29年3月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 9巻4号 昭和29年4月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 9巻5号 昭和29年5月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 9巻7号 昭和29年7月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 9巻8号 昭和29年8月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 9巻9号 昭和29年9月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 9巻10号 昭和29年10月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 10巻1号 昭和30年1月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 10巻3号 昭和30年3月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 10巻6号 昭和30年6月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 10巻7号 昭和30年7月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 10巻12号 昭和30年12月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 11巻1号 昭和31年1月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 11巻4号 昭和31年4月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 11巻8号 昭和31年8月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 11巻9号 昭和31年9月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 11巻11号 昭和31年11月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 11巻12号 昭和31年12月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 12巻1号 昭和32年1月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 12巻2号 昭和32年2月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 12巻4号 昭和32年4月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 12巻8号 昭和32年8月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 12巻10号 昭和32年10月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 12巻12号 昭和32年12月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 13巻2号 昭和33年2月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 13巻6号 昭和33年6月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 13巻8号 昭和33年8月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 13巻9号 昭和33年9月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 13巻11号 昭和33年11月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 13巻12号 昭和33年12月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 14巻1号 昭和34年1月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 14巻3号 昭和34年3月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 14巻4号 昭和34年4月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 14巻5号 昭和34年5月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 14巻6号 昭和34年6月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 14巻7号 昭和34年7月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 14巻8号 昭和34年8月1日 新日本文学会

9-044 新日本文学 シンニホンブンガク 14巻9号 昭和34年9月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 14巻9号 昭和34年9月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 14巻10号 昭和34年10月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 14巻11号 昭和34年11月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 14巻12号 昭和34年12月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 15巻2号 昭和35年2月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 15巻3号 昭和35年3月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 15巻4号 昭和35年4月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 15巻5号 昭和35年5月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 15巻8号 昭和35年8月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 15巻9号 昭和35年9月1日 新日本文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 15巻12号 昭和35年12月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 16巻1号 昭和36年1月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 16巻2号 昭和36年2月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 16巻4号 昭和36年4月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 16巻5号 昭和36年5月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 16巻6号 昭和36年6月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 16巻9号 昭和36年9月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 16巻10号 昭和36年10月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 16巻11号 昭和36年11月1日 新日本文学会

9-045 別冊新日本文学 シンニホンブンガク 1巻2号 昭和36年11月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 16巻12号 昭和36年12月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 17巻2号 昭和37年2月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 17巻3号 昭和37年3月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 17巻6号 昭和37年6月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 17巻7号 昭和37年7月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 18巻2号 昭和38年2月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 18巻7号 昭和38年7月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 18巻11号 昭和38年11月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 18巻12号 昭和38年12月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 19巻4号 昭和39年4月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 19巻8号 昭和39年8月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 19巻9号 昭和39年9月1日 新日本文学会

9-045 新日本文学 シンニホンブンガク 19巻12号 昭和39年12月1日 新日本文学会

9-017 新俳句 シンハイク 2巻3号 昭和22年7月1日 茗溪堂

9-072 審判 シンパン 2号 昭和21年9月3日 矢吹淸一（発行人）

7-003 新美術 シンビジュツ 3号 昭和16年11月3日 春鳥会

7-003 新美術 シンビジュツ 6号 昭和17年2月3日 春鳥会 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
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7-003 新美術 シンビジュツ 7号 昭和17年3月3日 春鳥会

7-003 新美術 シンビジュツ 8号 昭和17年4月3日 春鳥会

7-003 新美術 シンビジュツ 9号 昭和17年5月3日 春鳥会

7-003 新美術 シンビジュツ 23号 昭和18年6月3日 春鳥会

0-067 新批評 シンヒヒョウ 　－ 昭和31年8月1日 新批評社

9-072 新表現 シンヒョウゲン 15号 昭和29年6月1日 新表現社

9-055 新評論 シンヒョウロン 1巻3号 昭和11年5月1日 新評論社

9-055 新風土 シンフウド 3巻10号 昭和15年12月1日 記載無し

9-055 新風土 シンフウド 4巻2号 昭和16年2月1日 記載無し

9-055 新風土 シンフウド 4巻3号 昭和16年3月1日 記載無し

9-055 新風土 シンフウド 4巻6号 昭和16年6月1日 記載無し

9-055 新風土 シンフウド 4巻9号 昭和16年9月1日 記載無し

9-055 新風土 シンフウド 4巻10号 昭和16年10月1日 記載無し

9-055 新風土 シンフウド 7巻2号 昭和19年2月1日 記載無し

9-055 新風土 シンフウド 7巻3号 昭和19年3月1日 記載無し

9-055 新風土 シンフウド 2 昭和23年2月1日 記載無し

9-055 新風土 シンフウド 3 昭和23年3月1日 記載無し

7-010 シンフォニー シンフォニー 9集 昭和23年9月5日 東宝音楽協会

7-010 シンフォニー シンフォニー 15集 昭和24年3月12日 東宝音楽協会

2-004 人物往来 ジンブツオウライ 3巻2号 昭和29年2月1日 人物往来社

0-042 人物評論 ジンブツヒョウロン 1年2号 昭和8年4月1日 人物評論社

0-042 人物評論 ジンブツヒョウロン 1年3号 昭和8年5月1日 人物評論社

0-042 人物評論 ジンブツヒョウロン 1年4号 昭和8年6月1日 人物評論社

0-042 人物評論 ジンブツヒョウロン 1年5号 昭和8年7月1日 人物評論社

0-042 人物評論 ジンブツヒョウロン 1年8号 昭和8年10月1日 人物評論社

0-042 人物評論 ジンブツヒョウロン 1年10号 昭和8年12月1日 人物評論社

0-042 人物評論 ジンブツヒョウロン 2年1号 昭和9年1月1日 人物評論社

0-042 人物評論 ジンブツヒョウロン 2年3号 昭和9年3月1日 人物評論社

2-004 人物評論 ジンブツヒョウロン 1巻5号 昭和21年6月15日 人物評論社

2-004 人物評論 ジンブツヒョウロン 1巻7号 昭和21年9月15日 人物評論社

2-004 人物評論 ジンブツヒョウロン 1巻9号 昭和21年12月15日 人物評論社

3-002 人物論 ジンブツロン 1巻3号 昭和21年3月1日 人物論社

2-004 人物論 ジンブツロン 1巻4号 昭和21年4月1日 人物論社

9-088 新文 シンブン 1巻2号 明治34年5月20日 言文一致会

0-067 人文 ジンブン 1巻2号 昭和22年6月1日 文部省印刷局

0-079 新聞及新聞記者 シンブンオヨビシンブンキシャ2巻9号 大正10年10月10日 新聞及新聞記者社

0-042 新文化 シンブンカ 12巻11号 昭和17年11月1日 第一書房 通巻第142号
0-042 新文化 シンブンカ 13巻4号 昭和18年4月1日 第一書房 通巻第147号
0-042 新文化 シンブンカ 14巻1号 昭和19年1月1日 第一書房 通巻第156号
0-042 新文化 シンブンカ 14巻3号 昭和19年3月1日 第一書房 通巻第158号
9-072 新文化 シンブンカ 1巻2号 昭和22年3月1日 新文化社

0-042 新文化 シンブンカ 1巻4号 昭和22年9月15日 新文化社

9-072 新文化 シンブンカ 1巻4号 昭和22年9月15日 新文化社

0-042 新文化 シンブンカ 1巻5号 昭和22年11月25日 新文化社

9-072 新文化 シンブンカ 1巻5号 昭和22年11月25日 新文化社

0-075 新聞解剖 シンブンカイボウ 3巻7号 昭和11年8月5日 新聞解剖社

9-093 人文科学 ジンブンカガク 2巻1号 1973年3月15日 同志社大学人文科学研究所

9-093 人文科学科紀要 ジンブンカガクカキヨウ 85輯 昭和62年3月31日 記載無し

0-073 人文科学研究 ジンブンカガクケンキュウ11号 昭和27年5月15日 早稲田大学人文科学研究所

0-073 人文科学研究 ジンブンカガクケンキュウ5集 昭和28年10月31日 新潟大学人文学部

0-073 人文科学研究 ジンブンカガクケンキュウ15号 昭和29年10月30日 早稲田大学人文科学研究所

0-073 人文科学研究 ジンブンカガクケンキュウ16号 昭和30年3月15日 早稲田大学人文科学研究所

9-055 新文学 シンブンガク 16巻1号 大正10年1月1日 株式会社博文館

9-055 新文学 シンブンガク 2巻1号 昭和20年1月1日 株式会社全國書房

9-055 新文学 シンブンガク 3巻1号 昭和21年1月1日 株式会社全國書房

9-055 新文学 シンブンガク 3巻4-5号 昭和21年5月1日 株式会社全國書房

9-055 新文学 シンブンガク 3巻8号 昭和21年8月1日 株式会社全國書房

9-055 新文学 シンブンガク 3 昭和22年5月3日 株式会社全國書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-055 新文学 シンブンガク 4 昭和22年5月25日 株式会社全國書房

9-055 新文学 シンブンガク 6 昭和22年7月20日 株式会社全國書房

9-055 新文学 シンブンガク 7 昭和22年8月25日 株式会社全國書房

9-055 新文学 シンブンガク 9 昭和22年9月15日 株式会社全國書房

9-055 新文学 シンブンガク 10 昭和22年10月15日 株式会社全國書房

9-055 新文学 シンブンガク 12 昭和22年12月15日 株式会社全國書房

9-055 新文学 シンブンガク 5巻1号 昭和23年1月25日 株式会社全國書房

9-055 新文学 シンブンガク 5巻5号 昭和23年5月15日 株式会社全國書房

9-055 新文学 シンブンガク 5巻8号 昭和23年8月1日 株式会社全國書房

9-055 新文学 シンブンガク 5巻9号 昭和23年10月1日 株式会社全國書房

9-055 新文学 シンブンガク 5巻10号 昭和23年11月1日 株式会社全國書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-073 人文学 ジンブンガク 5集 1951年11月25日 門書房

9-055 新文学研究 シンブンガクケンキュウ 2 昭和7年4月15日 金星堂

0-068 人文学報 ジンブンガクホウ 2号 昭和25年9月15日 大日本図書株式会社

0-079 新聞記者 シンブンキシャ 1巻5号 昭和21年6月1日 新聞記者室

9-072 新聞記者 シンブンキシャ 1巻7号 昭和21年8月1日 新聞記者室

0-079 新聞記者 シンブンキシャ 1巻9号 昭和21年10月1日 新聞記者室

0-079 新聞記者 シンブンキシャ 1巻10号 昭和21年12月1日 新聞記者室

0-079 新聞記者 シンブンキシャ 2巻1号 昭和22年2月1日 新聞記者室

0-076 新聞記者 シンブンキシャ 3巻1号 昭和23年1月1日 新聞記者室

0-079 新聞協会資料 新聞記事 シンブンキョウカイシリョウ シンブンキジ11号 昭和23年8月31日 社団法人日本新聞協会
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0-079
新聞協会資料 新聞編集権に
関する資料

シンブンキョウカイシリョウ シンブンヘンシュウケンニカンスルシリョウ10号 昭和23年7月1日 社団法人日本新聞協会

9-055 新文芸 シンブンゲイ 1巻2号 昭和21年2月1日 合資会社虹書房

9-055 新文芸 シンブンゲイ 2巻2号 昭和22年10月15日 合資会社虹書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-079 新聞月報 シンブンゲッポウ 287号 昭和45年12月10日 株式会社新聞月報社

0-079 新聞研究 シンブンケンキュウ 43号 昭和30年2月1日 社団法人日本新聞協会

0-079 新聞研究 シンブンケンキュウ 62号 昭和31年9月1日 社団法人日本新聞協会

0-079 新聞研究 シンブンケンキュウ 68号 昭和32年3月1日 社団法人日本新聞協会

0-079 新聞研究総索引 シンブンケンキュウ 78号 昭和32年 記載無し 新聞研究78号付録
0-079 新聞研究 シンブンケンキュウ 81号 昭和33年4月1日 社団法人日本新聞協会

0-079 新聞研究 シンブンケンキュウ 82号 昭和33年5月1日 社団法人日本新聞協会

0-079 新聞研究 シンブンケンキュウ 98号 昭和34年9月1日 社団法人日本新聞協会

0-079 新聞研究 シンブンケンキュウ 100号 昭和34年11月1日 社団法人日本新聞協会

0-079 新聞研究 シンブンケンキュウ 101号 昭和34年12月1日 社団法人日本新聞協会

0-079 新聞研究 シンブンケンキュウ 115号 昭和36年2月1日 社団法人日本新聞協会

0-079 新聞研究 シンブンケンキュウ 120号 昭和36年7月1日 社団法人日本新聞協会

0-079 新聞研究 シンブンケンキュウ 122号 昭和36年9月1日 社団法人日本新聞協会

0-079 新聞研究 シンブンケンキュウ 136号 昭和37年11月1日 社団法人日本新聞協会

0-068 人文研究 ジンブンケンキュウ 1巻2号 昭和24年12月1日 大阪市立大学文学会

0-068 人文研究 ジンブンケンキュウ 2巻6号 昭和26年6月1日 大阪市立大学文学会

0-068 人文研究 ジンブンケンキュウ 3巻8号 昭和27年8月1日 大阪市立大学文学会

0-068 人文研究 ジンブンケンキュウ 4巻6号 昭和28年6月1日 大阪市立大学文学会

0-068 人文研究 ジンブンケンキュウ 5巻1号 昭和29年1月1日 大阪市立大学文学会

0-068 人文研究 ジンブンケンキュウ 7巻2号 昭和31年2月25日 大阪市立大学文学会

0-068 人文研究 ジンブンケンキュウ 8巻1号 昭和32年1月25日 大阪市立大学文学会

0-068 人文研究 ジンブンケンキュウ 8巻2号 昭和32年2月25日 大阪市立大学文学会

0-068 人文研究 ジンブンケンキュウ 12巻11号 昭和36年12月25日 大阪市立大学文学会

0-068 人文研究 ジンブンケンキュウ 13巻1号 昭和37年1月25日 大阪市立大学文学会

0-068 人文論究 ジンブンロンキュウ 10号 昭和28年8月30日 北海道学芸大学函館人文学会

0-068 人文論究 ジンブンロンキュウ 12号 昭和29年5月10日 北海道学芸大学函館人文学会

0-068 人文論究 ジンブンロンキュウ 13号 昭和29年12月30日 北海道学芸大学函館人文学会

0-042 進歩 シンポ 1巻2号 昭和9年7月1日 現代文化社

0-042 進歩 シンポ 1巻3号 昭和9年8月1日 現代文化社

0-042 進歩 シンポ 1巻4号 昭和9年9月1日 現代文化社

0-042 進歩 シンポ 1巻5号 昭和9年10月1日 現代文化社

0-042 進歩 シンポ 1巻6号 昭和9年11月1日 現代文化社

0-042 進歩 シンポ 1巻7号 昭和9年12月1日 現代文化社

0-042 進歩 シンポ 2巻2号 昭和10年2月1日 現代文化社

0-042 進歩 シンポ 2巻3号 昭和10年3月1日 現代文化社

0-042 進歩 シンポ 2巻4号 昭和10年4月1日 現代文化社

0-042 進歩 シンポ 2巻5号 昭和10年5月1日 現代文化社

3-021 新法令 シンホウレイ 16巻7号 明治43年5月10日 博文館

3-021 新法令 シンホウレイ 17巻7号 明治44年5月15日 博文館

3-021 新法令 シンホウレイ 19巻7号 大正2年5月15日 博文館

3-021 新法令 シンホウレイ 20巻6号 大正3年5月15日 博文館

7-008 新漫画 シンマンガ 12月号 昭和24年12月1日 株式会社桃園書房

7-008 新漫画 シンマンガ 2巻1号 昭和25年1月1日 株式会社桃園書房

3-015 人民 ジンミン 1巻4-5号 1946年5月15日 人民社

9-056 人民 ジンミン 12号 1958年1月1日 苺書房

0-042 人民 ジンミン 13号 1958年2月1日 苺書房

0-042 人民 ジンミン 15号 1958年4月1日 苺書房

3-015 人民 ジンミン 18号 1958年7月1日 苺書房

0-042 人民 ジンミン 21号 1958年11月1日 苺書房

0-042 人民 ジンミン 24号 1959年3月15日 苺書房

3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 2号 昭和21年3月1日 人民戦線社

3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 3号 昭和21年5月5日 人民戦線社

3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 4号 昭和21年7月1日 人民戦線社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 5号 昭和21年8月15日 人民戦線社

3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 9号 昭和21年9月15日 人民戦線社

3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 10号 昭和21年10月15日 人民戦線社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 3年16-17号 昭和22年1月15日 人民戦線社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-016 人民戦線　1946年合冊 ジンミンセンセン 　－ 昭和22年2月10日 人民戦線社 表紙不綴
3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 2巻8-9号 昭和22年2月15日 人民戦線社

3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 3年10-11号 昭和22年4月15日 人民戦線社

3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 3年12-13号 昭和22年7月15日 人民戦線社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 3年14号 昭和22年8月15日 人民戦線社

3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 3年15号 昭和22年9月15日 人民戦線社

3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 4年18号 昭和23年1月15日 人民戦線社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-016 人民戦線　1947年合冊 ジンミンセンセン 　－ 昭和23年3月5日 人民戦線社

3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 4年19-20号 昭和23年3月15日 人民戦線社

3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 4年21-22号 昭和23年5月15日 人民戦線社

3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 4年23-24号 昭和23年7月1日 人民戦線社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 4年25号 昭和23年8月1日 人民戦線社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 4年28号 昭和23年11月15日 人民戦線社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 4年29号 昭和23年12月15日 人民戦線社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 5年30-31号 昭和24年2月1日 人民戦線社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 5年32号 昭和24年4月1日 人民戦線社

3-016 人民戦線 ジンミンセンセン 5年33号 昭和24年7月1日 人民戦線社

3-015 人民戦線の復活 ジンミンセンセンノフッカツ2 記載無し 国際労働調査所事務局
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-020 人民川柳 ジンミンセンリュウ 2号 昭和24年7月3日 人民川柳社

9-013 人民短歌 ジンミンタンカ 1巻2号 昭和21年3月1日 新興出版社

9-013 人民短歌 ジンミンタンカ 1巻5号 昭和21年6月1日 新興出版社

9-013 人民短歌 ジンミンタンカ 1巻6号 昭和21年7月1日 新興出版社

9-013 人民短歌 ジンミンタンカ 1巻9号 昭和21年10月1日 新興出版社

9-013 人民短歌 ジンミンタンカ 2巻2号 昭和22年2月1日 新興出版社

9-013 人民短歌 ジンミンタンカ 2巻1号 昭和22年3月1日 新興出版社

9-013 人民短歌 ジンミンタンカ 2巻3号 昭和22年4月1日 新興出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-013 人民短歌 ジンミンタンカ 2巻4号 昭和22年5月1日 新興出版社

9-013 人民短歌 ジンミンタンカ 2巻5号 昭和22年6月1日 新興出版社

9-013 人民短歌 ジンミンタンカ 2巻6号 昭和22年7月1日 新興出版社

9-013 人民短歌 ジンミンタンカ 2巻7号 昭和22年8月1日 新興出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-013 人民短歌 ジンミンタンカ 2巻8号 昭和22年9月1日 新興出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-013 人民短歌 ジンミンタンカ 2巻9号 昭和22年10月1日 新興出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-013 人民短歌 ジンミンタンカ 2巻10号 昭和22年11月1日 新興出版社

9-013 人民短歌 ジンミンタンカ 2巻11号 昭和22年12月1日 新興出版社

9-013 人民短歌 ジンミンタンカ 3巻1号 昭和23年1月1日 新興出版社

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 2号 昭和20年12月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 2巻1号 昭和21年1月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 2巻2号 昭和21年2月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 2巻3号 昭和21年3月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 2巻5号 昭和21年5月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 2巻6号 昭和21年6月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 2巻7号 昭和21年7月1日 株式会社伊藤書店 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 2巻10号 昭和21年10月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 2巻11号 昭和21年12月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 3巻1号 1947年6月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 3巻2号 1947年7月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 3巻3号 1947年8月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 3巻4号 1947年9月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 3巻5号 1947年10月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 3巻6号 1947年11月1日 株式会社伊藤書店 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 3巻7号 1947年12月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 4巻1号 1948年1月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 4巻2号 1948年2月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 4巻3号 1948年3月1日 株式会社伊藤書店 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 4巻4号 1948年5月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 4巻5号 1948年6月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 4巻6号 1948年7月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 4巻7号 1948年8月1日 株式会社伊藤書店 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 4巻8号 1948年9月1日 株式会社伊藤書店 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 4巻9号 1948年10月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 4巻10号 1948年11月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 5巻1号 1949年1月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 5巻2号 1949年2月1日 株式会社伊藤書店

3-016 人民評論 ジンミンヒョウロン 5巻3号 1949年4月1日 株式会社伊藤書店

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 1巻2号 昭和25年12月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 2巻2号 昭和26年2月1日 人民文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-033 人民文学 ジンミンブンガク 2巻3号 昭和26年3月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 2巻4号 昭和26年4月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 2巻5号 昭和26年5月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 2巻7号 昭和26年7月1日 人民文学社

9-057 人民文学 ジンミンブンガク 2巻9号 昭和26年10月1日 人民文芸社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 2巻11号 昭和26年12月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 3巻15号 昭和27年2月1日 人民文学社                               3冊あり
9-033 人民文学 ジンミンブンガク 3巻5号 昭和27年5月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 3巻6号 昭和27年6月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 3巻7号 昭和27年7月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 3巻9号 昭和27年9月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 3巻10号 昭和27年10月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 3巻10号 昭和27年11月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 3巻11号 昭和27年12月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 4巻1号 昭和28年1月1日 人民文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-033 人民文学 ジンミンブンガク 4巻2号 昭和28年2月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 4巻4号 昭和28年4月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 4巻5号 昭和28年5月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 4巻6号 昭和28年6月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 4巻7号 昭和28年7月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 4巻8号 昭和28年8月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 4巻9号 昭和28年9月1日 人民文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-033 人民文学 ジンミンブンガク 4巻10号 昭和28年10月1日 人民文学社

9-033 人民文学 ジンミンブンガク 4巻11号 昭和28年12月1日 人民文学社 11・12合併号
9-056 人民文庫 ジンミンブンコ 1巻2号 昭和11年4月1日 記載なし

0-008 新訳ニイチエ全集決定普及 シンヤクニイチエゼンシュウケッテイフキュウバン　－ 記載無し 日本評論社

0-068 真理 シンリ 4号 昭和24年2月1日 明治学院社会科学研究部

9-010 新領土 シンリョウド 49号 昭和32年7月1日 蒼樹社

9-095 新領土　復刻版 シンリョウド　フッコクバン1巻 1990年5月15日 教育企画出版
1号（昭和12年5月）-6号（昭和12
年10月）
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-095 新領土　復刻版 シンリョウド　フッコクバン2巻 1990年5月15日 教育企画出版
7号（昭和12年11月）-12号（昭和
13年4月）

9-095 新領土　復刻版 シンリョウド　フッコクバン3巻 1990年5月15日 教育企画出版
13号（昭和13年5月）-18号（昭和
13年10月）

9-095 新領土　復刻版 シンリョウド　フッコクバン4巻 1990年5月15日 教育企画出版
19号（昭和13年11月）-24号（昭
和14年4月）復刻

9-095 新領土　復刻版 シンリョウド　フッコクバン5巻 1990年5月15日 教育企画出版
25号（昭和14年5月）-30号（昭和
14年10月）

9-095 新領土　復刻版 シンリョウド　フッコクバン6巻 1990年5月15日 教育企画出版
31号（昭和14年11月）-36号（昭
和15年4月）

9-095 新領土　復刻版 シンリョウド　フッコクバン7巻 1990年5月15日 教育企画出版
37号（昭和15年5月）-42号（昭和
15年10月）

9-095 新領土　復刻版 シンリョウド　フッコクバン8巻 1990年5月15日 教育企画出版
43号（昭和15年12月）-48号（昭
和16年5月）、新領土総目次付き

6-005 森林文化 シンリンブンカ 1巻3号 昭和22年3月1日 岩手林業倶楽部文化部

2-005 人類学雑誌 ジンルイガクザッシ 42巻7号 昭和2年7月25日 東京帝國大學理學部人類學教室内東京人類學會事務所

2-001 新歴史 シンレキシ 1巻2号 昭和21年12月25日 新歴史協會

0-042 進路 シンロ 1巻2号 昭和21年5月30日 世界文化協会

0-042 進路 シンロ 1巻3号 昭和21年8月1日 世界文化協会 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-042 進路 シンロ 2巻1号 昭和22年1月1日 世界文化協会

0-042 進路 シンロ 2巻3号 昭和22年3月1日 進路社

0-042 進路 シンロ 3巻1号 昭和23年1月1日 進路社

0-042 進路 シンロ 3巻2号 昭和23年2月1日 進路社

0-061 新若人 シンワコウド 1巻5号 昭和16年1月1日 旺文社

0-061 新若人 シンワコウド 5巻4号 昭和19年4月1日 旺文社

0-061 新若人 シンワコウド 5巻8号 昭和19年8月1日 旺文社

0-061 新若人 シンワコウド 5巻10号 昭和19年10月1日 株式会社旺文社

0-061 新若人 シンワコウド 6巻4号 昭和20年4月1日 株式会社旺文社

9-055 新早稲田文学 シンワセダブンガク 2巻1号 昭和6年1月1日 新早稲田文学社

9-013 新日本歌人 シンンホンカジン 5巻45号 昭和25年1月1日 新興出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-056 随 ズイ 2巻2号 昭和31年6月20日 随発行所

7-020 水泳 スイエイ no.84 昭和24年4月30日 株式会社泰文館 復刊1号
3-020 水害対策 スイガイタイサク 2巻11号 1952年6月1日 池田書房

3-020 水害対策 スイガイタイサク 2巻12号 1952年6月15日 池田書房

9-056 随筆 ズイヒツ 2巻10号 昭和2年10月1日 人文会出版部

9-056 随筆 ズイヒツ 3巻1号 昭和23年4月1日 矢代書店

9-056 随筆 ズイヒツ no.2 昭和26年6月20日 作家クラブ・二十七日会

9-056 随筆 ズイヒツ no.3 昭和26年9月27日 作家クラブ・二十七日会

9-056 随筆 ズイヒツ 2月号 昭和27年2月1日 随筆舎

9-056 随筆サンケイ ズイヒツサンケイ 3巻12号 昭和31年12月1日 産業経済新聞社

9-056 随筆サンケイ ズイヒツサンケイ 3巻4号 昭和32年3月1日 産業経済新聞社

9-056 随筆サンケイ ズイヒツサンケイ 7巻2号 昭和35年2月1日 産業経済新聞社

4-003 数学と物象 スウガツトブッショウ 1月号 昭和22年1月1日 革新社

9-054 スエンサ スエンサ 1巻2号 大正8年11月1日 サンエス本舗

9-054 スエンサ スエンサ 1巻3号 大正8年12月1日 サンエス本舗

9-054 スエンサ スエンサ 2巻1号 大正9年1月1日 サンエス本舗

9-054 スエンサ スエンサ 2巻2号 大正9年2月1日 サンエス本舗

9-054 スエンサ スエンサ 2巻3号 大正9年3月1日 サンエス本舗

9-054 スエンサ スエンサ 2巻4号 大正9年4月1日 サンエス本舗

9-054 スエンサ スエンサ 2巻6号 大正9年6月1日 サンエス本舗

5-011 図解科学 ズカイカガク 11月号 昭和20年11月1日 朝日新聞東京本社

5-011 図解科学 ズカイカガク 24号-36号 昭和19年2月1日-昭和20年3月1日朝日新聞東京本社 合本
7-003 school art スクールアート 4巻10号 昭和27年10月1日 芸術学会

7-003 school art スクールアート 5巻4号 昭和28年4月1日 芸術学会

7-003 school art スクールアート 5巻5号 昭和28年5月1日 芸術学会

7-003 school art スクールアート 5巻6号 昭和28年6月1日 芸術学会

7-003 school art スクールアート 5巻8号 昭和28年8月1日 芸術学会

7-003 school art スクールアート 5巻12号 昭和28年12月1日 芸術学会

7-003 school art スクールアート 6巻3号 昭和29年3月1日 芸術学会

0-058 スコブル スコブル 3号 大正6年1月1日 奇抜雑誌社

0-060 すずかけ スズカケ 13号 昭和36年3月15日 江東区立深川第四中学校生徒会

3-008 進む日本 ススムニッポン 1巻10号 昭和11年10月1日 日本人社

3-041 スタイル スタイル 11巻8号 昭和23年8月1日 スタイル社 頁不足
9-072 素直 スナオ 2集 昭和22年4月1日 赤坂書店

9-056 素直 スナオ 2集 昭和32年5月10日 素直編集部

9-056 素直 スナオ 3集 昭和32年8月30日 素直編集部

9-056 素直 スナオ 4集 昭和33年1月3日 素直編集部

9-056 素直 スナオ 5集 昭和33年4月20日 素直編集部

9-056 素直 スナオ 6集 昭和33年8月20日 素直編集部

9-056 素直 スナオ 8集 昭和34年11月1日 素直社

9-056 素直 スナオ 9集 昭和35年7月10日 素直社

7-020 スポーツ スポーツ 1巻2号 昭和21年7月1日 株式会社体育日本社

7-020 スポーツ スポーツ 1巻3号 昭和21年9月15日 株式会社体育日本社

7-020 スポーツ スポーツ 1巻4号 昭和21年10月1日 体育日本社

7-020 スポーツ スポーツ 2巻1号 昭和22年1月1日 体育日本社

7-020 スポーツ スポーツ 2巻2号 昭和22年6月1日 体育日本社

7-020 スポーツ スポーツ 2巻3号 昭和22年7月1日 体育日本社
奥付け破損、編集発行人読み取
り不明

7-020 スポーツ スポーツ 2巻4号 昭和22年8月1日 体育日本社
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7-020 スポーツ スポーツ 3巻2号 昭和23年2月1日 体育日本社

7-020 スポーツ スポーツ 3巻3号 昭和23年3月1日 体育日本社

7-020 スポーツ スポーツ 3巻4号 昭和23年4月1日 体育日本社

7-020 スポーツ スポーツ 3巻6号 昭和23年6月1日 体育日本社

7-020 スポーツ スポーツ 3巻9号 昭和23年9月1日 体育日本社

7-020 スポーツ スポーツ 4巻1号 昭和24年1月1日 体育日本社

7-020 スポーツクラブ スポーツクラブ v.1 no.2 昭和23年9月1日 イースタン・ライト社

7-020 スポーツクラブ スポーツクラブ 1巻3号 昭和23年10月1日 イースタン・ライト社

7-020 スポーツクラブ スポーツクラブ 新年号 昭和24年1月1日 イースタン・ライト社

7-020 スポーツクラブ スポーツクラブ 3月号 昭和24年3月1日 イースタン・ライト社

7-020 スポーツクラブ スポーツクラブ 6月号 昭和24年6月1日 イースタン・ライト社 5月号合併
7-020 スポーツグラフ スポーツグラフ 2号 昭和30年6月1日 スポーツグラフ社

7-020 スポーツフラッシュ スポーツフラッシュ 1巻2号 昭和21年12月1日 スポットライト出版社

7-020 スポーツフラッシュ スポーツフラッシュ 1巻3-4号 昭和22年2月1日 スポットライト出版社

7-020 スポーツフラッシュ スポーツフラッシュ 1巻5-6号 昭和22年5月1日 スポットライト通信出版社

7-020 スポーツフラッシュ スポーツフラッシュ 1巻7号 昭和22年7月1日 スポットライト通信出版社

7-020 スポーツ毎日 スポーツマイニチ 特集号 昭和23年7月20日 株式会社毎日新聞社

7-020 スポーツライフ スポーツライフ v.1 no.2 昭和22年1月10日 スポーツ出版社

7-020 スポーツライフ スポーツライフ v.1 no.3 昭和22年2月25日 株式会社スポーツ出版社

7-020 スポーツライフ スポーツライフ v.1 no.5 昭和22年4月25日 株式会社スポーツ出版社

7-020 スポーツライフ スポーツライフ v.1 no.12 昭和22年11月25日 株式会社スポーツ出版社

7-020 スポーツライフ スポーツライフ 3号 昭和23年2月25日 株式会社スポーツ出版社

0-069 スマイル・タイムス スマイル・タイムス 3号-4号 昭和21年5月25日 明大青年運動思想研究部

0-065 綜統学術 スメラマナビ 110号 記載無し 日本綜統医学関西中央連盟

0-065 綜統学術 スメラマナビ 115号 昭和21年3月 「綜統学術」出版頒布中央部

0-065 綜統学術 スメラマナビ 116号 昭和21年4月 「綜統学術」出版頒布中央部

0-065 綜統学術 スメラマナビ 117号 昭和21年5月 「綜統学術」出版頒布中央部

0-065 綜統学術 スメラマナビ 118号 昭和21年6月1日 「綜統学術」出版頒布中央部

0-065 綜統学術 スメラマナビ 120号 昭和21年9月20日 綜統学術代表連盟

0-065 綜統学術 スメラマナビ 121号 昭和21年11月29日 日本綜統学術連盟

0-065 綜統学術 スメラマナビ 122号 昭和21年12月20日 日本綜統学術連盟

0-065 綜統学術 スメラマナビ 123号 昭和22年1月30日 日本綜統学術連盟

0-065 綜統学術 スメラマナビ 124号 昭和22年3月14日 日本綜統学術連盟

9-072 素面 スメン 28号 昭和44年1月1日 記載なし

9-072 素面 スメン 31号 昭和44年9月30日 記載なし

9-072 素面 スメン 32号 昭和44年11月27日 記載なし

9-072 素面 スメン 34号 昭和45年5月1日 記載なし

7-020 相撲 スモウ 11巻1号 昭和21年1月1日 財団法人日本大相撲協会 復刊
7-020 相撲 スモウ 11巻8.9号 昭和21年9月1日 財団法人日本大相撲協会

7-020 相撲 スモウ 11巻10号 昭和21年10月1日 財団法人日本大相撲協会

7-020 相撲界 スモウカイ 3月号 昭和19年3月1日 博文館

7-022 相撲大観 スモウタイカン 4巻10号 昭和30年7月1日 ベースボールマガジン社

7-021 スラッガー スラッガー 新年号 昭和22年12月25日 スポーツ出版社

7-021 スラッガー スラッガー 3月号 昭和23年2月25日 スポーツ出版社

7-021 スラッガー スラッガー 4月号 昭和23年3月25日 スポーツ出版社

7-021 スラッガー スラッガー 5月号 昭和23年4月25日 スポーツ出版社

0-044 寸鉄 スンテツ 1巻5号 大正8年5月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 1巻7号 大正8年7月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 1巻8号 大正8年9月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 1巻11号 大正8年10月20日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 1巻12号 大正8年11月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 2巻1号 大正9年1月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 2巻3号 大正9年3月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 2巻8号 大正9年8月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 2巻11号 大正9年11月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 3巻2号 大正10年2月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 3巻6号 大正10年6月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 3巻10号 大正10年10月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 3巻11号 大正10年11月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 3巻12号 大正10年12月1日 不明 書誌情報破損
0-044 寸鉄 スンテツ 4巻1号 大正11年1月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 4巻2号 大正11年2月1日 株式会社博文館 背表紙破損
0-044 寸鉄 スンテツ 4巻4号 大正11年4月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 4巻5号 大正11年4月10日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 4巻6号 大正11年5月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 4巻9号 大正11年8月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 4巻10号 大正11年9月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 4巻11号 大正11年10月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 4巻12号 大正11年11月1日 株式会社博文館

0-044 寸鉄 スンテツ 4巻13号 大正11年12月1日 株式会社博文館

3-040 性愛　紅閨秘術十八法 セイアイコウケイヒジュツジュウハッポウ　－ 昭和27年12月5日 創文社 怪奇　12月号付録
3-040 性愛春秋 セイアイシュンジュウ no.6 昭和23年4月10日 娯楽春秋社

3-040 性科学研究 セイカガクケンキュウ 1巻2号 昭和11年2月1日 性科学研究会

3-040 性科学研究 セイカガクケンキュウ 1巻3号 昭和11年3月1日 性科学研究会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-040 性科学研究 セイカガクケンキュウ 1巻4号 昭和11年4月1日 性科学研究会

3-040 性科学研究 セイカガクケンキュウ 1巻5号 昭和11年5月1日 性科学研究会

3-040 性科学研究 セイカガクケンキュウ 1巻6号 昭和11年6月1日 性科学研究会

3-040 性科学研究 セイカガクケンキュウ 1巻7号 昭和11年7月1日 性科学研究会

3-038 生活 セイカツ 12巻6-7号 昭和21年7月1日 財団法人大日本生活協会
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3-038 生活 セイカツ 12巻8号 昭和21年8月1日 財団法人大日本生活協会

3-038 生活 セイカツ 12巻11号 昭和21年11月1日 財団法人大日本生活協会

3-038 生活 セイカツ 12巻12号 昭和21年12月1日 財団法人大日本生活協会

3-038 生活 セイカツ 13巻1-2号 昭和22年2月1日 財団法人大日本生活協会

3-038 生活 セイカツ 13巻3号 昭和22年3月1日 財団法人大日本生活協会

3-038 生活 セイカツ 13巻6号 昭和22年6月1日 財団法人大日本生活協会

3-041 生活改善 セイカツカイゼン 4号 大正11年4月21日 生活改善同盟会

3-002 生活科学 セイカツカガク 9月号 昭和19年9月1日 毎日新聞社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
5-010 生活科学 セイカツカガク no.2 昭和21年8月1日 社団法人生活科学化協会

5-010 生活科学 セイカツカガク no.3 昭和21年9月1日 社団法人生活科学化協会

3-033 生活学校 セイカツガッコウ 2巻2号 昭和22年5月1日 株式会社巌松堂書店

3-033 生活学校 セイカツガッコウ 2巻4号 昭和22年10月1日 株式会社巌松堂書店

3-033 生活学校 セイカツガッコウ 2巻5号 昭和22年12月1日 株式会社巌松堂書店

3-033 生活学校 セイカツガッコウ 3巻2号 昭和23年3月1日 株式会社巌松堂書店

3-033 生活学校 セイカツガッコウ 3巻6号 昭和23年8月1日 株式会社巌松堂書店

3-033 生活学校 セイカツガッコウ 3巻7号 昭和23年9月1日 株式会社巌松堂書店

3-033 生活学校 セイカツガッコウ 4巻1号 昭和24年2月1日 巌松堂書店

9-057 生活者 セイカツシャ 1巻6号 大正15年10月1日 生活者発行所

9-057 生活者 セイカツシャ 1巻8号 大正15年12月1日 生活者発行所

9-057 生活者 セイカツシャ 2巻1号 大正16年1月1日 生活者発行所

9-057 生活者 セイカツシャ 2巻2号 昭和2年2月1日 生活者発行所

0-062 生活者 セイカツシャ 1巻2号 昭和21年3月20日 生活社

0-044 生活者 セイカツシャ 1巻3号 昭和21年4月20日 生活社

0-044 生活者 セイカツシャ 1巻4号 昭和21年5月20日 生活社

0-044 生活者 セイカツシャ 1巻5号 昭和21年6月20日 生活社

0-044 生活者 セイカツシャ 1巻6号 昭和21年7月20日 生活社

0-044 生活者 セイカツシャ 1巻7号 昭和21年8月20日 生活社

0-044 生活者 セイカツシャ 1巻8-9号 昭和21年10月15日 生活社

0-044 生活者 セイカツシャ 1巻10-11号 昭和21年12月20日 生活社

0-044 生活者 セイカツシャ 2巻1号 昭和22年1月10日 生活社

0-044 生活者 セイカツシャ 2巻3号 昭和22年8月20日 生活社

9-056 生活と芸術 セイカツトゲイジュツ 1巻6号 大正3年2月1日 東雲堂書店

9-056 生活と芸術 セイカツトゲイジュツ 2巻8号 大正4年4月1日 東雲堂書店

9-056 生活と芸術 セイカツトゲイジュツ 2巻9号 大正4年5月1日 東雲堂書店

9-056 生活と芸術 セイカツトゲイジュツ 2巻10号 大正4年6月1日 東雲堂書店

9-056 生活と芸術 セイカツトゲイジュツ 2巻11号 大正4年7月1日 東雲堂書店 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-057 生活と文学 セイカツトブンガク 1巻2号 昭和30年12月1日 百合出版 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-057 生活と文学 セイカツトブンガク 2巻1号 昭和31年1月1日 百合出版

9-057 生活と文学 セイカツトブンガク 2巻2号 昭和31年2月1日 百合出版

9-057 生活と文学 セイカツトブンガク 2巻3号 昭和31年3月1日 百合出版

9-057 生活と文学 セイカツトブンガク 2巻4号 昭和31年4月1日 百合出版

9-057 生活と文学 セイカツトブンガク 2巻5号 昭和31年5月1日 百合出版

9-057 生活と文学 セイカツトブンガク 2巻6号 昭和31年6月1日 百合出版

9-057 生活と文学 セイカツトブンガク 2巻7号 昭和31年7月1日 百合出版

9-057 生活と文学 セイカツトブンガク 2巻8号 昭和31年8月1日 百合出版

9-057 生活と文学 セイカツトブンガク 2巻9号 昭和31年9月1日 百合出版

7-003 生活美術 セイカツビジュツ 2巻2号 昭和17年2月1日 アトリエ社

7-003 生活美術 セイカツビジュツ 3巻8号 昭和18年8月5日 アトリエ社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-003 生活美術 セイカツビジュツ 3巻11号 昭和18年11月5日 アトリエ社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 7巻8号 昭和21年9月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 7巻9号 昭和21年10月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 7巻10号 昭和21年11月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 8巻1号 昭和22年1月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 8巻2号 昭和22年2月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 8巻3号 昭和22年3月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 8巻4号 昭和22年4月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 8巻5号 昭和22年6月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 8巻6号 昭和22年7月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 8巻7号 昭和22年8月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 8巻8号 昭和22年10月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 8巻9号 昭和22年11月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 8巻10号 昭和22年12月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 9巻1号 昭和23年1月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 9巻2号 昭和23年2月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 9巻3号 昭和23年3月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 9巻4号 昭和23年4月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 9巻5号 昭和23年5月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 9巻6号 昭和23年6月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 9巻7号 昭和23年7月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 9巻8号 昭和23年8月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 9巻9号 昭和23年9月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 9巻10号 昭和23年10月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 9巻11号 昭和23年11月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 9巻12号 昭和23年12月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 10巻1号 昭和24年1月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 10巻2号 昭和24年2月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 10巻3号 昭和24年3月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 10巻5号 昭和24年5月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 10巻6号 昭和24年6月1日 株式会社旺文社
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3-038 生活文化 セイカツブンカ 10巻7号 昭和24年7月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 10巻8号 昭和24年8月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 10巻9号 昭和24年9月1日 株式会社旺文社

3-038 生活文化 セイカツブンカ 10巻10号 昭和24年10月1日 株式会社旺文社

3-040 生活文化 セイカツブンカ 2号 昭和28年3月15日 生活文化資料研究会

3-040 生活文化 セイカツブンカ 3号 昭和28年4月15日 生活文化資料研究会

3-040 生活文化 セイカツブンカ 4号 昭和28年6月15日 生活文化資料研究会

3-040 生活文化 セイカツブンカ 5号 昭和28年6月30日 生活文化資料研究会

3-040 生活文化 セイカツブンカ 6号 昭和28年8月25日 生活文化資料研究会

3-040 生活文化 セイカツブンカ 7号 昭和28年10月15日 生活文化資料研究会

3-040 生活文化 セイカツブンカ 8号 昭和28年11月25日 生活文化資料研究会

3-040 生活文化 セイカツブンカ 9号 昭和29年1月10日 生活文化資料研究会

3-040 生活文化 セイカツブンカ 10号 昭和29年2月1日 生活文化資料研究会

3-040 生活文化 セイカツブンカ 11号 昭和29年2月20日 生活文化資料研究会

3-040 生活文化 セイカツブンカ 12号 昭和29年3月25日 生活文化資料研究会

3-040 生活文化 セイカツブンカ 13号 昭和29年4月20日 生活文化資料研究会

3-040 生活文化 セイカツブンカ 14号 昭和29年5月10日 生活文化資料研究会

0-044 世紀 セイキ 1巻2号 大正13年11月1日 世紀社

3-043 征旛 セイキ 2巻2号 昭和20年2月1日 株式会社日本報道社

3-043 征旛 セイキ 2巻3号 昭和20年3月1日 株式会社日本報道社

0-059 政経春秋 セイケイシュンジュウ 1巻4号 昭和21年4月1日 政経春秋社

3-027 政経調査資料 セイケイショウサシリョウ12号 昭和23年8月25日 政治經濟研究所

0-067 成功 セイコウ 23巻2号 明治41年1月5日 成功雑誌社

0-062 成功 セイコウ 25巻1号 大正2年4月1日 成功雑誌社

0-067 成功 セイコウ 27巻6号 大正3年9月1日 成功雑誌社

0-075 成功 セイコウ 27巻6号 大正3年9月1日 成功雑誌社

0-067 成功 セイコウ 28巻6号 大正4年3月1日 成功雑誌社

0-075
成功新年臨時増刊 現代百
家修養神髄成功城

セイコウシンネンリンジゾウカン ゲンダイヒャッカシュウヨウシンズイ8巻3号 明治39年1月10日 成功雑誌社

0-075
成功春季臨時増刊号 現代
名士講述未来記

セイコウリンジゾウカン ゲンダイメイシコウジュツミライキ14巻5号 明治41年9月10日 成功雑誌社

7-004 制作 セイサク 2月号 大正8年2月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 3月号 大正8年3月1日 制作社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-004 制作 セイサク 5月号 大正8年5月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 6月号 大正8年6月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 7月号 大正8年7月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 8月号 大正8年8月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 9月号 大正8年9月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 10月号 大正8年10月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 1週年号 大正8年11月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 臨時号 大正8年11月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 12月号 大正8年12月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 1月号 大正9年1月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 2月号 大正9年2月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 3月号 大正9年3月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 4月号 大正9年4月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 5月号 大正9年5月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 6月号 大正9年6月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 7月号 大正9年7月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 10月号 大正9年10月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 2週年号 大正9年11月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 3年2号 大正10年1月1日 制作社

7-004 制作 セイサク 3年4号 大正10年3月1日 制作社

5-001 生産 セイサン v.1 no.2 昭和22年2月28日 日本能率協会発行

5-001 生産 セイサン 7号 昭和22年5月1日 日本能率協会発行

5-001 生産 セイサン v.2 no.1 昭和22年5月20日 日本能率協会発行

5-001 生産 セイサン 4号 昭和22年8月30日 日本能率協会発行

5-001 生産 セイサン v.2 no.3 昭和22年11月30日 日本能率協会発行

5-001 生産 セイサン v.2 no.4 昭和22年2月29日 日本能率協会発行

5-001 生産機械 セイサンキカイ 8巻3号 昭和20年10月12日 科学主義工業社

6-001 生産経済 セイサンケイザイ 80号 昭和18年12月10日 景気研究所

9-088 静思 セイシ 1巻9号 昭和16年10月1日 建設社

9-088 静思 セイシ 2巻8号 昭和17年9月1日 建設社

9-088 静思 セイシ 3巻11号 昭和17年12月1日 建設社

9-088 静思 セイシ 4巻1号 昭和18年1月1日 建設社

9-088 静思 セイシ 4巻2号 昭和18年3月1日 建設社

9-088 静思 セイシ 4巻9号 昭和18年10月1日 建設社                               2冊あり
0-075 青少年の友 セイショウネンノトモ 25巻5-6号 昭和20年10月1日 株式会社小学館

0-063 成城文化史 セイジョウブンカシ 　－ 昭和11年2月20日 成城高等学校同窓会

9-088 成城文芸 セイジョウブンゲイ 11号 昭和32年8月20日 至文堂

9-088 成城文芸 セイジョウブンゲイ 37号 昭和39年9月30日 至文堂

9-088 成城文芸 セイジョウブンゲイ 別巻 昭和39年10月30日 至文堂

9-002 生誕 セイタン 5巻19集 昭和2年3月1日 生誕社

9-002 生誕 セイタン 20集 昭和2年5月1日 生誕社

0-004 『青鞜』解説・総目次・索引 セイトウ カイセツ・ソウモクジ・サクイン　－ 1983年6月20日 不二出版

9-072 青銅時代 セイドウジダイ 5号 昭和35年10月30日 青銅時代編集部

0-044 青年 セイネン 31巻1号 昭和21年1月1日 財団法人日本青年館

0-061 青年 セイネン 31巻2号 昭和21年2月1日 財団法人日本青年館

0-061 青年 セイネン 35巻6号 昭和25年6月1日 財団法人日本青年館
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3-019 青年運動 セイネンウンドウ no.2 1963年10月25日 日本民主青年同盟中央委員会

3-019 青年運動 セイネンウンドウ no.3 1963年11月1日 日本民主青年同盟中央委員会

3-019 青年運動 セイネンウンドウ no.4 昭和38年12月5日 日本民主青年同盟中央委員会

3-019 青年運動 セイネンウンドウ no.13 昭和39年10月1日 日本民主青年同盟中央委員会

3-019 青年運動 セイネンウンドウ no.14 昭和39年11月1日 日本民主青年同盟中央委員会表紙破損、裏表紙不綴
3-019 青年運動 セイネンウンドウ no.18 昭和40年3月1日 日本民主青年同盟中央委員会

3-019 青年運動 セイネンウンドウ no.19 昭和40年4月1日 日本民主青年同盟中央委員会

3-019 青年運動 セイネンウンドウ no.20 昭和40年5月1日 日本民主青年同盟中央委員会

3-019 青年運動 セイネンウンドウ no.21 昭和40年6月1日 日本民主青年同盟中央委員会

3-019 青年運動 セイネンウンドウ no.22 昭和40年7月1日 日本民主青年同盟中央委員会

3-019 青年運動 セイネンウンドウ no.25 昭和40年10月1日 日本民主青年同盟中央委員会

3-019 青年運動 セイネンウンドウ no.26 昭和40年11月1日 日本民主青年同盟中央委員会

3-033 青年教師 セイネンキョウシ 5巻4号 昭和16年4月1日 訓生社

3-033 青年教師 セイネンキョウシ 5巻4号 昭和16年5月1日 訓生社

3-033 青年教師 セイネンキョウシ 5巻5号 昭和16年6月1日 訓生社

3-033 青年教師 セイネンキョウシ 5巻7号 昭和16年8月1日 訓生社

3-033 青年教師 セイネンキョウシ 5巻8号 昭和16年9月1日 訓生社

0-071 青年倶楽部 セイネンクラブ 2巻7号 大正12年4月1日 陽華堂書院

3-035 青年傑作集 セイネンケッサクシュウ 8巻8号 明治38年6月20日 博文館 中学世界定期増刊
0-062 青年時代 セイネンジダイ 1巻2号 昭和21年9月5日 株式会社櫻菊書院北海道支部

0-062 青年時代 セイネンジダイ 1巻3号 昭和21年10月15日 株式会社櫻菊書院北海道支部

0-062 青年時代 セイネンジダイ 1巻4号 昭和21年11月15日 株式会社櫻菊書院北海道支部

0-062 青年時代 セイネンジダイ 1巻5号 昭和21年12月15日 株式会社櫻菊書院北海道支部

0-062 青年時代 セイネンジダイ 2巻1号 昭和22年1月15日 株式会社櫻菊書院北海道支部

0-062 青年時代 セイネンジダイ 2巻2号 昭和22年2月15日 株式会社櫻菊書院北海道支部

0-071 青年新潮 セイネンシンチョウ 2巻11号 昭和30年11月1日 青年日本社本社                                3冊あり
0-071 青年新潮 セイネンシンチョウ 2巻12号 昭和30年12月1日 青年日本社本社

0-071 青年新潮 セイネンシンチョウ 3巻1号 昭和31年1月1日 記載無し 奥付破損のため詳細不明
0-071 青年太陽 セイネンタイヨウ 1巻3号 昭和10年3月1日 日本青年文化協会

0-071 青年太陽 セイネンタイヨウ 1巻4号 昭和10年4月1日 日本青年文化協会

0-062 青年読買 セイネンドクバイ 3巻2号 昭和20年2月1日 読売新聞社

0-059 青年図書 セイネントショ 3号 昭和22年4月20日 青年図書普及会

0-071 青年評論 セイネンヒョウロン 1巻2号 大正4年2月1日 青年評論社

0-071 青年評論 セイネンヒョウロン 1巻3号 大正4年3月1日 青年評論社

0-071 青年評論 セイネンヒョウロン 1巻4号 大正4年4月1日 青年評論社

0-071 青年評論 セイネンヒョウロン 1巻5号 大正4年5月1日 青年評論社

0-071 青年評論 セイネンヒョウロン 1巻6号 大正4年6月1日 青年評論社

0-071 青年評論 セイネンヒョウロン 1巻7号 大正4年7月1日 青年評論社

9-057 青年評論 セイネンヒョウロン 1巻9号 大正4年10月日 青年評論社

0-081 青年ふくしま セイネンフクシマ 3月号 昭和22年3月1日 福島民報社

0-081 青年ふくしま セイネンフクシマ 4月号 昭和22年4月1日 福島民報社

0-081 青年ふくしま セイネンフクシマ 5月号 昭和22年5月5日 福島民報社

0-081 青年ふくしま セイネンフクシマ 6月-7月号 昭和22年6月20日 福島民報社

0-081 青年ふくしま セイネンフクシマ 9月号 昭和22年9月1日 福島民報社

0-071 青年文化 セイネンブンカ 1巻2号 昭和21年6月1日 創生社

0-071 青年文化 セイネンブンカ 2巻1号 昭和22年1月1日 創生社

0-071 青年文化 セイネンブンカ 2巻7号 昭和22年10月1日 創生社

9-057 青年文学誌 セイネンブンガクシ 2号 明治33年10月20日 隆文観館

9-066 青年文庫 セイネンブンコ 2号 明治34年2月15日 有道舘

3-040 性の研究 セイノケンキュウ 3巻3号 大正10年8月20日 性之研究会

3-042 性の表現とわいせつ罪の限 セイノヒョウゲントワイセツザイノゲンカイ　－ 昭和26年3月20日 警察文化社

9-056 精美 セイビ 7号 明治26年6月24日 益友社

9-056 精美 セイビ 8号 明治27年7月13日 益友社

4-001 生物 セイブツ v.1 no.2 昭和21年4月30日 株式会社北方出版社

4-001 生物 セイブツ v.1 no.3 昭和21年6月30日 株式会社北方出版社

4-001 生物 セイブツ v.1 no.4 昭和21年8月31日 株式会社北方出版社

4-001 生物 セイブツ v.1 no.5-6 昭和21年12月31日 株式会社北方出版社

4-001 生物 セイブツ v.2 no.1 昭和22年2月28日 株式会社北方出版社

4-001 生物 セイブツ v.2 no.2 昭和22年4月30日 株式会社北方出版社

4-001 生物 セイブツ v.2 no.3 昭和22年6月30日 株式会社北方出版社

4-001 生物 セイブツ v.2 no.4 昭和22年11月5日 株式会社北方出版社

4-001 生物 セイブツ v.2 no.5 昭和23年1月25日 株式会社北方出版社

4-001 生物 セイブツ v.2 no.6 昭和23年3月31日 株式会社北方出版社

4-001 生物 セイブツ v.3 no.2 昭和23年8月30日 株式会社北方出版社

4-001 生物 セイブツ v.3 no.3-4 昭和23年10月15日 株式会社北方出版社

4-001 生物 セイブツ v.3 no.5 昭和23年11月30日 株式会社北方出版社

4-001 生物 セイブツ v.3 no.1 昭和24年5月30日 株式会社北方出版社

4-001 生物界 セイブツカイ v.1no.2 昭和22年5月30日 洋々書房

9-066 性文学 セイブンガク 2巻5号 昭和2年6月1日 性文学社

9-066 性文学 セイブンガク 2巻6号 昭和2年7月1日 性文学社

3-040 性問題の研究 セイモンダイノケンキュウ2号 昭和31年1月1日 株式会社久保書店

3-040 性問題の研究 セイモンダイノケンキュウ3号 昭和31年2月1日 株式会社久保書店

3-040 性問題の研究 セイモンダイノケンキュウ4号 昭和31年3月1日 株式会社久保書店

2-001 西洋史学 セイヨウシガク 1948　1 記載無し 記載無し

9-088 説林 ゼイリン 2巻3号 昭和25年3月1日 白楊社

9-088 説林 ゼイリン 2巻9号 昭和25年9月1日 白楊社

9-088 説林 ゼイリン 2巻10号 昭和25年10月1日 白楊社

3-043 征露紀念第三軍写真帖 セイロキネンダイサングンシャシンチョウ2巻9号 明治38年2月23日 実業之日本社 裏表紙破損
3-043 征露紀念第四記念写真帖 セイロキネンダイヨンシャシンチョウ2巻24号 明治38年7月10日 実業之日本社
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7-016 征露写真画帖 セイロシャシンガチョウ 12編 明治38年4月10日 実業之日本社

3-043 征露第二軍写真帖 セイロダイニグンシャシンチョウ16巻 明治38年2月20日 博文館

2-006
セイロン島タミール移民と其
の民族政策

セイロントウタミールイミントソノミンゾクセイサク301号 昭和18年10月30日 財団法人南洋経済研究所出版部

0-033 世界 セカイ 8号 昭和21年8月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 11号 昭和21年11月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 13号 昭和22年1月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 14号 昭和22年2月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 18号 昭和22年6月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 19号 昭和22年7月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 36号 昭和23年12月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 50号 昭和25年2月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 52号 昭和25年4月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 53号 昭和25年5月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 55号 昭和25年7月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 66号 昭和26年6月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 116号 昭和30年8月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 128号 昭和31年8月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 133号 昭和32年1月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 134号 昭和32年2月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 135号 昭和32年3月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 136号 昭和32年4月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 137号 昭和32年5月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 138号 昭和32年6月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 139号 昭和32年7月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 140号 昭和32年8月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 141号 昭和32年9月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 142号 昭和32年10月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 143号 昭和32年11月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 144号 昭和32年12月1日 岩波書店

0-033 世界 セカイ 163号 昭和34年7月1日 岩波書店

3-019 世界経済報 セカイケイザイホウ 1巻2号 昭和21年4月15日 日本通信社

3-028 世界国家 セカイコッカ 1巻4号 昭和22年9月1日 財團法人國際平和協會

0-044 世界春秋社 セカイシュンジュウ 2巻2号 昭和25年2月1日 株式会社世界出版社

0-044 世界春秋社 セカイシュンジュウ 2巻3号 昭和25年3月1日 株式会社世界出版社

0-044 世界人 セカイジン 8号 1949年8月1日 世界人社

2-005 世界大百科事典紀年対照表 セカイダイヒャッカジテンキネンタイヒョウヒョウ　－ 記載なし 平凡社

3-030 世界と窓 セカイトマド 5号 昭和31年10月20日 東華会

3-005 世界と我等 セカイトワレラ 2巻12号 昭和2年12月1日 社團法人國際聯盟協會

3-005 世界と我等 セカイトワレラ 3巻10号 昭和3年10月1日 社團法人國際聯盟協會

3-002 世界と我等 セカイトワレラ 20巻6号 昭和20年10月1日 社團法人日本外政協會

3-020 世界の社会科学 セカイノシャカイカガク 1号 昭和23年10月1日 株式会社白日書院

3-020 世界の社会科学 セカイノシャカイカガク 2号 昭和24年1月10日 株式会社白日書院

0-043 世界評論 セカイヒョウロン 1巻2号 昭和21年3月1日 世界評論社

0-043 世界評論 セカイヒョウロン 1巻3号 昭和21年4月1日 世界評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-043 世界評論 セカイヒョウロン 1巻4号 昭和21年5月20日 世界評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-043 世界評論 セカイヒョウロン 1巻5号 昭和21年7月15日 世界評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-043 世界評論 セカイヒョウロン 1巻6号 昭和21年8月1日 世界評論社

0-043 世界評論 セカイヒョウロン 1巻8号 昭和21年11月1日 世界評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-043 世界評論 セカイヒョウロン 1巻9号 昭和21年12月1日 世界評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-043 世界評論 セカイヒョウロン 2巻1号 昭和22年5月1日 株式会社世界評論社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-043 世界評論 セカイヒョウロン 2巻2号 昭和22年7月15日 株式会社世界評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-043 世界評論 セカイヒョウロン 2巻3号 昭和22年8月1日 株式会社世界評論社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-043 世界評論 セカイヒョウロン 2巻4号 昭和22年10月1日 株式会社世界評論社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-043 世界評論 セカイヒョウロン 2巻5号 昭和22年11月1日 株式会社世界評論社 　　　　　　　　　　　　　　4冊あり
0-043 世界評論 セカイヒョウロン 2巻6号 昭和22年12月1日 株式会社世界評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-043 世界評論 セカイヒョウロン 3巻1号 昭和23年1月1日 世界評論社

0-043 世界評論 セカイヒョウロン 3巻2号 昭和23年2月1日 世界評論社

0-043 世界評論 セカイヒョウロン 3巻3号 昭和23年3月1日 世界評論社

0-043 世界評論 セカイヒョウロン 3巻4号 昭和23年4月1日 世界評論社

0-043 世界評論 セカイヒョウロン 3巻5号 昭和23年5月1日 世界評論社

0-043 世界評論 セカイヒョウロン 3巻6号 昭和23年6月1日 世界評論社

0-043 世界評論 セカイヒョウロン 3巻7号 昭和23年7月1日 世界評論社

0-043 世界評論 セカイヒョウロン 3巻8号 昭和23年8月1日 世界評論社 　　　　　　　　　　　　　　4冊あり
0-043 世界評論 セカイヒョウロン 3巻9号 昭和23年9月1日 世界評論社 　　　　　　　　　　　　　　5冊あり
0-043 世界評論 セカイヒョウロン 3巻11号 昭和23年11月1日 世界評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-043 世界評論 セカイヒョウロン 3巻12号 昭和23年12月1日 世界評論社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-043 世界評論 セカイヒョウロン 4巻1号 昭和24年1月1日 世界評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-043 世界評論 セカイヒョウロン 4巻2号 昭和24年2月1日 世界評論社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-043 世界評論 セカイヒョウロン 4巻3号 昭和24年3月1日 世界評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-043 世界評論 セカイヒョウロン 4巻4号 昭和24年4月1日 世界評論社

0-043 世界評論 セカイヒョウロン 4巻8号 昭和24年8月1日 世界評論社

0-043 世界評論 セカイヒョウロン 4巻9号 昭和24年9月1日 世界評論社

0-043 世界評論 セカイヒョウロン 4巻10号 昭和24年10月1日 世界評論社

0-043 世界評論 セカイヒョウロン 5巻2号 昭和25年2月1日 世界評論社

0-043 世界評論 セカイヒョウロン 5巻4号 昭和25年5月1日 世界評論社

0-043 世界文化 セカイブンカ 1巻2号 昭和21年3月1日 日本電報通信社 裏表紙なし
0-043 世界文化 セカイブンカ 1巻3号 昭和21年4月1日 日本電報通信社

0-043 世界文化 セカイブンカ 1巻10-11号 昭和21年11月1日 日本電報通信社
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0-043 世界文化 セカイブンカ 2巻1号 昭和22年4月1日 大地書房

0-043 世界文化 セカイブンカ 2巻2号 昭和22年5月1日 大地書房

0-043 世界文化 セカイブンカ 2巻4号 昭和22年8月1日 世界文化社

0-043 世界文化 セカイブンカ 3巻2号 昭和23年2月1日 世界文化社

0-043 世界文化 セカイブンカ 3巻3号 昭和23年3月1日 世界文化社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-043 世界文化 セカイブンカ 3巻5号 昭和23年5月1日 世界文化社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-043 世界文化 セカイブンカ 3巻7号 昭和23年7月1日 世界文化社

0-043 世界文化 セカイブンカ 3巻9号 昭和23年9月1日 世界文化社

0-043 世界文化 セカイブンカ 4巻1号 昭和24年1月1日 世界文化社

0-043 世界文化 セカイブンカ 4巻2号 昭和24年2月1日 世界文化社

0-004 世界文芸大辞典 セカイブンゲイダイジテン　－ 記載無し 中央公論社 内容見本
2-003 世界歴史譚釈迦 セカイレキシタンシャカ 第1篇 明治31年1月27日 博文館

9-017 赤壁 セキヘキ 1巻2号 昭和21年4月20日 赤壁社

9-017 赤壁 セキヘキ 1巻3号 昭和21年5月20日 赤壁社

9-017 赤壁 セキヘキ 1巻4号 昭和21年7月5日 赤壁社

9-017 赤壁 セキヘキ 1巻5号 昭和21年8月5日 赤壁社

9-017 赤壁 セキヘキ 1巻6号 昭和21年9月5日 赤壁社

9-017 赤壁 セキヘキ 1巻7号 昭和21年10月5日 赤壁社

9-017 赤壁 セキヘキ 1巻8号 昭和21年11月5日 赤壁社

9-017 赤壁 セキヘキ 2巻1号 昭和22年1月5日 赤壁社

9-017 赤壁 セキヘキ 2巻2号 昭和22年2月5日 赤壁社

9-017 赤壁 セキヘキ 2巻3号 昭和22年3月5日 赤壁社

9-017 赤壁 セキヘキ 2巻4号 昭和22年4月5日 赤壁社

9-017 赤壁 セキヘキ 2巻5号 昭和22年6月5日 赤壁社

9-017 赤壁 セキヘキ 2巻6号 昭和22年8月5日 赤壁社

9-017 赤壁 セキヘキ 2巻7号 昭和22年10月5日 赤壁社

4-008 SEXOLOGY セクソロジー v.19 no.4 1952年11月 記載無し

7-016 世事画報 セジガホウ 1巻4号 明治31年9月27日 温古堂 新吉原画報
3-002 世相展望 セソウテンボウ 1巻2号 昭和7年6月1日 二松堂書店

0-071 世代 セダイ 10号 昭和13年3月10日 世代社

0-071 世代 セダイ 14号 昭和14年10月10日 世代社

0-071 世代 セダイ 1巻2号 昭和21年8月1日 株式会社目黒書店

0-071 世代 セダイ 1巻3号 昭和21年9月1日 株式会社目黒書店

0-071 世代 セダイ 1巻4号 昭和21年10月1日 株式会社目黒書店

0-071 世代 セダイ 1巻5号 昭和21年11月1日 株式会社目黒書店

0-071 世代 セダイ 1巻6号 昭和21年12月1日 株式会社目黒書店

0-071 世代 セダイ 2巻1号 昭和22年9月1日 株式会社目黒書店

9-072 世代 セダイ 14号 1951年12月1日 書肆ユリイカ

9-010 世代 セダイ 16 1952年7月1日 書肆ユリイカ

9-072 世代 セダイ 17号 1953年2月1日 書肆ユリイカ

9-056 世代 セダイ 1巻11号 昭和33年11月1日 世代社

0-044 世潮 セチョウ 1巻2号 昭和29年3月1日 民主評論社

9-071 Z ゼット 7号 昭和32年9月30日 記載無し

0-032 セルパン セルパン 不明 昭和6年6月1日 第一書房

0-032 セルパン セルパン 3号 昭和6年7月1日 第一書房

0-032 セルパン セルパン 18号 昭和7年8月1日 第一書房

0-032 セルパン セルパン 40号 昭和9年6月1日 第一書房

0-032 セルパン セルパン 50号 昭和10年4月1日 第一書房

0-032 セルパン セルパン 51号 昭和10年5月1日 第一書房

0-032 セルパン セルパン 不明 昭和10年10月1日 第一書房 背表紙、裏表紙破損
0-032 セルパン セルパン 58号 昭和10年12月1日 第一書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-032 セルパン セルパン 61号 昭和11年3月1日 第一書房

0-032 セルパン セルパン 77号 昭和12年6月1日 第一書房

0-032 セルパン セルパン 78号 昭和12年7月1日 第一書房

0-032 セルパン セルパン 82号 昭和12年11月1日 第一書房

0-032 セルパン セルパン 99号 昭和14年4月1日 第一書房

0-032 セルパン セルパン 108号 昭和15年1月1日 第一書房

0-032 セルパン セルパン 111号 昭和15年4月1日 第一書房

9-002 線 セン 21集 昭和6年6月5日 記載なし

9-002 線 セン 22集 昭和6年10月15日 記載なし

9-002 線 セン 23集 昭和7年8月10日 記載なし

9-007 線 セン 23集 昭和7年8月10日 記載なし

3-012 前衛 ゼンエイ 1巻2号 1946年3月1日 日本共産黨出版部

3-012 前衛 ゼンエイ 1巻10-11号 1946年11月1日 日本共産黨出版部 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 1巻12号 1947年1月1日 日本共産黨出版部

3-012 前衛 ゼンエイ 13号 1947年2月1日 日本共産黨出版部

3-012 前衛 ゼンエイ 1巻13号 1947年2月1日 日本共産黨出版部

3-012 前衛 ゼンエイ 14号 1947年3月1日 日本共産黨出版部 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 15号 1947年4月1日 日本共産黨出版部 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 16号 1947年5月1日 日本共産黨出版部 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 17号 1947年6月1日 日本共産黨出版部 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 18号 1947年7月1日 日本共産黨出版部

3-012 前衛 ゼンエイ 19号 1947年9月1日 日本共産黨出版部 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 20号 1947年10月1日 日本共産黨出版部

3-012 前衛 ゼンエイ 21号 1947年11月1日 日本共産黨出版部

3-012 前衛 ゼンエイ 22号 1947年12月1日 日本共産黨出版部 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 23号 1948年1月1日 日本共産黨出版部

3-012 前衛 ゼンエイ 24号 1948年2月1日 日本共産黨出版部 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 25号 1948年3月1日 日本共産黨出版部
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3-012 前衛 ゼンエイ 26号 1948年4月1日 日本共産黨出版部

3-012 前衛 ゼンエイ 27号 1948年5月1日 日本共産黨出版部

3-012 前衛 ゼンエイ 28号 1948年6月1日 日本共産黨出版部

3-012 前衛 ゼンエイ 29号 1948年7月1日 日本共産黨出版部 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 30号 1948年8月1日 日本共産黨出版部 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 31号 1948年9月1日 日本共産黨出版部 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 32号 1948年10月1日 中央書籍株式會社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 33号 1948年11月1日 中央書籍株式會社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 34号 1949年1月1日 中央書籍株式會社

3-012 前衛 ゼンエイ 35号 1949年2月1日 中央書籍株式会社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 36号 1949年3月1日 中央書籍株式会社 　　　　　　　　　　　　　　　4冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 37号 1949年4月1日 中央書籍株式会社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 38号 1949年5月1日 中央書籍株式会社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 39号 1949年7月1日 中央書籍株式会社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 40号 1949年8月1日 中央書籍株式会社 　　　　　　　　　　　　　　　4冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 41号 1949年9月1日 中央書籍株式会社 　　　　　　　　　　　　　　　4冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 42号 1949年9月1日 中央書籍株式会社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 43号 1949年11月1日 中央書籍株式会社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 44号 1949年12月1日 中央書籍株式会社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 45号 1950年1月1日 中央書籍株式会社 　　　　　　　　　　2冊あり･付録付
3-012 前衛 ゼンエイ 46号 1950年2月1日 中央書籍株式会社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 47号 1950年3月1日 中央書籍株式会社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 48号 1950年4月1日 中央書籍株式会社

3-012 前衛 ゼンエイ 49号 1950年5月1日 中央書籍株式会社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 50号 1950年7月1日 日本共産黨出版局

3-012 前衛 ゼンエイ 51号 1950年8月1日 日本共産黨出版局

3-012 前衛 ゼンエイ 52号 1950年9月1日 日本共産黨出版局

3-012 前衛 ゼンエイ 53号 1950年12月1日 日本共産黨出版局

3-012 前衛 ゼンエイ 54号 1951年1月1日 日本共産党出版局

3-012 前衛 ゼンエイ 55号 1951年2月1日 日本共産党出版局 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-012 前衛 ゼンエイ 56号 1951年3月1日 日本共産党出版局

3-012 前衛 ゼンエイ 57号 1951年4月1日 日本共産党出版局

3-012 前衛 ゼンエイ 59号 1951年6月1日 日本共産党出版局

3-012 前衛 ゼンエイ 60号 1951年7月1日 日本共産党出版局

3-013 前衛 ゼンエイ 60号 1951年7月1日 日本共産黨出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 61号 1951年7月1日 日本共産黨出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 71号 1951年8月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 62号 1951年10月1日 日本共産黨出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 63号 1951年12月1日 日本共産黨出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 64号 1952年1月1日 日本共産黨出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 65号 1952年2月1日 日本共産黨出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 66号 1952年3月1日 日本共産黨出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 67号 1952年4月1日 日本共産黨出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 68号 1952年5月1日 日本共産黨出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 69号 1952年6月1日 日本共産黨出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 70号 1952年7月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 72号 1952年9月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 73号 1952年10月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 74号 1952年11月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 75号 1952年12月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 76号 1953年1月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 77号 1953年2月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 78号 1953年3月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 79号 1953年4月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 80号 1953年5月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 81号 1953年6月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 82号 1953年7月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 83号 1953年8月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 84号 1953年9月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 85号 1953年10月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 86号 1953年11月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 87号 1953年12月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 88号 1954年1月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 89号 1954年2月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 90号 1954年3月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 91号 1954年4月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 92号 1954年5月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 93号 1954年6月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 94号 1954年7月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 95号 1954年8月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 96号 1954年9月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 97号 1954年10月1日 日本共産党出版局事業部 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-013 前衛 ゼンエイ 98号 1954年11月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 99号 1954年12月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 100号 1955年1月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 101号 1955年2月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 102号 1955年3月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 103号 1955年4月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 104号 1955年5月1日 日本共産党出版局事業部
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平成21年4月1日
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

3-013 前衛 ゼンエイ 105号 1955年6月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 106号 1955年7月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 107号 1955年8月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 180号 1955年9月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 109号 1955年10月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 110号 1955年11月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 111号 1955年12月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 112号 1956年1月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 113号 1956年2月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 114号 1956年3月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 115号 1956年4月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 116号 1956年5月1日 日本共産党出版局事業部 表紙発効日印刷ミス
3-013 前衛 ゼンエイ 117号 1956年6月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 118号 1956年7月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 119号 1956年8月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 120号 1956年9月1日 日本共産党出版局事業部

3-013 前衛 ゼンエイ 121号 1956年10月1日 日本共産党中央委員会

3-013 前衛 ゼンエイ 122号 1956年11月1日 日本共産党中央委員会

3-013 前衛 ゼンエイ 123号 1956年12月1日 日本共産党中央委員会

3-013 前衛 ゼンエイ 臨時増刊 1957年3月5日 記載無し 裏表紙破損
3-013 前衛 ゼンエイ 176号 昭和35年12月1日 日本共産党中央委員会

3-013 前衛 ゼンエイ 201号 昭和37年9月1日 日本共産党中央委員会

3-013 前衛　臨時増刊 ゼンエイ　リンジゾウカン150号 1959年1月15日 日本共産党中央委員会

3-013 前衛　臨時増刊 ゼンエイ　リンジゾウカン161号 昭和34年11月25日 日本共産党中央委員会

3-015 戦旗 センキ 2巻10号 昭和4年10月1日 戦旗社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-008 戦旗 センキ 3巻5号 昭和5年3月20日 戦旗社

3-015 戦旗　復刻版 センキ　フッコクバン 3巻5号 1968年3月15日 日本国民救援会
昭和5年3月20日臨時発行の復
刻版

9-014 千切れ雲 センキレクモ 　－ 昭和22年5月10日 風光長崎短歌会

3-035 専検 センケン 32巻1号 昭和23年8月1日 遞試社

3-027
五十万円以上　全国金満家
大番付　全国多額納税者一

ゼンコクキンマンカオオバンヅケ　ゼンコクタガクノウゼイシャイチラン　－ 昭和9年1月1日 大日本雄辯會講談社 講談倶楽部24巻1号　付録

0-064
全国古書籍商組合連合会機
関誌

ゼンコクコショセキショウクミアイレンゴウカイキカンシno.32 昭和25年8月20日 東京都古書籍商業協同組合

0-064
全国古書籍商組合連合会機
関誌

ゼンコクコショセキショウクミアイレンゴウカイキカンシno.33 昭和25年9月17日 東京都古書籍商業協同組合

0-064
全国古書籍商組合連合会機
関誌

ゼンコクコショセキショウクミアイレンゴウカイキカンシno.37 昭和26年1月 東京都古書籍商業協同組合

0-064
全国古書籍商組合連合会機
関誌

ゼンコクコショセキショウクミアイレンゴウカイキカンシno.38 昭和26年3月 東京都古書籍商業協同組合

0-064
全国古書籍商組合連合会機
関誌

ゼンコクコショセキショウクミアイレンゴウカイキカンシno.39 昭和26年4月 東京都古書籍商業協同組合

0-064
全国古書籍商組合連合会機
関誌

ゼンコクコショセキショウクミアイレンゴウカイキカンシno.41 昭和26年6月 東京都古書籍商業協同組合

0-064
全国古書籍商組合連合会機
関誌

ゼンコクコショセキショウクミアイレンゴウカイキカンシno.42 昭和26年8月 東京都古書籍商業協同組合

0-064
全国古書籍商組合連合会機
関誌

ゼンコクコショセキショウクミアイレンゴウカイキカンシno.44 昭和26年10月 東京都古書籍商業協同組合

0-064
全国古書籍商組合連合会機
関誌

ゼンコクコショセキショウクミアイレンゴウカイキカンシno.47 昭和27年1月 東京都古書籍商業協同組合

0-064
全国古書籍商組合連合会機
関誌

ゼンコクコショセキショウクミアイレンゴウカイキカンシno.48 昭和27年3月 東京都古書籍商業協同組合

0-064
全国古書籍商組合連合会機
関誌

ゼンコクコショセキショウクミアイレンゴウカイキカンシno.49 昭和27年4月 東京都古書籍商業協同組合

0-064
全国古書籍商組合連合会機
関誌

ゼンコクコショセキショウクミアイレンゴウカイキカンシno.51 昭和27年6月 東京都古書籍商業協同組合

0-079 全国新聞読者調査（途中報 ゼンコクシンブンドクシャチョウサ（トチュウホウコク）　－ 昭和30年8月 朝日新聞社世論調査室

0-065 全国大学教授連合　会報 ゼンコクダイガクキョウジュレンゴウ　カイホウ14号 昭和35年5月30日 全国大学教授連合事務局

0-004 戦後推理小説総目録 センゴスイリショウセツソウモクロク11号 昭和50年5月30日 日本推理作家協会

9-065 戦後文芸代表作品集 センゴブンゲイダイヒョウサクヒンシュウ　－ 昭和23年10月1日 黄蜂社

9-057 戦後文芸代表作品集 センゴブンゲイダイヒョウサクヒンシュウⅡ 昭和24年6月1日 黄蜂社

3-043 戦時画報 センジガホウ 2号 明治37年3月1日 近事画報社

7-016 戦時画報 センジガホウ 3巻2号 明治37年3月1日 近時画報社 近時画報改題
3-043 戦時画報 センジガホウ 4号 明治37年3月20日 近事画報社

3-043 戦時画報 センジガホウ 5号 明治37年4月1日 近事画報社

3-043 戦時画報 センジガホウ 6号 明治37年4月10日 近事画報社

3-043 戦時画報 センジガホウ 7号 明治37年4月20日 近事画報社

3-043 戦時画報 センジガホウ 8号 明治37年5月1日 近事画報社

3-043 戦時画報 センジガホウ 9号 明治37年5月10日 近事画報社

3-043 戦時画報 センジガホウ 10号 明治37年5月20日 近事画報社

3-043 戦時画報 センジガホウ 11号-30号 明治37年9月10日-明治37年12月1日近事画報社 合本
3-043 戦時画報 センジガホウ 18号 明治37年11月10日 近事画報社

3-043 戦時画報 センジガホウ 29号 明治37年11月20日 合名会社近事画報社

7-016 戦時画報 センジガホウ 29号 明治37年11月20日 近時画報社 近時画報改題
3-043 戦時画報 センジガホウ 30号 明治37年12月1日 合名会社近事画報社

6-004 戦時青年 センジセイネン 9巻6号 昭和20年8月1日 株式会社旺文社

0-060 専修 センシュウ 12号 昭和38年12月1日 専修大学                                2冊あり
0-008 専修大学図書館増加図書目 センシュウダイガクトショカンゾウカトショモクロク12号 1955年11月 専修大学図書館

0-066 専修大学八十五年小史 センシュウダイガクハチジュウゴネンショウシ　－ 昭和39年10月 専修大学
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0-066 専修大学八十年小史 センシュウダイガクハチジュウネンショウシ　－ 昭和34年10月 専修大学

0-066 専修大学論集 センシュウダイガクロンシュウ2号 昭和27年6月30日 専修大学学会

0-066 専修大学論集 センシュウダイガクロンシュウ3号 1953年1月20日 専修大学学会

0-066 専修大学論集 センシュウダイガクロンシュウ4号 1953年6月30日 専修大学学会

0-066 専修大学論集 センシュウダイガクロンシュウ5号 1953年11月30日 専修大学学会                                2冊あり
0-066 専修大学論集 センシュウダイガクロンシュウ7号 1954年11月30日 専修大学学会

0-066 専修大学論集 センシュウダイガクロンシュウ8号 1955年6月1日 専修大学学会

0-066 専修大学論集 センシュウダイガクロンシュウ9号 1955年10月1日 専修大学学会

0-066 専修大学論集 センシュウダイガクロンシュウ10号 1956年1月30日 専修大学学会                                2冊あり
0-066 専修大学論集 センシュウダイガクロンシュウ11号 1956年5月30日 専修大学学会

0-066 専修大学論集 センシュウダイガクロンシュウ12号 1956年9月25日 専修大学学会

0-066 専修大学論集 センシュウダイガクロンシュウ13号 1957年1月20日 専修大学学会

0-066 専修大学論集 センシュウダイガクロンシュウ14号 1957年6月25日 専修大学学会

0-066 専修大学論集 センシュウダイガクロンシュウ15号 1957年9月25日 専修大学学会

0-066 専修大学論集 センシュウダイガクロンシュウ16号 1958年1月7日 専修大学学会

0-066 専修大学論集 センシュウダイガクロンシュウ17号 1958年5月10日 専修大学学会

0-066 専修大学論集 センシュウダイガクロンシュウ24号 1960年9月30日 専修大学学会

3-015 前進 ゼンシン 14号 昭和23年9月1日 板垣書店

3-015 前進 ゼンシン 30号 昭和25年1月1日 板垣書店

3-015 前進 ゼンシン 31号 昭和25年2月1日 板垣書店

3-015 前進 ゼンシン 32号 昭和25年3月1日 板垣書店

3-015 前進 ゼンシン 33号 昭和25年4月1日 板垣書店

3-015 前進 ゼンシン 34号 昭和25年5月1日 板垣書店

3-015 前進 ゼンシン 35号 昭和25年6月1日 板垣書店

3-015 前進 ゼンシン 36号 昭和25年7月1日 板垣書店

3-015 前進 ゼンシン 37号 昭和25年8月1日 板垣書店

3-015 前進 ゼンシン 38号 昭和25年9月1日 板垣書店

9-069 全人 ゼンジン 17号 昭和2年12月10日 イデア書院

3-015 前線 ゼンセン 1巻2号 昭和6年8月25日 第二文戦妥当同盟

9-057 全線 ゼンセン 1巻5号 昭和35年9月1日 全線社

9-057 全線 ゼンセン 5巻1月号 昭和39年1月1日 全線社

9-057 全線 ゼンセン 5巻7月号 昭和39年7月1日 全線社

7-011 ZENSEN-ZA ゼンゼンザ no.189 昭和12年9月16日 全線座

3-043 戦線文庫 センセンブンコ 4巻1号 昭和16年1月1日 興亜日本社

3-030 戦争と平和に関する９章 センソウトヘイワニカンスルキュウショウ201号 昭和37年9月1日 株式会社岩波書店 世界　別冊付録
3-043 戦争文化 センソウブンカ 1巻3号 昭和14年5月1日 戦争文化研究所

9-088 戦争文学文献目録 センソウブンガクブンケンモクロク　－ 昭和46年10月1日 戦争文学研究会

0-067 せんてつ センテツ 3巻3号 記載無し 仙台鉄道局

6-002 宣伝 センデン 8737号 昭和18年5月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8738号 昭和18年6月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8739号 昭和18年7月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8740号 昭和18年8月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8741号 昭和18年9月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8742号 昭和18年10月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8743号 昭和18年11月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8744号 昭和18年12月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8745号 昭和19年1月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8746号 昭和19年2月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8748号 昭和19年4月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8749号 昭和19年5月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8750号 昭和19年5月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8751号 昭和19年7月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8752号 昭和19年8月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8753号 昭和19年9月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8754号 昭和19年10月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8755号 昭和19年11月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8756号 昭和19年12月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8757号 昭和20年1月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8758号 昭和20年2月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8759号 昭和20年3月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8760号 昭和20年5月15日 日本電報通信社

6-002 宣伝 センデン 8762号 昭和20年8月15日 日本電報通信社

0-075 旋風 センプウ 1巻4号 昭和23年9月5日 白文社

0-075 全貌 ゼンボウ 6巻10号 昭和27年12月10日 株式会社全貌社

0-075 全貌 ゼンボウ 5巻10号 昭和31年9月15日 株式会社全貌社

9-094
全訳古語例解辞典　和歌・俳
諧索引

ゼンヤクコゴレイカイジテン　－ 1987年 小学館 別冊

9-020 川柳うきよ センリュウウキヨ 24号 昭和8年6月1日 川柳うきよ吟社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 1月-2月号 昭和22年2月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 3月-5月号 昭和22年5月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 6月-7月号 昭和22年7月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 10月-12月号 昭和22年12月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 7号 昭和23年4月1日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 8号 昭和23年5月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 9号 昭和23年6月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 10号 昭和23年9月10日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 11号 昭和23年11月20日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 12号 昭和24年5月20日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 13号 昭和24年7月20日 川柳研究社
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9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 14号 昭和24年8月20日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 15号 昭和24年9月20日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 16号 昭和24年11月1日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 17号 昭和24年12月1日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 18号 昭和25年1月1日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 19号 昭和25年3月1日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 20号 昭和25年5月1日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 21号 昭和25年7月1日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 22号 昭和26年2月1日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 23号 昭和26年4月1日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 24号 昭和26年5月10日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 25号 昭和26年6月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 26号 昭和26年7月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 27号 昭和26年8月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 28号 昭和26年9月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 29号 昭和26年10月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 30号 昭和26年11月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 31号 昭和26年12月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 32号 昭和27年2月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 33号 昭和27年3月5日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 34号 昭和27年4月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 35号 昭和27年5月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 36号 昭和27年6月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 37号 昭和27年7月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 40号 昭和27年10月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 42号 昭和27年12月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 43号 昭和28年1月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 44号 昭和28年2月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 45号 昭和28年3月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 46号 昭和28年4月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 47号 昭和28年5月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 48号 昭和28年6月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 49号 昭和28年7月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 52号 昭和28年10月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 53号 昭和28年11月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 54号 昭和28年12月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 55号 昭和29年1月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 56号 昭和29年3月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 57号 昭和29年4月15日 川柳研究社

9-020 川柳研究 センリュウケンキュウ 58号 昭和29年5月15日 川柳研究社

9-020 川柳祭 センリュウマツリ 1巻2号 昭和21年12月1日 川柳祭社

9-020 川柳祭 センリュウマツリ 2巻1号 昭和22年1月1日 川柳祭社

9-020 川柳祭 センリュウマツリ 2巻2号 昭和22年2月15日 川柳祭社

9-020 川柳祭 センリュウマツリ 2巻3号 昭和22年4月30日 川柳祭社

9-020 川柳祭 センリュウマツリ 2巻4号 昭和22年6月25日 川柳祭社

9-020 川柳祭 センリュウマツリ 2巻6号 昭和22年8月31日 川柳祭社

9-020 川柳祭 センリュウマツリ 3巻1号 昭和22年12月10日 川柳祭社

9-020 川柳祭 センリュウマツリ 3巻2号 昭和23年2月10日 川柳祭社

9-020 川柳祭 センリュウマツリ 3巻3号 昭和23年3月21日 川柳祭社

9-020 川柳祭 センリュウマツリ 3巻4号 昭和23年6月10日 川柳祭社

9-020 川柳祭 センリュウマツリ 3巻5号 昭和23年8月1日 川柳祭社

9-020 川柳祭 センリュウマツリ 3巻6号 昭和23年10月1日 川柳祭社

9-020 川柳祭 センリュウマツリ 3巻7号 昭和23年11月1日 川柳祭社

9-020 川柳祭 センリュウマツリ 3巻8号 昭和23年12月1日 川柳祭社

9-020 川柳祭 センリュウマツリ 4巻1号 昭和24年1月1日 川柳祭社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-020 川柳祭 センリュウマツリ 4巻3号 昭和24年6月1日 川柳祭社

9-020 川柳祭 センリュウマツリ 4巻5号 昭和24年10月1日 川柳祭社

9-072 蒼 ソウ 2号 昭和37年2月20日 蒼同人会

9-072 蒼 ソウ 3号 昭和39年9月30日 蒼同人会                               3冊あり
9-057 層雲 ソウウン 4巻1号 大正3年4月1日 層雲社

9-017 層雲 ソウウン 16巻7号 大正15年11月1日 層雲社

9-017 層雲 ソウウン 19巻11号 昭和5年3月1日 層雲社

9-017 層雲 ソウウン 21巻11号 昭和7年3月1日 層雲社

9-017 層雲 ソウウン 22巻4号 昭和7年8月1日 層雲社

9-017 層雲 ソウウン 22巻6号 昭和7年10月1日 層雲社

9-017 層雲 ソウウン 23巻4号 昭和8年8月1日 層雲社

9-017 層雲 ソウウン 23巻5号 昭和8年9月1日 層雲社

9-017 層雲 ソウウン 23巻6号 昭和8年10月1日 層雲社

9-017 層雲 ソウウン 24巻4号 昭和9年8月1日 層雲社

9-017 層雲 ソウウン 24巻6号 昭和9年10月1日 層雲社

9-017 層雲 ソウウン 24巻7号 昭和9年11月1日 層雲社

9-017 層雲 ソウウン 26巻7号 昭和11年11月1日 層雲社

9-017 層雲 ソウウン 26巻8号 昭和11年12月1日 層雲社

9-017 層雲 ソウウン 28巻6号 昭和13年10月5日 層雲社

9-017 層雲 ソウウン 28巻9号 昭和14年1月1日 層雲社

9-017 層雲 ソウウン 29巻1号 昭和14年5月10日 層雲社

9-017 層雲 ソウウン 30巻8号 昭和15年12月1日 層雲社

2-002
日本文化　創学校啓　国学
の建設

ソウガクコウケイ　コクガクノケンセツ第51冊 昭和15年2月1日 日本文化協會

ソ＊
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0-070 蒼穹 ソウキュウ 2号 昭和21年4月 記載無し

0-070 蒼穹 ソウキュウ 3号 昭和21年6月 記載無し

0-070 蒼穹 ソウキュウ 4号 昭和21年8月 記載無し

0-070 蒼穹 ソウキュウ 5号 昭和21年11月 記載無し

7-004 造形 ゾウケイ 1巻6号 昭和30年8月1日 造形同人会

9-057 造形文学 ゾウケイブンガク 28号 昭和23年9月1日 市民書肆

9-057 造形文学 ゾウケイブンガク 29号 昭和23年10月1日 市民書肆

9-009 造形文学 ゾウケイブンガク 3号 昭和23年12月1日 市民書肆

9-057 造形文学 ゾウケイブンガク 31集 昭和24年4月1日 市民書肆

9-009 造形文学 ゾウケイブンガク 4号 昭和24年4月1日 市民書肆

9-009 造形文学 ゾウケイブンガク 32号 昭和24年5月1日 市民書肆 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-057 造形文学 ゾウケイブンガク 32集 昭和24年5月1日 市民書肆

9-009 造形文学 ゾウケイブンガク 33号 昭和24年7月1日 市民書肆 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-057 造形文学 ゾウケイブンガク 33集 昭和24年7月1日 市民書肆

0-044 創建 ソウケン 昭和21年2月号 昭和21年2月1日 創健社

0-065 創元 ソウゲン 2巻11号 昭和16年12月1日 創元社

0-065 創元 ソウゲン 3巻10号 昭和17年11月10日 創元社

9-010 草原 ソウゲン 8 昭和21年11月15日 大阪草徑社

0-044 総合 ソウゴウ 4号 昭和32年5月2日 東洋経済新報社

0-044 総合 ソウゴウ 5号 昭和32年9月1日 東洋経済新報社

4-007 総合医学 ソウゴウイガク 3巻15号 昭和21年9月1日 日本医学雑誌株式会社

0-079 総合ジャーナリズム研究 ソウゴウジャーナリズムケンキュウ2巻5号 昭和40年5月1日 社団法人東京社

9-093 総合整理 漢文の完成問題 ソウゴウセイリ カンブンノカンセイモンダイ　－ 昭和52年4月1日 株式会社日栄社

6-002 総合宣伝 ソウゴウセンデン 1巻2号 昭和21年8月15日 総合宣伝社

6-002 総合宣伝 ソウゴウセンデン 4巻1号 昭和24年1月1日 総合宣伝社

0-044 総合文化 ソウゴウブンカ 1巻3号 昭和22年9月8日 真善美社

0-044 総合文化 ソウゴウブンカ 1巻4号 昭和22年10月8日 真善美社

0-044 総合文化 ソウゴウブンカ 1巻6号 昭和22年12月8日 真善美社

0-044 総合文化 ソウゴウブンカ 2巻1号 昭和23年1月8日 真善美社

9-057 綜合文化 ソウゴウブンカ 2巻1号 昭和23年1月8日 眞善美社

0-044 総合文化 ソウゴウブンカ 2巻2号 昭和23年2月8日 真善美社

9-057 綜合文化 ソウゴウブンカ 2巻2号 昭和23年2月8日 眞善美社

0-044 総合文化 ソウゴウブンカ 2巻3号 昭和23年3月8日 真善美社

9-057 綜合文化 ソウゴウブンカ 2巻3号 昭和23年3月8日 眞善美社

0-044 総合文化 ソウゴウブンカ 2巻4号 昭和23年4月8日 真善美社

9-057 綜合文化 ソウゴウブンカ 2巻6号 昭和23年6月8日 眞善美社

0-044 総合文化 ソウゴウブンカ 2巻7号 昭和23年7月8日 真善美社

9-057 綜合文化 ソウゴウブンカ 2巻7号 昭和23年7月8日 眞善美社

0-044 総合文化 ソウゴウブンカ 2巻9号 昭和23年9月8日 真善美社

0-044 総合文化 ソウゴウブンカ 2巻10号 昭和23年10月8日 真善美社

9-057 綜合文化 ソウゴウブンカ 2巻8号 昭和23年12月8日 眞善美社 P65以降なし
0-044 総合文化 ソウゴウブンカ 不明 昭和24年1月8日 真善美社

9-072 創作 ソウサク 1年2号 大正11年5月1日 創作社

9-013 創作 ソウサク 11巻10号 大正12年10月15日 創作社

6-004 増産の家 ゾウサンノイエ 2巻1号 昭和22年1月1日 全国食糧増産同志会

6-004 増産の家 ゾウサンノイエ 2巻1号 昭和22年1月30日 全国食糧増産同志会

6-004 増産の家 ゾウサンノイエ 2巻2号 昭和22年2月1日 全国食糧増産同志会

6-004 増産の家 ゾウサンノイエ 2巻4号 昭和22年4月1日 全国食糧増産同志会

6-004 増産の家 ゾウサンノイエ 2巻5号 昭和22年5月1日 全国食糧増産同志会

6-004 増産の家 ゾウサンノイエ 2巻6号 昭和22年6月1日 全国食糧増産同志会

6-004 増産の家 ゾウサンノイエ 2巻9号 昭和22年9月1日 全国食糧増産同志会

6-004 増産の家 ゾウサンノイエ 2巻10号 昭和22年10月1日 全国食糧増産同志会

6-004 増産の家 ゾウサンノイエ 2巻11号 昭和22年11月1日 全国食糧増産同志会

6-004 増産の家 ゾウサンノイエ 2巻12号 昭和22年12月1日 全国食糧増産同志会

9-072 草上 ソウジョウ 3号 記載なし 草上会

0-060 搜眞 ソウシン 3号 昭和3年7月15日 搜眞女学校

3-008 創生 ソウセイ 7巻1号 昭和14年1月1日 福岡県創生會出版部

0-044 祖国 ソウゾウ 2巻8号 昭和4年8月1日 学苑社

0-044 創造 ソウゾウ 12巻7号 昭和17年6月1日 創造社

0-044 創造 ソウゾウ 16巻1号 昭和21年1月1日 創造社

0-044 創造 ソウゾウ 16巻4号 昭和21年4月1日 創造社

3-033 創造日本 ソウゾウニホン 2巻2号 昭和3年2月1日 創造日本社

0-065 綜統医学 ソウトウイガク 82号 昭和16年12月20日 綜統医学連盟

0-065 綜統医学 ソウトウイガク 86号 昭和17年4月20日 綜統医学連盟

0-065 綜統医学 ソウトウイガク 94号 昭和17年12月20日 綜統医学連盟

0-065 綜統医学 ソウトウイガク 95号 昭和18年1月20日 綜統医学連盟

0-065 綜統医学 ソウトウイガク 98号 昭和18年4月20日 綜統医学連盟

0-065 綜統医学 ソウトウイガク 99号 昭和18年5月20日 綜統医学連盟

0-065 綜統医学 ソウトウイガク 100号 昭和18年6月20日 綜統医学連盟

0-065 綜統医学 ソウトウイガク 101号 昭和18年7月20日 綜統医学連盟

0-065 綜統医学 ソウトウイガク 102号 昭和18年8月20日 綜統医学連盟

0-065 綜統医学 ソウトウイガク 103号 昭和18年9月20日 綜統医学連盟

0-065 綜統医学 ソウトウイガク 104号 昭和18年10月20日 綜統医学連盟

0-065 綜統医学 ソウトウイガク 105号 昭和18年11月20日 綜統医学連盟

0-065 綜統医学 ソウトウイガク 109号 昭和19年3月20日 綜統医学連盟

0-004 藏版時報　冬季号 ゾウハンジホウ 11巻5号 大正4年11月1日 籾山書店

7-004 創美 ソウビ 2号 昭和23年1月10日 創美書院

7-004 創美 ソウビ 5号 昭和23年4月1日 株式会社創美書院

0-067 創文 ソウブン no.12 昭和38年7月1日 株式会社創文社
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9-010 争鳴 ソウメイ 6号 1958年7月10日 記載無し

9-072 争鳴 ソウメイ 6号 1958年7月10日 記載なし

9-072 雙面神 ソウメンシン 2号 1960年1月1日 雙面神編集部

9-072 雙面神 ソウメンシン 3号 1960年4月1日 雙面神編集部

9-072 雙面神 ソウメンシン 4号 1960年7月1日 雙面神編集部

9-072 雙面神 ソウメンシン 5号 1960年10月1日 雙面神編集部                               2冊あり
9-072 雙面神 ソウメンシン 6号 1961年1月1日 雙面神編集部

9-072 雙面神 ソウメンシン 7号 1961年4月1日 雙面神編集部

9-072 雙面神 ソウメンシン 8号 1961年7月1日 雙面神編集部

9-072 雙面神 ソウメンシン 9号 1961年10月1日 雙面神編集部

9-072 雙面神 ソウメンシン 11号 1963年2月1日 雙面神編集部

9-013 相聞 ソウモン 1巻4号 昭和4年9月1日 太白社

0-008 創立50周年記念会員名簿 ソウリツ５０シュウネンキネンカイインメイボ1990年版 1990年5月25日 東京都立武蔵丘高等学校同窓会名簿刊行委員会

0-065 創立80周年記念誌 ソウリツ80シュウネンキネンシ　－ 昭和28年11月23日 福島県田村郡三春町小学校記念式典委員会

0-065 疎開派 ソカイハ 2 1963年6月 「疎開派」同人

0-065 疎開派 ソカイハ 3 1963年12月 「疎開派」同人

0-065 疎開派 ソカイハ 4号 1964年8月15日 「疎開派」同人

0-065 疎開派 ソカイハ no.6 1965年9月 「疎開派」同人

2-006 俗謡南方経営の歌 ゾクヨウナンポウケイエイノウタ69号 昭和18年2月20日 財団法人南洋経済研究所出版部

3-008 祖国 ソコク 2巻12号 昭和4年7月1日 學苑社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-008 祖国 ソコク 2巻7号 昭和4年7月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 2巻9号 昭和4年9月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 2巻10号 昭和4年10月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 2巻11号 昭和4年11月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 3巻1号 昭和5年1月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 3巻2号 昭和5年2月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 3巻3号 昭和5年3月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 3巻4号 昭和5年4月1日 學苑社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-008 祖国 ソコク 3巻5号 昭和5年5月1日 學苑社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
3-008 祖国 ソコク 3巻7号 昭和5年7月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 3巻9号 昭和5年9月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 3巻10号 昭和5年10月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 4巻1号 昭和6年1月1日 學苑社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-008 祖国 ソコク 4巻1号 昭和6年1月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 4巻2号 昭和6年2月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 5巻1号 昭和7年1月1日 學苑社 背表紙に訂正痕跡有り（印刷ミ
3-008 祖国 ソコク 5巻3号 昭和7年3月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 5巻4号 昭和7年4月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 5巻5号 昭和7年5月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 7巻2号 昭和10年2月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 7巻6号 昭和10年6月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 7巻8号 昭和10年8月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 7巻9号 昭和10年9月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 8巻10号 昭和10年11月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 10巻1号 昭和13年1月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 10巻4号 昭和13年4月1日 學苑社

3-008 祖国 ソコク 2月号 昭和25年2月1日 まさき會祖国社

3-033 育ちゆく中学校 ソダチユクチュウガッコウ　－ 昭和27年 文部省初等中等教育局中等教育課

3-015 ソ同盟共産党史 ソドウメイキョウサントウシⅠ 昭和21年6月20日 日本共産党出版部
マルクス・レーニン主義草書　第
一編

3-043 空と海 ソラトウミ 6巻4号 昭和12年3月1日 海と空社

9-057 存在 ソンザイ 1巻2号 昭和23年4月1日 林書店内存在社

7-022 体育週報 タイイクシュウホウ 550号 昭和21年1月1日 日本体育週報社

0-045 第一義 ダイイチギ 24巻10号 大正9年9月1日 和融社

9-075 第一線 ダイイッセン 3巻7号 昭和2年7月1日 フロント社

3-043 大海戦写真帖 ダイカイセンシャシンチョウ　－ 2巻21号 実業之日本社 征露写真画帖臨時増刊
0-071 大学 ダイガク 2巻1号 昭和23年1月1日 大学文化社

0-045 大学 ダイガク 1巻6号 昭和23年4月1日 竹井出版株式会社

0-045 大学 ダイガク 2巻4号 昭和23年4月1日 竹井出版株式会社

0-045 大学 ダイガク 2巻9号 昭和23年9月1日 竹井出版株式会社

3-035 大学審議会ニュース ダイガクシンギカイニュースno.4 平成元年12月 文部省高等教育局

9-093
大学入学者選抜試験問題
作成の参考資料

ダイガクニュウガクシャセンバツシケンモンダイサクセイノサンコウシリョウ　－ 昭和35年度 記載無し

9-093
大学入学者選抜試験問題
作成の参考資料

ダイガクニュウガクシャセンバツシケンモンダイサクセイノサンコウシリョウ　－ 昭和37年度 記載無し

9-093
大学入学者選抜試験問題
作成の参考資料

ダイガクニュウガクシャセンバツシケンモンダイサクセイノサンコウシリョウ　－ 昭和41年度 記載無し

3-035 大学の多様な発展を目指し ダイガクノタヨウナハッテンヲメザシテⅠ号 平成3年6月25日 株式会社ぎょうせい

3-035 大学の多様な発展を目指し ダイガクノタヨウナハッテンヲメザシテⅡ号 平成3年9月20日 株式会社ぎょうせい

0-060 大学論叢 ダイガクロンソウ 2号 昭和38年11月 東京大学学生問題研究会

0-045 大観 タイカン 3巻8号 大正9年8月1日 實業之日本社

0-045 大観 タイカン 5巻1号 大正11年1月1日 實業之日本社 裏表紙破損
3-010 大義 タイギ 4巻8号 昭和18年8月1日 アジア靑年社

9-093 待遇表現 タイグウヒョウゲン 　－ 昭和59年6月30日 大蔵省印刷局

9-013 醍醐 ダイゴ 7巻2号 昭和22年4月20日 醍醐社

9-013 醍醐 ダイゴ 7巻5号 昭和22年7月20日 醍醐社

9-013 醍醐 ダイゴ 7巻6号 昭和22年8月20日 醍醐社

9-013 醍醐 ダイゴ 7巻7号 昭和22年9月20日 醍醐社

9-013 醍醐 ダイゴ 7巻8号 昭和22年11月20日 醍醐社

タ＊



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
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平成21年4月1日
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-013 醍醐 ダイゴ 8巻3号 昭和23年4月20日 醍醐社

9-013 醍醐 ダイゴ 8巻4号 昭和23年5月20日 醍醐社

9-013 醍醐 ダイゴ 8巻5号 昭和23年7月20日 醍醐社

9-013 醍醐 ダイゴ 8巻6号 昭和23年9月20日 醍醐社

9-013 醍醐 ダイゴ 8巻7号 昭和23年11月20日 醍醐社

9-013 醍醐 ダイゴ 9巻1号 昭和24年1月20日 醍醐社

9-013 醍醐 ダイゴ 16巻8号 昭和30年8月1日 醍醐社

9-013 醍醐 ダイゴ 15巻9号 昭和30年9月1日 醍醐社

0-067 大国民 ダイコクミン 51号 大正1年10月1日 大国民社

0-045 大国民 ダイコクミン 62号 大正2年9月1日 大国民社

0-045 第三帝国 ダイサンテイコク 53号 大正4年10月1日 盆進会

0-045 第三帝国 ダイサンテイコク 54号 大正4年10月11日 盆進会

0-045 第三帝国 ダイサンテイコク 55号 大正4年10月21日 盆進会

0-045 第三帝国 ダイサンテイコク 56号 大正4年11月1日 盆進会

0-045 第三帝国 ダイサンテイコク 不明 大正4年11月9日 第三帝国社

9-075 第十九教室 ダイジュウキュウキョウシツ2号 昭和15年8月5日 第一早稲田高等学院二年Gクラス

9-075 第十九教室 ダイジュウキュウキョウシツ4号 昭和17年2月23日 第一早稲田高等学院三年G組

0-074 大衆クラブ小説特集号 タイシュウクラブショウセツトクシュウゴウno.9 昭和23年7月1日 日本共産党出版部

3-015 大衆の友 タイシュウノトモ １巻4号 昭和7年3月15日 日本プロレタリア文化連盟出版所

3-015 大衆の友 タイシュウノトモ 1巻5号 昭和7年4月15日 日本プロレタリア文化連盟出版所

3-015 大衆の友 タイシュウノトモ 1巻6号 昭和7年6月15日 日本プロレタリア文化連盟出版所

3-015 大衆の友 タイシュウノトモ 　－ 昭和7年8月1日 日本プロレタリア文化連盟出版所

3-015 大衆の友 タイシュウノトモ 1巻9号 昭和7年9月5日 日本プロレタリア文化連盟出版所

3-015 大衆の友 タイシュウノトモ 1巻8号 昭和7年11月30日 日本プロレタリア文化連盟出版所

3-015 大衆の友 タイシュウノトモ 3巻2号 昭和8年4月13日 日本プロレタリア文化連盟出版所

9-088 大衆文学研究 タイシュウブンガウケンキュウ5号 昭和37年10月15日 南北社

9-088 大衆文学研究 タイシュウブンガウケンキュウ9号 昭和39年3月1日 南北社

9-088 大衆文学研究 タイシュウブンガウケンキュウ12号 昭和39年12月25日 南北社

9-088 大衆文学研究 タイシュウブンガウケンキュウ13号 昭和40年4月15日 南北社

3-002 大正大震災記 タイショウダイシンサイキ　－ 大正12年12月2日 時事新報社 時事新報14504号付録
9-057 大正文学 タイショウブンガク 2年6号 大正4年7月1日 大日本文学会

0-071 大震大火実記 ダイシンダイカジッキ 　－ 大正12年10月10日 聚英閣 表紙破損
0-045 大成 タイセイ 16巻12号 昭和4年12月1日 新政社

3-011 対世界日本自立宣言 タイセカイニホンジリツセンゲン　－ 昭和7年3月5日 原理日本社

0-045 胎動 タイドウ 1巻3号 昭和23年6月1日 株式会社　文化書院

3-010 大統 ダイトウ 臨時増刊 昭和3年3月8日 東京大統社

3-043 大東亜戦争画報 ダイトウアセンソウガホウ4号 昭和18年4月8日 毎日新聞社 破損のため詳細不明
3-010 大東亜の聖戦 ダイトウアノセイセン 　－ 昭和16年12月23日 國民新聞社出版部

3-043 大東亜報 ダイトウアホウ 299巻 昭和19年2月15日 財団法人同盟通信社

3-010 大日本国粋会会報　国粋 ダイニッポンコクスイカイカイホウ　コクスイ10号 昭和12年10月7日 大日本國粹會本部

3-010 大日本国粋会会報　国粋 ダイニッポンコクスイカイカイホウ　コクスイ11号 昭和12年12月25日 大日本國粹會本部

3-002 大日本帝国始末記 ダイニッポンテイコクシマツキ第1集 昭和24年12月15日 銀座出版社 サロン臨時増刊
3-005 大日本 ダイニホン 3巻8号 大正5年8月1日 大日本社

0-062 大日本青年 ダイニホンセイネン 6巻16号 昭和18年12月1日 毎日新聞社

0-046 大日本大家論集 ダイニホンタイカロンシュウ2編 明治20年7月10日 博文館

0-046 大日本大家論集 ダイニホンタイカロンシュウ18編 明治21年11月5日 博文館

0-045 太平 タイヘイ 2巻1号 昭和21年1月1日 株式会社　時事通信社

0-045 太平 タイヘイ 2巻2号 昭和21年2月1日 株式会社　時事通信社

0-045 太平 タイヘイ 2巻6号 昭和21年6月1日 株式会社　時事通信社 背表紙破損
0-045 太平 タイヘイ 2巻9号 昭和21年9月1日 株式会社　時事通信社

0-067 太平洋 タイヘイヨウ 3巻1号 昭和15年1月25日 太平洋協会

2-001
”大菩薩峠”とその周辺　堀
田善衛

ダイボサツトウゲトソノシュウヘン　ホッタヨシエ日本文化研究2巻昭和34年2月15日 株式会社新潮社

0-034 太陽 タイヨウ 6巻8号 明治33年6月15日 博文館 一部破損　　　　　臨時増刊

0-034
太陽 タイヨウ 13巻9号 明治40年6月15日 博文館 臨時増刊号　創業二十周年記念

太陽増刊　明治名著集
0-034 太陽 タイヨウ 14巻8号 明治41年6月1日 博文館

0-034 太陽 タイヨウ 15巻1号 明治42年1月1日 博文館

0-034 太陽 タイヨウ 15巻3号 明治42年2月20日 博文館 臨時増刊号　背表紙破損
0-034 太陽 タイヨウ 15巻9号 明治42年6月15日 博文館 臨時増刊号
0-034 太陽 タイヨウ 15巻11号 明治42年8月1日 博文館

0-034 太陽 タイヨウ 16巻2号 明治43年1月20日 博文館 臨時増刊号
0-034 太陽 タイヨウ 18巻9号 明治45年6月13日 博文館

0-035 太陽 タイヨウ 22巻10号 大正5年7月28日 博文館

0-035 太陽 タイヨウ 24巻4号 大正7年3月27日 博文館 裏表紙破損
0-035 太陽 タイヨウ 27巻10号 大正7年7月29日 株式会社　博文館

0-035 太陽 タイヨウ 27巻11号 大正10年8月29日 株式会社　博文館

0-035 太陽 タイヨウ 28巻3号 大正11年2月28日 株式会社　博文館

0-035 太陽 タイヨウ 28巻9号 大正11年6月29日 株式会社　博文館

0-035 太陽 タイヨウ 29巻13号 大正12年11月1日 株式会社　博文館

0-035 太陽 タイヨウ 32巻1号 大正15年1月1日 株式会社　博文館

0-035 太陽 タイヨウ 32巻11号 大正15年9月1日 株式会社　博文館

0-035 太陽 タイヨウ 32巻13号 大正15年11月1日 株式会社　博文館

0-035 太陽 タイヨウ 33巻2号 昭和2年2月1日 株式会社　博文館 大正天皇奉悼号
0-035 太陽 タイヨウ 33巻8号 昭和2年6月15日 株式会社　博文館 増刊 太陽　　明治大正の文化
0-035 太陽 タイヨウ 33巻10号 昭和2年8月1日 株式会社　博文館

0-035 太陽 タイヨウ 34巻2号 昭和3年2月1日 株式会社　博文館 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-075 太陽 タイヨウ 1巻4号 昭和18年11月20日 太陽発行所

0-045 太陽 タイヨウ 1巻3号 昭和21年2月7日 太陽社
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

0-045 太陽 タイヨウ 1巻2号 昭和21年3月7日 太陽社

7-016 太陽 タイヨウ no.26 昭和40年7月12日 平凡社

0-035 太陽 タイヨウ 22巻9号 大正5年6月28号 博文館 背表紙破損
0-034 太陽 タイヨウ 2巻11号 1896年5月20日 博文館 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-034 太陽 タイヨウ 2巻23号 1896年11月20日 博文館 表紙破損
0-034 太陽 タイヨウ 2巻24号 1896年12月5日 博文館

0-034 太陽 タイヨウ 2巻9号 1896年5月5日 博文館

0-034 太陽 タイヨウ 3巻14号 明治30年7月5日 博文館

0-034 太陽 タイヨウ 3巻1号 明治30年1月5日 博文館

0-034 太陽 タイヨウ 4巻2号 明治31年1月20日 博文館

0-034 太陽 タイヨウ 5巻14号 明治32年6月20日 博文館

0-034 太陽 タイヨウ 5巻15号 明治32年7月5日 博文館

0-034 太陽 タイヨウ 5巻21号 明治32年9月20日 博文館 表紙破損
0-034 太陽 タイヨウ 5巻24号 明治32年11月5日 博文館

0-034 太陽 タイヨウ 5巻7号 明治32年4月5日 博文館 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-043 大洋 タイヨウ 4巻5号 昭和17年5月1日 株式会社文藝春秋社

3-043 大洋 タイヨウ 6巻8号 昭和19年8月1日 株式会社文藝春秋社

9-017 太陽系 タイヨウケイ 5号 昭和21年10月20日 太陽系社

9-017 太陽系 タイヨウケイ 6号 昭和21年11月20日 太陽系社

9-017 太陽系 タイヨウケイ 7号 昭和21年12月20日 太陽系社

9-017 太陽系 タイヨウケイ 8号 昭和22年1月31日 太陽系社

9-017 太陽系 タイヨウケイ 9号 昭和22年3月31日 太陽系社

9-017 太陽系 タイヨウケイ 10号 昭和22年4月30日 太陽系社

9-017 太陽系 タイヨウケイ 11号 昭和22年6月25日 太陽系社

9-017 太陽系 タイヨウケイ 12号 昭和22年7月25日 太陽系社

9-017 太陽系 タイヨウケイ 13号 昭和22年9月25日 太陽系社

7-020
第4回国民体育大会秋季大
会　バレーボー競技

ダイヨンカイコクミンタイイクタイカイシュウキタイカイバレーボールキョウギ　－ 記載なし 記載なし 試合パンフレット

0-045 大陸 タイリク 1巻5号 昭和13年10月1日 改造社

9-094 大陸 タイリク 6巻1号 昭和30年1月1日 大陸社

0-063 宝島 タカラジマ 3 昭和38年8月5日 日本大学芸術学科研究室

7-011 宝塚少女歌劇 タカラヅカショウジョカゲキ　－ 大正8年7月20日 阪神急行電鉄株式会社

9-088 多喜二と百合子 タキジトユリコ 2号 昭和29年2月10日 多喜二・百合子研究会

9-088 多喜二と百合子 タキジトユリコ 3号 昭和29年4月10日 多喜二・百合子研究会

9-088 多喜二と百合子 タキジトユリコ 4号 昭和29年6月10日 多喜二・百合子研究会

9-088 多喜二と百合子 タキジトユリコ 6号 昭和29年10月10日 多喜二・百合子研究会

9-088 多喜二と百合子 タキジトユリコ 7号 昭和29年12月10日 多喜二・百合子研究会

9-088 多喜二と百合子 タキジトユリコ 8号 昭和30年2月1日 多喜二・百合子研究会

9-088 多喜二と百合子 タキジトユリコ 13号 昭和30年12月1日 多喜二・百合子研究会

9-088 多喜二と百合子 タキジトユリコ 4巻8号 昭和31年11月1日 多喜二・百合子研究会                               2冊あり
9-088 多喜二と百合子 タキジトユリコ 6巻4号 昭和33年4月1日 多喜二・百合子研究会

9-088 多喜二と百合子 タキジトユリコ 6巻5号 昭和33年5月1日 多喜二・百合子研究会

9-088 多喜二と百合子 タキジトユリコ 6巻10号 昭和33年10月1日 多喜二・百合子研究会                               2冊あり
9-088 多喜二と百合子 タキジトユリコ 7巻5号 昭和34年4月1日 多喜二・百合子研究会

9-088 多喜二と百合子 タキジトユリコ 7巻9号 昭和34年10月1日 多喜二・百合子研究会

9-088 多喜二と百合子 タキジトユリコ 8巻6号 昭和35年5月1日 多喜二・百合子研究会

9-088 多喜二と百合子 タキジトユリコ 8巻7号 昭和35年7月1日 多喜二・百合子研究会

9-088 多喜二と百合子 タキジトユリコ 9巻1号 昭和36年3月1日 多喜二・百合子研究会

9-088 多喜二と百合子 タキジトユリコ 7巻6号 昭和43年6月1日 多喜二・百合子研究会

9-093
多言語・多文化コミュニティの
ための言語管理

ダゲンゴ・タブンカコミュニティノタメノゲンゴカンリ　－ 平成9年3月 株式会社凡人社

9-011 種 タネ 11号 昭和38年11月25日 種同人会

9-011 種 タネ 12号 昭和39年2月20日 種同人会

9-075 たね タネ 2号 1964年6月15日 たねの会

9-011 種 タネ 13号 昭和39年7月11日 種同人会

9-075 たね タネ 3号 1965年1月1日 たねの会

3-015 種蒔く人 タネマクヒト 5巻2号 大正12年8月1日 種蒔き社

2-007 旅 タビ no.1 大正13年4月1日 日本旅行文化協會 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
2-007 旅 タビ 20巻11号 昭和21年11月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 20巻12号 昭和21年12月2日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 21巻1号 昭和22年1月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 21巻2号 昭和22年2月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 21巻3号 昭和22年3月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 21巻4号 昭和22年4月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 21巻5号 昭和22年5月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 21巻6号 昭和22年6月1日 財團法人日本交通公社

2-009 旅 タビ 21巻7号 昭和22年7月1日 財団法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 21巻8号 昭和22年8月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 21巻9号 昭和22年9月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 21巻10号 昭和22年10月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 21巻11号 昭和22年11月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 21巻12号 昭和22年12月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 22巻1号 昭和23年1月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 22巻2号 昭和23年2月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 22巻3号 昭和23年3月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 22巻4号 昭和23年4月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 22巻5号 昭和23年5月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 22巻6号 昭和23年6月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 22巻7号 昭和23年7月1日 財團法人日本交通公社
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2-007 旅 タビ 22巻8号 昭和23年8月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 22巻10号 昭和23年10月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 22巻11号 昭和23年11月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 22巻12号 昭和23年12月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 23巻1号 昭和24年1月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 23巻2号 昭和24年2月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 23巻3号 昭和24年3月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 23巻4号 昭和24年4月1日 財團法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 32巻12号 昭和33年12月1日 財団法人日本交通公社

2-007 旅 タビ 51巻1号 昭和52年1月1日 日本交通公社

2-006 旅と温泉 タビトオンセン 2巻1号 昭和22年1月1日 温泉新聞社

2-006 旅と温泉 タビトオンセン 2巻2号 昭和22年2月1日 温泉新聞社

2-006 旅と温泉 タビトオンセン 2巻2号 昭和22年3月1日 温泉新聞社

9-017 多摩 タマ 1巻2号 昭和10年7月1日 アルス

9-013 多磨 タマ 1巻3号 昭和10年8月1日 アルス 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-013 多磨 タマ 1巻4号 昭和10年9月1日 アルス

9-013 多磨 タマ 1巻5号 昭和10年10月1日 アルス

9-013 多磨 タマ 1巻6号 昭和10年10月2日 アルス

9-013 多磨 タマ 1巻7号 昭和10年10月3日 アルス

9-013 多磨 タマ 2巻1号 昭和11年1月1日 アルス

9-013 多磨 タマ 2巻2号 昭和11年2月1日 アルス

9-013 多磨 タマ 6巻3号 昭和13年3月1日 アルス

9-013 多磨 タマ 15巻6号 昭和17年12月1日 多磨短歌会

9-013 多磨 タマ 17巻1号 昭和18年7月1日 多磨短歌会

9-013 多磨 タマ 17巻2号 昭和18年8月1日 多磨短歌会

9-013 多磨 タマ 17巻3号 昭和18年9月1日 多磨短歌会

9-013 多磨 タマ 17巻4号 昭和18年10月1日 多磨短歌会

9-013 多磨 タマ 17巻5号 昭和18年11月1日 多磨短歌会

9-013 多磨 タマ 18巻1号 昭和19年1月1日 多磨短歌会

9-013 多磨 タマ 18巻2号 昭和19年2月1日 多磨短歌会

9-013 多磨 タマ 18巻4号 昭和19年4月1日 多磨短歌会

9-013 多磨 タマ 18巻5号 昭和19年5月1日 多磨短歌会

9-013 多磨 タマ 18巻6号 昭和19年6月1日 多磨短歌会

9-013 多磨 タマ 19巻1号 昭和19年7月1日 多磨短歌会

9-013 多磨 タマ 19巻2号 昭和19年8月1日 多磨短歌会

9-013 多磨 タマ 19巻3号 昭和19年9月1日 多磨短歌会

9-013 多磨 タマ 19巻4号 昭和19年10月1日 多磨短歌会

9-013 多磨 タマ 19巻5号 昭和19年11月1日 多磨短歌会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-013 多磨 タマ 19巻6号 昭和19年12月1日 多磨短歌会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-017 多摩 タマ 19巻6号 昭和19年12月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 21巻2号 昭和20年10月1日 多摩短歌会

9-013 多磨 タマ 22巻1号 昭和21年1月1日 多磨短歌会

9-017 多摩 タマ 22巻1号 昭和21年1月1日 多摩短歌会

9-013 多磨 タマ 22巻2号 昭和21年2月1日 多磨短歌会

9-017 多摩 タマ 22巻2号 昭和21年2月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 22巻3号 昭和21年3月1日 多摩短歌会

9-013 多磨 タマ 22巻4号 昭和21年4月1日 多磨短歌会

9-017 多摩 タマ 22巻4号 昭和21年4月1日 多摩短歌会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-013 多磨 タマ 22巻5号 昭和21年6月1日 多磨短歌会

9-017 多摩 タマ 22巻5号 昭和21年6月1日 多摩短歌会

9-013 多磨 タマ 23巻1号 昭和21年7月1日 多磨短歌会

9-017 多摩 タマ 23巻1号 昭和21年7月1日 多摩短歌会

9-013 多磨 タマ 23巻2号 昭和21年8月1日 多磨短歌会

9-017 多摩 タマ 23巻2号 昭和21年8月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 23巻3号 昭和21年9月1日 多摩短歌会

9-013 多磨 タマ 23巻4号 昭和21年10月1日 多磨短歌会

9-017 多摩 タマ 23巻4号 昭和21年10月1日 多摩短歌会

9-013 多磨 タマ 23巻5号 昭和21年11月1日 多磨短歌会

9-017 多摩 タマ 23巻5号 昭和21年11月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 23巻6号 昭和21年12月1日 多摩短歌会

9-013 多磨 タマ 24巻1号 昭和22年1月1日 多磨短歌会

9-017 多摩 タマ 24巻1号 昭和22年1月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 24巻2号 昭和22年2月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 24巻4号 昭和22年5月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 25巻1号 昭和22年7月1日 多摩短歌会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-017 多摩 タマ 25巻2号 昭和22年7月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 25巻4号 昭和22年11月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 26巻3号 昭和23年3月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 27巻2号 昭和23年8月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 27巻3号 昭和23年9月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 27巻5号 昭和23年11月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 28巻4号 昭和24年4月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 28巻6号 昭和24年6月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 29巻1号 昭和24年7月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 30巻1号 昭和25年1月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 30巻4号 昭和25年4月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 30巻6号 昭和25年5月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 31巻1号 昭和25年7月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 31巻2号 昭和25年8月1日 多摩短歌会
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9-017 多摩 タマ 31巻3号 昭和25年9月1日 多摩短歌会

9-017 多摩 タマ 33巻1号 昭和26年7月1日 多摩短歌会

3-034 玉川教育 タマガワキョウイク 3号 昭和25年8月20日 玉川大学出版部

9-067 玉もの前 タマモノマヘ 253号 明治30年2月25日 記載なし

9-013 短歌 タンカ 1巻3号 昭和29年3月1日 角川書店

9-013 短歌 タンカ 1巻11号 昭和29年11月1日 角川書店

9-013 短歌 タンカ 11巻13号 昭和29年12月25日 角川書店

9-013 短歌 タンカ 2巻3号 昭和30年3月1日 角川書店

9-013 短歌 タンカ 2巻11号 昭和30年11月1日 角川書店

9-013 短歌 タンカ 5巻14号 昭和33年12月5日 角川書店

9-014 短歌往来 タンカオウライ 1巻6号 昭和22年9月1日 県書房

9-014 短歌季刊 タンカキカン 2集 昭和22年9月11日 株式会社アルス

9-014 短歌季刊 タンカキカン 3集 昭和23年2月11日 株式会社アルス

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 2号 昭和6年11月20日 改造社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 3号 昭和6年12月20日 改造社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 4号 昭和7年1月8日 改造社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 5号 昭和7年2月20日 改造社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 6号 昭和7年3月18日 改造社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 8号 昭和7年5月19日 改造社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 9号 昭和7年6月20日 改造社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 10号 昭和7年7月20日 改造社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 12号 昭和7年9月21日 改造社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 3巻3号 昭和9年3月1日 改造社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 5巻10号 昭和11年10月1日 改造社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 6巻3号 昭和12年3月1日 改造社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 8巻8号 昭和14年8月1日 改造社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 10巻5号 昭和16年5月1日 改造社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 10巻7号 昭和16年7月1日 改造社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 11巻5号 昭和17年5月1日 改造社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 2巻6号 昭和20年10月1日 日本短歌社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 2巻7号 昭和20年11月1日 日本短歌社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 3巻1号 昭和21年1月1日 日本短歌社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 3巻3号 昭和21年2月1日 日本短歌社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 3巻6号 昭和21年7月2日 日本短歌社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 3巻9号 昭和21年11月1日 日本短歌社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 4巻5号 昭和22年7月1日 日本短歌社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 6巻7号 昭和24年7月1日 日本短歌社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 8巻4号 昭和26年5月1日 日本短歌社

9-014 短歌研究 タンカケンキュウ 9巻1号 昭和27年1月1日 株式会社日本短歌社

9-014 短歌建設 タンカケンセツ 5巻3号 昭和9年6月15日 短歌建設発行所

9-014 短歌雑誌 タンカザッシ 2巻5号 大正8年2月1日 短歌雑誌社

9-014 短歌雑誌 タンカザッシ 1巻2号 昭和22年8月1日 短歌雑誌社

9-014 短歌雑誌 タンカザッシ 996号 昭和28年5月1日 短歌雑誌社

9-014 短歌至上主義 タンカシジョウシュギ 12巻1号 昭和19年11月1日 藤浪会

9-014 短歌主潮 タンカシュチョウ 1巻2号 昭和23年9月10日 株式会社八雲書店

9-014 短歌人 タンカジン 2巻1号 昭和15年1月1日 短歌人発行所

9-014 短歌人 タンカジン 9巻1号 昭和22年5月15日 短歌人会

9-014 短歌人 タンカジン 9巻2号 昭和22年8月1日 短歌人会

9-014 短歌人 タンカジン 9巻3号 昭和22年9月15日 短歌人会

9-014 短歌人 タンカジン 10巻1号 昭和23年2月15日 短歌人会

9-014 短歌人 タンカジン 10巻4号 昭和23年6月15日 短歌人会

9-014 短歌新人 タンカシンジン 1巻2号 昭和21年9月1日 短歌新人連盟

9-014 短歌新人 タンカシンジン 2巻2号 昭和22年3月1日 短歌新人連盟

9-014 短歌新人 タンカシンジン 2巻4号 昭和22年5月1日 短歌新人連盟

9-014 短歌新人 タンカシンジン 2巻5号 昭和22年6月1日 短歌新人連盟

9-014 短歌声調 タンカセイチョウ 7号 昭和26年2月15日 短歌声調社

9-014 短歌草原 タンカソウゲン 20巻5号 昭和23年4月1日 短歌草原社

9-014 短歌草原 タンカソウゲン 20巻6号 昭和23年6月1日 短歌草原社

9-015 短歌年鑑 タンカネンカン 23巻10号 昭和29年12月20日 株式会社日本短歌社

9-014 短歌民族 タンカミンゾク 2集 昭和8年6月20日 アトリエ社

0-060 探究 タンキュウ 夏季号 昭和21年8月15日 法政大学学友雑誌部

3-015 探究 タンキュウ 6号 1959年4月1日 弁証法研究会

0-075 男子専科 ダンシセンカ 3巻1号 昭和31年3月1日 株式会社スタイル社

0-005 探書マンスリー タンショマンスリー 1巻2号 昭和22年2月15日 新府書房

0-005 探書マンスリー タンショマンスリー 1巻4号 昭和22年5月15日 新府書房

0-005 探書マンスリー タンショマンスリー 1巻5号 昭和22年6月15日 新府書房

0-005 探書マンスリー タンショマンスリー 1巻6号 昭和22年7月15日 新府書房

0-005 探書マンスリー タンショマンスリー 1巻7号 昭和22年8月15日 新府書房

0-005 探書マンスリー タンショマンスリー 1巻8号 昭和22年9月15日 新府書房

0-005 探書マンスリー タンショマンスリー 1巻9号 昭和22年11月15日 新府書房

0-005 探書マンスリー タンショマンスリー 1巻10号 昭和22年12月15日 新府書房

0-005 探書マンスリー タンショマンスリー 2巻1号 昭和23年1月1日 新府書房

0-005 探書マンスリー タンショマンスリー 2巻2号 昭和23年2月1日 新府書房

9-075 断絶 ダンゼツ 30 昭和38年12月30日 記載無し

7-008 ダンボーの宇宙旅行 ダンボーノウチュウリョコウ3集 昭和25年1月12日 日本国際出版社

0-045 暖流 ダンリュウ 2号 昭和23年7月1日 大地書房

9-057 暖流 ダンリュウ 4号 昭和23年10月1日 大地書房

9-075 暖流 ダンリュウ 4号 1964年1月 記載無し
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9-067 小さい花束 チイサイハナタバ 2巻1号 昭和11年1月1日 文学案内社

0-060 智慧 チエ 8年3月号 昭和5年3月24日 慶応義塾幼稚舎内智慧の会

9-075 知慧 チエ 2巻1号 昭和22年5月1日 秋田屋

0-067 知慧 チエ 2巻1号 昭和22年5月25日 秋田屋

9-011 地核 チカク 7号 昭和24年6月20日 広島詩人協会

9-075 地下水 チカスイ 4 1953年10月20日 「地下水」同人

9-075 地球 チキュウ 50 昭和21年6月1日 田園書房

9-011 地球 チキュウ 40号 昭和40年2月1日 地球社

9-011 地球船 チキュウセン 2号 昭和22年6月1日 地球船詩社

9-011 地球船 チキュウセン 3号 昭和22年9月1日 地球船詩社

4-001 地球の科学 チキュウノカガク 2号 昭和23年4月30日 株式会社目黒書店

0-045 知識人 チシキジン 1巻2号 昭和23年12月1日 小山書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-045 知識人 チシキジン 2巻1号 昭和24年1月1日 小山書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-045 知識人 チシキジン 2巻3号 昭和24年3月1日 小山書店

0-045 知識人 チシキジン 2巻4号 昭和24年4月1日 小山書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-045 知識人 チシキジン 2巻5号 昭和24年5月1日 小山書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり

0-045 地上 チジョウ 2巻1-12号 昭和23年1月1日
-昭和23年12月1日

家の光協会 合本第2巻

0-026 知性 チセイ 1巻8号 昭和13年12月1日 河出書房

0-026 知性 チセイ 3巻1号 昭和15年1月1日 河出書房

0-026 知性 チセイ 3巻3号 昭和15年3月1日 河出書房 P190以降破損
0-026 知性 チセイ 3巻6号 昭和15年6月1日 河出書房

0-026 知性 チセイ 3巻7号 昭和15年7月1日 河出書房 P288以降破損
0-026 知性 チセイ 3巻9号 昭和15年9月1日 河出書房

0-026 知性 チセイ 3巻10号 昭和15年10月1日 河出書房

0-026 知性 チセイ 3巻12号 昭和15年12月1日 河出書房

0-026 知性 チセイ 4巻4号 昭和16年4月1日 河出書房

0-026 知性 チセイ 4巻5号 昭和16年5月1日 河出書房

0-026 知性 チセイ 4巻11号 昭和16年11月1日 河出書房

0-026 知性 チセイ 5巻5号 昭和17年5月1日 河出書房

0-026 知性 チセイ 5巻8号 昭和17年8月1日 河出書房

0-026 知性 チセイ 6巻1号 昭和18年1月1日 河出書房

0-045 知性 チセイ 2巻5号 昭和24年4月25日 国土社

0-026 知性 チセイ 1巻2号 昭和29年9月1日 株式会社河出書房

0-026 知性 チセイ 1巻3号 昭和29年10月1日 株式会社河出書房

0-026 知性 チセイ 1巻4号 昭和29年11月1日 株式会社河出書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-026 知性 チセイ 1巻5号 昭和29年12月1日 株式会社河出書房

0-026 知性 チセイ 2巻1号 昭和30年1月1日 株式会社河出書房

0-026 知性 チセイ 2巻3号 昭和30年3月1日 株式会社河出書房

0-026 知性 チセイ 2巻4号 昭和30年4月1日 株式会社河出書房

0-026 知性 チセイ 2巻5号 昭和30年5月1日 株式会社河出書房

0-026 知性 チセイ 2巻6号 昭和30年6月1日 株式会社河出書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-026 知性 チセイ 2巻7号 昭和30年7月1日 株式会社河出書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-026 知性 チセイ 2巻8号 昭和30年8月1日 株式会社河出書房

0-026 知性 チセイ 2巻9号 昭和30年9月1日 株式会社河出書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-026 知性 チセイ 2巻10号 昭和30年10月1日 株式会社河出書房

0-026 知性 チセイ 2巻11号 昭和30年11月1日 株式会社河出書房

0-027 知性 チセイ 3巻1号 昭和31年1月1日 株式会社河出書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-027 知性 チセイ 3巻4号 昭和31年4月1日 株式会社河出書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-027 知性 チセイ 3巻6号 昭和31年5月1日 株式会社河出書房

0-027 知性 チセイ 3巻8号 昭和31年7月1日 株式会社河出書房

0-027 知性増刊 チセイゾウカン 3巻12号 昭和31年9月25日 株式会社河出書房 背表紙破損
9-075 秩序 チツジョ 　－ 1963年7月1日 文学グループ秩序

9-075 千葉 チバ 9 昭和22年10月1日 千葉県文化振興会

4-008 Ciba-Ziho チバザイホウ 4号 昭和16年10月15日 瑞西バーゼル科学会社日本学術部

2-005 茅原華山年譜 チハラカザンネンプ 　－ 昭和46年2月 記載なし

9-075 地平線 チヘイセン 1巻5号 大正15年11月1日 地平線社

9-003 地平線 チヘイセン 5号 昭和7年6月25日 地平線社

0-065 地方公僕 チホウコウボク no.2 昭和26年1月1日 北旺社

0-065 地方公僕 チホウコウボク no.3 昭和26年2月1日 北旺社

0-065 地方公僕 チホウコウボク no.4 昭和26年3月1日 北旺社

7-008 茶わん チャワン 70号 昭和11年12月1日 茶わん発行所

7-008 茶わん チャワン 85号 昭和13年3月1日 茶わん発行所

7-008 茶わん チャワン 104号 昭和14年9月1日 茶わん発行所

7-008 茶わん チャワン 107号 昭和14年12月1日 茶わん発行所

9-093 中・上級の教授法 チュウ・ジョウキュウノキョウジュホウ　－ 昭和59年6月30日 大蔵省印刷局

0-066 中央学術雑誌 チュウオウガクジュツザッシ2号 明治18年3月25日 団々社支店

0-068 中央学術雑誌 チュウオウガクジュツザッシ1巻-2巻14号 明治25年5月15日-明治26年11月15日中央学術雑誌社 1号-2巻14号合本
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 27年7号 明治45年7月1日 反省社 第280号
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 28年3号 大正2年2月1日 反省社 第288号
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 29年1号 大正3年1月1日 中央公論社 第300号　　　　　　　　　2冊あり
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 29年10号 大正3年9月1日 中央公論社 第309号
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 30年8号 大正4年7月15日 中央公論社 第320号
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 30年12号 大正4年11月1日 中央公論社 第324号
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 31年11号 大正5年10月1日 中央公論社 第336号
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 31年13号 大正5年12月1日 中央公論社 第338号
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 32年12号 大正6年11月1日 中央公論社 第350号
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 33年7号 大正7年7月1日 中央公論社 第358号
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 33年8号 大正7年7月15日 中央公論社 第359号

チ＊
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0-013 中央公論 チュウオウコウロン 35年1号 大正9年1月1日 中央公論社 第378号
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 36年10号 大正10年9月1日 中央公論社 第400号
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 37年8号 大正11年7月15日 中央公論社 第411号　　　P348以降破損
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 38年6号 大正12年6月1日 中央公論社 第422号
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 38年7号 大正12年6月15日 中央公論社 第423号
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 38年9号 大正12年8月1日 中央公論社 第425号
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 39年1号 大正13年1月1日 中央公論社 第430号
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 41年3号 大正15年3月1日 中央公論社 第458号
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 41年5号 大正15年5月1日 中央公論社 第460号
0-013 中央公論 チュウオウコウロン 41年7号 大正15年7月1日 中央公論社 第462号
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 42年2号 昭和2年2月1日 中央公論社 第469号
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 43年3号 昭和3年3月1日 中央公論社 第482号
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 44年1号 昭和4年1月1日 中央公論社 第492号
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 44年7号 昭和4年7月1日 中央公論社 第498号
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 45年8号 昭和5年8月1日 中央公論社 第511号
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 46年5号 昭和6年5月1日 中央公論社 第520号
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 46年11号 昭和6年11月1日 中央公論社 第526号
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 48年1号 昭和8年1月1日 中央公論社 第541号
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 48年4号 昭和8年4月1日 中央公論社 第544号
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 48年8号 昭和8年8月1日 中央公論社 第548号
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 50年5号 昭和10年5月1日 中央公論社 第570号
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 50年6号 昭和10年6月1日 中央公論社 第571号
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 50年9号 昭和10年9月1日 中央公論社 第574号
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 50年10号 昭和10年10月1日 中央公論社 第575号　　　　　　　　　2冊あり
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 50年11号 昭和10年11月1日 中央公論社 第576号
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 51年3号 昭和11年3月1日 中央公論社 第580号
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 51年9号 昭和11年9月1日 中央公論社 第586号
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 51年10号 昭和11年10月1日 中央公論社 第587号
0-014 中央公論 チュウオウコウロン 51年12号 昭和11年12月1日 中央公論社 第589号
0-015 中央公論 チュウオウコウロン 52年1号 昭和12年1月1日 中央公論社 第590号
0-015 中央公論 チュウオウコウロン 52年4号 昭和12年4月1日 中央公論社 第593号
0-015 中央公論 チュウオウコウロン 52年7号 昭和12年7月1日 中央公論社 第596号
0-015 中央公論 チュウオウコウロン 53年6号 昭和13年6月1日 中央公論社 第609号
0-015 中央公論 チュウオウコウロン 54年6号 昭和14年6月1日 中央公論社 第621号
0-015 中央公論 チュウオウコウロン 54年8号 昭和14年8月1日 中央公論社 第623号
0-015 中央公論 チュウオウコウロン 54年10号 昭和14年10月1日 中央公論社 第625号　　　　　　　　　2冊あり
0-015 中央公論 チュウオウコウロン 55年3号 昭和15年3月1日 中央公論社 第631号
0-015 中央公論 チュウオウコウロン 55年5号 昭和15年5月1日 中央公論社 第633号
0-015 中央公論 チュウオウコウロン 55年9号 昭和15年9月1日 中央公論社 第637号　　　　　　　　　2冊あり
0-015 中央公論 チュウオウコウロン 55年10号 昭和15年10月1日 中央公論社 第638号
0-015 中央公論 チュウオウコウロン 56年7号 昭和16年7月1日 中央公論社 第647号
0-015 中央公論 チュウオウコウロン 56年8号 昭和16年8月1日 中央公論社 第648号
0-015 中央公論 チュウオウコウロン 56年10号 昭和16年10月1日 中央公論社 第650号　　　背表紙なし
0-015 中央公論 チュウオウコウロン 56年10号 昭和16年10月1日 中央公論社 第650号　　　背表紙なし
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 57年1号 昭和17年1月1日 中央公論社 第653号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 57年10号 昭和17年10月1日 中央公論社 第662号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 58年1号 昭和18年1月1日 中央公論社 第665号　　　　　　　　　2冊あり
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 58年3号 昭和18年3月1日 中央公論社 第667号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 58年4号 昭和18年4月1日 中央公論社 第668号　　　　　　　　　2冊あり
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 58年6号 昭和18年6月1日 中央公論社 第670号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 58年7号 昭和18年8月1日 中央公論社 第671号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 58年9号 昭和18年10月1日 中央公論社 第673号　　　　　　　　　2冊あり
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 59年3号 昭和19年3月1日 中央公論社 第678号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 59年4号 昭和19年4月1日 中央公論社 第679号　　　　　　　　　2冊あり
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 59年5号 昭和19年5月1日 中央公論社 第680号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 59年6号 昭和19年6月1日 中央公論社 第681号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 59年7号 昭和19年7月1日 中央公論社 第682号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 61年1号 昭和21年1月1日 中央公論社 第683号（再建第1号）　4冊あり
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 61年2号 昭和21年2月1日 中央公論社 第684号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 61年3号 昭和21年3月1日 中央公論社 第685号　　　　　　　　　3冊あり
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 61年4号 昭和21年4月1日 中央公論社 第686号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 61年5号 昭和21年5月1日 中央公論社 第687号　　　　　　　　　2冊あり
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 61年7号 昭和21年7月1日 中央公論社 第689号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 61年8号 昭和21年8月1日 中央公論社 第690号　　　　　　　　　2冊あり
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 61年9号 昭和21年9月1日 中央公論社 第691号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 61年11号 昭和21年11月1日 中央公論社 第693号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 62年1号 昭和22年1月1日 中央公論社 第695号　　　　　　　　　2冊あり
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 62年2号 昭和22年2月1日 中央公論社 第696号　　　　　　　　　2冊あり
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 62年3号 昭和22年3月1日 中央公論社 第697号　　　　　　　　　2冊あり
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 62年5号 昭和22年5月1日 中央公論社 第699号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 62年6号 昭和22年6月1日 中央公論社 第700号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 62年8号 昭和22年8月1日 中央公論社 第702号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 62年11号 昭和22年11月1日 中央公論社 第705号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 62年12号 昭和22年12月1日 中央公論社 第706号　　　　　　　　　3冊あり
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 63年1号 昭和23年1月1日 中央公論社 第707号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 63年2号 昭和23年2月1日 中央公論社 第708号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 63年3号 昭和23年3月1日 中央公論社 第709号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 63年4号 昭和23年4月1日 中央公論社 第710号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 63年5号 昭和23年5月1日 中央公論社 第711号
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0-016 中央公論 チュウオウコウロン 63年6号 昭和23年6月1日 中央公論社 第712号　　　　　　　　　3冊あり
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 63年7号 昭和23年7月1日 中央公論社 第713号　　　　　　　　　2冊あり
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 63年8号 昭和23年8月1日 中央公論社 第714号
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 63年9号 昭和23年9月1日 中央公論社 第715号　　　　　　　　　2冊あり
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 63年10号 昭和23年10月1日 中央公論社 第716号　　　　　　　　　2冊あり
0-016 中央公論 チュウオウコウロン 63年12号 昭和23年12月1日 中央公論社 第718号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 64年1号 昭和24年1月1日 中央公論社 第719号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 64年2号 昭和24年2月1日 中央公論社 第720号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 64年4号 昭和24年4月1日 中央公論社 第722号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 64年5号 昭和24年5月1日 中央公論社 第723号　　　　　　　　　2冊あり
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 64年6号 昭和24年6月1日 中央公論社 第724号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 65年5号 昭和25年5月1日 中央公論社 第735号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 65年6号 昭和25年6月1日 中央公論社 第736号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 65年8号 昭和25年8月1日 中央公論社 第738号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 65年9号 昭和25年9月1日 中央公論社 第739号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 65年10号 昭和25年10月1日 中央公論社 第740号　　　　　　背表紙破損
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 65年11号 昭和25年11月1日 中央公論社 第741号　　　　　　背表紙なし
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 66年1号 昭和26年1月1日 中央公論社 第743号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 66年2号 昭和26年2月1日 中央公論社 第744号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 文藝特集7号 昭和26年3月18日 中央公論社

0-017 中央公論 チュウオウコウロン 66年5号 昭和26年5月1日 中央公論社 第747号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 66年8号 昭和26年8月1日 中央公論社 第750号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 66年10号 昭和26年10月1日 中央公論社 第752号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 66年12号 昭和26年11月1日 中央公論社 第754号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 文藝特集10号 昭和27年1月1日 中央公論社

0-017
中央公論 チュウオウコウロン 67年6号 昭和27年4月25日 中央公論社 第761号　臨時増刊

　　　　　（春季文藝特集号）
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 67年9号 昭和27年8月1日 中央公論社 第764号

0-017
中央公論 チュウオウコウロン 67年13号 昭和27年10月25日 中央公論社 第768号　臨時増刊

　　　　　（秋季文藝特集号）
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 67年14号 昭和27年12月1日 中央公論社 第769号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 68年2号 昭和28年2月1日 中央公論社 第771号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 68年4号 昭和28年4月1日 中央公論社 第773号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 68年11号 昭和28年10月1日 中央公論社 第780号

0-017
中央公論 チュウオウコウロン 68年13号 昭和28年10月25日 中央公論社 第782号（秋季文藝特集号）

　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 69年4号 昭和29年4月1日 中央公論社 第787号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 69年9号 昭和29年9月1日 中央公論社 第792号
0-017 中央公論 チュウオウコウロン 69年10号 昭和29年10月1日 中央公論社 第793号
0-018 中央公論 チュウオウコウロン 70年11号 昭和30年11月1日 中央公論社 創立70周年記念　　　　2冊あり
0-018 中央公論 チュウオウコウロン 70年12号 昭和30年12月1日 中央公論社 第807号　　　　　　　　　2冊あり
0-018 中央公論 チュウオウコウロン 71年2号 昭和31年2月1日 中央公論社 第809号
0-018 中央公論 チュウオウコウロン 71年3号 昭和31年3月1日 中央公論社 第810号
0-018 中央公論 チュウオウコウロン 71年5号 昭和31年5月1日 中央公論社 第812号
0-018 中央公論 チュウオウコウロン 71年6号 昭和31年6月1日 中央公論社 第813号
0-018 中央公論 チュウオウコウロン 71年9号 昭和31年8月15日 中央公論社 第816号　　　　　　　　　2冊あり
0-018 中央公論 チュウオウコウロン 71年11号 昭和31年10月1日 中央公論社 第818号
0-018 中央公論 チュウオウコウロン 71年12号 昭和31年11月1日 中央公論社 第819号　　　　　　　　　2冊あり
0-018 中央公論 チュウオウコウロン 71年13号 昭和31年12月1日 中央公論社 第820号　　　　　　　　　2冊あり
0-018 中央公論 チュウオウコウロン 72年1号 昭和32年1月1日 中央公論社 第821号　　　　　　　　　3冊あり
0-018 中央公論 チュウオウコウロン 72年3号 昭和32年3月1日 中央公論社 第823号　　　　　　　　　2冊あり
0-018 中央公論 チュウオウコウロン 72年4号 昭和32年3月20日 中央公論社 第824号　　　　　　　　　2冊あり
0-018 中央公論 チュウオウコウロン 72年5号 昭和32年4月1日 中央公論社 第825号
0-019 中央公論 チュウオウコウロン 72年6号 昭和32年5月1日 中央公論社 第826号
0-019 中央公論 チュウオウコウロン 72年8号 昭和32年6月1日 中央公論社 第828号
0-019 中央公論 チュウオウコウロン 72年11号 昭和32年9月1日 中央公論社 第831号
0-019 中央公論 チュウオウコウロン 72年12号 昭和32年10月1日 中央公論社 第832号
0-019 中央公論 チュウオウコウロン 72年14号 昭和32年12月1日 中央公論社 第834号
0-019 中央公論 チュウオウコウロン 73年6号 昭和33年6月1日 中央公論社 第840号
0-019 中央公論 チュウオウコウロン 73年7号 昭和33年7月1日 中央公論社

0-019 中央公論 チュウオウコウロン 73年12号 昭和33年11月20日 中央公論社 第846号　　　　　　　　　2冊あり

0-019
中央公論 チュウオウコウロン 74年2号 昭和34年1月20日 中央公論社 第849号　臨時増刊

　　　　（文藝特集号）　　2冊あり
0-019 中央公論 チュウオウコウロン 74年15号 昭和34年3月28日 中央公論社 第862号　増刊号
0-019 中央公論 チュウオウコウロン 74年5号 昭和34年4月1日 中央公論社 第852号

0-019
中央公論 チュウオウコウロン 74年7号 昭和34年5月20日 中央公論社 第854号　臨時増刊

　　　　　（マスコミ読本）

0-019
中央公論 チュウオウコウロン 74年10号 昭和34年7月17日 中央公論社 第857号　臨時増刊

　　　　　（文藝特集号）
0-019 中央公論 チュウオウコウロン 74年13号 昭和34年9月25日 中央公論社 第860号　緊急増刊
0-019 中央公論 チュウオウコウロン 75年2号 昭和35年2月1日 中央公論社 第866号
0-019 中央公論 チュウオウコウロン 75年13号 昭和35年12月1日 中央公論社 第877号　　　　　　　　　2冊あり
0-019 中央公論 チュウオウコウロン 76年12号 昭和36年12月1日 中央公論社 第889号
0-020 中央公論 チュウオウコウロン 77年11号 昭和37年10月1日 中央公論社 第900号
0-020 中央公論 チュウオウコウロン 79年5号 昭和39年5月1日 中央公論社 第919号
0-020 中央公論 チュウオウコウロン 79年10号 昭和39年10月1日 中央公論社 第924号
0-020 中央公論 チュウオウコウロン 不明 不明 不明

0-020 中央公論 チュウオウコウロン 不明 不明 不明

0-020 中央公論 チュウオウコウロン 不明 不明 不明
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0-020 中央公論 チュウオウコウロン 不明 不明 不明

0-020 中央公論 チュウオウコウロン 不明 不明 不明

0-020 中央公論 チュウオウコウロン 不明 不明 不明

0-014 中央公論年報 チュウオウコウロンネンポウ不明 昭和11年1月1日 中央公論社

2-003 中央史壇 チュウオウシダン 3巻4号（通巻18号）大正10年10月1日 国史講習会

2-003 中央史壇 チュウオウシダン 7巻4号（通巻43号）大正12年10月1日 国史講習会

7-004 中央美術 チュウオウビジュツ 4巻9号 大正7年9月1日 日本美術学院

7-004 中央美術 チュウオウビジュツ 8巻7号 大正11年7月1日 日本美術学院

7-004 中央美術 チュウオウビジュツ 9巻2号 大正12年10月1日 日本美術学院

7-004 中央美術 チュウオウビジュツ 15巻5号 昭和4年5月1日 中央美術社

7-004 中央美術 チュウオウビジュツ 5号 昭和8年12月1日 中央美術刊行会

0-076 中央評論 チュウオウヒョウロン 12巻1号 昭和35年3月7日 中央大学出版部内　中央評論編集部

9-057 中央文学 チュウオウブンガク 5年7号 大正10年7月1日 春陽堂

9-057 中央文学 チュウオウブンガク 5年9号 大正10年9月1日 春陽堂 表紙なし
9-057 中央文学 チュウオウブンガク 5年12号 大正10年12月1日 春陽堂

0-045 中外 チュウガイ 2巻1号 大正7年1月10日 中外社

0-045 中外 チュウガイ 2巻11号 大正7年10月1日 中外社

0-045 中外 チュウガイ 2巻12号 大正7年11月1日 中外社

0-045 中外 チュウガイ 2巻13号 大正7年12月1日 中外社

0-045 中外 チュウガイ 3巻1号 大正8年1月1日 中外社

0-045 中外 チュウガイ 4巻1号 大正10年6月1日 中外社

4-007 中外医事新報 チュウガイイジシンポウ 331号-354号 明治27年1月5日-明治27年12月20日中外医事新報社 合本
0-045 中外新論 チュウガイシンロン 3巻2号 大正8年2月1日 株式会社　中外新論社

3-034 中学教育 チュウガクキョウイク 2巻1号 昭和22年5月1日 株式会社日本経国社

3-035 中学初級 チュウガクショキュウ 2巻8号 昭和22年11月1日 研究社

3-035 中学初級 チュウガクショキュウ 2巻9号 昭和22年12月1日 研究社

3-035 中学初級 チュウガクショキュウ 2巻10号 昭和23年1月1日 研究社

3-035 中学初級 チュウガクショキュウ 2巻11号 昭和23年2月1日 研究社

3-035 中学初級 チュウガクショキュウ 2巻12号 昭和23年3月1日 研究社

3-035 中学初級 チュウガクショキュウ 3巻1号 昭和23年4月1日 研究社

3-035 中学初級 チュウガクショキュウ 3巻2号 昭和23年5月1日 研究社

3-035 中学初級 チュウガクショキュウ 3巻4号 昭和23年7月1日 研究社

0-075 中学生 チュウガクセイ 1巻2号 昭和23年2月1日 新教育研究会

0-075 中学生 チュウガクセイ 1巻3号 昭和23年3月1日 新教育研究会

0-075 中学生 チュウガクセイ 1巻5-6号 昭和23年5月25日 新教育研究会

0-075 中学生 チュウガクセイ 1巻6号 昭和23年6月25日 新教育研究会

0-075 中学生 チュウガクセイ 1巻7号 昭和23年8月1日 新教育研究会

0-075 中学生 チュウガクセイ 1巻8号 昭和23年10月15日 新教育研究会

3-034 中学生の母 チュウガクセイノハハ 2巻2号 昭和10年2月1日 尚文館

3-034 中学生の母 チュウガクセイノハハ 2巻3号 昭和10年3月1日 尚文館

3-034 中学生の母 チュウガクセイノハハ 2巻4号 昭和10年4月1日 尚文館

3-034 中学生の母 チュウガクセイノハハ 2巻5号 昭和10年5月1日 尚文館

9-065 中学世界 チュウガクセカイ 15巻14号 大正1年10月10日 博文館

3-035 中学世界 チュウガクセカイ 30巻11号 昭和2年9月1日 株式会社博文館

0-061 中学世界定期増刊学生座右 チュウガクセカイテイキゾウカンガクセイザユウロク9巻8号 明治39年6月20日 博文館

0-061 中学世界臨時増刊處生叢話 チュウガクセカイリンジゾウカンショセイソウワ11巻4号 明治41年3月20日 博文館

9-068 中学文壇 チュウガクブンダン 25号 明治32年12月15日 北上屋書店

9-068 中学文林 チュウガクブンリン 1巻4号 明治38年12月10日 内外出版会

7-016 中国画報 チュウゴクガホウ 1954年5月号 1954年5月 国際書店

7-016 中国画報 チュウゴクガホウ 1954年7月号 1954年7月 国際書店

7-016 中国画報 チュウゴクガホウ 1954年8月号 1954年8月 国際書店

7-016 中国画報 チュウゴクガホウ 1954年9月号 1954年9月 国際書店

7-016 中国画報 チュウゴクガホウ 1954年11月号 1954年11月 国際書店

7-016 中国画報 チュウゴクガホウ 1955年2月号 1955年2月 国際書店

7-016 中国画報 チュウゴクガホウ 1955年8月号 1955年8月 国際書店

9-093 中国語と対応する漢語 チュウゴクゴトタイオウスルカンゴ　－ 昭和56年8月20日 大蔵省印刷局

9-067 中国文化 チュウゴクブンカ 1巻8号 昭和21年10月10日 中国文化発行所

9-067 中国文化 チュウゴクブンカ 2巻9-10号 昭和22年12月1日 中国文化発行所

9-067 中国文化 チュウゴクブンカ no.18 昭和23年7月1日 中国文化発行所

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 1巻2号 昭和10年6月15日 話術倶楽部 巻号は推測
2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 1巻4号 昭和10年8月15日 話術倶楽部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 1巻5号 昭和10年9月15日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 1巻7号 昭和10年11月15日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 1巻8号 昭和10年12月15日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 2巻1号 昭和11年1月15日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 2巻4号 昭和11年4月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 2巻5号 昭和11年5月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 2巻6号 昭和11年6月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 2巻7号 昭和11年7月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 2巻8号 昭和11年8月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 2巻9号 昭和11年9月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 2巻11号 昭和11年11月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 2巻12号 昭和11年12月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 3巻1号 昭和12年1月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 3巻2号 昭和12年2月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 3巻3号 昭和12年3月25日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 3巻4号 昭和12年4月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 3巻5号 昭和12年5月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 3巻6号 昭和12年6月18日 話術倶楽部出版部



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
（平成26年10月2日改定）
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 3巻11号 昭和12年11月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 3巻12号 昭和12年12月21日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 4巻1号 昭和13年1月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 4巻2号 昭和13年2月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 4巻3号 昭和13年3月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 4巻4号 昭和13年4月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 4巻5号 昭和13年5月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 4巻6号 昭和13年6月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 4巻8号 昭和13年8月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 4巻9号 昭和13年9月18日 話術倶楽部出版部

2-005 痴遊雑誌 チユウザッシ 4巻11号 昭和13年11月25日 話術倶楽部出版部 終刊号
9-011 中信詩人 チュウシンシジン 24輯 昭和22年12月10日 中信詩人協会

9-011 中信詩人 チュウシンシジン 25輯 昭和23年1月3日 中信詩人協会

9-011 中信詩人 チュウシンシジン 26輯 昭和23年2月5日 中信詩人協会

9-011 中信詩人 チュウシンシジン 27輯 昭和23年3月15日 中信詩人協会

9-011 中信詩人 チュウシンシジン 28輯 昭和23年4月23日 中信詩人協会

3-034 中等教育 チュウトウキョウイク 1巻2号 昭和21年2月15日 中等学校協会所株式会社

3-034 中等教育 チュウトウキョウイク 1巻3号 昭和21年3月15日 中等学校協会所株式会社

3-034 中等教育 チュウトウキョウイク 1巻4号 昭和21年4月15日 中等学校協会所株式会社

3-034 中等教育 チュウトウキョウイク 1巻5-6号 昭和21年6月15日 中等学校協会所株式会社

3-034 中等教育 チュウトウキョウイク 1巻7-8号 昭和21年8月15日 中等学校協会所株式会社

3-034 中等教育 チュウトウキョウイク 1巻9号 昭和21年9月15日 中等学校協会所株式会社

3-034 中等教育 チュウトウキョウイク 1巻11号 昭和21年11月15日 中等学校協会所株式会社

3-034 中等教育 チュウトウキョウイク 2巻1号 昭和22年1月15日 中等学校協会所株式会社

3-034 中等教育 チュウトウキョウイク 2巻3号 昭和22年3月15日 中等学校協会所株式会社

0-081 中部文学 チュウブブンガク 21輯 昭和21年6月1日 中部文学社

0-081 中部文学 チュウブブンガク 2輯 昭和21年12月28日 高須書房

0-081 中部文学 チュウブブンガク 3輯-4輯 昭和22年8月28日 高須書房

3-027 調査時報 チョウサジホウ 3号 1946年11月1日 日本共産黨出版部

3-027 調査時報 チョウサジホウ 4号 1946年12月1日 日本共産黨出版部

3-027 調査時報 チョウサジホウ 6号 1947年4月1日 眞理社

3-027 調査資料 チョウサシリョウ no.67 1948年9月1日 全日本産業別勞働組合會議

3-027 調査資料 チョウサシリョウ no.68　 1948年9月11日 全日本産業別勞働組合會議

3-027 調査資料　東宝株式会社 チョウサシリョウ 3号 昭和24年10月 記載無し

4-005 鳥獣集報 チョウジュウシュウホウ 16巻1号 昭和32年12月5日 共同印刷株式会社

9-057 朝鮮文芸 チョウセンブンゲイ 2巻1輯 1948年2月1日 朝鮮文芸社

9-057 朝鮮文芸 チョウセンブンゲイ 2巻2輯 1948年7月1日 朝鮮文芸社

9-014 長風 チョウフウ 4号 昭和32年9月1日 長風短歌会

9-064 長編少年文学 チョウヘンショウネンブンガク準備号 昭和28年4月25日 新少年文学会

9-057 長篇文庫 チョウヘンブンコ 1巻2号 昭和14年3月1日 三笠書房

9-011 帖面 チョウメン 2号 昭和33年10月 帖面舎

9-011 帖面 チョウメン 3号 昭和34年1月 帖面舎

9-011 帖面 チョウメン 4号 昭和34年4月 帖面舎

9-011 帖面 チョウメン 5号 昭和34年8月 帖面舎

9-011 帖面 チョウメン 6号 昭和34年11月 帖面舎

9-011 帖面 チョウメン 7号 昭和35年2月 帖面舎

9-011 帖面 チョウメン 8号 昭和35年12月 帖面舎

9-011 帖面 チョウメン 9号 昭和36年7月 帖面舎

9-011 帖面 チョウメン 11号 昭和37年8月 帖面舎

9-011 帖面 チョウメン 12号 昭和38年4月 帖面舎

9-011 帖面 チョウメン 16号 昭和39年4月 帖面舎

9-011 帖面 チョウメン 18号 昭和39年10月 帖面舎

9-011 帖面 チョウメン 19号 昭和40年1月 帖面舎

9-011 帖面 チョウメン 20号 昭和40年4月 帖面舎

9-011 帖面 チョウメン 21号 昭和40年7月 帖面舎

9-011 帖面 チョウメン 22号 昭和40年10月 帖面舎

0-046 潮流 チョウリュウ 1巻2号 昭和21年2月1日 吉田書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-046 潮流 チョウリュウ 1巻3号 昭和21年3月1日 吉田書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-046 潮流 チョウリュウ 1巻4号 昭和21年4月1日 吉田書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-046 潮流 チョウリュウ 1巻5号 昭和21年5月1日 吉田書房

0-046 潮流 チョウリュウ 1巻6号 昭和21年6月1日 吉田書房

0-046 潮流 チョウリュウ 1巻7号 昭和21年7月1日 吉田書房

0-046 潮流 チョウリュウ 1巻8号 昭和21年8月1日 吉田書房

0-046 潮流 チョウリュウ 1巻9号 昭和21年9月1日 吉田書房

0-046 潮流 チョウリュウ 1巻11号 昭和21年12月1日 吉田書房

0-046 潮流 チョウリュウ 2巻1号 昭和22年1月1日 吉田書房

0-046 潮流 チョウリュウ 2巻3号 昭和22年3月1日 吉田書房

0-046 潮流 チョウリュウ 2巻5号 昭和22年6月1日 潮流社

0-046 潮流 チョウリュウ 2巻7号 昭和22年8月1日 潮流社

0-046 潮流 チョウリュウ 2巻8号 昭和22年10月1日 潮流社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-046 潮流 チョウリュウ 2巻9号 昭和22年11月1日 潮流社

0-046 潮流 チョウリュウ 3巻2号 昭和23年2月1日 潮流社 　　　　　　　　　　　　　　4冊あり
0-046 潮流 チョウリュウ 3巻5号 昭和23年6月1日 潮流社

0-046 潮流 チョウリュウ 3巻6号 昭和23年7月1日 潮流社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-046 潮流 チョウリュウ 3巻7号 昭和23年8月1日 潮流社

0-046 潮流 チョウリュウ 3巻9号 昭和23年10月1日 潮流社

0-046 潮流 チョウリュウ 4巻1号 昭和24年1月1日 潮流社

0-046 潮流 チョウリュウ 4巻2号 昭和24年2月1日 潮流社

0-046 潮流 チョウリュウ 4巻6号 昭和24年6月1日 潮流社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

0-046 潮流 チョウリュウ 4巻11号 昭和24年11月1日 潮流社

0-046 潮流 チョウリュウ 5巻2号 昭和25年2月1日 潮流社

0-046 潮流 チョウリュウ 5巻3号 昭和25年3月1日 潮流社

9-011 潮流詩派 チョウリュウシハ 28号 1962年1月10日 潮流詩派社

9-011 潮流詩派 チョウリュウシハ 29号 1962年4月20日 潮流詩派社

9-011 潮流詩派 チョウリュウシハ 30号 1962年7月20日 潮流詩派社

9-057 著作評論 チョサクヒョウロン 1巻5号 大正9年8月1日 著作家組合

9-057 著作評論 チョサクヒョウロン 1巻7号 大正9年10月1日 著作家組合

3-042 チラシ チラシ 　－ 記載なし 記載なし

0-008 チラシ1３枚 チラシ13枚 　－ 記載無し 記載無し

9-011 ヂンダレ ヂンダレ 13号 1955年10月1日 大阪朝鮮詩人集団

9-011 ヂンダレ ヂンダレ 18号 1957年7月5日 大阪朝鮮詩人集団

9-057 槻の木 ツキノキ 24巻3号 昭和24年4月1日 槻の木会

7-004 机 ツクエ 9号 昭和28年9月5日 紀伊國屋書店

0-008 机 ツクエ 7巻2号 昭和31年2月1日 紀伊國屋書店

9-068 津田文学 ツダブンガク 　－ 昭和21年12月5日 津田塾専門学校

0-005 土田杏村著作目録 ツチダキョウソンチョサクモクロク　－ 1987年11月 東京造形大学

9-088 綴方生活 ツヅリカタセイカツ 6巻7号 昭和9年8月1日 文園社

3-043 つはもの ツハモノ 894号 昭和19年6月1日 財団法人軍人会館図書部内「つはもの」発行所

9-017 鶴 ツル 7巻10号 昭和18年10月20日 鶴発行所

0-008 ツルゲーネフ全集 ツルゲーネフゼンシュウ 　－ 昭和17年 三笠書房

0-067 TUP通信 ティーユーピーツウシン 13号 1953年10月 東京大学出版会

0-067 TUP通信 ティーユーピーツウシン 14号 1953年11月 東京大学出版会

9-014 定型律 テイケイリツ 2巻9号 昭和22年9月1日 定型律短歌会

9-014 定型律 テイケイリツ 2巻10号 昭和22年10月1日 定型律短歌会

9-014 定型律 テイケイリツ 2巻11号 昭和22年11月1日 定型律短歌会

9-014 定型律 テイケイリツ 3巻6号 昭和23年6月1日 定型律短歌会

0-065 帝国学士院紀事 テイコクガクシインキジ 1巻2号 昭和17年7月25日 帝国学士院

0-071 帝国青年 テイコクセイネン 1巻3号 大正5年4月1日 帝国青年発行所

9-088 帝国百科全書 テイコクヒャッカゼンショ 148編 明治39年4月2日 博文館 日本口語文典
9-057 帝国文学 テイコクブンガク 9巻12号 明治26年12月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 2号 明治28年2月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 3号 明治28年3月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 4号 明治28年4月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 5号 明治28年5月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 6号 明治28年6月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 7号 明治28年7月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 8号 明治28年8月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 9号 明治28年9月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 10号 明治28年10月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 11号 明治28年11月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 12号 明治28年12月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 2巻1号 明治29年1月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 3巻1号 明治30年1月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 3巻2号 明治30年2月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 3巻3号 明治30年3月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 6巻5号 明治33年5月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 6巻7号 明治33年7月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 6巻9号 明治33年9月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 7巻2号 明治34年2月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 9巻3号 明治36年3月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 9巻6号 明治36年6月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 9巻7号 明治36年7月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 9巻9号 明治36年9月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 9巻11号 明治36年11月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 臨時増刊1号 明治37年5月15日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 12巻3号 明治38年3月10日 大日本図書株式会社

9-057 帝国文学 テイコクブンガク 22巻5号 大正5年5月10日 帝国文学会

0-065 逓信協会雑誌 テイシンキョウカイザッシ505号 昭和28年6月5日 財団法人　逓信協会 2冊あり
0-067 丁酉倫理 テイユウリンリ 526集 昭和22年1月1日 大日本出版株式会社

0-067 丁酉倫理 テイユウリンリ 527集 昭和22年2月1日 大日本出版株式会社

0-067 丁酉倫理 テイユウリンリ 525集 昭和22年12月1日 大日本出版株式会社

0-059 出入り自由 デイリジユウ 1月-2月号 昭和46年1月25日 日本大学芸術学部

7-008 Date Painting 1981-1983 データペインティング 　－ 記載なし ・・・on Sundays 作品集
9-057 手帖 テチョウ 7号 昭和29年7月10日 手帖の会

0-084 哲学茶話 テツガクサワ 全 明治20年5月 哲学書院

9-067 鐵塔 テットウ 2巻3号 昭和8年3月1日 鐵塔書院

9-067 鐵塔 テットウ 2巻4号 昭和8年4月1日 鐵塔書院

9-067 鐵塔 テットウ 2巻5号 昭和8年5月1日 鐵塔書院 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-067 鐵塔 テットウ 2巻6号 昭和8年6月1日 鐵塔書院

9-067 鐵塔 テットウ 2巻7号 昭和8年7月1日 鐵塔書院

9-067 鐵塔 テットウ 2巻8号 昭和8年8月1日 鐵塔書院

9-067 鐵塔 テットウ 2巻9号 昭和8年9月1日 鐵塔書院

9-067 鐵塔 テットウ 2巻10号 昭和8年10月1日 鐵塔書院

6-008 鉄道界 テツドウカイ 27巻8号 昭和27年8月1日 株式会社鉄道研究社

9-075 鉄道文芸 テツドウブンゲイ 2号 大正12年2月15日 鉄道文芸社

0-008 テムペラ書会第1回展覧会目 テムペラショカイダイ１カイテンランカイモクロク　－ 昭和3年2月 東京三越呉服店

9-075 DER PLATZ デル プラッツ 6 1961年2月10日 東京大学教養学部文学研究会創作グループ

6-007 テレビ研究 テレビケンキュウ 2年1号 昭和34年2月1日 みすず書房

ツ＊

テ＊
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6-007 テレビ研究 テレビケンキュウ 2年2号 昭和34年7月25日 みすず書房

6-007 テレビドラマ テレビドラマ no.60 昭和39年10月1日 ソノレコード株式会社テレビドラマ編集部

6-007 テレビドラマ テレビドラマ 7巻9号 昭和40年8月1日 ソノレコード株式会社テレビドラマ編集部

2-002 伝記 デンキ 3巻1号 昭和11年1月1日 傳記學會

2-004 伝記 デンキ 2巻1号 昭和23年1月1日 菁柿堂

2-004 伝記 デンキ 2巻4号 昭和23年4月1日 株式会社菁柿堂

2-004 伝記 デンキ 3巻6号 昭和24年8月1日 傳記出版社

2-004 伝記 デンキ 3巻7号 昭和24年10月1日 傳記出版社

2-004 伝記 デンキ 4巻1号 昭和25年1月1日 傳記出版社

2-004 伝記 デンキ 4巻3号 昭和25年4月1日 傳記出版社

5-012 電気技報 デンキギホウ 1巻2号 昭和19年8月25日 日本電気製造協会

5-012 電気技報 デンキギホウ 1巻3号 昭和19年9月25日 日本電気製造協会

5-012 電気知識 デンキチシキ 22巻9号 昭和21年9月15日 社団法人大日本電気会

4-001 天気と気候 テンキトキコウ 9巻11号 昭和17年11月15日 株式会社地人書館

4-001 天気と気候 テンキトキコウ 10巻8号 昭和18年8月15日 株式会社地人書館

4-001 天気と気候 テンキトキコウ 11巻2号 昭和19年3月15日 株式会社地人書館

4-001 天気と気候 テンキトキコウ 11巻4号 昭和19年4月15日 株式会社地人書館

4-001 天気と気候 テンキトキコウ 11巻5号 昭和19年6月15日 株式会社地人書館

4-001 天気と気候 テンキトキコウ 12巻3号 昭和21年3月15日 株式会社地人書館

5-012 電気日本 デンキニホン 377号-382号 昭和21年4月12日-昭和21年9月12日株式会社電気日本社 合本

3-035 学燈 デントウ 14巻8号 昭和35年8月1日 学燈社

2-001 伝統にたいする心構　福田 デントウニタイスルシンコウ　フクダツネアリ日本文化研究8巻昭和35年7月10日 株式会社新潮社

5-011 電燈の常識 デントウノジョウシキ 2集 昭和21年6月20日 国民科学社

5-012 電波科学 デンパカガク 1巻2号 昭和20年2月1日 日本放送出版協会

0-027 展望 テンボウ 2号 昭和21年2月1日 筑摩書房 創刊号有
0-027 展望 テンボウ 3号 昭和21年3月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 4号 昭和21年4月1日 筑摩書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-027 展望 テンボウ 5号 昭和21年5月1日 筑摩書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-027 展望 テンボウ 6号 昭和21年6月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 7号 昭和21年7月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 8号 昭和21年8月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 9号 昭和21年8月20日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 10号 昭和21年10月1日 筑摩書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-027 展望 テンボウ 11号 昭和21年11月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 12号 昭和21年12月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 13号 昭和22年1月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 14号 昭和22年2月1日 筑摩書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-027 展望 テンボウ 15号 昭和22年3月1日 筑摩書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-027 展望 テンボウ 16号 昭和22年4月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 17号 昭和22年5月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 18号 昭和22年6月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 19号 昭和22年7月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 20号 昭和22年8月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 21号 昭和22年9月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 22号 昭和22年10月1日 筑摩書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-027 展望 テンボウ 23号 昭和22年11月1日 筑摩書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-027 展望 テンボウ 24号 昭和22年12月1日 筑摩書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-027 展望 テンボウ 25号 昭和23年1月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 26号 昭和23年2月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 27号 昭和23年3月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 28号 昭和23年4月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 30号 昭和23年6月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 31号 昭和23年7月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 32号 昭和23年8月1日 筑摩書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-027 展望 テンボウ 33号 昭和23年9月1日 筑摩書房

0-027 展望 テンボウ 34号 昭和23年10月1日 筑摩書房 背表紙破損
0-027 展望 テンボウ 36号 昭和23年12月1日 筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 37号 昭和24年1月1日 筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 38号 昭和24年2月1日 筑摩書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-028 展望 テンボウ 39号 昭和24年3月1日 筑摩書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-028 展望 テンボウ 40号 昭和24年4月1日 筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 41号 昭和24年5月1日 筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 42号 昭和24年6月1日 筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 44号 昭和24年8月1日 筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 45号 昭和24年9月1日 筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 47号 昭和24年11月1日 筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 48号 昭和24年12月1日 筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 49号 昭和25年1月1日 筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 50号 昭和25年2月1日 筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 51号 昭和25年3月1日 筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 53号 昭和25年5月1日 筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 56号 昭和25年8月1日 筑摩書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-028 展望 テンボウ 61号 昭和26年1月1日 筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 63号 昭和26年3月1日 筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 65号 昭和26年5月1日 筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 66号 昭和26年6月1日 筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 69号 昭和26年9月1日 筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 71号 昭和39年11月1日 株式会社筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 72号 昭和39年12月1日 株式会社筑摩書房
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

0-028 展望 テンボウ 73号 昭和40年1月1日 株式会社筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 74号 昭和40年2月1日 株式会社筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 76号 昭和40年4月1日 株式会社筑摩書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-028 展望 テンボウ 77号 昭和40年5月1日 株式会社筑摩書房

0-028 展望 テンボウ 79号 昭和40年7月1日 株式会社筑摩書房

0-067 天理大学学報 テンリダイガクガクホウ 9集 昭和27年12月26日 天理大学出版部

9-017 天狼 テンロウ 1巻2号 昭和23年2月1日 養徳社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-017 天狼 テンロウ 1巻3号 昭和23年3月1日 養徳社

9-017 天狼 テンロウ 1巻4号 昭和23年4月1日 養徳社

9-017 天狼 テンロウ 1巻5号 昭和23年5月1日 養徳社

9-017 天狼 テンロウ 1巻6号 昭和23年6月1日 養徳社

9-017 天狼 テンロウ 1巻8・9号 昭和23年8月1日 養徳社

9-017 天狼 テンロウ 1巻10号 昭和23年10月1日 養徳社

9-017 天狼 テンロウ 1巻11号 昭和23年11月1日 養徳社

9-017 天狼 テンロウ 2巻1号 昭和24年1月1日 養徳社

9-017 天狼 テンロウ 2巻4号 昭和24年4月10日 養徳社

0-046 塔 トウ 1巻2号 昭和24年2月1日 羽田書店 「不同調」改題
0-046 塔 トウ 1巻4号 昭和24年4月1日 羽田書店

0-046 塔 トウ 1巻7号 昭和24年7月1日 羽田書店

3-030 同愛 ドウアイ 7号 大正12年12月10日 同愛会本部

3-003 東亜開放 トウアカイホウ 2巻6号 昭和15年6月1日 東亞解放社

2-002 東亜史研究 トウアシケンキュウ 東亜問題研究号昭和19年9月10日 株式會社生活者

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 6巻1号 明治44年1月1日 記載無し

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 6巻3号 明治44年3月1日 東亜協会々計部

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 6巻4号 明治44年4月1日 東亜協会々計部

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 6巻5号 明治44年5月1日 東亜協会々計部

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 6巻7号 明治44年7月1日 東亜協会々計部

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 6巻8号 明治44年8月1日 東亜協会々計部

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 6巻9号 明治44年9月1日 東亜協会々計部

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 6巻10号 明治44年10月1日 東亜協会々計部

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 6巻11号 明治44年11月1日 東亜協会々計部

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 6巻12号 明治44年12月1日 東亜協会々計部

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 17巻2号 大正11年2月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 17巻3号 大正11年3月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 17巻5号 大正11年5月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 18巻3号 大正12年3月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 18巻4号 大正12年4月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 18巻5号 大正12年5月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 18巻6号 大正12年6月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 18巻7号 大正12年7月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 18巻10号 大正12年10月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 18巻11号 大正12年11月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 19巻2号 大正13年2月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 19巻3号 大正13年3月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 19巻4号 大正13年4月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 19巻5号 大正13年5月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 19巻6号 大正13年6月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 19巻7号 大正13年7月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 19巻8号 大正13年8月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 19巻9号 大正13年9月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 19巻10号 大正13年10月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 19巻11号 大正13年11月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 トウアノヒカリ 19巻12号 大正13年12月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 20巻1号 大正14年1月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 20巻2号 大正14年2月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 20巻3号 大正14年3月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 20巻4号 大正14年4月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 20巻6号 大正14年6月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 20巻7号 大正14年7月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 20巻8号 大正14年8月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 20巻9号 大正14年9月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 20巻10号 大正14年10月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 20巻11号 大正14年11月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 20巻12号 大正14年12月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 21巻1号 大正15年1月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 21巻2号 大正15年2月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 21巻3号 大正15年3月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 21巻4号 大正15年4月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 21巻6号 大正15年6月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 21巻7号 大正15年7月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 21巻8号 大正15年8月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 21巻9号 大正15年9月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 21巻10号 大正15年10月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 22巻1号 昭和2年1月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 22巻2号 昭和2年2月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 22巻9号 昭和2年9月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 22巻11号 昭和2年11月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 22巻12号 昭和2年12月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 23巻2号 昭和3年2月1日 東亜協会

ト＊
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0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 23巻4号 昭和3年4月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 23巻5号 昭和3年5月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 23巻6号 昭和3年6月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 23巻7-8号 昭和3年7月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 23巻9号 昭和3年9月1日 東亜協会

0-078 東亜の光 トウアノヒカリ 23巻11-12号 昭和3年11月1日 東亜協会

0-078 東亜之光 五周年紀念号 トウアノヒカリ ゴシュウネンキネンゴウ6巻6号 明治44年6月1日 東亜協会々計部

0-078 東亜の光 二十周年記念増 トウアノヒカリ ニジュッシュウネンキネンゾウダイゴウ20巻5号 大正14年5月1日 東亜協会

3-006 東亜文化圏 トウアブンカケン 2巻3号 昭和18年3月1日 財團法人靑年文化協會東亞文化圏社

3-010 東亜文化圏 トウアブンカケン 2巻8号 昭和18年8月1日 財團法人靑年文化協會東亞文化圏社

6-004 東亜連盟 トウアレンメイ 7巻3号 昭和20年10月8日 東亜連盟同志会

7-004 塔影 トウエイ 3月特集号 昭和14年3月20日 塔影社

0-081 東海人 トウカイジン 8月-9月号 昭和22年8月25日 株式会社吉見書房

9-057 東海人 トウカイジン 3巻1号 昭和23年1月5日 株式会社吉見書店

9-094 東海大学紀要 トウカイブンガクキヨウ 1集 昭和34年3月31日 東海大学

0-081 東海レポート トウカイレポート 15号 昭和26年6月20日 記載無し 表紙なし
7-016 東京1945年・秋 トウキョウ1945ネンアキ 　－ 昭和21年4月25日 文化社

4-007 東京医事新誌 トウキョウイジシンシ 167号 明治14年6月11日 東京医事新誌局

4-007 東京医事新誌 トウキョウイジシンシ 184号-193号 明治14年10月8日-明治14年12月10日東京医事新誌局 合本、裏表紙破損
4-007 東京医事新誌 トウキョウイジシンシ 380号 明治18年7月11日 東京医事新誌局

4-007 東京医事新誌 トウキョウイジシンシ 390号 明治18年9月19日 東京医事新誌局

4-007 東京医事新誌 トウキョウイジシンシ 405号 明治19年1月2日 東京医事新誌局

4-007 東京医事新誌 トウキョウイジシンシ 623号 明治23年3月8日 東京医事新誌局

4-007 東京医事新誌 トウキョウイジシンシ 630号 明治23年4月26日 東京医事新誌局

4-007 東京医事新誌 トウキョウイジシンシ 631号 明治23年5月3日 東京医事新誌局

4-007 東京医事新誌 トウキョウイジシンシ 632号 明治23年5月10日 東京医事新誌局

4-007 東京医事新誌 トウキョウイジシンシ 633号 明治23年5月17日 東京医事新誌局

4-007 東京医事新誌 トウキョウイジシンシ 634号 明治23年5月24日 東京医事新誌局

4-007 東京医事新誌 トウキョウイジシンシ 635号 明治23年5月31日 東京医事新誌局

0-070 東京感化院雑記 トウキョウカンカインザッキ14号 明治32年2月7日 東京感化院司

3-023 東京経済雑誌 トウキョウケイザイザッシ1号 明治12年1月29日 東洋經濟新報社

0-060 東京歯科大学同窓会会報 トウキョウシカダイガクドウソウカイカイホウ192号 昭和54年12月20日 東京歯科大学同窓会

9-066 東京新誌 トウキョウシンシ 121号 明治11年11月16日 記載無し 破損本
0-084 東京大家十四家集評論 トウキョウタイカ14カシュウヒョウロン上巻 明治17年 記載無し

0-084 東京大家十四家集評論 トウキョウタイカ15カシュウヒョウロン下巻 明治17年 記載無し

0-068 東京堂月報 トウキョウドウゲッポウ 16巻17号 昭和4年10月1日 株式会社東京堂

0-068 東京堂月報 トウキョウドウゲッポウ 16巻19号 昭和4年11月1日 株式会社東京堂

0-068 東京堂月報 トウキョウドウゲッポウ 19巻7号 昭和7年4月15日 株式会社東京堂

0-005 東京堂月報 トウキョウドウゲッポウ 20巻10号 昭和8年10月15日 東京堂

0-005 東京堂月報 トウキョウドウゲッポウ 21巻7号 昭和9年7月15日 東京堂

0-005 東京堂月報 トウキョウドウゲッポウ 23巻3号 昭和11年3月15日 東京堂

0-005 東京堂月報 トウキョウドウゲッポウ 23巻7号 昭和11年7月15日 東京堂

0-005 東京堂月報 トウキョウドウゲッポウ 23巻8号 昭和11年8月15日 東京堂

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシ3号 昭和22年9月20日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシ4号 昭和22年11月25日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシ5号 昭和22年12月25日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシ新年号 昭和23年1月30日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシ2月号 昭和23年2月29日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシ8号 昭和23年3月29日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.10 昭和23年5月20日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.11 昭和23年9月20日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.12 昭和23年10月20日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.13 昭和23年11月30日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.14 昭和23年12月25日 東京都古書籍商業協同組合

0-064
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.15 昭和24年1月30日 東京都古書籍商業協同組合

0-064
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.16 昭和24年3月10日 東京都古書籍商業協同組合

0-064
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.17 昭和24年4月10日 東京都古書籍商業協同組合

0-064
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.18 昭和24年5月10日 東京都古書籍商業協同組合 裏表紙なし

0-064
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.19 昭和24年6月10日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.20 昭和24年7月10日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.21 昭和24年8月10日 東京都古書籍商業協同組合
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0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.22 昭和24年9月20日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.25 昭和25年1月20日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.26 昭和25年2月21日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.27 昭和25年3月25日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.28 昭和25年4月10日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.29 昭和25年5月10日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.31 昭和25年7月24日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.34 昭和25年10月17日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.35 昭和25年11月30日 東京都古書籍商業協同組合

0-069
東京都古書籍商業協同組合
機関誌

トウキョウトコショセキショウギョウキョウドウクミアイキカンシno.36 昭和25年12月 東京都古書籍商業協同組合

3-034 東京の教育 トウキョウノキョウイク 　－ 昭和24年10月31日 東京都教職員組合連合

0-065 東京文理科大学文科紀要 トウキョウブンリカダイガクブンカキヨウ4巻 昭和6年9月15日 東京文理科大学

0-073 東京文理科大学文化紀要 トウキョウブンリカダイガクブンカキヨウ11巻 昭和10年12月5日 東京文理科大学

0-075 東京リポート トウキョウリポート 4巻9号 昭和30年9月1日 東京通信社出版部

3-027 統計 トウケイ no.9 昭和22年12月1日 日本統計協會

3-015 党建設 トウケンセツ 36号 1955年4月1日 日本共産党出版局事業部

3-015 党建設 トウケンセツ 37号 1955年4月15日 日本共産党出版局事業部

3-015 党建設 トウケンセツ 38号 1955年5月1日 日本共産党出版局事業部

3-015 党建設 トウケンセツ 41号 1955年6月15日 日本共産党出版局事業部

3-015 党建設 トウケンセツ 46号 1955年9月1日 日本共産党出版局事業部

3-015 党建設 トウケンセツ 51号 1956年2月1日 日本共産党出版局事業部

9-075 東光 トウコウ 1巻2号 昭和28年7月1日 東光会

0-060 同攻会雑誌 ドウコウカイザッシ 10号 明治25年1月21日 同攻会雑誌局

0-060 同攻会雑誌 ドウコウカイザッシ 11号 明治25年2月16日 同攻会雑誌局

0-060 同攻会雑誌 ドウコウカイザッシ 12号 明治25年3月15日 同攻会雑誌局

9-057 東国 トウゴク 2巻1号 昭和22年1月1日 株式会社上毛新聞社

9-057 東国 トウゴク 2巻2号 昭和22年2月1日 株式会社上毛新聞社

9-057 東西 トウザイ 1巻4号 昭和21年8月1日 株式会社弘文社 夏季特輯号
9-075 同時代 ドウジダイ 5 昭和32年7月20日 黒の会

9-075 同時代 ドウジダイ 6 昭和32年12月20日 黒の会

9-075 同時代 ドウジダイ 7 昭和33年5月20日 黒の会

9-075 同時代 ドウジダイ 8 昭和33年11月25日 黒の会

9-075 同時代 ドウジダイ 9 昭和34年6月5日 黒の会

9-075 同時代 ドウジダイ 16 昭和37年8月25日 黒の会

9-075 同時代 ドウジダイ 17 昭和39年5月30日 黒の会

9-088 同志同行 ドウシドウコウ 6巻11号 昭和13年2月1日 同志同行社

9-075 冬樹 トウジュ 2号 昭和40年8月1日 冬樹社

9-075 冬樹 トウジュ 3号 昭和40年10月25日 冬樹社

0-005 同人雑誌 ドウジンザッシ 1巻2号 昭和39年7月1日 同人雑誌センター

9-075 童説 ドウセツ 2巻1号 1936年 記載無し 破損本　　　　昭和11年春季
4-006 どうぶつと動物園 ドウブツトドウブツエン v.17 no.8 昭和40年8月1日 財団法人　東京動物園協会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 13集 昭和11年1月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 18集 昭和11年6月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 19集 昭和11年7月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 20集 昭和11年8月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 62集 昭和12年2月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 32集 昭和12年8月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 53集 昭和14年5月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 7巻1号 昭和15年1月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 7巻7号 昭和15年7月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 7巻8号 昭和15年8月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 8巻1号 昭和16年1月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 8巻2号 昭和16年2月1日 白日荘 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 8巻4号 昭和16年4月1日 白日荘 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 8巻5号 昭和16年5月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 8巻6号 昭和16年6月1日 白日荘 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 8巻9号 昭和16年9月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 28集 昭和16年10月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 38集 昭和16年11月1日 白日荘 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 48集 昭和16年12月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 9巻4号 昭和17年4月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 86集 昭和17年6月1日 白日荘 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 9巻8号 昭和17年8月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 9巻11号 昭和17年11月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 9巻12号 昭和17年12月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 10巻3号 昭和18年3月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 10巻6号 昭和18年6月1日 白日荘 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 10巻9号 昭和18年9月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 11巻6号 昭和19年6月1日 白日荘 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
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4-004 動物文学 ドウブツブンガク 11巻9号 昭和19年9月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 11巻3号 昭和20年12月1日 白日荘 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 13巻1号 昭和21年6月1日 白日荘 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 13巻2号 昭和21年12月1日 白日荘 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 14巻1-2号 昭和22年6月1日 白日荘 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 14巻3号 昭和22年9月1日 白日荘

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 200集 昭和22年12月1日 白日荘 　　　　　　　　　　　　　　　4冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 103集 昭和23年3月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 104集 昭和23年6月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 105集 昭和23年8月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 106集 昭和23年10月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 139集 昭和23年12月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 107集 昭和24年1月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 108集 昭和24年3月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 109集 昭和24年7月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 110集 昭和24年12月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 111集 昭和26年6月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 112集 昭和26年10月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 113集 昭和26年12月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 114集 昭和27年3月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 115集 昭和27年6月30日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 116集 昭和27年9月30日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 117集 昭和27年12月30日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 118集 昭和28年3月30日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 119集 昭和28年6月30日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 120集 昭和28年9月30日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　4冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 121集 昭和28年12月30日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 122集 昭和29年3月30日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 123集 昭和29年6月30日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 124集 昭和29年9月30日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 125集 昭和29年12月30日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 126集 昭和30年3月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 127集 昭和30年6月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 128集 昭和30年9月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 129集 昭和30年12月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 130集 昭和31年3月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 131集 昭和31年6月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 132集 昭和31年9月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 133集 昭和31年12月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 134集 昭和32年3月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 137集 昭和33年6月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 140集 昭和34年3月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 141集 昭和34年6月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 142集 昭和34年9月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 143集 昭和34年12月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 144集 昭和35年3月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 145集 昭和35年6月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 146集 昭和35年9月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 147集 昭和35年12月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 148集 昭和36年3月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 149集 昭和36年6月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 150集 昭和36年9月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 151集 昭和36年12月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 152集 昭和37年3月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 153集 昭和37年6月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 154集 昭和37年9月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 155集 昭和37年12月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 156集 昭和38年3月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 157集 昭和38年6月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-004 動物文学 ドウブツブンガク 159集 昭和38年12月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 162集 昭和39年9月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 165集 昭和40年6月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 166集 昭和40年9月1日 動物文学会

4-004 動物文学 ドウブツブンガク 167集 昭和40年12月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-006 動物文学 ドウブツブンガク 32巻1号 昭和41年3月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-006 動物文学 ドウブツブンガク 32巻3号 昭和41年9月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-006 動物文学 ドウブツブンガク 32巻4号 昭和41年12月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-006 動物文学 ドウブツブンガク 33巻1号 昭和42年3月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-006 動物文学 ドウブツブンガク 33巻2号 昭和42年6月1日 動物文学会

4-006 動物文学 ドウブツブンガク 33巻3号 昭和42年9月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-006 動物文学 ドウブツブンガク 34巻1号 昭和43年3月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-006 動物文学 ドウブツブンガク 35巻4号 昭和44年12月1日 動物文学会

4-006 動物文学 ドウブツブンガク 37巻1号 昭和46年3月1日 動物文学会

4-006 動物文学 ドウブツブンガク 37巻4号 昭和46年12月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-006 動物文学 ドウブツブンガク 38巻4号 昭和47年12月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-006 動物文学 ドウブツブンガク 39巻3号 昭和48年9月1日 動物文学会

4-006 動物文学 ドウブツブンガク 44巻1号 昭和53年3月1日 動物文学会

4-006 動物文学 ドウブツブンガク 44巻2号 昭和53年6月1日 動物文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-006 動物文学 ドウブツブンガク 44巻3号 昭和53年9月 動物文学会
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4-006 動物文学 ドウブツブンガク 45巻2号 昭和54年7月 動物文学会

0-081 東北産業 トウホクサンギョウ 3巻１号 昭和23年1月10日 東北産業社

9-002 東北詩人 トウホクシジン 6月特集号 昭和4年6月1日 東北詩人社

9-011 東北詩壇 トウホクシダン 2巻12号 1947年7月1日 東北詩壇編輯所 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-081 東北文学 トウホクブンガク 1巻2号 昭和21年2月1日 河北新報社

0-081 東北文学 トウホクブンガク 1巻8号 昭和21年8月1日 河北新報社

0-081 東北文学 トウホクブンガク 2巻4号 昭和22年4月1日 河北新報社

0-081 東北文学 トウホクブンガク 2巻7号 昭和22年7月1日 河北新報社

0-081 東北文学 トウホクブンガク 2巻11号 昭和22年11月1日 河北新報社

0-081 東北文学 トウホクブンガク 5巻4-5号 昭和25年5月1日 河北新報社 この号以降休刊
3-002 同盟時事月報 ドウメイ　ジジゲッポウ 7巻12号 昭和19年1月14日 社團法人同盟通信社

3-002 同盟時事月報 ドウメイ　ジジゲッポウ 8巻3号 昭和19年4月14日 社團法人同盟通信社

3-002 同盟時事月報 ドウメイ　ジジゲッポウ 8巻5号 昭和19年6月14日 社團法人同盟通信社

3-024 同盟　世界週報 ドウメイ　セカイシュウホウ24巻14号 昭和18年4月3日 社團法人同盟通信社

3-024 同盟　世界週報 ドウメイ　セカイシュウホウ24巻15号 昭和18年4月10日 社團法人同盟通信社

3-024 同盟　世界週報 ドウメイ　セカイシュウホウ24号16号 昭和18年4月17日 社團法人同盟通信社

3-024 同盟　世界週報 ドウメイ　セカイシュウホウ24巻17号 昭和18年4月24日 社團法人同盟通信社

3-024 同盟　世界週報 ドウメイ　セカイシュウホウ24巻18号 昭和18年5月1日 社團法人同盟通信社

3-024 同盟　世界週報 ドウメイ　セカイシュウホウ24巻19号 昭和18年5月8日 社團法人同盟通信社

3-024 同盟　世界週報 ドウメイ　セカイシュウホウ24巻20号 昭和18年5月15日 社團法人同盟通信社

3-024 同盟　世界週報 ドウメイ　セカイシュウホウ24巻21号 昭和18年5月22日 社團法人同盟通信社

3-024 同盟　世界週報 ドウメイ　セカイシュウホウ24巻22号 昭和18年5月29日 社團法人同盟通信社

9-075 稲門文学 トウモンブンガク 1巻4号 昭和9年6月5日 稲門文学社

0-059 東洋学苑 トウヨウガクエン 2巻1号 昭和5年4月10日 東洋大学学友会出版部

0-059 東洋学苑 トウヨウガクエン 2巻2号 昭和5年5月10日 東洋大学学友会出版部

0-059 東洋学苑 トウヨウガクエン 2巻3号 昭和5年6月10日 東洋大学学友会出版部

0-059 東洋学苑 トウヨウガクエン 2巻4号 昭和5年9月10日 東洋大学学友会出版部

0-059 東洋学苑 トウヨウガクエン 2巻6号 昭和5年11月10日 東洋大学学友会出版部

0-059 東洋学苑 トウヨウガクエン 2巻7号 昭和5年12月10日 東洋大学学友会出版部

0-068 東洋学芸雑誌 トウヨウガクゲイザッシ 41巻6号 大正14年10月1日 興学会 427ページ以降紛失により奥付
0-060 東洋学芸雑誌 トウヨウガクゲイザッシ 100号 明治23年1月25日 東洋学芸社 裏表紙なし
2-001 東洋学報 トウヨウガクホウ 29巻1号 昭和17年2月25日 記載無し

2-001 東洋学報 トウヨウガクホウ 29巻2号 昭和17年5月25日 記載無し

2-001 東洋学報 トウヨウガクホウ 30巻1号 昭和18年1月20日 記載無し

2-001 東洋文化 トウヨウブンカ 2号 昭和25年5月25日 東京大学東洋文化研究所内　東洋学会　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
2-001 東洋文化 トウヨウブンカ 3号 昭和25年7月1日 東京大学東洋文化研究所内　東洋学会

2-001 東洋文化 トウヨウブンカ 4号 昭和25年11月25日 東京大学東洋文化研究所内　東洋学会

2-001 東洋文化 トウヨウブンカ 10号 昭和27年9月20日 東京大学東洋文化研究所内　東洋学会

2-001 東洋文化 トウヨウブンカ 13号 昭和28年9月30日 東京大学東洋文化研究所内　東洋学会

2-001 東洋文化 トウヨウブンカ 14号 昭和29年1月25日 東京大学東洋文化研究所内　東洋学会

2-001 東洋文化 トウヨウブンカ 15-16合併号 昭和29年3月15日 東京大学東洋文化研究所内　東洋学会

2-001 東洋文化 トウヨウブンカ 12号 昭和29年3月30日 東京大学東洋文化研究所内　東洋学会

3-036 
討論会の手引　新日本の建
設にわれらは何を為すべき

トウロンカイノテビキシンニホンノケンセツニワレラハナニヲナスベキカ　－ 昭和23年11月20日 総理庁、文部省

9-064 童話 ドウワ 1巻4号 昭和21年8月1日 雁書房

9-064 童話 ドウワ 1巻5号 昭和21年9月1日 雁書房

9-064 童話 ドウワ 2巻3号 昭和22年7月1日 雁書房

9-064 童話 ドウワ 24号 記載無し 日本童話会

9-064 童話教育 ドウワキョウイク 8巻1号 昭和31年1月1日 日本童話教育会

9-064 童話教育 ドウワキョウイク 9巻3号 昭和32年3月1日 日本童話教育会

9-064 童話教育 ドウワキョウイク 11巻5号 昭和34年5月1日 日本童話教育会

0-059 時 Epoch トキ 5巻2号 昭和37年2月1日 旺文社

3-021 時の法令 トキノホウレイ no.305 昭和34年2月3日 記載無し

3-021 時の法令 トキノホウレイ no.323 昭和34年8月3日 記載無し

0-081 徳島文芸 トクシマブンゲイ 10輯 昭和21年8月1日 徳島文芸社

0-081 徳島文芸 トクシマブンゲイ 13輯 昭和21年12月1日 徳島文芸社

0-081 徳島文芸 トクシマブンゲイ 14輯 昭和22年1月1日 徳島文芸社

0-081 徳島文芸 トクシマブンゲイ 15輯 昭和22年3月1日 徳島文芸社

0-005 読者のための文庫目録　トル ドクシャノタメノブンコモクロク　トルト5号 1989年1月20日 文庫の会

2-004 特集　人物往来 トクシュウ　ジンブツオウライ1巻8号 昭和31年12月10日 人物往来社

2-004 特集　人物往来 トクシュウ　ジンブツオウライ2巻2号 昭和32年2月10日 人物往来社

2-004 特集　人物往来 トクシュウ　ジンブツオウライ2巻7号 昭和32年7月10日 人物往来社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
2-004 特集　人物往来 トクシュウ　ジンブツオウライ2巻10号 昭和32年10月10日 人物往来社

2-004 特集　人物往来 トクシュウ　ジンブツオウライ6巻1号 昭和36年1月10日 株式会社人物往来社

2-004 特集　人物往来 トクシュウ　ジンブツオウライ13巻8号 昭和39年11月1日 人物往来社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
2-004 特集　人物往来 トクシュウ　ジンブツオウライ14巻4号 昭和40年4月1日 人物往来社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
2-004 特集　人物往来 トクシュウ　ジンブツオウライ14巻7号 昭和40年7月1日 人物往来社

2-004 特集　人物往来 トクシュウ　ジンブツオウライ14巻12号 昭和40年12月1日 人物往来社

3-015 特集誌　自由国民 トクシュウシ　ジユウコクミン19巻3号 昭和21年4月20日 時局月報社

2-005 特集人物往来 トクシュウジンブツオウライ3巻1号 昭和33年1月10日 人物往来社

0-027 特集知性 トクシュウチセイ 不明 昭和31年11月1日 株式会社河出書房

9-040 特集文芸 トクシュウブンゲイ 32年新年特大号昭和32年1月1日 河出書房 日本歴史小説全集
9-040 特集文芸 トクシュウブンゲイ 32年3月号 昭和32年3月1日 河出書房

0-025 特集文藝春秋 トクシュウブンゲイシュンジュウ不明 昭和31年2月5日 文藝春秋新社 三代日本の謎
0-025 特集文藝春秋 トクシュウブンゲイシュンジュウ不明 昭和31年4月5日 文藝春秋新社 赤紙一枚で
0-025 特集文藝春秋 トクシュウブンゲイシュンジュウ不明 昭和31年12月5日 文藝春秋新社 私はそこにいた
0-025 特集文藝春秋 トクシュウブンゲイシュンジュウ不明 昭和32年2月5日 文藝春秋新社 日本列島の内幕
0-025 特集文藝春秋 トクシュウブンゲイシュンジュウ不明 昭和32年10月5日 文藝春秋新社 人物読本
3-020 読書 ドクショ １巻1号 昭和9年1月5日 「何を読むべきか」社
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3-020 読書 ドクショ 3巻2号 昭和9年2月5日 読書社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-020 読書 ドクショ 3巻3号 昭和9年3月5日 読書社

3-020 読書 ドクショ 3巻5号 昭和9年5月5日 読書社

0-005 読書 ドクショ 2号 昭和21年11月5日 東京都中央図書館                               2冊あり
0-005 読書 ドクショ 3号 昭和21年12月25日 東京都中央図書館

0-005 読書 ドクショ 4号 昭和22年7月1日 東京都中央図書館

0-005 読書 ドクショ 5号 昭和23年4月1日 東京都中央図書館

0-005 読書 ドクショ 6号 昭和24年5月1日 東京都中央図書館

0-005 読書家 ドクショカ 2巻3号 昭和25年5月15日 「読書家」発行所 なにを読むべきか　改題
0-005 読書家 ドクショカ 2巻5号 昭和25年9月30日 「読書家」発行所

0-005 読書家 ドクショカ 2巻6-7号 昭和25年10月30日 「読書家」発行所

0-005 読書家 ドクショカ 3巻1号 昭和25年12月20日 「読書家」発行所

0-005 読書家 ドクショカ 3巻2号 昭和26年1月30日 「読書家」発行所

0-005 読書家 ドクショカ no.10 昭和26年4月30日 「読書家」発行所

0-005 読書家 ドクショカ no.11 昭和26年5月31日 「読書家」発行所

0-005 読書家 ドクショカ no.12 昭和26年6月30日 「読書家」発行所

0-005 読書家 ドクショカ no.13 昭和26年8月30日 「読書家」発行所

0-005 読書家 ドクショカ no.14 昭和26年9月30日 「読書家」発行所

0-005 読書家 ドクショカ no.15 昭和26年10月30日 「読書家」発行所

0-005 読書家 ドクショカ no.16 昭和26年11月30日 「読書家」発行所

0-005 読書家 ドクショカ no.17 昭和27年1月30日 「読書家」発行所

0-005 読書家 ドクショカ no.18 昭和27年2月29日 「読書家」発行所

0-005 読書家 ドクショカ no.19 昭和27年4月30日 「読書家」発行所

0-005 読書家 ドクショカ no.20 昭和27年6月30日 「読書家」発行所

0-064 読書科学 ドクショカガク 2号 昭和32年1月25日 株式会社牧書店

0-064 読書科学 ドクショカガク 3号 昭和32年4月25日 株式会社牧書店

0-064 読書科学 ドクショカガク 8号 昭和33年11月1日 株式会社牧書店

0-064 読書科学 ドクショカガク 16号 昭和35年9月25日 株式会社牧書店

0-064 読書科学 ドクショカガク 17号 昭和36年3月10日 株式会社牧書店

0-064 読書科学 ドクショカガク 18号 昭和36年6月30日 株式会社牧書店

0-005 読書眼 ドクショガン 6年3月号 大正12年3月15日 早稲田大学出版部

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 1巻2号 昭和21年8月1日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 1巻3号 昭和21年9月1日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 2巻1号 昭和22年1月1日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 2巻2号 昭和22年2月1日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 2巻3号 昭和22年4月1日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 2巻4号 昭和22年7月1日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 2巻5号 昭和22年10月1日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 2巻6号 昭和22年11月1日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 3巻1号 昭和23年1月1日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 3巻2号 昭和23年3月25日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 3巻3号 昭和23年4月25日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 3巻5号 昭和23年8月10日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 3巻6号 昭和23年9月10日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 3巻7号 昭和23年10月10日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 3巻8号 昭和23年11月10日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 3巻9号 昭和23年12月10日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 4巻1号 昭和24年1月10日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 4巻2号 昭和24年2月10日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 4巻3号 昭和24年3月10日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 4巻4号 昭和24年5月1日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 4巻5号 昭和24年6月1日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 4巻6号 昭和24年7月1日 日本出版広告社

0-008 読書倶楽部 ドクショクラブ 4巻7号 昭和24年8月1日 日本出版広告社

0-005 読書雑誌 ドクショザッシ 1巻2号 昭和21年9月10日 日本読書購買利用組合                               2冊あり
0-005 読書雑誌 ドクショザッシ 1巻3号 昭和21年10月30日 日本読書購買利用組合                               2冊あり
0-005 読書雑誌 ドクショザッシ 4号 昭和21年12月30日 日本読書購買利用組合                               2冊あり
0-005 読書雑誌 ドクショザッシ 5号 昭和22年4月11日 日本読書購買利用組合                               2冊あり
0-005 読書雑誌 ドクショザッシ 6号 昭和22年6月30日 日本読書購買利用組合

0-005 読書雑誌 ドクショザッシ 7号 昭和22年7月30日 日本読書購買利用組合

0-005 読書雑誌 ドクショザッシ 8号 昭和22年8月30日 日本読書購買利用組合                               2冊あり
0-005 読書雑誌 ドクショザッシ 9号 昭和22年10月30日 日本読書購買利用組合                               2冊あり
0-005 読書雑誌 ドクショザッシ 10号 昭和22年11月30日 日本読書購買利用組合                               2冊あり
0-005 読書指導のしおり ドクショシドウノシオリ 25 1963年12月 伊勢丹

0-008 読書人 ドクショジン 2巻2号 昭和17年2月1日 東京堂

0-008 読書人 ドクショジン 2巻3号 昭和17年3月1日 東京堂

0-008 読書人 ドクショジン 2巻4号 昭和17年4月1日 東京堂

0-008 読書人 ドクショジン 2巻7号 昭和17年7月1日 東京堂

0-005 読書人 ドクショジン 3巻7号 昭和18年7月1日 東京堂

0-005 読書人 ドクショジン 3巻11号 昭和18年11月1日 東京堂

0-005 読書人 ドクショジン 4巻2号 昭和19年2月1日 東京堂                               2冊あり
0-008 読書人 ドクショジン 4巻2号 昭和19年2月1日 東京堂

0-005 読書人 ドクショジン 4巻3号 昭和19年3月1日 東京堂                               2冊あり
0-005 読書人 ドクショジン 4巻4号 昭和19年4月1日 東京堂

0-008 読書人 ドクショジン 1号 昭和26年4月5日 東京堂 復刊第1号
0-008 読書人 ドクショジン 2号 昭和26年5月1日 東京堂

0-008 読書人 ドクショジン 3号 昭和26年6月1日 東京堂

0-008 読書人 ドクショジン 7号 昭和26年10月1日 東京堂                               2冊あり
9-069 読書世界 ドクショセカイ 5巻1号 大正3年10月1日 読書会
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0-059 読書相談 ドクショソウダン 2巻6号 昭和25年8月1日 社団法人　日本図書館協会

0-008 読書通信 ドクショツウシン 8巻3号 昭和11年1月10日 愛国少年社

0-008 読書通信 ドクショツウシン 8巻6号 昭和11年1月20日 愛国少年社

0-008 読書通信 ドクショツウシン 8巻30号 昭和11年5月25日 愛国少年社

0-008 読書通信 ドクショツウシン 8巻37号 昭和11年7月1日 愛国少年社

0-008 読書展望 ドクショテンボウ 1巻2号 昭和21年11月1日 社団法人日本自由出版協会 創刊号あり
0-008 読書展望 ドクショテンボウ 1巻3号 昭和21年12月1日 社団法人日本自由出版協会

0-008 読書展望 ドクショテンボウ 2巻1号 昭和22年1月1日 社団法人日本自由出版協会

0-008 読書展望 ドクショテンボウ 2巻2号 昭和22年3月1日 株式会社読書展望社

0-005 読書展望 ドクショテンボウ no.6 昭和22年4月1日 株式会社読書展望社

0-008 読書展望 ドクショテンボウ 2巻4号 昭和22年5月1日 株式会社読書展望社

0-008 読書展望 ドクショテンボウ 2巻5号 昭和22年7月1日 株式会社読書展望社

0-005 読書展望 ドクショテンボウ no.9 昭和22年8月1日 株式会社読書展望社

0-005 読書展望 ドクショテンボウ no.10 昭和22年9月1日 株式会社読書展望社

0-005 読書展望 ドクショテンボウ no.11 昭和22年11月1日 株式会社読書展望社

0-005 読書展望 ドクショテンボウ no.12 昭和22年12月1日 株式会社読書展望社

0-008 読書展望 ドクショテンボウ 3巻1号 昭和23年1月1日 株式会社読書展望社

0-008 読書展望 ドクショテンボウ 3巻2号 昭和23年2月1日 株式会社読書展望社

0-008 読書展望 ドクショテンボウ 3巻3号 昭和23年3月1日 株式会社読書展望社

0-008 読書展望 ドクショテンボウ 3巻5号 昭和23年5月1日 株式会社読書展望社

0-008 読書展望 ドクショテンボウ 3巻6号 昭和23年6月1日 株式会社読書展望社

0-008 読書展望 ドクショテンボウ 3巻7号 昭和23年7月1日 株式会社読書展望社

0-008 読書展望 ドクショテンボウ 3巻10号 昭和23年10月1日 株式会社読書展望社

0-008 読書展望 ドクショテンボウ 4巻2号 昭和24年1月10日 株式会社読書展望社

0-008 読書展望 ドクショテンボウ 4巻3号 昭和24年2月10日 株式会社読書展望社

0-008 読書展望 ドクショテンボウ 4巻4号 昭和24年3月15日 株式会社読書展望社                               2冊あり
0-005 読書と人生 ドクショトジンセイ 2巻2号 昭和14年2月1日 三笠書房

0-005 読書と人生 ドクショトジンセイ 2巻7号 昭和14年7月1日 三笠書房

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 2巻1号 昭和17年1月1日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 2巻2号 昭和17年2月1日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 2巻3号 昭和17年3月11日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 2巻4号 昭和17年4月1日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 2巻5号 昭和17年5月1日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 2巻6号 昭和17年6月10日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 2巻7号 昭和17年7月10日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 2巻8号 昭和17年8月1日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 2巻9号 昭和17年9月1日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 2巻10号 昭和17年10月15日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 2巻11号 昭和17年11月1日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 2巻12号 昭和17年12月14日 日本古書通信社                               2冊あり
0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 3巻1号 昭和18年1月1日 日本古書通信社                               2冊あり
0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 3巻2号 昭和18年3月15日 日本古書通信社                               2冊あり
0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 3巻3号 昭和18年5月1日 日本古書通信社                               2冊あり
0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 3巻4号 昭和18年6月24日 日本古書通信社                               2冊あり
0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 3巻5号 昭和18年8月1日 日本古書通信社                               2冊あり
0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 3巻6号 昭和18年10月28日 日本古書通信社                               2冊あり
0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 3巻7号 昭和18年12月28日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 4巻8号 昭和19年3月1日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 4巻9号 昭和19年4月1日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 4巻10号 昭和19年5月1日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 4巻1号 昭和19年5月29日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 4巻11号 昭和19年6月1日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 4巻2号 昭和19年6月29日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 4巻12号 昭和19年7月1日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 4巻3号 昭和19年7月29日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 4巻13号 昭和19年8月1日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 4巻4号 昭和19年8月29日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 4巻14号 昭和19年9月1日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 4巻5号 昭和19年9月29日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 4巻15号 昭和19年10月1日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 4巻6号 昭和19年10月29日 日本古書通信社                               2冊あり
0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 4巻16号 昭和19年11月1日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 4巻17号 昭和19年12月1日 日本古書通信社

0-005 読書と文献 ドクショトブンケン 4巻7号 昭和19年12月29日 日本古書通信社

0-008 読書の友 ドクショノトモ 3号 明治45年7月5日 読売新聞読書会

0-005 読書之友 ドクショノトモ 2巻７号 大正2年7月1日 読売新聞読書会

3-027 読書世論調査 ドクショヨロンチョウサ 9回 昭和30年12月25日 毎日新聞社

9-065 特選記録文学 トクセンキロクブンガク 臨時増刊 昭和24年8月1日 株式会社雄鶏社

3-020 徳田球一研究会会報 トクダキュウイケンキュウカイカイホウ2号 1978年10月14日 徳田球一研究会

7-022 登山スキー用語辞典 トザンスキーヨウゴジテン250号 昭和32年8月1日 朋文堂 山と高原8月号別冊付録
5-005 都市工学 トシコウガク 8巻2号 昭和3年2月1日 道路協会

5-005 都市問題 トシモンダイ 10巻4号 昭和5年4月1日 財団法人東京市政調査会

0-005 図書 トショ 21号 昭和26年6月5日 岩波書店

0-005 図書 トショ 22号 昭和26年7月5日 岩波書店

0-005 図書 トショ 28号 昭和27年1月5日 岩波書店

0-005 図書 トショ 47号 昭和28年8月5日 岩波書店

0-005 図書 トショ 48号 昭和28年9月5日 岩波書店

0-005 図書 トショ 75号 昭和30年12月5日 岩波書店

0-005 図書 トショ 133号 昭和35年10月10日 岩波書店
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0-005 図書 トショ 144号 昭和36年8月10日 岩波書店

0-005 図書 トショ 160号 昭和37年12月1日 岩波書店

0-005 図書 トショ 179号 昭和39年7月1日 岩波書店

0-005 図書 トショ 195号 昭和40年11月1日 岩波書店

0-005 図書 トショ 202号 昭和41年6月1日 岩波書店

0-005 図書　志賀直哉特集号 トショ　シガナオヤトクシュウゴウ69号 昭和30年6月5日 岩波書店

0-005 図書　終刊号 トショ　シュウカンゴウ 83号 昭和17年12月5日 岩波書店

0-008 図書及図書館 トショオヨビトショカン 2巻2号 大正12年2月15日 日本葉書会

0-067 図書館員のメモ トショカンインノメモ 12号 1957年9月30日 中林製本社東京支店

0-067 図書館研究 トショカンケンキュウ 2号 1955年6月25日 図書館職員養成所同窓会

0-064 図書館雑誌 トショカンザッシ 44巻2号 昭和25年2月20日 社団法人　日本図書館協会

0-064 図書館雑誌 トショカンザッシ 44年4号 昭和25年4月20日 社団法人　日本図書館協会

0-064 図書館雑誌 トショカンザッシ 44年7号 昭和25年7月20日 社団法人　日本図書館協会

0-064 図書館雑誌 トショカンザッシ 44年8号 昭和25年8月20日 社団法人　日本図書館協会

0-064 図書館雑誌 トショカンザッシ 44年11-12号 昭和25年12月20日 社団法人　日本図書館協会

0-064 図書館雑誌 トショカンザッシ 45年1号 昭和26年1月20日 社団法人　日本図書館協会

0-064 図書館雑誌 トショカンザッシ 45年2号 昭和26年2月20日 社団法人　日本図書館協会

0-064 図書館雑誌 トショカンザッシ 45年3号 昭和26年3月20日 社団法人　日本図書館協会

0-064 図書館雑誌 トショカンザッシ 45年4号 昭和26年4月20日 社団法人　日本図書館協会

0-064 図書館雑誌 トショカンザッシ 45年5号 昭和26年5月20日 社団法人　日本図書館協会

0-064 図書館雑誌 トショカンザッシ 45年9号 昭和26年9月20日 社団法人　日本図書館協会

0-064 図書館雑誌 トショカンザッシ 46年4号 昭和27年4月20日 社団法人　日本図書館協会

0-064 図書館雑誌 トショカンザッシ 46年7号 昭和27年7月20日 社団法人　日本図書館協会

0-064 図書館雑誌 トショカンザッシ 46年8号 昭和27年8月20日 社団法人　日本図書館協会

0-064 図書館雑誌 トショカンザッシ 46年9号 昭和27年9月20日 社団法人　日本図書館協会

0-064 図書館雑誌 トショカンザッシ 46年12号 昭和27年12月20日 社団法人　日本図書館協会

0-059 図書交換月報 トショコウカンゲッポウ 11号 昭和21年12月30日 NTK日本図書交換会

0-008 図書雑誌月報 トショザッシゲッポウ 28巻1号 昭和8年1月1日 東海堂

0-064 図書雑誌月報 トショザッシゲッポウ 28巻1号 昭和8年1月1日 合資会社東海堂

0-008 図書雑誌博文館総目録 トショザッシハクブンカンソウモクロク大正4年2月号 大正4年2月5日 博文館

0-008 図書週報 トショシュウホウ 131号 昭和9年12月15日 古典社

0-069 古書タイムス トショタイムス 1巻2号 昭和22年4月30日 日本古書協会

0-059 図書と自由 トショトジユウ 3集 昭和55年8月21日 社団法人　日本図書館協会

0-059 図書と自由 トショトジユウ 4集 昭和56年8月25日 社団法人　日本図書館協会

0-059 図書と自由 トショトジユウ 5集 昭和58年10月21日 社団法人　日本図書館協会

0-059 図書と自由 トショトジユウ 6集 昭和59年10月25日 社団法人　日本図書館協会

0-059 図書と自由 トショトジユウ 7集 1985年10月25日 社団法人　日本図書館協会

0-059 ドストエーフスキイ全集月報 ドストエーフスキイゼンシュウゲッポウ　－ 1951年12月 河出書房

0-081 栃木春秋 トチギシンジュウ 3巻3号 昭和25年6月1日 政経タイムス社栃木春秋部

0-081 栃木春秋 トチギシンジュウ 12号 昭和25年12月15日 栃木春秋社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-081 栃木春秋 トチギシンジュウ 13号 昭和26年8月25日 栃木春秋社

Ｇ-008 特幹の歌 トッカンノウタ 　－ 昭和19年9月15日 日本音楽図書株式会社創立事務所

3-010 怒涛 ドトウ 2巻7号 昭和13年9月30日 日本主義文化同盟

3-010 怒涛 ドトウ 2巻8号 昭和13年10月31日 日本主義文化同盟

3-010 怒涛 ドトウ 3巻1号 昭和13年12月31日 日本主義文化同盟

3-010 怒涛 ドトウ 3巻4号 昭和14年4月15日 日本主義文化同盟

3-010 怒涛 ドトウ 4巻2号 昭和15年1月31日 日本主義文化同盟

3-010 怒涛 ドトウ 4巻4号 昭和15年3月31日 日本主義文化同盟

0-069 ともしび トモシビ 40号 昭和26年11月5日 秋田県立秋田図書館 復刊1号

9-094
富山大学ヘルン文庫所蔵ヘ
ルン関係文献解説目録

トヤマダイガクヘルンブンコショゾウヘルンカンケイブンケンカイセツモクロク　－ 1959年10月25日 富山大学付属図書館

9-075 銅鑼 ドラ 2 昭和35年1月1日 銅鑼の会

9-075 銅鑼 ドラ 10 昭和38年4月20日 校倉書房

9-075 銅鑼 ドラ 11 昭和39年4月30日 校倉書房

4-005 鳥 トリ 25号 昭和3年3月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 26号 昭和3年12月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 30号 昭和5年11月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 31号 昭和6年5月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 32号 昭和6年12月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 35号 昭和7年12月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 36号 昭和8年5月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 37号 昭和8年11月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 38号 昭和9年4月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 39号 昭和9年11月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 46号 昭和13年6月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 47号 昭和13年11月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 48号 昭和14年5月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 49号 昭和14年12月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 11巻53-54号 昭和17年12月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 12巻57号 昭和23年12月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 12巻58号 昭和24年3月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 12巻59号 昭和24年12月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 13巻60号 昭和25年12月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 13巻61号 昭和27年5月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 13巻62号 昭和28年8月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 13巻63号 昭和28年12月 日本鳥学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
4-005 鳥 トリ 13巻64号 昭和29年9月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 13巻65号 昭和30年4月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 14巻66号 昭和30年9月 日本鳥学会
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4-005 鳥 トリ 14巻68号 昭和32年2月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 14巻70号 昭和33年6月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 15巻71号 昭和33年9月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 15巻72号 昭和34年6月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 15巻75号 昭和35年3月 日本鳥学会

4-005 鳥 トリ 18巻82号 昭和39年12月1日 日本鳥学会

3-041 ドレスメーキング ドレスメーキング 2号 昭和24年7月1日 株式会社鎌倉書房

3-041 ドレスメーキング ドレスメーキング 3号 昭和24年9月1日 株式会社鎌倉書房

3-041 ドレスメーキング ドレスメーキング 4号 昭和24年11月10日 株式会社鎌倉書房

3-041 ドレスメーキング ドレスメーキング 5号 昭和25年1月10日 株式会社鎌倉書房

3-041 ドレスメーキング ドレスメーキング 6号 昭和25年3月10日 株式会社鎌倉書房

3-041 ドレスメーキング ドレスメーキング 7号 昭和25年5月5日 株式会社鎌倉書房

3-041 ドレスメーキング ドレスメーキング 8号 昭和25年7月5日 株式会社鎌倉書房

3-041 ドレスメーキング ドレスメーキング 9号 昭和25年9月5日 株式会社鎌倉書房

3-041 ドレスメーキング ドレスメーキング 10号 昭和25年11月1日 株式会社鎌倉書房

3-041 ドレスメーキング ドレスメーキング 11号 昭和26年1月1日 株式会社鎌倉書房

3-041 ドレスメーキング ドレスメーキング 12号 昭和26年3月1日 株式会社鎌倉書房

3-041 ドレスメーキング ドレスメーキング 14号 昭和26年7月1日 株式会社鎌倉書房

3-041 ドレスメーキング ドレスメーキング 15号 昭和26年9月1日 株式会社鎌倉書房

3-041 ドレスメーキング ドレスメーキング 16号 昭和26年11月1日 株式会社鎌倉書房

3-041 ドレスメーキング ドレスメーキング 18号 昭和27年3月1日 株式会社鎌倉書房

3-034 内外教育評論 ナイガイキョウイクヒョウロン17巻10号 大正12年11月10日 内外教育評論社

3-034 内外教育評論 ナイガイキョウイクヒョウロン17巻11号 昭和12年12月1日 内外教育評論社

0-046 内外時論 ナイガイジロン 8巻5号 大正8年5月1日 内外時論社

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻2号 昭和5年11月1日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻2号 昭和5年11月1日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻3号 昭和5年12月1日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻3号 昭和5年12月1日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻4号 昭和6年1月1日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻5号 昭和6年2月1日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻5号 昭和6年2月1日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻6号 昭和6年3月1日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻6号 昭和6年3月1日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻7号 昭和6年4月1日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻8号 昭和6年5月1日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻8号 昭和6年5月1日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻9号 昭和6年6月1日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻9号 昭和6年6月1日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻10号 昭和6年7月1日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻10号 昭和6年7月1日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻11号 昭和6年8月1日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻11号 昭和6年8月1日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻12号 昭和6年9月1日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ1巻12号 昭和6年9月1日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻1号 昭和6年10月1日 大阪屋号書店

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻1号 昭和6年10月1日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻2号 昭和6年11月1日 大阪屋号書店

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻2号 昭和6年11月1日 図書研究会

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻3号 昭和6年12月1日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻4号 昭和7年1月15日 大阪屋号書店

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻4号 昭和7年1月15日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻5号 昭和7年2月20日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻5号 昭和7年2月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻6号 昭和7年3月20日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻6号 昭和7年3月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻7号 昭和7年4月20日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻7号 昭和7年4月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻8号 昭和7年5月20日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻8号 昭和7年5月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻9号 昭和7年6月20日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻9号 昭和7年6月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻10号 昭和7年7月5日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻10号 昭和7年7月5日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻11号 昭和7年8月10日 大阪屋号書店

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻11号 昭和7年8月10日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻12号 昭和7年9月10日 大阪屋号書店

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ2巻12号 昭和7年9月10日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻1号 昭和7年10月10日 大阪屋号書店

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻1号 昭和7年10月10日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻2号 昭和7年11月10日 大阪屋号書店 上部破損
0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻2号 昭和7年11月10日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻3号 昭和7年12月10日 大阪屋号書店 上部破損
0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻3号 昭和7年12月10日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻4号 昭和8年1月10日 大阪屋号書店 上部破損
0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻4号 昭和8年1月10日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻5号 昭和8年2月10日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻5号 昭和8年2月10日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻6号 昭和8年3月10日 大阪屋号書店

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻6号 昭和8年3月10日 図書研究会

ナ＊
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0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻7号 昭和8年4月10日 大阪屋号書店

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻7号 昭和8年4月10日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻8号 昭和8年5月10日 大阪屋号書店

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻8号 昭和8年5月10日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻9号 昭和8年6月10日 大阪屋号書店

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻9号 昭和8年6月10日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻10号 昭和8年7月10日 大阪屋号書店

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻10号 昭和8年7月10日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻11号 昭和8年8月10日 大阪屋号書店

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻11号 昭和8年8月10日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻12号 昭和8年9月10日 大阪屋号書店

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ3巻12号 昭和8年9月10日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ4巻1号 昭和8年10月10日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ4巻1号 昭和8年10月10日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ4巻2号 昭和8年11月5日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ4巻2号 昭和8年11月5日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ4巻3号 昭和8年12月20日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ4巻3号 昭和8年12月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ4巻4号 昭和9年1月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ4巻5号 昭和9年2月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ4巻6号 昭和9年3月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ4巻7号 昭和9年4月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ4巻8号 昭和9年5月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ4巻9号 昭和9年6月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ4巻10号 昭和9年7月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ4巻11号 昭和9年9月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ4巻12号 昭和9年10月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻1号 昭和9年11月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻2号 昭和9年12月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻3号 昭和10年1月20日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻3号 昭和10年1月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻4号 昭和10年2月20日 大阪屋号書店

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻4号 昭和10年2月20日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻5号 昭和10年3月20日 大阪屋号書店

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻5号 昭和10年3月20日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻6号 昭和10年4月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻7号 昭和10年5月20日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻7号 昭和10年5月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻8号 昭和10年6月20日 大阪屋号書店

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻8号 昭和10年6月20日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻9号 昭和10年7月20日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻9号 昭和10年7月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻10号 昭和10年8月20日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻10号 昭和10年8月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻11号 昭和10年9月20日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻11号 昭和10年9月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻12号 昭和10年10月20日 大阪屋号書店

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ5巻12号 昭和10年10月20日 大阪屋号書店

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ6巻1号 昭和10年11月20日 大阪屋号書店

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ6巻1号 昭和10年11月20日 図書研究会

0-066 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ6巻2号 昭和10年12月20日 大阪屋号書店

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ6巻2号 昭和10年12月20日 図書研究会

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ7巻3号 昭和12年1月20日 図書研究会

0-068 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ7巻4号 昭和12年2月20日 図書研究会

0-070 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ7巻5号 昭和12年3月20日 大阪屋号書店 終刊号
7-011 ながうた ナガウタ 　－ 記載なし 記載なし

9-058 長崎文学 ナガサキブンガク 5号 昭和21年9月5日 長崎文学社

9-088 Nakamo no Meibo ni soete ナカモ　ノ　メイボ　ニ　ソエテ　－ 昭和11年1月23日 Kyoto Romazikwai

9-075 名古屋文学 ナゴヤブンガク 2巻6集 昭和23年10月15日 名古屋文学社

3-023 ナショナル経営資料 ナショナルケイエイシリョウ4巻9号 昭和17年9月1日 松下電器産業株式會社

3-015 ナップ ナップ 2巻10号 昭和6年10月7日 全日本無産者芸術団体協議会

0-084 七色雑誌 ナナイロザッシ 　－ 明治29年4月5日 記載無し

0-065 七潮会々誌 ナナシオカイカイシ 2号 昭和28年11月3日 七尾海員学校七潮会

0-081 南奥文化 ナンオウブンカ 2号 昭和20年8月5日 福島文化連盟事務局

9-075 南奥文化 ナンオウブンカ 2号 昭和21年8月5日 福島文化連盟事務局

7-004 南画鑑賞 ナンガカンショウ 5巻1号 昭和11年1月1日 南画鑑賞会

7-004 南画鑑賞 ナンガカンショウ 8巻8号 昭和14年9月1日 南画鑑賞会

9-002 南方楽園 ナンポウラクエン 7月号 昭和2年7月1日 南方楽園社

9-058 南北 ナンボク 2巻1号 昭和22年2月1日 南北社

7-004 二科 ニカ 　－ 大正13年9月7日 株式会社毎日新聞社

7-004 nika ニカ 3号 昭和31年12月1日 記載無し

9-058 肉体 ニクタイ 1巻2号 昭和22年10月1日 曉社

9-058 肉体 ニクタイ 1巻3号 昭和23年2月23日 曉社

0-071 ニコニコ ニコニコ 43号 大正3年8月1日 ニコニコ倶楽部

5-010 にじ ニジ 1巻2号 昭和22年12月1日 実業之日本社

5-010 にじ ニジ 2巻1号 昭和23年1月1日 実業之日本社

5-010 にじ ニジ 2巻2号 昭和23年2月1日 実業之日本社

5-010 にじ ニジ 2巻3号 昭和23年3月1日 実業之日本社

5-010 にじ ニジ 2巻4号 昭和23年4月1日 実業之日本社

ニ＊
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5-010 にじ ニジ 2巻5号 昭和23年5月1日 実業之日本社

5-010 にじ ニジ 2巻6号 昭和23年6月1日 実業之日本社

5-010 にじ ニジ 2巻8号 昭和23年8月1日 実業之日本社

5-010 にじ ニジ 2巻9号 昭和23年9月1日 実業之日本社

5-010 にじ ニジ 2巻10号 昭和23年10月1日 実業之日本社

5-010 にじ ニジ 2巻11号 昭和23年11月15日 実業之日本社

4-008 西醫学 ニシイガク 11巻9号 昭和24年1月15日 西会

4-008 西醫学生活 ニシイガクセイカツ 　－ 昭和21年12月15日 西会出版部

4-008 西会会報 ニシカイカイホウ 8巻2号 昭和19年6月15日 大日本西会

4-008 西会会報 ニシカイカイホウ 8巻4号 昭和19年7月15日 大日本西会

4-008 西会会報 ニシカイカイホウ 8巻5号 昭和19年9月15日 大日本西会

4-008 西会会報 ニシカイカイホウ 8巻6号 昭和19年10月15日 大日本西会

4-008 西会会報 ニシカイカイホウ 8巻7号 昭和19年11月15日 大日本西会

4-008 西会会報 ニシカイカイホウ 8巻8号 昭和19年12月15日 大日本西会

4-008 西会会報 ニシカイカイホウ 8巻11号 昭和21年3月15日 大日本西会

3-007 錦旗 ニシキハタ 2巻2号 昭和8年2月1日 錦旗社 背表紙破損
4-008 西式 ニシシキ 1巻5号 昭和12年7月15日 大日本西会

4-008 西式 ニシシキ 1巻6号 昭和12年8月15日 大日本西会

4-008 西式 ニシシキ 1巻7号 昭和12年9月15日 大日本西会

4-008 西式 ニシシキ 1巻8号 昭和12年10月15日 大日本西会

4-008 西式 ニシシキ [ 2巻1号 ] 昭和13年3月15日 大日本西会

4-008 西式 ニシシキ 2巻2号 昭和13年4月15日 大日本西会

4-008 西式 ニシシキ 2巻3号 昭和13年5月15日 大日本西会

4-008 西式 ニシシキ 2巻4号 昭和13年6月15日 大日本西会

4-008 西式 ニシシキ 2巻5号 昭和13年7月15日 大日本西会

4-008 西式 ニシシキ 2巻6号 昭和13年8月15日 大日本西会

4-008 西式 ニシシキ 2巻7号 昭和13年9月15日 大日本西会

4-008 西式 ニシシキ 2巻8号 昭和13年10月15日 大日本西会

4-008 西式 ニシシキ 2巻9号 昭和13年11月15日 大日本西会

4-008 西式 ニシシキ 2巻10号 昭和13年12月15日 大日本西会

4-008 西式 ニシシキ 2巻12号 昭和14年2月15日 大日本西会

4-008 西式 ニシシキ 3巻1号 昭和14年3月15日 大日本西会

4-008 西式 ニシシキ 4巻2号 昭和15年4月15日 大日本西会

4-008 西式 ニシシキ 4巻3号 昭和15年5月15日 大日本西会

4-008 西式 ニシシキ 4巻4号 昭和15年6月15日 大日本西会

9-058 西日本文芸 ニシニホンブンゲイ 2号 昭和7年6月1日 西日本文芸協会発行所

9-058 西日本文芸 ニシニホンブンゲイ 4号 昭和7年8月1日 西日本文芸協会

9-089 日文研究 ニチブンケンキュウ 5号 中華民国25年1月1日日文研究社発行部

9-075 日暦 ニチレキ 55号 昭和39年2月1日 日暦社

9-075 日暦 ニチレキ 56号 昭和39年9月1日 日暦社

9-075 日暦 ニチレキ 58号 昭和40年12月10日 日暦社

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 4編 明治37年3月13日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 6編 明治37年4月3日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 8編 明治37年4月13日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 15編 明治37年6月3日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 17編 明治37年6月13日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 20編 明治37年7月3日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 22編 明治37年7月13日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 26編 明治37年8月13日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 27編 明治37年8月23日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 35編 明治37年10月13日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 38編 明治37年11月3日 博文館 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 40編 明治37年11月13日 博文館 損壊
3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 42編 明治37年12月3日 博文館 損壊
3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 44編 明治37年12月13日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 45編 明治37年12月23日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 49編 明治38年1月13日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 52編 明治38年2月3日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 54編 明治38年2月13日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 56編 明治38年2月23日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 63編 明治38年4月3日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 67編 明治38年4月23日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 83編 明治38年7月23日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 85編 明治38年8月3日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 87編 明治38年8月13日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 89編 明治38年8月23日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 90編 明治38年9月3日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 94編 明治38年9月23日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 95編 明治38年10月3日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 99編 明治38年10月23日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 102編 明治38年11月3日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 103編 明治38年11月13日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 104編 明治38年11月23日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 106編 明治38年12月3日 博文館

3-044 日露戦争実記 ニチロセンソウジッキ 108編 明治38年12月13日 博文館 表紙、裏表紙損壊
7-016 日露戦争写真画報 ニチロセンソウシャシンガホウ9巻 明治37年10月15日 博文館 遼陽占領記念写真帖
7-016 日露戦争写真画報 ニチロセンソウシャシンガホウ10巻 明治37年11月8日 博文館 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-016 日露戦争写真画報 ニチロセンソウシャシンガホウ11巻 明治37年12月8日 博文館
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3-043
日露戦争写真画報旅順降伏
紀念帖

ニチロセンソウシャシンガホウリョジュンホウフクキネンチョウ13巻2号 明治38年1月10日 博文館

2-001
日記に現れた日本人の夢
古川哲史

ニッキニアラワレタニホンジンノユメ　フルカワサトシ日本文化研究2巻昭和34年2月15日 株式会社新潮社

3-043 日清戦争実記 ニッシンセンソウジッキ 3編 明治27年9月19日 博文館

3-044 日清戦争実記 ニッシンセンソウジッキ 4編 明治27年9月29日 博文館

3-044 日清戦争実記 ニッシンセンソウジッキ 5編 明治27年10月9日 博文館

3-044 日清戦争実記 ニッシンセンソウジッキ 6編 明治27年10月19日 博文館

3-044 日清戦争実記 ニッシンセンソウジッキ 7編 明治27年10月29日 博文館

3-044 日清戦争実記 ニッシンセンソウジッキ 8編 明治27年11月7日 博文館

3-044 日清戦争実記 ニッシンセンソウジッキ 9編 明治27年11月17日 博文館

3-044 日清戦争実記 ニッシンセンソウジッキ 10編 明治27年11月27日 博文館

3-044 日清戦争実記 ニッシンセンソウジッキ 12編 明治27年12月7日 博文館

3-043 日朝空航 ニッチョウクウコウ 3巻5号 昭和17年5月1日 朝日新聞社

3-043 日朝空航 ニッチョウクウコウ 3巻5号 昭和17年5月1日 朝日新聞社

3-043 日朝空航 ニッチョウクウコウ 6巻1-10号 昭和20年1月1日-昭和20年11月1日朝日新聞社 合本
6-008 日朝空航 ニッチョウクウコウ 6巻10号 昭和20年11月1日 朝日新聞東京本社

3-010 日本 ニッポン 1巻7号 昭和8年7月1日 日本書店

3-010 日本 ニッポン 1巻8号 昭和8年8月1日 日本書店

3-034 日本教育 ニッポンキョウイク 4巻10号 昭和20年1月5日 国民教育図書株式会社

3-034 日本教育 ニッポンキョウイク 5巻3号 昭和20年12月5日 国民教育図書株式会社

9-089 にっぽんご ニッポンゴ 1 昭和47年3月31日 麥書房

9-089 にっぽんご ニッポンゴ 2 昭和47年4月30日 麥書房

9-089 にっぽんご ニッポンゴ 3の下 記載無し 記載無し

3-010 日本公演通信 ニッポンコウエンツウシン316号 昭和11年5月15日 日本講演通信社

3-010 日本公演通信 ニッポンコウエンツウシン343号 昭和12年2月15日 日本講演通信社

3-010 日本公演通信 ニッポンコウエンツウシン344号 昭和12年2月25日 日本講演通信社

3-010 日本思想 ニッポンシソウ 8巻6号 昭和7年6月1日 錦旗會本部

3-010 日本思想 ニッポンシソウ 9巻1号 昭和8年1月1日 錦旗會本部

3-010 日本思想 ニッポンシソウ 9巻2号 昭和8年3月1日 錦旗會本部

0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 345号 昭和20年11月5日 日本週報社

0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 13号 昭和21年3月3日 日本週報社

0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 20-22合併号 昭和21年5月5日 日本週報社

0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 26-29合併号 昭和21年6月23日 日本週報社

0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 32-33合併号 昭和21年8月4日 日本週報社

0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 36-37合併号 昭和21年9月29日 日本週報社

0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 59-60合併号 昭和22年9月14日 日本週報社

0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 70-71合併号 昭和23年1月4日 日本週報社

0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 89-90合併号 昭和23年8月15日 日本週報社

0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 139号 昭和25年1月15日 日本週報社                               2冊あり
0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 173号 昭和26年3月15日 日本週報社

0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 179号 昭和26年6月1日 日本週報社

0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 259号 昭和28年9月10日 日本週報社

0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 320号 昭和30年3月15日 日本週報社

0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 336号 昭和30年8月15日 日本週報社

0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 363号 昭和31年5月3日 日本週報社

0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 373号 昭和31年7月15日 日本週報社

0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 415号 昭和32年8月5日 日本週報社

0-076 日本週報 ニッポンシュウホウ 474号 昭和34年2月25日 日本週報社

0-076 日本週報ダイジェスト版 ニッポンシュウホウダイジェストバン3集 昭和31年11月1日 日本週報社

3-010 日本主義 ニッポンシュギ 　－ 昭和5年1月1日 建國會

3-010 日本主義 ニッポンシュギ 　－ 昭和5年1月1日 建國會本部

3-010 日本主義 ニッポンシュギ 　－ 昭和5年4月1日 建國會

3-010 日本主義 ニッポンシュギ 　－ 昭和5年9月1日 建國會本部

3-010 日本主義 ニッポンシュギ 　－ 昭和5年12月1日 建國會本部

3-010 日本主義 ニッポンシュギ 　－ 昭和6年1月1日 建國會本部

3-010 日本主義 ニッポンシュギ 　－ 昭和6年2月1日 建國會本部

3-010 日本主義 ニッポンシュギ 　－ 昭和6年4月1日 建國會本部

3-010 日本主義 ニッポンシュギ 天皇政治を確立せよ記載無し 記載無し 頁破損
3-034 日本之小学教師 ニッポンノショウガクキョウシ14巻168号 大正1年12月15日 国民教育社

9-058 日本文学者 ニッポンブンガクシャ 3巻1号 昭和21年1月1日 日本青年文学者会

0-046 日本 ニホン 1巻12号 昭和33年12月1日 株式会社大日本雄弁会講談社

0-046 日本 ニホン 2巻5号 昭和34年5月1日 株式会社講談社

0-046 日本 ニホン 3巻2号 昭和35年2月1日 株式会社講談社

0-046 日本 ニホン 3巻8号 昭和35年8月1日 株式会社講談社

0-046 日本 ニホン 3巻12号 昭和35年12月1日 株式会社講談社

3-005 日本　経済研究 ニホン　ケイザイケンキュウ6月-7月号 昭和22年7月1日 洋大社

4-008 日本医師会論 ニホンイシカイロン 　－ 1977年4月23日 東京都歯科保険医協会

9-058 日本一 ニホンイチ 6巻7号 大正9年7月1日 大日本文華会社出版部　南北社

0-065 日本学士院紀要 ニホンガクシインキヨウ 7巻1号 昭和24年3月12日 日本学士院

3-020 日本革命運動小史 ニホンカクメイウンドウショウシ6集 1946年7月1日 人民社

3-022 日本管理法令研究 ニホンカンリホウレイケンキュウ1巻2号 1946年6月1日 株式会社大雅堂

3-035 日本教育雑誌 ニホンキョウイクザッシ 1巻2号 明治25年7月25日 博文館

3-020 日本共産党解剖 ニホンキョウサントウカイボウ11-12合併号 昭和24年11月25日 協友社

0-006
日本共産党幹部の主要著作
目録

ニホンキョウサントウカンブノシュヨウチョサクモクロク　－ 記載無し 日本共産党出版局

3-020 日本共産党宣伝資料他 ニホンキョウサントウセンデンシリョウno.1 1946年3月31日 日本共産党宣伝部 合本
9-058 日本記録 ニホンキロク 1巻2号 昭和11年10月1日 大盛堂書店

9-089 日本近代文学 ニホンキンダイブンガク 2集 昭和40年5月25日 三省堂
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0-062 日本近代文学館 設立の趣 ニホンキンダイブンガクカン セツリツノシュイ2号 昭和38年11月1日 財団法人日本近代文学館

0-006
日本近代文学館所蔵主要雑
誌目録

ニホンキンダイブンガクカンショゾウシュヨウザッシモクロク1990年版 昭和59年12月5日 財団法人日本近代文学館

0-006 日本近代文学館所蔵資料目 ニホンキンダイブンガクカンショゾウシリョウモクロク1号 昭和52年5月25日 財団法人日本近代文学館 高見順文庫概要
0-006 日本近代文学館所蔵資料目 ニホンキンダイブンガクカンショゾウシリョウモクロク3号 昭和53年3月20日 財団法人日本近代文学館 野村湖堂文庫概要
0-006 日本近代文学館所蔵資料目 ニホンキンダイブンガクカンショゾウシリョウモクロク4号 昭和54年5月31日 財団法人日本近代文学館 式場隆三郎文庫目録
0-006 日本近代文学館所蔵資料目 ニホンキンダイブンガクカンショゾウシリョウモクロク12号 昭和59年9月25日 財団法人日本近代文学館 森鷗外文庫目録
0-006 日本近代文学館所蔵資料目 ニホンキンダイブンガクカンショゾウシリョウモクロク14号 昭和60年11月10日 財団法人日本近代文学館 有島武郎・生馬コレクション目録
9-089 日本近代文学研究所所報 ニホンキンダイブンガクケンキュウジョショホウ3号 1960年5月25日 本山書店

4-005 日本犬 ニホンケン 7巻8号 昭和13年8月 日本犬保存会本部

9-089 日本語 ニホンゴ 2巻9号 昭和17年9月1日 日本語教育振興会

9-089 日本語 ニホンゴ 3巻6号 昭和18年6月1日 日本語教育振興会

0-046 日本輿論 ニホンコウロン 2巻3号 昭和21年3月1日 輿論社

9-089 日本語教育 ニホンゴキョウイク 2号 1963年3月15日 日本語教育学会

9-093 日本語教育の評価法 ニホンゴキョウイクノヒョウカホウ　－ 昭和54年5月30日 大蔵省印刷局

9-093 日本語教育文献索引 ニホンゴキョウイクブンゲンサクイン　－ 昭和25年12月20日 大蔵省印刷局

3-010 日本国体新講座 ニホンコクタイシンコウザ1期2号 昭和10年3月11日 師子王文庫 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-010 日本国体新講座 ニホンコクタイシンコウザ1期3号 昭和10年4月11日 師子王文庫 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-010 日本国体新講座 ニホンコクタイシンコウザ1期4号 昭和10年5月11日 師子王文庫 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-010 日本国体新講座 ニホンコクタイシンコウザ1期5号 昭和10年6月1日 師子王文庫 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-010 日本国体新講座 ニホンコクタイシンコウザ1期6号 昭和10年7月11日 師子王文庫 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-010 日本国体新講座 ニホンコクタイシンコウザ1期7号 昭和10年8月11日 師子王文庫

3-010 日本国体新講座 ニホンコクタイシンコウザ1期8号 昭和10年9月11日 師子王文庫

3-010 日本国体新講座 ニホンコクタイシンコウザ1期9号 昭和10年10月11日 師子王文庫

3-010 日本国体新講座 ニホンコクタイシンコウザ1期10号 昭和10年11月11日 師子王文庫

3-010 日本国体新講座 ニホンコクタイシンコウザ1期11号 昭和10年12月11日 師子王文庫

3-010 日本国体新講座 ニホンコクタイシンコウザ1期12号 昭和11年1月11日 師子王文庫

3-017 日本国民救援会の歴史と現 ニホンコクミンキュウエンカイノレキシトゲンジョウ　－ 記載無し 日本国民救援会訪中代表団

9-093 日本語と日本語教育 ニホンゴトニホンゴキョウイク　－ 昭和47年8月25日 大蔵省印刷局

9-093 日本語の指示詞 ニホンゴノシジシ 　－ 昭和59年6月30日 大蔵省印刷局

9-065 日本語版世界名作絵物語 ニホンゴバンセカイメイサクエモノガタリno.2 昭和26年9月10日 旺文社 宝島
2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ207号 昭和35年1月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ208号 昭和35年4月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ209号 昭和35年6月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ210号 昭和35年8月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ211号 昭和35年10月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ212号 昭和35年12月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ213号 昭和36年2月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ214号 昭和36年4月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ215号 昭和36年6月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ216号 昭和36年8月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ217号 昭和36年10月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ218号 昭和36年12月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ219号 昭和37年2月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ220号 昭和37年4月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ221号 昭和37年6月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ222号 昭和37年8月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ223号 昭和37年10月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ224号 昭和37年12月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ225号 昭和38年2月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ226号 昭和38年4月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ227号 昭和38年6月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ228号 昭和38年8月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ229号 昭和38年10月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ230号 昭和38年12月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ231号 昭和39年2月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ232号 昭和39年4月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ233号 昭和39年6月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ234号 昭和39年8月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ235号 昭和39年10月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ236号 昭和39年12月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ237号 昭和40年2月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ238号 昭和40年4月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ239号 昭和40年4月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ240号 昭和40年6月25日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ241号 昭和40年7月20日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ242号 昭和40年8月15日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ243号 昭和40年9月15日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ244号 昭和40年10月10日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ245号 昭和40年11月10日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ246号 昭和40年12月10日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ247号 昭和41年1月10日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ248号 昭和41年2月10日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ249号 昭和41年3月10日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ250号 昭和41年4月10日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ250号 昭和41年4月10日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ251号 昭和41年5月10日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ252号 昭和41年6月10日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ253号 昭和41年7月10日 日本山岳会
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2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ254号 昭和41年8月10日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ255号 昭和41年9月10日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ256号 昭和41年10月10日 日本山岳会

2-008 日本山岳会　会報 ニホンサンガクカイ　カイホウ257号 昭和41年11月10日 日本山岳会

2-008 日本山岳会会報「山」目録 ニホンサンガクカイ　カイホウ　ヤマ　モクロク251号-300号 記載無し 日本山岳会

9-002 日本詩 ニホンシ 1巻6号 昭和19年1月1日 株式会社實文館

9-002 日本詩 ニホンシ 2巻2号 昭和20年11月1日 株式会社實文館

9-002 日本詩 ニホンシ 3巻1号 昭和21年1月1日 株式会社實文館 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-002 日本詩学 ニホンシガク 2号 昭和10年10月25日 日本詩学会平仄社

9-002 日本詩学 ニホンシガク 3号 昭和11年5月30日 日本詩学会平仄社

9-002 日本詩学 ニホンシガク 4号 昭和11年7月25日 日本詩学会平仄社

9-002 日本詩学 ニホンシガク 5号 昭和11年9月28日 日本詩学会平仄社

9-002 日本詩学 ニホンシガク 8号 昭和12年7月10日 日本詩学会平仄社

9-001 日本詩人 ニホンシジン 2巻1号 大正11年1月1日 新潮社

9-001 日本詩人 ニホンシジン 6巻2号 大正15年2月1日 新潮社

9-011 日本詩人 ニホンシジン 12月号 昭和24年12月10日 日本詩人社

9-011 日本詩人 ニホンシジン 3月号 昭和25年3月5日 日本詩人社

9-002 日本詩壇 ニホンシダン v.Ⅱ no.Ⅵ 昭和9年8月1日 日本書房

9-002 日本詩壇 ニホンシダン 6巻5号 昭和13年5月1日 日本詩壇発行所

9-002 日本詩壇 ニホンシダン 6巻7号 昭和13年7月1日 日本詩壇発行所

9-002 日本詩壇 ニホンシダン 6巻8号 昭和13年8月1日 日本詩壇発行所

9-002 日本詩壇 ニホンシダン 6巻10号 昭和13年10月1日 日本詩壇発行所

9-002 日本詩壇 ニホンシダン 8巻9号 昭和15年9月1日 日本詩壇発行所

9-002 日本詩壇 ニホンシダン 14巻8号 昭和25年8月1日 不二書房

9-064 日本児童文学 ニホンジドウブンガク 8巻8号 昭和7年10月1日 さくら教材

9-064 日本児童文学 ニホンジドウブンガク 10巻6号 昭和39年6月1日 株式会社宣協社

3-015 日本社会党機関紙　社会思 ニホンシャカイトウキカンシ　シャカイシチョウ1巻2号 昭和22年3月1日 日本社会党　社会思潮編集局　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-023 日本趣味 ニホンシュミ 1期4集 昭和10年10月30日 健文社

9-058 日本小説 ニホンショウセツ 1巻2号 昭和22年7月1日 日本小説社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-058 日本小説 ニホンショウセツ 2巻1号 昭和23年1月1日 日本小説社

9-058 日本小説 ニホンショウセツ 2巻3号 昭和23年3月1日 日本小説社

9-058 日本小説 ニホンショウセツ 2巻5号 昭和23年5月1日 日本小説社 １-２ページ紛失

9-058 日本小説 ニホンショウセツ 2巻7号 昭和23年8月1日 日本小説社

9-058 日本小説 ニホンショウセツ 2巻9号 昭和23年10月1日 日本小説社

9-064 日本少年 ニホンショウネン 2巻1号 明治40年1月1日 実業之日本社

9-064 日本少年 ニホンショウネン 2巻2号 明治40年2月1日 実業之日本社

9-064 日本少年 ニホンショウネン 2巻3号 明治40年3月1日 実業之日本社

9-064 日本少年 ニホンショウネン 2巻4号 明治40年4月1日 実業之日本社

9-064 日本少年 ニホンショウネン 2巻5号 明治40年5月1日 実業之日本社

9-064 日本少年 ニホンショウネン 2巻6号 明治40年6月1日 実業之日本社

0-065 日本諸学 ニホンショガク 3号 昭和18年5月29日 内閣印刷局

0-065 日本諸学 ニホンショガク 4号 昭和18年10月30日 内閣印刷局                                2冊あり
9-089 日本諸学振興委員会研究報 ニホンショガクシンコウイインカイケンキュウホウコク12編 昭和17年1月10日 教学局

6-003 日本食糧 ニホンショクリョウ 1巻2号 昭和24年4月5日 株式会社日本食糧研究所

6-003 日本食糧 ニホンショクリョウ 1巻3号 昭和24年5月5日 株式会社日本食糧研究所

6-003 日本食糧 ニホンショクリョウ 1巻4号 昭和24年6月5日 株式会社日本食糧研究所

6-003 日本食糧 ニホンショクリョウ 1巻5号 昭和24年7月5日 株式会社日本食糧研究所

6-003 日本食糧 ニホンショクリョウ 1巻6号 昭和24年9月5日 株式会社日本食糧研究所

6-003 日本食糧 ニホンショクリョウ 1巻7号 昭和24年10月5日 株式会社日本食糧研究所

6-003 日本食糧 ニホンショクリョウ 1巻8号 昭和24年11月5日 株式会社日本食糧研究所

0-029 日本人 ニホンジン 15号 明治21年11月3日 政教社

4-003 日本数学物理学会誌 ニホンスウガクブツリガッカイシ17巻8号 昭和18年8月20日 日本数学物理学会

4-003 日本数学物理学会誌 ニホンスウガクブツリガッカイシ17巻9号 昭和18年9月20日 日本数学物理学会

4-003 日本数学物理学会誌 ニホンスウガクブツリガッカイシ17巻10-12号 昭和18年12月20日 日本数学物理学会

4-003 日本数学物理学会誌 ニホンスウガクブツリガッカイシ終刊号 昭和20年11月30日 日本数学物理学会

7-020 日本スポーツ ニホンスポーツ 19号 昭和21年8月10日 日本スポーツ社

9-089 日本精神文化 ニホンセイシンブンカ 2巻1号 昭和10年1月30日 河出書房

0-071 日本青年 ニホンセイネン 2巻2号 明治43年2月1日 日本青年社

9-064 日本全国小学生筆戦場 ニホンゼンコクショウガクセイヒッセンジョウ3巻12号 明治26年12月15日 博文舘

9-089 日本叢書 ニホンソウショ 8 昭和20年7月20日 生活社 四季の気象
9-089 日本叢書 ニホンソウショ 7 昭和20年8月20日 生活社 芭蕉と紀行文
9-089 日本叢書 ニホンソウショ 12 昭和20年9月20日 生活社 科学の芽生え
9-089 日本叢書 ニホンソウショ 13 昭和20年10月5日 生活社 万葉時代の社会と思想
9-089 日本叢書 ニホンソウショ 15 昭和20年10月20日 生活社 赤門懐古
9-089 日本叢書 ニホンソウショ 19 昭和20年10月20日 生活社 若菜頌
9-089 日本叢書 ニホンソウショ 14 昭和20年11月5日 生活社 万葉人の生活
9-089 日本叢書 ニホンソウショ 24 昭和20年11月30日 生活社 寸歩抄
9-089 日本叢書 ニホンソウショ 25 昭和20年11月30日 生活社 山巓の気
9-089 日本叢書 ニホンソウショ 20 昭和20年12月5日 生活社 長安汲古
9-089 日本叢書 ニホンソウショ 29 昭和20年12月10日 生活社 抒情詩抄
9-089 日本叢書 ニホンソウショ 31 昭和20年12月30日 生活社 日本文化発展のかたちについて
9-089 日本叢書 ニホンソウショ 35 昭和21年1月15日 生活社 浮世絵全盛時代
9-089 日本叢書 ニホンソウショ 36 昭和21年3月15日 生活社 これやこの
9-089 日本叢書 ニホンソウショ 49 昭和21年4月5日 生活社 万葉集より
9-089 日本叢書 ニホンソウショ 68 昭和21年6月15日 生活社 続万葉集より
0-073 日本大家論集 ニホンタイカロンシュウ 2編 明治21年2月25日 博文館 2版
0-073 日本大家論集 ニホンタイカロンシュウ 2編 明治21年2月25日 博文館 5版
0-009 日本大家論集 ニホンタイカロンシュウ 4編 明治20年9月5日 博文舘

0-073 日本大家論集 ニホンタイカロンシュウ 6編 明治20年11月5日 博文館



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
（平成26年10月2日改定）
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

0-073 日本大家論集 ニホンタイカロンシュウ 15編 明治21年8月5日 博文館

0-073 日本大家論集 ニホンタイカロンシュウ 16編 明治21年9月5日 博文館

0-073 日本大家論集 ニホンタイカロンシュウ 17編 明治21年10月5日 博文館

0-073 日本大家論集 ニホンタイカロンシュウ 19編 明治21年12月5日 博文館

0-073 日本大家論集 ニホンタイカロンシュウ 20編 明治22年1月5日 博文館

0-073 日本大家論集 ニホンタイカロンシュウ 24編 明治22年5月10日 博文館

0-009 日本大家論集 ニホンタイカロンシュウ 25編 明治22年6月5日 博文舘

0-073 日本大家論集 ニホンタイカロンシュウ 25編 明治22年6月5日 博文館

0-073 日本大家論集 ニホンタイカロンシュウ 26編 明治22年7月5日 博文館

0-073 日本大家論集 ニホンタイカロンシュウ 29編 明治22年10月5日 博文館

0-073 日本大家論集 ニホンタイカロンシュウ 30編 明治22年11月5日 博文館

0-073 日本大家論集 ニホンタイカロンシュウ 31編 明治22年12月5日 博文館

0-006 日本ダイジェスト ニホンダイジェスト 2号 昭和21年9月1日 協同出版社 創刊号あり
0-006 日本ダイジェスト ニホンダイジェスト 3号 昭和21年12月1日 協同出版社

3-011 日本魂 ニホンダマシイ 17巻1号 昭和7年1月1日 日本魂社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 13巻8号 昭和19年8月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 13巻9号 昭和19年9月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 13巻10号 昭和19年10月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 13巻11号 昭和19年11月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 13巻12号 昭和19年12月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 14巻4号 昭和20年4月1日 日本短歌社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-015 日本短歌 ニホンタンカ 　－ 昭和20年9月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 14巻6号 昭和20年10月1日 日本短歌社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-015 日本短歌 ニホンタンカ 14巻7号 昭和20年11月1日 日本短歌社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-015 日本短歌 ニホンタンカ 14巻8号 昭和20年12月1日 日本短歌社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-015 日本短歌 ニホンタンカ 15巻1号 昭和21年1月1日 日本短歌社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-015 日本短歌 ニホンタンカ 15巻2号 昭和21年3月1日 日本短歌社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-015 日本短歌 ニホンタンカ 15巻3号 昭和21年4月1日 日本短歌社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-015 日本短歌 ニホンタンカ 15巻4号 昭和21年5月1日 日本短歌社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-015 日本短歌 ニホンタンカ 15巻5号 昭和21年6月1日 日本短歌社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-015 日本短歌 ニホンタンカ 15巻6号 昭和21年7月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 15巻7号 昭和21年9月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 15巻8号 昭和21年10月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 15巻9号 昭和21年11月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 15巻10号 昭和21年12月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 16巻1号 昭和22年1月1日 日本短歌社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-015 日本短歌 ニホンタンカ 16巻2号 昭和22年3月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 16巻3号 昭和22年4月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 16巻4号 昭和22年5月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 16巻5号 昭和22年6月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 16巻6号 昭和22年7月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 16巻7号 昭和22年8月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 16巻8号 昭和22年9月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 16巻9号 昭和22年10月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 16巻10号 昭和22年11月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 16巻11号 昭和22年12月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 17巻1号 昭和23年1月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ 17巻2号 昭和23年3月1日 日本短歌社

9-015 日本短歌 ニホンタンカ v.23 no.2 昭和29年2月1日 株式会社日本短歌社

0-081 日本談義 ニホンダンギ 95号 昭和33年10月1日 日本談義社

0-081 日本談義 ニホンダンギ 97号 昭和33年12月1日 日本談義社

0-046 日本談義 ニホンダンギ 通巻188号 昭和34年4月1日 日本談義社 復活第101号
5-005 日本庭園 ニホンテイエン 2 昭和31年11月1日 林泉刊行会

0-064 日本読書友の会通信 ニホンドクショトモノカイツウシン3号 昭和28年4月25日 日本読書友の会

2-001
日本に於ける伝統と近代　鈴
木成高

ニホンニオケルデントウトキンダイ　スズキシゲタカ日本文化研究7巻昭和34年10月30日 株式会社新潮社

3-038 日本乃貴族 ニホンノキゾク 47号 大正3年2月11日 日本の貴族社

3-038 日本乃貴族 ニホンノキゾク 49号 大正3年4月10日 日本の貴族社

9-089 日本の言葉 ニホンノコトバ 2巻1号 昭和23年3月5日 日本の言葉研究会

9-064 日本ノコドモ ニホンノコドモ 8巻6号 昭和19年6月1日 国民図書刊行会

3-036 日本ノコドモ ニホンノコドモ 9巻4号 昭和20年4月1日 国民図書刊行会

3-002 日本之時事 ニホンノジジ 2巻17号 明治22年10月11日 博文館

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 591号 大正元年10月1日 不明 P80以降破損
0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 592号 大正元年10月15日 政教社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 595号 大正元年12月1日 政教社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 869号 不明 政教社 コピー
0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 500号 明治42年1月1日 政教社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 530号 明治43年4月1日 政教社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 541号 明治43年9月15日 政教社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 543号 明治43年10月1日 政教社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 546号 明治43年11月15日 政教社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 547号 明治43年12月1日 政教社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 549号 明治44年1月1日 政教社 背表紙破損
0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 550号 明治44年1月15日 政教社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 574号 明治45年1月13日 政教社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 578号 明治45年3月13日 政教社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 613号 大正2年9月1日 政教社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 622号 大正3年1月15日 政教社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 658号 大正4年7月1日 政教社
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0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 716号 大正6年10月13日 政教社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 84号 大正14年10月15日 政教社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 107号 大正15年9月15日 政教社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 110号 大正15年10月15日 政教社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 116号 昭和2年1月15日 政教社 背表紙破損
0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 184号 昭和4年9月1日 政教社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 335号 昭和11年4月1日 政教社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 2巻1号 昭和26年1月1日 日本新聞社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 2巻2号 昭和26年2月1日 日本新聞社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 2巻4号 昭和26年4月1日 日本新聞社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 2巻5号 昭和26年5月1日 日本新聞社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 2巻8号 昭和26年8月1日 日本新聞社

0-029 日本及日本人 ニホンノニホンジン 4巻11号 昭和28年11月1日 日本新聞社

0-029 日本及日本人秋季増刊 ニホンノニホンジンシュウキゾウカン740号 大正7年9月20日 政教社 自然と人生
0-029 日本及日本人秋季増刊 ニホンノニホンジンシュウキゾウカン160号 昭和3年9月19日 政教社 正岡子規号
0-029 日本及日本人春季増刊 ニホンノニホンジンシュンキゾウカン754号 大正8年4月4日 政教社 浩然と自由
0-029 日本及日本人春季増刊 ニホンノニホンジンシュンキゾウカン806号 大正10年4月5日 政教社 明治大正十年観
0-029 日本及日本人臨時増刊 ニホンノニホンジンリンジゾウカン689号 大正5年9月20日 政教社 現代名家　文章大観
0-029 日本及日本人臨時増刊 ニホンノニホンジンリンジゾウカン714号 大正6年9月20日 政教社 明治大正　半百年記念号
9-059 日本の風俗 ニホンノフウゾク 4巻3号 昭和16年3月1日 日本風俗研究所

9-059 日本の風俗 ニホンノフウゾク 4巻8号 昭和16年8月1日 日本風俗研究所

3-040 日本の風俗 ニホンノフウゾク 4巻10号 昭和16年10月1日 春陽堂書店

3-040 日本発見 ニホンハッケン no.2 昭和38年8月1日 ふたば

3-035 日本Ｐ．Ｔ．Ａ． ニホンピーティーエー 2巻1号 昭和24年1月5日 日本母性文化協会

7-004 日本美術 ニホンビジュツ 2巻6号 昭和18年6月1日 美之国社

7-004 日本美術工藝 ニホンビジュツコウゲイ 36号 昭和21年2月1日 日本美術工藝社

7-004 日本美術工藝 ニホンビジュツコウゲイ 44号 昭和21年12月1日 日本美術工藝社

7-004 日本美術工藝 ニホンビジュツコウゲイ 45号 昭和22年1月1日 日本美術工藝社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-004 日本美術工藝 ニホンビジュツコウゲイ 46号 昭和22年2月1日 日本美術工藝社

7-004 日本美術工藝 ニホンビジュツコウゲイ 47号 昭和22年3月1日 日本美術工藝社

7-004 日本美術工藝 ニホンビジュツコウゲイ 49号 昭和22年5月1日 日本美術工藝社

7-004 日本美術工藝 ニホンビジュツコウゲイ 53号 昭和22年9月1日 日本美術工藝社

7-004 日本美術工藝 ニホンビジュツコウゲイ 54号 昭和22年10月1日 日本美術工藝社

7-004 日本美術工藝 ニホンビジュツコウゲイ 57号 昭和23年1月1日 日本美術工藝社

7-004 日本美術工藝 ニホンビジュツコウゲイ 4月号 昭和23年4月1日 日本美術工藝社

7-004 日本美術工藝 ニホンビジュツコウゲイ 8月号 昭和23年8月1日 日本美術工藝社

7-004 日本美術工藝 ニホンビジュツコウゲイ 133号 昭和24年11月1日 日本美術工藝社

7-004 日本美術工藝 ニホンビジュツコウゲイ 144号 昭和25年10月1日 日本美術工藝社

0-030 日本評論 ニホンヒョウロン 10巻10号 昭和10年10月1日 株式会社日本評論社 「経済往来」改題
0-030 日本評論 ニホンヒョウロン 11巻5号 昭和11年5月1日 株式会社日本評論社

0-030 日本評論 ニホンヒョウロン 11巻8号 昭和11年8月1日 株式会社日本評論社

0-030 日本評論 ニホンヒョウロン 11巻9号 昭和11年9月1日 株式会社日本評論社

0-030 日本評論 ニホンヒョウロン 12巻2号 昭和12年2月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-030 日本評論 ニホンヒョウロン 12巻6号 昭和12年6月1日 株式会社日本評論社

0-030 日本評論 ニホンヒョウロン 12巻7号 昭和12年7月1日 株式会社日本評論社

0-030 日本評論 ニホンヒョウロン 12巻8号 昭和12年8月1日 株式会社日本評論社

0-030 日本評論 ニホンヒョウロン 12巻10号 昭和12年9月1日 株式会社日本評論社

0-030 日本評論 ニホンヒョウロン 12巻12号 昭和12年11月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 13巻7号 昭和13年6月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 13巻12号 昭和13年11月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 14巻1号 昭和14年1月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 15巻4号 昭和15年4月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 16巻10号 昭和16年10月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 16巻12号 昭和16年12月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 17巻2号 昭和17年2月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 17巻6号 昭和17年6月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 18巻3号 昭和18年3月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 18巻8号 昭和18年8月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 19巻3号 昭和19年3月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 19巻6号 昭和19年6月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 20巻1号 昭和20年1月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 20巻3号 昭和20年3月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 21巻1号 昭和21年1月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 21巻2号 昭和21年2月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 21巻5号 昭和21年5月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 21巻6号 昭和21年6月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 21巻7号 昭和21年7月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 21巻10号 昭和21年10月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 21巻11号 昭和21年11月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　4冊あり
0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 21巻12号 昭和21年12月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 22巻1号 昭和22年1月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 22巻2号 昭和22年2月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 22巻3-4号 昭和22年4月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 22巻5-6号 昭和22年6月1日 株式会社日本評論社 表紙なし、Ｐ3-
0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 22巻8号 1947年8月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 22巻10-11号 1947年11月1日 株式会社日本評論社

0-031 日本評論 ニホンヒョウロン 22巻12号 1947年12月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 23巻1号 1948年1月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 23巻2号 1948年2月1日 株式会社日本評論社
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0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 23巻3号 1948年3月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 23巻4号 1948年4月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 23巻5号 1948年5月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 23巻6号 1948年6月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 23巻7号 1948年7月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 23巻8号 1948年8月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 23巻9号 1948年9月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 23巻10号 1948年10月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 23巻11号 1948年11月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 23巻12号 1948年12月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 24巻1号 1949年1月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 24巻2号 1949年2月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 24巻3号 1949年3月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 24巻4号 1949年4月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 24巻5号 1949年5月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 24巻7号 1949年7月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 24巻8号 1949年8月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 24巻10号 1949年10月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 24巻11号 1949年11月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 24巻12号 1949年12月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 25巻1号 1950年1月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 25巻2号 1950年2月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 25巻3号 1950年3月1日 株式会社日本評論社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 25巻5号 1950年5月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 25巻6号 1950年6月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 25巻7号 1950年7月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 25巻8号 1950年8月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 26巻3号 1951年3月1日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 26巻4号 1951年3月2日 株式会社日本評論社

0-032 日本評論 ニホンヒョウロン 27巻1号 昭和31年1月1日 株式会社日本評論社

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ2巻3号 昭和22年9月25日 学術圖出版社

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ2巻4号 昭和22年9月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ3巻5-6号 昭和24年5月30日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ4巻1号 昭和24年9月30日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ4巻2-3号 昭和25年1月20日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ4巻4号 昭和25年3月5日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ6巻1号 昭和26年2月28日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ6巻2号 昭和26年4月28日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ6巻3号 昭和26年6月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ6巻4号 昭和26年8月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ6巻5号 昭和26年10月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ6巻6号 昭和26年12月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ7巻1号 昭和27年2月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ7巻2号 昭和27年4月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ7巻3号 昭和27年6月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ7巻4号 昭和27年8月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ7巻5号 昭和27年10月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ8巻1号 昭和28年2月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ8巻2号 昭和28年4月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ8巻4号 昭和28年8月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ8巻5号 昭和28年8月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ8巻6号 昭和28年12月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ9巻1号 昭和29年2月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ9巻2号 昭和29年4月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ9巻4号 昭和29年8月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ9巻5号 昭和29年10月25日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ10巻1-2号 昭和30年1月5日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ10巻3号 昭和30年3月5日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ10巻4号 昭和30年4月5日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ10巻5号 昭和30年5月5日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ10巻6号 昭和30年6月5日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ10巻7号 昭和30年7月5日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ10巻8号 昭和30年8月5日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ10巻10号 昭和30年10月5日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ10巻11号 昭和30年11月5日 日本物理学会

4-003 日本物理学会誌 ニホンブツリガクガッカイシ10巻12号 昭和30年12月5日 日本物理学会

0-067 日本文化 ニホンブンカ 6号 大正15年7月1日 里見日本文化研究所

9-094 日本文化 ニホンブンカ 14冊 昭和13年2月28日 日本文化協会出版部

2-002 日本文化　菅家遺誡　和魂 ニホンブンカ　カンケイカイ　ワコンカンサイ第61冊 昭和15年9月1日 日本文化協會

9-067 日本文化　偶然の問題と文 ニホンブンカ　グウゼンノモンダイトブンガク19冊 昭和13年4月30日 日本文化協会出版部

2-002 日本文化　国学と玉だすき ニホンブンカ　コクガクトタマダスキ第43冊 昭和14年9月1日 日本文化協會 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり

2-002
日本文化　日本的教養の伝
統について

ニホンブンカ　ニホンテキキョウヨウノデントウニツイテ第93冊 昭和18年9月1日 日本文化協會

2-002
日本文化　宮本武蔵五輪書
と剣道の精神

ニホンブンカ　ミヤモトムサシゴリンショトケンドウノセイシン第2冊 昭和12年7月31日 日本文化協會出版部

9-089 日本文学 ニホンブンガク 16号 明治22年11月25日 日本文学発行所

9-089 日本文学 ニホンブンガク 19号 明治23年12月28日 日本文学発行所

9-089 日本文学 ニホンブンガク 1巻3号 昭和6年5月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 1巻7号 昭和6年9月1日 日本文学研究社
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9-089 日本文学 ニホンブンガク 1巻8号 昭和6年10月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 1巻9号 昭和6年11月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 1巻10号 昭和6年12月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 2巻1号 昭和7年1月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 2巻3号 昭和7年3月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 2巻4号 昭和7年4月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 2巻5号 昭和7年5月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 2巻6号 昭和7年6月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 2巻7号 昭和7年7月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 2巻8号 昭和7年8月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 2巻11号 昭和7年11月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 2巻12号 昭和7年12月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 3巻1号 昭和8年1月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 3巻2号 昭和8年2月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 3巻3号 昭和8年3月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 3巻4号 昭和8年4月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 3巻9号 昭和8年9月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 3巻10号 昭和8年11月1日 日本文学研究社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 1巻3号 昭和6年8月1日 日本文学社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 1巻5号 昭和6年10月1日 日本文学社

9-089 日本文学 ニホンブンガク 3巻1号 昭和7年6月1日 日本文学社

9-089 日本文学 ニホンブンガク [ 2巻1号 ] 昭和14年1月1日 日本文学社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 1巻2号 1952年12月1日 お茶の水書房                               2冊あり
9-078 日本文学 ニホンブンガク 2巻3号 昭和28年5月1日 お茶の水書房

9-078 日本文学 ニホンブンガク 2巻4号 昭和28年6月1日 お茶の水書房

9-078 日本文学 ニホンブンガク 2巻10号 1953年12月1日 お茶の水書房

9-078 日本文学 ニホンブンガク 3巻3号 1954年3月1日 お茶の水書房

9-078 日本文学 ニホンブンガク 3巻5号 1954年5月1日 お茶の水書房

9-078 日本文学 ニホンブンガク 3巻6号 1954年6月1日 お茶の水書房

9-078 日本文学 ニホンブンガク 3巻7号 1954年7月1日 お茶の水書房

9-078 日本文学 ニホンブンガク 3巻8号 1954年8月1日 お茶の水書房

9-078 日本文学 ニホンブンガク 3巻9号 1954年9月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 3巻10号 1954年10月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 3巻11号 1954年11月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 3巻12号 1954年12月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 4巻1号 1955年1月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 4巻2号 1955年2月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 4巻3号 1955年3月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 4巻4号 1955年4月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 4巻5号 1955年5月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 4巻6号 1955年6月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 4巻7号 1955年7月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 4巻8号 1955年8月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 4巻9号 1955年9月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 4巻10号 1955年10月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 4巻11号 1955年11月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 4巻12号 1955年12月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 5巻1号 1956年1月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 5巻2号 1956年2月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 5巻3号 1956年3月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 5巻4号 1956年4月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 5巻5号 1956年5月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 5巻6号 1956年6月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 5巻7号 1956年7月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 5巻8号 1956年8月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 5巻9号 1956年9月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 5巻10号 1956年10月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 5巻11号 1956年11月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 5巻12号 1956年12月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 6巻1号 1957年1月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 6巻2号 1957年2月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 6巻3号 1957年3月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 6巻4号 1957年4月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 6巻5-6号 1957年6月1日 未来社

9-078 日本文学 ニホンブンガク 6巻7号 1957年7月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 6巻9号 1957年9月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 6巻10号 1957年10月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 6巻11号 1957年11月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 6巻12号 1957年12月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 7巻1号 1958年1月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 7巻2号 1958年2月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 7巻3号 1958年3月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 7巻4号 1958年4月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 7巻5号 1958年5月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 7巻6号 1958年6月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 臨時増刊 1958年6月1日 未来社 日本文学協会会員名簿
9-079 日本文学 ニホンブンガク 7巻7号 1958年7月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 7巻8号 1958年8月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 7巻9号 1958年9月1日 未来社
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9-079 日本文学 ニホンブンガク 7巻10号 1958年10月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 7巻11号 1958年11月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 7巻12号 1958年12月1日 未来社                               2冊あり
9-079 日本文学 ニホンブンガク 8巻1号 1959年1月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 8巻2号 1959年2月1日 未来社                               2冊あり
9-079 日本文学 ニホンブンガク 8巻3号 1959年3月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 8巻4号 1959年4月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 8巻5号 1959年5月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 8巻6号 1959年6月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 8巻7号 1959年7月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 8巻8号 1959年8月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 8巻9号 1959年9月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 8巻10号 1959年10月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 8巻11号 1959年11月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 8巻12号 1959年12月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 9巻1号 1960年1月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 9巻2号 1960年2月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 9巻3号 1960年3月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 9巻4号 1960年4月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 9巻5号 1960年5月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 9巻6号 1960年6月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 9巻7号 1960年7月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 9巻8号 1960年8月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 9巻9号 1960年9月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 9巻10号 1960年11月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 9巻11号 1960年12月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 10巻1号 1961年1月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 10巻2号 1961年2月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 10巻3号 1961年3月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 10巻4号 1961年4月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 10巻5号 1961年6月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 10巻6号 1961年7月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 10巻7号 1961年8月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 10巻9号 1961年10月15日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 10巻10号 1961年11月15日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 11巻1号 1962年1月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 11巻2号 1962年2月15日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 11巻3号 1962年3月15日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 11巻4号 1962年4月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 11巻5号 1962年5月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 11巻6号 1962年6月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 11巻7号 1962年7月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 11巻8号 1962年9月15日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 11巻9号 1962年10月31日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 11巻10号 1962年11月15日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 12巻1号 1963年1月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 12巻2号 1963年2月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 12巻3号 1963年3月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 12巻4号 1963年4月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 12巻5号 1963年5月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 12巻6号 1963年6月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 12巻7号 1963年7月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 12巻8号 1963年8月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 12巻9号 1963年9月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 12巻10号 1963年10月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 12巻11号 1963年11月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 12巻12号 1963年12月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 13巻1号 1964年1月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 13巻2号 1964年2月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 13巻3号 1964年3月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 13巻4号 1964年4月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 13巻5号 1964年5月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 13巻6号 1964年6月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 13巻7号 1964年7月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 13巻8号 1964年8月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 13巻9号 1964年9月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 13巻10号 1964年10月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 13巻11号 1964年11月1日 未来社

9-079 日本文学 ニホンブンガク 13巻12号 1964年12月1日 未来社

9-089 日本文学教室 ニホンブンガクキョウシツNo.2 1950年8月1日 蒼明社

9-089 日本文学教室 ニホンブンガクキョウシツNo.4 1950年10月1日 蒼明社

9-089 日本文学教室 ニホンブンガクキョウシツNo.7 1951年2月1日 蒼明社

9-089 日本文学教室 ニホンブンガクキョウシツNo.8 1951年3月1日 蒼明社

9-089 日本文学教室 ニホンブンガクキョウシツNo.9 1951年4月1日 蒼明社

9-091 日本文学研究 ニホンブンガクケンキュウ18号 1961年4月 明治大学和泉校舎研究室

9-089 日本文学誌要 ニホンブンガクシヨウ No.2 1959年3月1日 法政大学国文学会 復刊2号　2冊あり
9-089 日本文学誌要 ニホンブンガクシヨウ No.6 1960年2月1日 法政大学国文学会

7-002 日本文化研究 ニホンブンカケンキュウ 5巻 昭和34年6月5日 株式会社新潮社 ささやかな日本発掘

0-059 日本文化研究 ニホンブンカケンキュウ 6巻 昭和34年7月20日 新潮社 明治の社会
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0-059 日本文化研究 ニホンブンカケンキュウ 8巻 昭和35年7月10日 新潮社 伝統にたいする心構え
2-003 日本文化誌叢 ニホンブンカシソウ v.11no.2 1939年 Sophia University 確認中
3-013 日本文化の課題と展望　前 ニホンブンカノカダイトテンボウ　ゼンエイ臨時増刊 1957年9月1日 日本共産党中央委員会

9-058 日本文芸 ニホンブンゲイ 3巻7号 昭和17年8月1日 日本文芸社

9-089 日本文芸研究 ニホンブンゲイケンキュウ15巻3号 昭和38年9月10日 関西学院大學日本文学会

9-058 日本文庫 ニホンブンコ 1巻4号 昭和22年11月10日 日本文庫

9-058 日本文庫 ニホンブンコ 2巻3号 昭和23年5月1日 日本文庫

9-011 日本未来派 ニホンミライハ 2号 昭和22年7月1日 日本未来派発行所

9-011 日本未来派 ニホンミライハ 13号-24号 昭和23年7月1日 日本未来派発行所
13号-24号合本、24号は35ペー
ジ以降紛失

9-011 日本未来派 ニホンミライハ 20号 昭和24年2月1日 日本未来派発行所

9-011 日本未来派 ニホンミライハ 21号 昭和24年3月1日 日本未来派発行所

9-011 日本未来派 ニホンミライハ 23号 昭和24年5月1日 日本未来派発行所

9-011 日本未来派 ニホンミライハ 24号 昭和24年7月1日 日本未来派発行所

9-011 日本未来派 ニホンミライハ 30号 昭和24年12月1日 日本未来派発行所

9-011 日本未来派 ニホンミライハ 31号 昭和25年1月1日 日本未来派発行所

9-011 日本未来派 ニホンミライハ 32号 昭和25年2月1日 日本未来派発行所

9-011 日本未来派 ニホンミライハ 42号 昭和26年2月1日 日本未来派発行所

9-011 日本未来派 ニホンミライハ 75号 昭和32年4月25日 日本未来派

6-006 日本民間放送連盟放送基準 ニホンミンカンホウソウレンメイホウソウキジュン　－ 昭和45年4月1日 社団法人日本民間放送連盟

3-017 日本民主革命の経過と展望 ニホンミンシュカクメイノケイカトテンボウ　－ 昭和21年8月15日 株式会社伊藤書店 2冊あり
3-019 日本民族 ニホンミンゾク 320号 昭和17年6月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 321号 昭和17年7月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 322号 昭和17年8月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 323号 昭和17年9月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 324号 昭和17年10月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 325号 昭和17年11月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 326号 昭和17年12月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 327号 昭和18年1月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 328号 昭和18年2月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 329号 昭和18年3月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 330号 昭和18年4月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 331号 昭和18年5月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 332号 昭和18年6月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 333号 昭和18年7月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 334号 昭和18年8月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 336号 昭和18年10月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 337号 昭和18年11月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 338号 昭和18年12月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 339号 昭和19年1月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 340号 昭和19年2月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 341号 昭和19年3月25日 実生活社

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 342号 昭和19年4月25日 民族文化研究所

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 343号 昭和19年5月25日 民族文化研究所

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 344号 昭和19年6月25日 日本文化研究所

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 345号 昭和19年7月25日 日本文化研究所

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 346号 昭和19年8月25日 日本文化研究所

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 347号 昭和19年9月25日 日本文化研究所

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 348号 昭和19年10月25日 日本文化研究所

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 349号 昭和19年11月25日 日本文化研究所

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 350号 昭和19年12月25日 民族文化研究所

3-019 日本民族 ニホンミンゾク 351号 昭和20年1月25日 民族文化研究所

2-001 日本歴史 ニホンレキシ 3月号　14号 昭和24年3月1日 日本歴史學會

2-002 日本歴史 ニホンレキシ 62号 昭和28年7月1日 實敎出版株式會社

2-002 日本歴史 ニホンレキシ 172号 昭和37年9月1日 株式会社吉川弘文館

9-058 日本浪曼派 ニホンロマンハ 1巻2号 昭和10年4月1日 武蔵野書院

9-058 日本浪曼派 ニホンロマンハ 2巻10号 昭和11年12月1日 武蔵野書院

9-058 NEW LIFE ニュウ　ライフ 2巻7号 昭和22年10月1日 NEW・LIFE社

3-041 ニュースタイル ニュースタイル 1 記載無し 日本服飾文化協会

3-041 ニュースタイル ニュースタイル 1巻2-3号 昭和21年 日本服飾文化協会

3-041 ニュースタイル ニュースタイル 1巻4-5号 昭和21年 日本服飾文化協会

3-041 ニュースタイル ニュースタイル 1巻6号 昭和21年 日本服飾文化協会

7-021 ニューヨークジャイアンツ名 ニューヨークジャイアンツメイカン6巻13号 昭和28年10月10日 記載無し

9-075 NY文芸 ニューヨークブンゲイ 3号 1957年12月 記載無し

9-075 NY文芸 ニューヨークブンゲイ 4号 1958年10月 記載無し

9-075 NY文芸 ニューヨークブンゲイ 6号 1960年10月 記載無し

9-075 NY文芸 ニューヨークブンゲイ 8号 1963年11月 記載無し

9-075 NY文芸 ニューヨークブンゲイ 9号 1965年11月 N.Y.文芸同人会

9-014 女人短歌 ニョニンタンカ 18号-25号 昭和28年12月25日
-昭和30年9月30日

女人短歌会 合本

9-014 女人短歌 ニョニンタンカ 26号-33号 昭和30年12月30日
-昭和32年9月30日

女人短歌会 合本

9-014 女人短歌 ニョニンタンカ 34号-41号 昭和32年12月30日
-昭和34年9月30日

女人短歌会 合本

9-014 女人短歌 ニョニンタンカ 42号-50号 昭和34年12月30日
-昭和36年12月30

女人短歌会 合本

9-014 女人短歌 ニョニンタンカ 51号-58号 昭和37年3月30日-
昭和38年12月30日

女人短歌会

9-014 女人短歌 ニョニンタンカ 17巻59巻 昭和39年3月30日 女人短歌会

9-014 女人短歌 ニョニンタンカ 17巻60巻 昭和39年6月30日 女人短歌会



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
（平成26年10月2日改定）
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-058 人間 ニンゲン 2巻2月号 大正9年2月1日 玄文社

9-034 人間 ニンゲン 1巻2号 昭和21年2月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 1巻3号 昭和21年3月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 1巻4号 昭和21年4月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 1巻5号 昭和21年5月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 1巻6号 昭和21年6月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 1巻7号 昭和21年7月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 1巻8号 昭和21年8月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 1巻9号 昭和21年9月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 1巻10号 昭和21年10月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 1巻11号 昭和21年11月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 1巻12号 昭和21年12月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 2巻1号 昭和22年1月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 2巻2号 昭和22年2月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 2巻3号 昭和22年3月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 2巻4号 昭和22年4月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 2巻5号 昭和22年5月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 2巻6号 昭和22年6月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 2巻7号 昭和22年7月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 2巻8号 昭和22年8月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 2巻9号 昭和22年9月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 2巻10号 昭和22年10月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 2巻11号 昭和22年11月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 2巻12号 昭和22年12月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 3巻1号 昭和23年1月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 3巻2号 昭和23年2月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 3巻3号 昭和23年3月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 3巻4号 昭和23年4月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 3巻5号 昭和23年5月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 3巻6号 昭和23年6月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 3巻7号 昭和23年7月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 3巻8号 昭和23年8月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 3巻9号 昭和23年9月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 3巻10号 昭和23年10月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 3巻11号 昭和23年11月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 4巻1号 昭和24年1月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 4巻2号 昭和24年2月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 4巻3号 昭和24年3月1日 株式会社　鎌倉文庫 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-034 人間 ニンゲン 4巻4号 昭和24年4月1日 株式会社　鎌倉文庫 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-034 人間 ニンゲン 4巻5号 昭和24年5月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 4巻6号 昭和24年6月1日 株式会社　鎌倉文庫 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-034 人間 ニンゲン 4巻7号 昭和24年7月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 4巻8号 昭和24年8月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 4巻9号 昭和24年9月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 4巻10号 昭和24年10月1日 株式会社　鎌倉文庫

9-034 人間 ニンゲン 秋季増刊 昭和24年11月1日 株式会社　目黑書房

9-034 人間 ニンゲン 5巻1号 昭和25年1月1日 株式会社　目黑書房

9-034 人間 ニンゲン 5巻3号 昭和25年3月1日 株式会社　目黑書房

9-034 人間 ニンゲン 5巻5号 昭和25年5月1日 株式会社　目黑書房

9-034 人間 ニンゲン 5巻7号 昭和25年7月1日 株式会社　目黑書房

9-034 人間 ニンゲン 5巻9号 昭和25年9月1日 株式会社　目黑書房

9-034 人間 ニンゲン 5巻10号 昭和25年10月1日 株式会社　目黑書房

9-035 人間 ニンゲン 5巻11号 昭和25年11月1日 株式会社　目黑書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-035 人間 ニンゲン 6巻1号 昭和26年1月1日 株式会社　目黑書房

9-035 人間 ニンゲン 6巻2号 昭和26年2月1日 株式会社　目黑書房

9-035 人間 ニンゲン 6巻3号 昭和26年3月1日 株式会社　目黑書房

9-035 人間 ニンゲン 6巻4号 昭和26年4月1日 株式会社　目黑書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-035 人間 ニンゲン 6巻5号 昭和26年5月1日 株式会社　目黑書房

9-035 人間 ニンゲン 6巻7号 昭和26年7月1日 株式会社　目黑書房

9-035 人間 ニンゲン 6巻8号 昭和26年8月1日 株式会社　目黑書房

9-089 人間 ニンゲン 8号 1961年7月15日 現代詩・天幕詩社

9-089 人間 ニンゲン 10号 昭和36年12月1日 現代詩・天幕詩社

9-058 人間喜劇 ニンゲンキゲキ 8号 昭和23年7月1日 株式会社イヴニングスター社

9-058 人間喜劇 ニンゲンキゲキ 9号 昭和23年8月1日 株式会社イヴニングスター社 2冊あり

9-058 人間喜劇 ニンゲンキゲキ 10号 昭和23年9月1日 株式会社イヴニングスター社

9-058 人間喜劇 ニンゲンキゲキ 11号 昭和23年10月1日 株式会社イヴニングスター社

9-058 人間生活 ニンゲンセイカツ 4巻1号 大正13年1月1日 新しき村出版部　曠野社　

3-040 人間探求 ニンゲンタンキュウ 18号 昭和26年11月15日 第一出版社

0-062 人間の科学 ニンゲンノカガク 1巻2号 昭和38年8月5日 株式会社誠信書房

0-062 人間の科学 ニンゲンノカガク 1巻5号 昭和38年11月5日 株式会社誠信書房

0-062 人間の科学 ニンゲンノカガク 1巻6号 昭和38年12月5日 株式会社誠信書房

0-062 人間の科学 ニンゲンノカガク 2巻1号 昭和39年1月5日 株式会社誠信書房                                2冊あり
0-062 人間の科学 ニンゲンノカガク 2巻3号 昭和39年3月5日 株式会社誠信書房

0-062 人間の科学 ニンゲンノカガク 2巻4号 昭和39年4月5日 株式会社誠信書房

0-059 人間の科学 ニンゲンノカガク 11号 昭和39年5月5日 誠信書房

0-062 人間の科学 ニンゲンノカガク 2巻8号 昭和39年8月5日 株式会社誠信書房

0-062 人間美学 ニンゲンビガク 2 昭和23年4月15日 臼井書房

0-062 人間美学 ニンゲンビガク 3 昭和23年6月1日 臼井書房                                2冊あり
0-062 人間美学 ニンゲンビガク 4 昭和23年7月1日 臼井書房
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

0-062 人間美学 ニンゲンビガク 6 昭和23年9月1日 臼井書房                                2冊あり
0-062 人間美学 ニンゲンビガク 7 昭和23年10月1日 臼井書房                                2冊あり
9-034 人間別冊 ニンゲンベッサツ 2 昭和23年6月1日 株式会社　目黑書房 人間作品集
7-021 熱球 ネキュウ 6号9月号 昭和22年9月5日 巨人社

3-040 寝正月のお楽しみ読本 ネショウガツノオタノシミドクホン　－ 昭和27年1月1日 合資会社睦書房 人情講談　新年特別号付録
9-011 熱風 ネップウ 5号 昭和32年1月10日 記載無し

9-069 熱風 ネップウ 5号 昭和32年1月10日 記載無し

9-011 熱風帯社ニュース ネップウタイシャニュ-ス 2号 昭和21年9月5日 記載無し

9-075 合歓 ネム 2巻14号 昭和22年4月5日 合名会社合歓

9-075 合歓 ネム 4巻2号 昭和24年2月10日 記載無し

9-058 ノイエ・ザハリヒカイト ノイエ・ザハリヒカイト 6輯 昭和13年5月10日 ノイエ・ザハリヒカイト学会

6-004 農業朝日 ノウギョウアサヒ 1巻2号 昭和21年2月1日 朝日新聞東京本社

6-004 農業朝日 ノウギョウアサヒ 1巻3号 昭和21年2月1日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
6-004 農業朝日 ノウギョウアサヒ 1巻4号 昭和21年4月1日 朝日新聞東京本社

6-004 農業朝日 ノウギョウアサヒ 1巻5号 昭和21年5月1日 朝日新聞東京本社

6-004 農業朝日 ノウギョウアサヒ 1巻6号 昭和21年6月1日 朝日新聞東京本社

6-004 農業朝日 ノウギョウアサヒ 1巻7号 昭和21年7月1日 朝日新聞東京本社

6-004 農業朝日 ノウギョウアサヒ 1巻8号 昭和21年8月1日 朝日新聞東京本社

6-004 農業朝日 ノウギョウアサヒ 1巻9号 昭和21年9月1日 朝日新聞東京本社

6-004 農業朝日 ノウギョウアサヒ 1巻11号 昭和21年11月1日 朝日新聞東京本社

6-004 農業朝日 ノウギョウアサヒ 1巻12号 昭和21年12月1日 朝日新聞東京本社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
6-004 農業朝日 ノウギョウアサヒ 2巻1号 昭和22年1月1日 朝日新聞東京本社

6-004 農業朝日 ノウギョウアサヒ 2巻2号 昭和22年2月1日 朝日新聞東京本社

6-004 農業朝日 ノウギョウアサヒ 2巻3号 昭和22年3月1日 朝日新聞東京本社

6-004 農業朝日 ノウギョウアサヒ 2巻4号 昭和22年4月1日 朝日新聞東京本社

6-004 農業朝日 ノウギョウアサヒ 2巻5号 昭和22年5月1日 朝日新聞東京本社

6-004 農業世界 ノウギョウセカイ 41巻1号 昭和21年1月15日 株式会社博文館

6-004 農村保健 ノウソンホケン v.1 no.2 昭和21年11月30日 三和書房

6-004 農民 ノウミン 1巻3号 昭和21年9月1日 農民社

6-004 農民 ノウミン 3巻1号 昭和23年1月1日 農民社

9-089 農民芸術 ノウミンゲイジュツ No.2 昭和21年12月20日 農民芸術社

9-089 農民芸術 ノウミンゲイジュツ No.3 昭和22年5月1日 農民芸術社

9-075 農民芸術 ノウミンゲイジュツ 7 昭和23年10月1日 農民芸術社

9-075 農民芸術 ノウミンゲイジュツ 8 昭和24年7月25日 農民芸術社

9-015 農民短歌 ノウミンタンカ 1巻2号 昭和22年8月1日 新日本農民歌人連盟

9-015 農民短歌 ノウミンタンカ 2巻8号 昭和23年2月1日 新日本農民歌人連盟

9-015 農民短歌 ノウミンタンカ 2巻7号 昭和23年7月25日 新日本農民歌人連盟

9-015 農民短歌 ノウミンタンカ 2巻9号 昭和23年9月25日 新日本農民歌人連盟

9-015 農民短歌 ノウミンタンカ 2巻10号 昭和23年11月20日 新日本農民歌人連盟

6-004 農民の旗 ノウミンノハタ 3月号 昭和8年3月1日 日本プロレタリア作家同盟出版部

9-075 農民文学 ノウミンブンガク 4号 昭和31年2月1日 記載無し

9-075 農民文学 ノウミンブンガク 8号 昭和32年3月1日 記載無し

9-075 農民文学 ノウミンブンガク 9号 昭和32年6月1日 記載無し

9-075 農民文学 ノウミンブンガク 10号 昭和32年9月1日 記載無し

9-058 農民文学 ノウミンブンガク 15号 昭和33年12月1日 日本農民学会

9-058 農民文学 ノウミンブンガク 26号 昭和36年1月1日 日本農民学会

6-004 農薬 ノウヤク 1巻2号 昭和22年6月30日 社団法人農薬協会

6-004 農薬 ノウヤク 2巻3号 昭和23年3月30日 社団法人農薬協会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-058 野火 ノビ 1巻4号 昭和12年5月1日 人文会出版部

9-058 野火 ノビ 3年1号 昭和14年2月1日 人文会出版部

9-015 乗合船 ノリアイセン 2号 昭和21年9月20日 甲文社

ノ＊

ネ＊
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2-006 ハイカー ハイカー no.71　 1961年9月1日 山と渓谷社

2-006 ハイキング ハイキング 36号 昭和10年6月22日 ハイキング社

9-018 俳句 ハイク 7巻5号 昭和23年5月1日 角川書店

9-018 俳句 ハイク 1巻2号 昭和27年7月1日 角川書店

9-018 俳句 ハイク 2巻4号 昭和28年4月1日 角川書店

9-018 俳句 ハイク 3巻10号 昭和29年10月1日 角川書店

9-018 俳句 ハイク 　－ 昭和32年7月15日 角川書店 増刊
9-018 俳句 ハイク 6巻10号 昭和32年9月1日 角川書店

9-018 俳句 ハイク 8巻2号 昭和34年2月1日 角川書店

9-018 俳句 ハイク 8巻7号 昭和34年7月1日 角川書店

9-018 俳句 ハイク 12月号 昭和36年12月1日 角川書店

9-018 俳句 ハイク 2月号 昭和37年1月1日 角川書店

9-018 俳句 ハイク 4月号 昭和37年4月1日 角川書店

9-018 俳句 ハイク 4月号 昭和38年4月1日 角川書店

9-018 俳句 ハイク 5月号 昭和38年5月1日 角川書店

9-018 俳句 ハイク 7月号 昭和38年7月1日 角川書店

9-018 俳句 ハイク 1月号 昭和40年1月1日 角川書店

9-018 俳句 ハイク 2月号 昭和40年2月1日 角川書店

9-018 俳句往来 ハイクオウライ 3巻5号 昭和26年2月12日 株式会社泰光堂

9-018 俳句往来 ハイクオウライ 3巻6号 昭和27年6月1日 株式会社泰光堂

9-018 俳句往来 ハイクオウライ 3巻7号 昭和27年7月1日 株式会社泰光堂

9-018 俳句往来 ハイクオウライ 3巻8号 昭和27年8月1日 株式会社泰光堂

9-018 俳句界 ハイクカイ 2巻-14巻 昭和21年9月1日-昭和23年6月1日星雲社 合本
9-018 俳句藝術 ハイクゲイジュツ 2集 昭和23年12月25日 桃蹊書房

9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 5巻7号 昭和13年7月1日 改造社

9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 10巻10号 昭和18年10月2日 改造社

9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 11巻3号 昭和19年3月2日 改造社

9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 11巻4号 昭和19年4月2日 改造社

9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 3巻1号 昭和21年1月1日 株式会社目黒書店

9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 3巻3号 昭和21年3月1日 目黒書店 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 3巻4号 昭和21年4月1日 株式会社目黒書店 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 3巻5号 昭和21年5月1日 目黒書店

9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 3巻6号 昭和21年6月1日 目黒書店 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 3巻7-8号 昭和21年8月1日 目黒書店

9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 6巻7号 昭和24年7月1日 目黒書店

9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 7巻11号 昭和25年11月1日 目黒書店

9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 8巻10号 昭和26年10月1日 目黒書店

9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 11巻6号 昭和29年6月1日 俳句研究社

9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 15巻7号 昭和33年7月1日 株式会社俳句研究社

9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 18巻5号 昭和36年5月1日 株式会社俳句研究社

9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 18巻7号 昭和36年7月1日 株式会社俳句研究社

9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 18巻8号 昭和36年8月1日 株式会社俳句研究社

9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 29巻4号 昭和37年4月1日 株式会社俳句研究社

9-018 俳句研究 ハイクケンキュウ 29巻12号 昭和37年12月1日 株式会社俳句研究社

9-018 俳句人 ハイクジン 2月号 昭和24年2月28日 新俳句人連盟

9-018 俳句人 ハイクジン 2１号 昭和24年7月2日 十二月書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-018 俳句人 ハイクジン 2月号 昭和25年2月15日 十二月書房

9-018 俳句人 ハイクジン ｎo.71 昭和39年4月30日 新俳句人連盟

9-018 俳句世紀 ハイクセイキ 6月号 昭和24年6月1日 芝火社

9-018 俳句と添削 ハイクトテンサク 9号-12号 大正12年2月1日 俳句と添削社

9-017 俳句と文学 ハイクトブンガク 3巻5号 昭和23年7月30日 新俳句社

9-018 俳句日本 ハイクニホン 1巻4号 昭和19年9月30日 俳句日本社

9-018 俳句日本 ハイクニホン 1巻5号 昭和19年10月30日 俳句日本社

9-018 俳句日本 ハイクニホン 1巻6号 昭和19年11月30日 俳句日本社

9-018 俳句日本 ハイクニホン 1巻7号 昭和19年12月30日 俳句日本社

9-018 俳句日本 ハイクニホン 1巻8号 昭和20年1月30日 俳句日本社

9-018 俳句日本 ハイクニホン 1巻10号 昭和20年7月1日 俳句日本社

9-018 俳句日本 ハイクニホン 1巻11号 昭和20年9月1日 俳句日本社

9-018 俳句日本 ハイクニホン 1巻11号 昭和20年9月1日 俳句日本社

9-018 俳句日本 ハイクニホン 1巻9号 昭和20年9月1日 俳句日本社

9-018 俳句日本 ハイクニホン 1巻12号 昭和20年10月1日 俳句日本社

9-018 俳句日本 ハイクニホン 2巻1号 昭和20年11月1日 俳句日本社

9-018 俳句日本 ハイクニホン 2巻2号 昭和20年12月1日 俳句日本社

9-018 俳句日本 ハイクニホン 2巻3号 昭和21年1月1日 俳句日本社

9-018 俳句の門 ハイクノモン 1巻2号 昭和22年7月1日 白鷺書房

9-018 俳句の門 ハイクノモン 1巻3号 昭和22年8月1日 白鷺書房

9-018 俳句の門 ハイクノモン 8号 昭和23年2月1日 白鷺書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-018 俳句の門 ハイクノモン 9号 昭和23年3月1日 白鷺書房

9-018 俳句の門 ハイクノモン 2巻4号 昭和23年5月1日 白鷺書房

9-018 俳句の門 ハイクノモン 2巻5号 昭和23年6月1日 白鷺書房

0-059 売笑婦の研究 バイショウフノケンキュウ82号 大正9年12月1日 一匡社

3-003 灰燼を蹴って起ち上れ ハイジンヲケッテタチアガレ　－ 昭和20年3月20日 株式會社旺文社

9-018 俳星 ハイセイ 1巻2号 昭和21年4月1日 俳星社

3-036 パイデイア パイデイア no.4 昭和38年12月1日 同志社大学教育学会

9-094 馬琴所蔵本目録参考 バキンショゾウホンモクロクサンコウ　－ 昭和59年3月21日 記載なし

9-075 拍車 ハクシャ 2 昭和6年7月5日 国文二年の会

9-075 拍車 ハクシャ 3号 記載無し 記載無し

9-019 麥秋 バクジュウ 2巻2号 昭和14年2月1日 麥秋発行所

9-019 麥秋 バクジュウ 2巻3号 昭和14年3月1日 麥秋発行所

ハ＊
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9-019 麥秋 バクジュウ 2巻4号 昭和14年4月1日 麥秋発行所

9-019 麥秋 バクジュウ 2巻5号 昭和14年5月1日 麥秋発行所

9-019 麥秋 バクジュウ 2巻6号 昭和14年6月1日 麥秋発行所

9-019 麥秋 バクジュウ 3巻3号 昭和15年3月1日 麥秋発行所

9-019 麥秋 バクジュウ 3巻5号 昭和15年5月1日 麥秋発行所

9-075 歯車 ハグルマ 3 1954年9月20日 記載無し

9-058 博波沙 ハクロウサ 4巻8号 昭和14年8月5日 博波社

9-058 博波沙 ハクロウサ 5巻10号 昭和15年5月5日 博波社

9-058 博波沙 ハクロウサ 6巻11号 昭和16年11月5日 博波社

9-058 博波沙 ハクロウサ 7巻1号 昭和17年1月5日 博波社

9-019 芭蕉 バショウ 3月号 大正15年3月1日 芭蕉発行所

9-019 芭蕉新聞 バショウシンブン 11号 明治33年8月21日 少文豪社

9-019 芭蕉新聞 バショウシンブン 2年4号 明治34年2月25日 芭蕉新聞社

9-019 芭蕉新聞 バショウシンブン 40号 明治34年9月10日 芭蕉新聞社

9-019 芭蕉新聞 バショウシンブン 41号 明治34年9月25日 芭蕉新聞社

9-058 旗 ハタ 16年1号 昭和24年4月1日 曉書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-075 裸 ハダカ 14号 昭和38年4月1日 裸の会編集部

9-075 BACCHUS バッカス 2号 1952年1月17日 バッカス同人

9-075 BACCHUS バッカス 3 1952年8月15日 バッカス同人

7-021 バッティングの研究 バッティングノケンキュウ　－ 昭和23年2月20日 御影文庫

9-047 初日之出 新小説臨時増刊 ハツヒノデ シンショウセツリンジゾウカン5年1巻 明治33年1月1日 春陽堂

7-004 花 ハナ 2集 昭和22年8月1日 新生社

9-059 花 ハナ 3号 昭和22年8月1日 新生社

9-059 花 ハナ 6号 昭和23年1月1日 新生社

9-059 花 ハナ 8号 昭和23年4月1日 新生社

9-059 花 ハナ 10号 昭和23年7月1日 新生社

9-075 花 ハナ 2 昭和34年6月1日 花同人社

9-075 花 ハナ 3 昭和34年12月1日 花同人社

9-075 花 ハナ 4 昭和35年5月1日 花同人社

6-006 話の広場放送ダイジェスト ハナシノヒロバホウソウダイジェスト4巻6号 昭和34年7月1日 懇話会

0-008 羽仁もと子著作集 ハニモトコチョサクシュウ　－ 記載無し 婦人之友社 内容見本
3-036 母親学校 ハハオヤガッコウ 1巻8-9号 昭和21年11月1日 母親学校研究会

3-035 母のくに ハハノクニ 13巻1号 昭和39年4月1日 学習研究社 よいこのくに4月号付録
3-034 母のくに ハハノクニ 13巻11号 昭和40年2月1日 株式会社学習研究社 「よいこのくに」付録
3-034 母のくに ハハノクニ 13巻12号 昭和40年3月1日 株式会社学習研究社 「よいこのくに」付録
9-019 濱 ハマ 1巻3号 昭和21年3月1日 濱発行所

9-019 浜 ハマ 4月号 昭和21年4月1日 濱発行所

9-019 浜 ハマ 5号 昭和21年5月1日 濱発行所

9-019 浜 ハマ 6号 昭和21年6月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 1巻11号 昭和21年11月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 1巻12号 昭和21年12月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 2巻3号 昭和22年3月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 2巻5号 昭和22年5月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 2巻6号 昭和22年6月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 2巻7号 昭和22年7月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 2巻8号 昭和22年8月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 2巻9号 昭和22年9月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 2巻10号 昭和22年10月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 2巻11号 昭和22年11月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 2巻12号 昭和22年12月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 3巻4号 昭和23年4月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 3巻8号 昭和23年8月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 3巻9号 昭和23年9月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 3巻12号 昭和23年12月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 4巻1号 昭和24年1月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 4巻2号 昭和24年2月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 4巻3号 昭和24年3月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 4巻6号 昭和24年6月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 4巻7号 昭和24年7月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 4巻8号 昭和24年8月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 4巻9号 昭和24年9月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 4巻11号 昭和24年11月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 5巻1号 昭和25年1月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 5巻2号 昭和25年2月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 5巻3号 昭和25年3月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 5巻5号 昭和25年5月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 5巻6号 昭和25年6月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 5巻7号 昭和25年7月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 5巻9号 昭和25年9月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 5巻11号 昭和25年11月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 5巻12号 昭和25年12月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 6巻4号 昭和26年4月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 6巻7号 昭和26年7月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 6巻8号 昭和26年8月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 6巻10号 昭和26年10月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 6巻12号 昭和26年12月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 7巻1号 昭和27年1月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 7巻3号 昭和27年3月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 7巻4号 昭和27年4月1日 濱発行所
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9-019 濱 ハマ 7巻5号 昭和27年5月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 7巻6号 昭和27年6月1日 濱発行所

9-019 濱 ハマ 7巻8号 昭和27年8月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 7巻9号 昭和27年9月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 7巻10号 昭和27年10月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 7巻11号 昭和27年11月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 8巻2号 昭和28年2月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 8巻3号 昭和28年3月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 8巻4号 昭和28年4月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 8巻6号 昭和28年6月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 8巻7号 昭和28年7月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 8巻8号 昭和28年8月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 8巻9号 昭和28年9月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 8巻11号 昭和28年11月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 9巻1号 昭和29年1月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 9巻3号 昭和29年3月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 9巻4号 昭和29年4月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 9巻5号 昭和29年5月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 9巻6号 昭和29年6月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 9巻7号 昭和29年7月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 9巻8号 昭和29年8月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 9巻9号 昭和29年9月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 9巻11号 昭和29年11月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 10巻3号 昭和30年3月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 10巻4号 昭和30年4月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 10巻5号 昭和30年5月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 10巻8号 昭和30年8月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 10巻9号 昭和30年9月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 10巻10号 昭和30年10月1日 浜発行所

9-019 濱 ハマ 10巻12号 昭和30年12月1日 浜発行所

9-019 濱百号記念句会作品集 ハマヒャクゴウキネンクカイサクヒンシュウ　－ 記載なし 記載なし

9-007 ばら バラ 117号 昭和21年7月1日 株式会社千曲書房 復刊1号
4-002 春の科学 ハルノカガク 　－ 大正14年3月1日 大阪毎日新聞社

7-011 春の豪華特別公演 ハルノゴウカトクベツコウエン　－ 記載なし 記載なし 演劇パンフレット
9-019 春蘇る ハルヨミガエル 　－ 昭和21年4月15日 さくら書房

9-058 馬鈴薯 バレイショ 1巻2号 昭和16年6月1日 新しき村東京支部

9-058 馬鈴薯 バレイショ 3巻4号 昭和18年4月1日 扶桑閣

9-058 馬鈴薯 バレイショ 4巻2号 昭和19年3月1日 扶桑閣

7-020 バレーボール バレーボール 6月号 昭和23年6月15日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 2巻7号 昭和23年7月15日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 2巻8号 昭和23年8月15日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 2巻9号 昭和23年9月15日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 2巻10号 昭和23年10月15日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 2巻11号 昭和23年11月15日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 2巻12号 昭和23年12月15日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 新年号 昭和24年1月15日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 2月号 昭和24年2月15日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 3月号 昭和24年3月10日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 4月号 昭和24年4月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 5月号 昭和24年5月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 6月号 昭和24年6月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 7月号 昭和24年7月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 8月号 昭和24年8月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 9月号 昭和24年9月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 10月号 昭和24年10月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 11月号 昭和24年11月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 12月号 昭和24年12月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 1月号 昭和25年1月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 2月号 昭和25年2月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 3月号 昭和25年3月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 4月号 昭和25年4月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 5月号 昭和25年5月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 6月号 昭和25年6月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 7月号 昭和25年7月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 8月号 昭和25年8月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 9月号 昭和25年9月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 10月号 昭和25年10月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 11月号 昭和25日11月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 12月号 昭和25年12月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 1月号 昭和26年1月1日 株式会社スポーツ出版社

7-020 バレーボール バレーボール 　－ 記載なし 株式会社スポーツ出版社

2-005 ぱれるが パレルガ 262号 昭和48年12月1日 評論社

9-075 PAN パン 2 昭和25年1月10日 PAN編集部

9-011 晩夏 バンカ 2集 昭和23年5月10日 足利書院

3-010 反共情報 ハンキョウジョウホウ 4巻5号 昭和16年5月1日 国際反共聯盟

4-006 
万国博記念第44回本部展覧
会　出陳目録

バンコクハクキネンダイヨンジュウヨンホンブテンランカイ　シュッチンモクロク　－ 記載無し 社団法人　天然記念物北海道犬保存会

3-022 犯罪学研究 ハンザイガクケンキュウ 1巻2号 昭和9年2月5日 新光閣

3-022 犯罪学研究 ハンザイガクケンキュウ 1巻3号 昭和9年3月5日 新光閣 綴じ崩壊
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3-022 犯罪学研究 ハンザイガクケンキュウ 1巻4号 昭和9年4月5日 新光閣

3-022 犯罪学研究 ハンザイガクケンキュウ 1巻5号 昭和9年5月5日 新光閣

3-022 犯罪学研究 ハンザイガクケンキュウ 2巻1号 昭和10年1月15日 新光閣

4-008 犯罪と醫学 ハンザイトイガク 2号 昭和24年9月1日 日本醫学雑誌株式会社

4-008 犯罪と醫学 ハンザイトイガク 3号 昭和24年11月1日 日本醫学雑誌株式会社

9-075 半世界 ハンセカイ 2号 昭和32年12月12日 半世界社

9-075 半世界 ハンセカイ 3号 昭和33年2月5日 半世界社

9-075 半世界 ハンセカイ 4号 昭和33年4月5日 半世界社

9-075 半世界 ハンセカイ 5号 昭和33年6月5日 半世界社                               2冊あり
9-075 半世界 ハンセカイ 6号 昭和33年8月5日 半世界社

9-075 半世界 ハンセカイ 9号 昭和34年5月5日 半世界社

9-075 半世界 ハンセカイ 16号 1963年春季 半世界社

9-003 ＰＡＮＴＨＥＯＮ パンテオン 2号 昭和3年5月3日 第一書房

9-003 ＰＡＮＴＨＥＯＮ パンテオン 3号 昭和3年6月3日 第一書房

9-003 ＰＡＮＴＨＥＯＮ パンテオン 4号 昭和3年7月3日 第一書房

9-003 ＰＡＮＴＨＥＯＮ パンテオン 5号 昭和3年8月3日 第一書房

9-003 ＰＡＮＴＨＥＯＮ パンテオン 6号 昭和3年9月3日 第一書房

9-003 ＰＡＮＴＨＥＯＮ パンテオン 7号 昭和3年10月3日 第一書房

9-003 ＰＡＮＴＨＥＯＮ パンテオン 8号 昭和3年11月3日 第一書房

9-003 ＰＡＮＴＨＥＯＮ パンテオン 9号 昭和3年12月3日 第一書房

9-003 ＰＡＮＴＨＥＯＮ パンテオン 10号 昭和4年1月3日 第一書房

9-003 麵麭 パンテン 9号 昭和8年11月1日 青樹社

6-003 パンの随筆 パンノズイヒツ 2集 記載なし 全日本パン協同組合連合会

6-003 パンの随筆 パンノズイヒツ 3集 記載なし 全日本パン協同組合連合会

3-020
反ファッショ統一戦線の経験
と批判

ハンファッショトウイツセンセンノケイケントヒハン5集 1946年2月15日 人民社

3-036 パンフレット パンフレット no.2 大正11年7月10日 大原社会問題研究所出版部

3-036 パンフレット パンフレット no.7 大正11年12月18日 大原社会問題研究所出版部

9-019 萬緑 バンリョク 1巻2号 昭和21年11月1日 三誠堂 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-019 萬緑 バンリョク 1巻3号 昭和21年12月1日 三誠堂 創刊号有り
9-019 萬緑 バンリョク 1巻4号 昭和22年1月1日 三誠堂 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-019 萬緑 バンリョク 1巻5-6号 昭和22年3月1日 三誠堂 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-019 萬緑 バンリョク 1巻7号 昭和22年6月30日 萬緑発行所

9-019 萬緑 バンリョク 1巻10号 昭和22年9月30日 萬緑発行所

9-019 萬緑 バンリョク 13号 昭和22年12月30日 萬緑発行所

9-019 萬緑 バンリョク 1月号 昭和23年1月30日 萬緑発行所

9-019 萬緑 バンリョク 2月-3月号 昭和23年2月29日 萬緑発行所

9-019 萬緑 バンリョク 4月号 昭和23年4月29日 萬緑発行所

9-019 萬緑 バンリョク 5月号 昭和23年5月30日 萬緑発行所

9-019 萬緑 バンリョク 8月号 昭和23年8月30日 富士出版株式会社

9-019 萬緑 バンリョク 10月号 昭和23年10月30日 富士出版株式会社

3-021 判例時報 ハンレイジホウ 105号 昭和32年3月25日 日本評論新社 表紙破損
3-021 判例時報 ハンレイジホウ no.254 昭和36年4月11日 日本評論新社

7-008 美　批評 ビ　ヒヒョウ 30号 昭和9年7月1日 美・批評社

7-006 美・批評 ビ・ヒヒョウ 2年5号 昭和7年1月1日 美・批評社

7-004 BBBB ビービービービー 5号 1950年4月1日 冬芽書房

7-004 BBBB ビービービービー 5月号 1950年5月1日 冬芽書房

7-005 美学 ビガク 2号 昭和25年7月1日 宝雲舎

7-005 美学 ビガク 3号 昭和25年11月1日 創美社

7-005 美学 ビガク 4号 昭和26年2月1日 創美社

7-005 美学 ビガク 5号 昭和26年5月15日 創美社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-005 美学 ビガク 6号 昭和26年10月1日 創美社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-005 美学 ビガク 7号 昭和27年2月1日 創美社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-005 美学 ビガク 8号 昭和27年3月31日 創美社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-005 美学 ビガク 9号 昭和27日7月1日 創美社

7-005 美学 ビガク 10号 昭和27年10月1日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 11号 昭和27年12月25日 美術出版社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-005 美学 ビガク 12号 昭和28年3月30日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 13号 昭和28年6月30日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 14号 昭和28年9月20日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 15号 昭和29年1月16日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 16号 昭和29年4月1日 美術出版社
2冊あり（内1冊、発行年月日昭
和3月31日と記載あり）

7-005 美学 ビガク 17号 昭和29年7月1日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 18号 昭和29年10月1日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 19号 昭和29年12月15日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 20号 昭和30年3月20日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 21号 昭和30年6月20日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 22号 昭和30年9月20日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 23号 昭和30年12月25日 美術出版社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-005 美学 ビガク 24号 昭和31年3月31日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 25号 昭和31年5月31日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 26号 昭和31年9月25日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 27号 昭和31年12月25日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 28号 昭和32年2月28日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 29号 昭和32年6月10日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 33号 昭和32年6月25日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 30号 昭和32年9月10日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 31号 昭和32年12月20日 美術出版社

ヒ＊
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7-005 美学 ビガク 32号 昭和33年3月25日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 34号 昭和33年9月25日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 35号 昭和33年12月25日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 36号 昭和34年3月31日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 37号 昭和34年6月30日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 38号 昭和34年9月30日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 39号 昭和34年12月30日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 40号 昭和35年3月31日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 41号 昭和35年7月20日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 42号 昭和35年9月30日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 43号 昭和35年12月20日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 44号 昭和36年3月31日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 45号 昭和36年6月30日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 46号 昭和36年9月30日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 47号 昭和36年12月30日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 48号 昭和37年3月31日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 48号 昭和37年3月31日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 49号 昭和37年6月30日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 50号 昭和37年9月30日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 51号 昭和37年12月30日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 52号 昭和38年3月30日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 53号 昭和38年6月30日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 54号 昭和38年9月30日 美術出版社

7-005 美学 ビガク 55号 昭和38年12月30日 美術出版社

7-005 美学ジャーナル ビガクジャーナル 33号 昭和37年9月1日 美術ジャーナル社

7-005 美学ジャーナル ビガクジャーナル 34号 昭和37年10月1日 美術ジャーナル社

7-005 美学ジャーナル ビガクジャーナル 35号 昭和37年12月1日 美術ジャーナル社

0-049 東大陸 ヒガシタイリク 14巻7号 昭和11年7月1日 東大陸社

0-049 東大陸 ヒガシタイリク 14巻8号 昭和11年8月1日 東大陸社

0-049 東大陸 ヒガシタイリク 13巻9号 昭和13年9月1日 東大陸社

0-049 東大陸 ヒガシタイリク 19巻6号 昭和16年6月1日 東大陸社

0-049 東大陸 ヒガシタイリク 20巻4号 昭和17年4月8日 東大陸社

0-049 東大陸 ヒガシタイリク 21巻6号 昭和18年6月8日 東大陸社

0-049 東大陸 ヒガシタイリク 21巻9号 昭和18年9月8日 東大陸社

3-035 東中の教育 ヒガシチュウノキョウイク　－ 昭和61年 大宮市立東中学校

7-016 東日本新風景 ヒガシニホンシンフウケイ　－ 昭和7年1月1日 朝日新聞社 東京朝日新聞新年付録
9-063 東もやう ヒガシモヤウ 2号 明治25年1月10日 錦繍会

0-047 光 ヒカリ 1巻2号 昭和20年11月1日 株式会社光文社

0-047 光 ヒカリ 1巻3号 昭和20年12月1日 株式会社光文社

0-047 光 ヒカリ 2巻1号 昭和21年1月1日 株式会社光文社

0-047 光 ヒカリ 2巻2号 昭和21年2月1日 株式会社光文社

0-047 光 ヒカリ 2巻5-6号 昭和21年6月1日 株式会社光文社

0-047 光 ヒカリ 2巻7号 昭和21年7月1日 株式会社光文社

0-047 光 ヒカリ 2巻9号 昭和21年9月1日 株式会社光文社

0-047 光 ヒカリ 3巻2号 昭和22年2月1日 株式会社光文社 奥付のページ紛失
0-047 光 ヒカリ 3巻3号 昭和22年3月1日 株式会社光文社

0-047 光 ヒカリ 3巻4号 昭和22年4月1日 株式会社光文社

0-047 光 ヒカリ 3巻5号 昭和22年5月1日 株式会社光文社

0-047 光 ヒカリ 3巻6号 昭和22年6月1日 株式会社光文社

0-047 光 ヒカリ 3巻7号 昭和22年7月1日 株式会社光文社

0-047 光 ヒカリ 3巻10号 昭和22年10月1日 株式会社光文社

0-047 光 ヒカリ 3巻12号 昭和22年12月1日 株式会社光文社

0-047 光 ヒカリ 4巻9号 昭和23年9月1日 株式会社光文社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-047 光 ヒカリ 4巻10号 昭和23年10月1日 株式会社光文社

3-035 ひかりのくにママ・グラフ ヒカリノクニママ・グラフ 20巻5号 昭和40年5月1日 ひかりのくに昭和出版株式会社付録
3-035 ひかりのくにママ・グラフ ヒカリノクニママ・グラフ 20巻7号 昭和40年7月1日 ひかりのくに昭和出版株式会社付録
3-035 ひかりのくにママ・グラフ ヒカリノクニママ・グラフ 20巻8号 昭和40年8月1日 ひかりのくに昭和出版株式会社付録
3-035 ひかりのくにママ・グラフ ヒカリノクニママ・グラフ 21巻1号 昭和41年1月1日 ひかりのくに昭和出版株式会社付録
3-035 ひかりのくにママ・グラフ ヒカリノクニママ・グラフ 21巻3号 昭和41年3月1日 ひかりのくに昭和出版株式会社付録
0-006 樋口一葉 ヒグチイチヨウ 　－ 昭和61年11月23日 （財）台東区芸術・歴史協会

3-043 飛行日本 ヒコウニホン 19巻9号 昭和19年9月1日 大日本飛行協会 裏表紙破損のため詳細不明
3-043 飛行日本 ヒコウニホン 20巻1号 昭和20年1月1日 財団法人大日本飛行協会

3-043 飛行日本 ヒコウニホン 20巻2号 昭和20年2月1日 財団法人大日本飛行協会 2冊あり
3-043 飛行日本 ヒコウニホン 20巻4号 昭和20年5月1日 財団法人大日本飛行協会

9-059 眉山 ビザン 1巻2-3号合併 昭和21年12月5日 国際新聞徳島支局眉山編輯室

9-093 眉山作品の諸相 ビザンサクヒンノショソウ　－ 昭和63年3月31日 記載無し

7-005 美術 ビジュツ 5号 昭和19年5月3日 日本美術出版株式会社

7-005 美術 ビジュツ 6号 昭和19年6月3日 日本美術出版株式会社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-005 美術 ビジュツ 9号 昭和19年9月3日 日本美術出版株式会社

7-005 美術 ビジュツ 2巻1号 昭和20年1月3日 日本美術出版株式会社

7-005 美術 ビジュツ 2巻2号 昭和20年2月3日 日本美術出版株式会社

7-005 美術 ビジュツ 2巻3号 昭和20年3月3日 日本美術出版株式会社

7-005 美術 ビジュツ 2巻5号 昭和20年11月3日 日本美術出版株式会社

7-005 美術 ビジュツ 2巻6号 昭和20年12月3日 日本美術出版株式会社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
7-005 美術 ビジュツ 3巻1号 昭和21年1月3日 日本美術出版株式会社

7-005 美術 ビジュツ 3巻4号 昭和21年4月3日 日本美術出版株式会社

7-005 美術 ビジュツ 3巻5号 昭和21年5月3日 日本美術出版株式会社

7-005 美術 ビジュツ 3巻6号 昭和21年6月3日 日本美術出版株式会社

7-005 美術 ビジュツ 3巻7-8号 昭和21年7月3日 日本美術出版株式会社
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7-006 美術及工芸 ビジュツオヨビコウゲイ 2 昭和21年12月15日 社団法人美術及工芸会

7-006 美術及工芸 ビジュツオヨビコウゲイ 2巻1号 昭和22年3月15日 社団法人美術及工芸会

7-005 美術研究 ビジュツケンキュウ 184号 昭和31年3月25日 株式会社吉川弘文館

7-005 美術研究 ビジュツケンキュウ 185号 昭和31年3月30日 株式会社吉川弘文館

7-005 美術史学 ビジュツシガク 79号 昭和18年7月1日 東京美術研究所

7-005 美術思潮 ビジュツシチョウ 7号 昭和14年9月1日 美術思潮社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 14巻1号 大正3年11月12日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 14巻2号 大正3年12月12日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 14巻3号 大正4年1月1日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 14巻4号 大正4年2月1日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 14巻5号 大正4年3月12日 画報社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 14巻6号 大正4年4月14日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 14巻7号 大正4年5月18日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 14巻8号 大正4年6月11日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 14巻9号 大正4年7月11日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 14巻10号 大正4年8月1日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 14巻11号 大正4年9月8日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 14巻12号 大正4年10月11日 画報社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 16巻2号 大正5年12月22日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 16巻3号 大正6年1月9日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 16巻7号 大正6年5月9日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 16巻8号 大正6年6月2日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 16巻9号 大正6年7月10日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 16巻10号 大正6年8月12日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 16巻11号 大正6年9月15日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 16巻12号 大正6年10月31日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 17巻3号 大正7年1月15日 画報社

7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 17巻4号 大正7年2月15日 画報社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 17巻5号 大正7年3月18日 画報社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 17巻6号 大正7年4月18日 画報社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-006 美術新報 ビジュツシンポウ 17巻8号 大正7年6月24日 画報社

7-005 美術新論 ビジュツシンロン 8巻9号 昭和8年9月1日 美術新論社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ no.4 昭和23年4月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 5号 昭和23年5月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 7号 昭和23年7月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ no.8 昭和23年8月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ no.9 昭和23年9月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ no.10 昭和23年10月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ no.11 昭和23年11月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ no.12 昭和23年12月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ no.13 昭和24年1月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ no.14 昭和24年2月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ no.17 昭和24年5月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 18号 昭和24年6月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 19号 昭和24年7月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 20号 昭和24年8月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 21号 昭和24年9月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 22号 昭和24年10月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 23号 昭和24年11月1日 美術出版社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 24号 昭和24年12月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 25号 昭和25年1月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 26号 昭和25年2月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 27号 昭和25年3月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 28号 昭和25年4月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 29号 昭和25年5月1日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 129号 昭和32年8月1日 株式会社美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 133号 昭和32年11月1日 株式会社美術出版社 2冊あり
7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 163号 昭和34年10月1日 株式会社美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 207号 昭和37年7月15日 美術出版社

7-007 美術手帖 ビジュツテチョウ 242号 昭和39年10月1日 美術出版社

7-008 美術手帖 ビジュツテチョウ 256号 昭和40年8月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 2月号 昭和27年2月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 3号 昭和27年3月1日 美術出版社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 7号 昭和27年7月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 8号 昭和27年8月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 9号 昭和27年9月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 10号 昭和27年10月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 17号 昭和28年5月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 18号 昭和28年6月1日 美術出版社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 19号 昭和28年7月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 24号 昭和28年12月1日 美術出版社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 25号 昭和29年1月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 27号 昭和29年3月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 28号 昭和29年4月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 29号 昭和29年5月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 30号 昭和29年6月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 36号 昭和29年12月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 37号 昭和30年1月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 43号 昭和30年7月1日 美術出版社
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7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 45号 昭和30年9月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 47号 昭和30年11月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 48号 昭和30年12月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 49号 昭和31年1月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 50号 昭和31年2月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 51号 昭和31年3月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 57号 昭和31年9月1日 美術出版社

7-007 美術批評 ビジュツヒヒョウ 61号 昭和32年1月1日 美術出版社

9-075 非情 ヒジョウ 2 昭和30年2月1日 非情社

0-047 美談 ビダン 1巻2輯 昭和11年9月1日 美談社

3-043 必勝の道 ヒッショウノミチ 　－ 記載なし 陸軍省報道部 第三十六回陸軍記念日
2-006 比島獨立正面と横顔 ヒトウドクリツ　ショウメン　ト　ヨコガオ97号 昭和17年9月2日 財団法人南洋経済研究所出版部タイトルフルガナ確認中
0-073 一橋 ヒトツバシ 47号 昭和18年6月10日 商科大学予科

0-073 一橋会雑誌 ヒトツバシカイザッシ 21号 明治39年4月30日 東京高等商業学校一橋会

0-073 一橋会雑誌 ヒトツバシカイザッシ 22号 明治39年5月30日 東京高等商業学校一橋会

0-073 一橋会雑誌 ヒトツバシカイザッシ 28号 明治40年1月31日 東京高等商業学校一橋会

0-073 一橋論叢 ヒトツバシロンソウ 21巻5-6号 昭和24年6月1日 日本評論社

0-073 一橋論叢 ヒトツバシロンソウ 52巻4号 昭和39年10月1日 日本評論社

0-073 一橋論叢 ヒトツバシロンソウ 59巻4号 昭和43年4月1日 日本評論社

3-017 人と人 ヒトトヒト 7巻3号 昭和2年3月1日 財団法人協調会

3-002 人の噂 ヒトノウワサ 1巻6号 昭和5年9月1日 月旦社

2-004 人の噂 ヒトノウワサ 7巻9号 昭和11年9月1日 記載無し 表紙・頁一部破損
2-004 人の噂 ヒトノウワサ 8巻7号 昭和12年7月1日 月旦社

3-002 人の噂 ヒトノウワサ 9巻1号 昭和13年1月1日 月旦社

0-058 ひとりごと ヒトリゴト 3号 昭和30年9月17日 十七会

0-058 ひとりごと ヒトリゴト 4号 昭和30年10月17日 十七会

0-058 ひとりごと ヒトリゴト 5号 昭和30年11月17日 十七会

0-058 ひとりごと ヒトリゴト 6号 昭和30年12月17日 十七会

0-058 ひとりごと ヒトリゴト 7号 昭和31年1月17日 十七会

0-058 ひとりごと ヒトリゴト 8号 昭和31年2月17日 十七会

0-058 ひとりごと ヒトリゴト 9号 昭和31年3月17日 十七会

0-058 ひとりごと ヒトリゴト 16号 昭和31年10月17日 十七会

0-058 ひとりごと ヒトリゴト 17号 昭和31年11月17日 十七会

0-058 ひとりごと ヒトリゴト 18号 昭和31年12月17日 十七会

0-058 ひとりごと ヒトリゴト 19号 昭和32年4月17日 十七会 追悼号
7-007 美之国 ビノクニ 2巻1号 昭和23年1月1日 美之国社

9-015 日の黒点 ヒノコクテン 　－ 記載無し 記載無し 破損本の為詳細不明
9-075 火の鳥 ヒノトリ 11月号 昭和3年11月1日 火の鳥編集所

9-011 火の鳥 ヒノトリ 2冊 昭和21年11月25日 詩人集団「火の鳥」

3-001 批判と展望 ヒハントテンボウ 4号 昭和38年5月25日 大学評論社

3-005 批評 ヒヒョウ 2号 大正11年5月1日 批評社

9-058 批評 ヒヒョウ 2巻2号 昭和15年2月1日 批評発行所

9-058 批評 ヒヒョウ 2巻7号 昭和15年7月1日 批評発行所

9-058 批評 ヒヒョウ 2巻8号 昭和15年8月1日 批評発行所

9-058 批評 ヒヒョウ 3巻9号 昭和16年9月1日 批評発行所

9-067 批評 ヒヒョウ 4巻2号 昭和17年2月1日 批評発行所

9-067 批評 ヒヒョウ 4巻3号 昭和17年3月1日 批評発行所

9-067 批評 ヒヒョウ 4巻4号 昭和17年4月1日 批評発行所

9-058 批評 ヒヒョウ 4巻5号 昭和17年5月1日 批評発行所

9-058 批評 ヒヒョウ 4巻7号 昭和17年7月1日 批評発行所

9-058 批評 ヒヒョウ 4巻8号 昭和17年8月1日 批評発行所

9-058 批評 ヒヒョウ 4巻9号 昭和17年9月1日 批評発行所

9-058 批評 ヒヒョウ 4巻10号 昭和17年10月1日 批評発行所 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-058 批評 ヒヒョウ 4巻11号 昭和17年11月1日 批評発行所

9-058 批評 ヒヒョウ 4巻12号 昭和17年12月1日 批評発行所

9-058 批評 ヒヒョウ 4巻1号 昭和17年12月1日 批評発行所

9-058 批評 ヒヒョウ 5巻1号 昭和18年1月1日 批評発行所

9-058 批評 ヒヒョウ 5巻2号 昭和18年2月1日 批評発行所

9-058 批評 ヒヒョウ 5巻7号 昭和18年7月1日 批評発行所 表紙には第6巻第7号と記載

9-058 批評 ヒヒョウ 5巻8号 昭和18年8月1日 批評発行所 表紙には第7巻第8号と記載

9-058 批評 ヒヒョウ 5巻9号 昭和18年9月1日 批評発行所

9-058 批評 ヒヒョウ 5巻10号 昭和18年10月1日 批評発行所

9-058 批評 ヒヒョウ 5巻11号 昭和18年11月1日 批評発行所

9-058 批評 ヒヒョウ 6巻3号 昭和19年5月1日 批評発行所

9-058 批評 ヒヒョウ 8巻1号 昭和19年8月1日 批評発行所 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-058 批評 ヒヒョウ 2号 昭和34年1月15日 株式会社現代社

9-058 批評 ヒヒョウ 3号 昭和34年4月15日 株式会社現代社

9-058 批評 ヒヒョウ 4号 昭和34年7月15日 株式会社現代社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-058 批評 ヒヒョウ 5号 昭和34年10月15日 批評社

9-058 批評 ヒヒョウ 6号 昭和35年1月15日 批評社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-058 批評 ヒヒョウ 7-10合併号 昭和36年1月15日 批評社

9-058 批評 ヒヒョウ 12号 昭和36年11月15日 論争社

9-058 批評 ヒヒョウ 13号 昭和37年3月13日 論争社

9-058 批評 ヒヒョウ 14号 昭和38年1月15日 南雲社

9-090 批評研究 ヒヒョウケンキュウ 3 昭和34年12月1日 批評研究会

9-059 批評と紹介 ヒヒョウトショウカイ 2号 昭和21年10月20日 文芸復興社

3-041 被服文化 ヒフクブンカ 2号 昭和24年8月31日 財団法人文化服装学院出版局

3-041 被服文化 ヒフクブンカ 3号 記載無し 財団法人文化服装学院出版局

3-041 被服文化 ヒフクブンカ 4号 昭和25年1月10日 財団法人文化服装学院出版局
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9-090 ビブリア ビブリア 2 昭和25年3月25日 典籍学会

3-043 秘密戦 ヒミツセン 5巻6号 昭和17年7月1日 国土防衛社

9-015 ひむがし ヒムガシ 5巻5号 昭和20年12月5日 代々木出版社

9-069 百人秀歌 ヒャクニンシュウカ 　－ 昭和46年12月20日 笠間書院

0-047 ヒュゥマニスト ヒュゥマニスト 8号 昭和23年5月28日 大和本社 大和を改題
3-005 ヒュゥマニスト ヒュゥマニスト 2号 昭和23年8月31日 大和本社

0-062 表現 ヒョウゲン 2号 昭和23年5月15日 角川書店

0-062 表現 ヒョウゲン 3号 昭和23年8月1日 角川書店

0-047 表現 ヒョウゲン 1巻5号 昭和23年10月1日 角川書店

0-062 表現 ヒョウゲン 1巻5号 昭和23年10月1日 角川書店

0-062 表現 ヒョウゲン 1巻6号 昭和23年12月1日 角川書店

9-059 表現 ヒョウゲン 1巻3号 昭和29年12月5日 近藤書店

9-093 表現 ヒョウゲン 　－ 平成12年4月1日 学校法人学習院

0-058 表現の生活 ヒョウゲンノセイカツ no.6 大正14年8月1日 表現の生活社

0-059 瓢 ヒョウタン 3号 昭和15年4月24日 浦和高等学校排球部

9-058 評論 ヒョウロン 6号 昭和9年9月1日 記載無し 39ページ以降紛失

0-047 評論 ヒョウロン 3号 昭和21年5月1日 河出書房

0-047 評論 ヒョウロン 4号 昭和21年6月1日 河出書房

0-047 評論 ヒョウロン 17号 昭和23年1月1日 河出書房

0-047 評論 ヒョウロン 18号 昭和23年2月1日 河出書房

0-047 評論 ヒョウロン 19号 昭和23年3月1日 河出書房

0-047 評論 ヒョウロン 20号 昭和23年4月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-047 評論 ヒョウロン 26号 昭和23年10月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-047 評論 ヒョウロン 29号 昭和24年1月1日 河出書房

3-005 評論 ヒョウロン 29号 昭和24年1月1日 河出書房

0-047 評論 ヒョウロン 31号 昭和24年4月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-047 評論 ヒョウロン 32号 昭和24年5月1日 河出書房

0-047 評論 ヒョウロン 38号 昭和24年12月1日 河出書房

0-047 評論 ヒョウロン 40号 昭和25年2月1日 河出書房

9-067 評論 ヒョウロン 2号 昭和45年2月 記載なし

3-005 評論新聞 ヒョンロンシンブン 4号-5号 明治8年4月 記載無し 合本
9-059 ぴりおど ピリオド 3輯 昭和24年10月20日 国学院大学現代俳句研究会

9-067 蛭間重夫詩集　旅は旅に会 ヒルマシゲオシシュウ　タビハタビニアイ　－ 1983年11月1日 記載なし

2-006 ビルマ地名の起源　國分正 ビルマチメイノキゲン　コクブンショウゾウ359号 昭和19年8月15日 財団法人南洋経済研究所出版部

0-047 ひろば ヒロバ 3号 昭和22年11月20日 株式会社世界画報社

9-075 ひろば ヒロバ 7月号 昭和29年7月1日 株式会社光文堂書店

9-064 びわの実 ビワノミ 3号 1952年9月20日 びわの実会

3-005 ファッショ ファッショ 2巻5号 昭和14年6月1日 イタリア社

3-005 ファッショ ファッショ 2巻6号 昭和14年7月1日 イタリア社

3-005 ファッショ ファッショ 2巻7号 昭和14年8月1日 イタリア社

3-005 ファッショ ファッショ 2巻8号 昭和14年9月1日 イタリア社

7-022 ファン大福帳 ファンダイフクチョウ 11巻8号 昭和5年5月10日 株式会社博文館 新青年付録
9-011 BUDY ブイ 2巻10号 昭和23年1月1日 横浜詩人クラブ

7-010 フィルハーモニー フィルハーモニー 7巻8号 昭和8年9月1日 新交響楽団

2-006 風景 フウケイ 5巻4号 昭和13年3月20日 風景協会

2-006 風景 フウケイ 6巻2号 昭和14年2月1日 風景協会

2-006 風景 フウケイ 7巻1号 昭和15年1月1日 風景協会

2-006 風景 フウケイ 8巻6号 昭和16年6月1日 風景協会

2-006 風景 フウケイ 9巻2号 昭和17年2月1日 風景協会

9-019 風景 フウケイ 13巻1号 昭和23年10月1日 風景協会

9-059 風景 フウケイ 2巻6号 昭和36年6月1日 悠々会

9-059 風景 フウケイ 3巻8号 昭和37年8月1日 悠々会

9-059 風景 フウケイ 4巻6号 昭和38年6月1日 悠々会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-059 風景 フウケイ 4巻7号 昭和38年7月1日 悠々会

9-059 風景 フウケイ 5巻1号 昭和39年1月1日 悠々会

9-059 風景 フウケイ 5巻12号 昭和39年12月1日 悠々会

9-069 風景 フウケイ 6巻1号 昭和40年1月1日 悠々会

9-059 風刺文学 フウシブンガク 2号 昭和22年6月20日 株式会社イブニングスター社

9-059 風刺文学 フウシブンガク 7号 昭和23年2月1日 株式会社イブニングスター社

9-059 風雪 フウセツ 1巻3号 昭和22年3月15日 風雪社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-059 風雪 フウセツ 1巻4号 昭和22年4月15日 風雪社

9-059 風雪 フウセツ 1巻7号 昭和22年7月1日 風雪社

9-059 風雪 フウセツ 1巻8号 昭和22年8月1日 風雪社

9-059 風雪 フウセツ 1巻9号 昭和22年9月1日 風雪社

9-059 風雪 フウセツ 2巻2号 昭和23年2月1日 六興出版部

9-059 風雪 フウセツ 2巻3号 昭和23年3月1日 六興出版部

9-059 風雪 フウセツ 2巻4号 昭和23年4月1日 六興出版部

9-059 風雪 フウセツ 2巻5号 昭和23年5月1日 六興出版部 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-059 風雪 フウセツ 2巻6号 昭和23年6月1日 六興出版部

9-059 風雪 フウセツ 2巻7号 昭和23年7月1日 六興出版部 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-059 風雪 フウセツ 2巻8号 昭和23年8月1日 六興出版部

9-059 風雪 フウセツ 2巻9号 昭和23年9月1日 六興出版部

9-059 風雪 フウセツ 2巻11号 昭和23年11月1日 六興出版部

9-059 風雪 フウセツ 2巻12号 昭和23年12月1日 六興出版部 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-059 風雪 フウセツ 3巻1号 昭和24年1月1日 六興出版部

9-059 風雪 フウセツ 3巻3号 昭和24年3月1日 風雪出版社

9-059 風雪 フウセツ 3巻6号 昭和24年6月1日 風雪出版社

9-059 風雪 フウセツ 3巻8号 昭和24年9月1日 風雪出版社

9-059 風雪 フウセツ 3巻9号 昭和24年10月1日 六興出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり

フ＊
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-059 風雪 フウセツ 3巻10号 昭和24年11月1日 六興出版社

9-059 風雪 フウセツ 4巻1号 昭和25年1月1日 六興出版社

9-059 風雪 フウセツ 4巻2号 昭和25年2月1日 六興出版社 155ページ以降なし
9-059 風雪 フウセツ 4巻4号 昭和25年4月1日 六興出版社

9-059 風雪 フウセツ 4巻8号 昭和25年8月1日 六興出版社

9-016 風船 フウセン 23号 昭和24年1月1日 風船句会

7-016 風俗画報 フウゾクガホウ 94号 明治28年6月18日 東陽堂

7-016 風俗画報 フウゾクガホウ 100号 明治28年10月10日 東陽堂

7-016 風俗画報 フウゾクガホウ 335号 明治39年2月25日 東陽堂
復刻版（昭和53年1月26日　国書
刊行会発行）

7-016 風俗画報 フウゾクガホウ 424号 明治44年9月5日 東陽堂
復刻版（昭和54年1月20日　国書
刊行会発行）

7-016 風俗画報 フウゾクガホウ 429号 大正元年11月5日 東陽堂
復刻版（昭和54年1月20日　国書
刊行会発行）

3-037 風俗研究 フウゾクケンキュウ 138号 昭和6年11月1日 風俗研究所

2-005 風俗研究 フウゾクケンキュウ 161号 昭和8年10月1日 風俗研究所

3-037 風俗志林 フウゾクシリン 1巻2号 明治44年6月10日 風俗研究会

3-037 風俗志林 フウゾクシリン 1巻3号 明治44年7月10日 風俗研究会

3-037 風俗志林 フウゾクシリン 1巻4号 明治44年8月25日 風俗研究会

3-037 風俗志林 フウゾクシリン 1巻5号 明治44年9月13日 風俗研究会

3-037 風俗志林 フウゾクシリン 1巻6号 明治44年10月12日 風俗研究会

3-037 風俗志林 フウゾクシリン 1巻7号 明治44年12月28日 風俗研究会

3-037 風俗志林 フウゾクシリン 1巻8号 明治45年1月28日 風俗研究会

3-037 風俗志林 フウゾクシリン 2巻1号 明治45年2月25日 風俗研究会

3-037 風俗志林 フウゾクシリン 2巻2号 明治45年3月10日 風俗研究会

9-059 風報 フウホウ 29号 昭和31年11月1日 「風報」編集室

9-059 風報 フウホウ 53号 昭和33年11月1日 「風報」編集室

9-059 風報 フウホウ 101号 記載無し 記載無し
３８５ページ以降なし　中央公論
特別付録　尾崎士郎追悼特集

9-019 風蘭 フウラン 1巻2号 昭和24年2月25日 風蘭社

9-019 笛 フエ 1巻2号 昭和21年4月1日 笛発行所

9-019 笛 フエ 1巻6号 昭和21年11月10日 笛発行所

9-019 笛 フエ 2巻2号 昭和22年3月30日 笛発行所

9-019 笛 フエ 2巻3号 昭和22年4月30日 笛発行所

3-022
フォークリポートわいせつ裁
判　調査報告書

フォークリポートワイセツサイバン調査報告書2巻11-12号 昭和45年12月1日 わいせつ裁判を調査する会

7-023 FOREIGN STAMPS フォーリンスタンプス 　－ 記載なし 切手趣味社 切手文化会会報付録
7-016 フォトクラフイ フォトクラフイ 2巻2号 昭和25年2月1日 株式会社フォトグラフイ

0-047 普及 フキュウ 4巻11号 昭和9年11月1日 知識普及会

0-073 福島大学学芸学部論集 フクシマダイガクガクゲイガクブロンシュウ2集 昭和26年3月25日 福島大学教育研究所

0-081 福島文学 フクシマブンガク 11号 昭和23年7月15日 福島文学会

3-041 服装生活 フクソウセイカツ 2巻2号 昭和17年4月2日 ファッションクオタリー社

3-041 服装生活 フクソウセイカツ 2巻3号 昭和17年5月15日 ファッションクオタリー社

3-041 服装生活 フクソウセイカツ 2巻4号 昭和17年9月2日 ファッションクオタリー社

3-041 服装生活 フクソウセイカツ 2巻5号 昭和17年10月15日 ファッションクオタリー社

3-041 服装生活 フクソウセイカツ 3巻1号 昭和18年2月2日 ファッションクオタリー社

3-041 服装生活 フクソウセイカツ 3巻2号 昭和18年4月2日 服装生活社

3-041 服装生活 フクソウセイカツ 3巻3号 昭和18年5月15日 服装生活社

3-041 服装生活 フクソウセイカツ 3巻5号 昭和18年10月15日 服装生活社

3-041 服装生活 フクソウセイカツ 4巻1号 昭和19年2月10日 服装生活社

3-041 服装生活 フクソウセイカツ 4巻2号 昭和19年3月30日 服装生活社

3-041 服装日本　男子版 フクソウニッポン　ダンシバン9巻12号 昭和15年12月1日 洋装社 裏表紙破損
3-041 服装日本　男子版 フクソウニッポン　ダンシバン10巻8号 昭和16年8月1日 洋装社

3-041 服装日本　男子版 フクソウニッポン　ダンシバン10巻14号 昭和16年11月1日 洋装社

3-041 服装日本　男子版 フクソウニッポン　ダンシバン11巻21号 昭和17年11月1日 洋装社

3-041 服装日本　婦人版 フクソウニッポン　フジンバン10巻13号 昭和16年10月15日 洋装社

9-059 不二 フジ 11月号 大正13年11月1日 不二社

9-015 不二 フジ 1巻2号 昭和21年6月5日 不二出版社

9-015 不二 フジ 1巻3号 昭和21年7月5日 不二出版社

9-015 不二 フジ 1巻4号 昭和21年8月5日 不二出版社

9-015 不二 フジ 1巻5号 昭和21年10月5日 不二出版社

3-010 不二 フジ 16巻1号 昭和21年10月10日 不二歌道会

9-015 不二 フジ 1巻6号 昭和21年11月5日 不二出版社

9-015 不二 フジ 1巻7号 昭和21年12月1日 不二出版社

9-015 不二 フジ 2巻9号 昭和22年10月5日 不二出版社

9-015 不二 フジ 2巻10号 昭和22年11月5日 不二出版社

9-015 不二 フジ 2巻11号 昭和22年12月5日 不二出版社

9-015 不二 フジ 3巻1号 昭和23年1月5日 不二出版社

9-015 不二 フジ 3巻2号 昭和23年2月5日 不二出版社

9-015 不二 フジ 3巻3号 昭和23年3月1日 不二出版社

9-015 不二 フジ 3巻4号 昭和23年4月5日 不二出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-015 不二 フジ 3巻5号 昭和23年6月5日 不二出版社

9-015 不二 フジ 3巻6号 昭和23年7月5日 不二出版社

9-015 不二 フジ 3巻7号 昭和23年9月5日 不二出版社

9-015 不二 フジ 3巻8号 昭和23年11月5日 不二出版社

9-015 不二 フジ 3巻9号 昭和23年12月5日 不二出版社

9-015 不二 フジ 4巻1号 昭和24年2月5日 不二出版社

9-015 不二 フジ 4巻2号 昭和24年3月5日 不二出版社

9-015 不二 フジ 4巻3号 昭和24年4月5日 不二歌道会
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9-015 不二 フジ 5巻1号 昭和25年1月25日 不二歌道会

9-015 不二 フジ 6巻8号 昭和26年9月25日 不二歌道会

9-015 不二 フジ 14巻4号 昭和34年4月25日 不二歌道会

9-015 不二 フジ 16巻2号 昭和36年3月25日 不二歌道会

9-015 不二 フジ 17巻4号 昭和37年4月25日 不二歌道会

9-015 不二 フジ 17巻10号 昭和37年10月5日 不二歌道会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-015 不二 フジ 18巻2号 昭和38年2月25日 不二歌道会

9-011 プシケ プシケ 1952年10月号 昭和27年10月1日 プシケ社 表紙には「ψυχη」と表記
9-011 プシケ プシケ 1952年11月号 昭和27年11月13日 プシケ社 表紙には「Psyche」と表記
9-011 プシケ プシケ 1953年1月号 記載無し プシケ社 表紙には「Psyche」と表記
9-011 プシケ プシケ 1953年2月号 記載無し プシケ社 表紙には「Psyche」と表記
9-059 プシケ プシケ 2巻3号 昭和28年3月1日 プシケ社

9-011 プシケ プシケ 2巻4号 記載無し プシケ社

9-011 プシケ プシケ 2巻5号 記載無し プシケ社

9-011 プシケ プシケ 2巻6号 記載無し プシケ社

9-011 プシケ プシケ 2巻7号 記載無し プシケ社

9-059 プシケ プシケ 2巻8号 昭和28年8月1日 プシケ社

9-011 プシケ プシケ 2巻9号 昭和28年9月1日 プシケ社

9-011 プシケ プシケ 2巻12号 昭和28年12月1日 プシケ社

9-011 プシケ プシケ 2巻11号 記載無し プシケ社

9-011 プシケ プシケ 3巻1号 昭和29年1月18日 プシケ社

9-011 プシケ プシケ 3巻2号 昭和29年3月1日 プシケ社

9-011 プシケ プシケ 3巻3号 記載無し プシケ社

9-011 プシケ プシケ 3巻4号 昭和29年11月1日 プシケ社

9-011 プシケ プシケ 4巻1号 昭和30年3月5日 プシケ社

9-011 プシケ プシケ 4巻2号 記載無し プシケ社 裏表紙一部破損
9-059 不二創作選集 フジソウサクセンシュウ 1月-11月号 大正13年11月1日 不二社 1月号-11月号合本
9-015 不死鳥 フシチョウ 1巻7号 昭和21年10月1日 野村書店 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-015 不死鳥 フシチョウ 8号 昭和57年7月20日 不死鳥の会

3-017 婦人の解放と政治 フジンノカイホウトセイジ　－ 昭和2年12月15日 共生閣

9-059 婦人文芸 フジンブンゲイ 2巻10号 昭和10年10月1日 新知社

9-003 豚 ブタ 7冊 昭和15年1月25日 豚詩社

9-003 豚 ブタ 8冊 昭和15年6月10日 豚詩社

9-003 豚 ブタ 9冊 昭和15年8月20日 豚詩社

9-003 豚 ブタ 10冊 昭和16年2月10日 豚詩社

0-006 ブック・レヴヰウ ブック・レヴィウ １０集 昭和23年3月5日 東洋経済新報社

0-006 ブック・レヴヰウ ブック・レヴィウ 8巻 昭和23年8月31日 東洋経済新報社                               2冊あり
0-006 ブック・レヴヰウ ブック・レヴィウ 9巻 昭和23年8月31日 東洋経済新報社

3-005 ブック・レヴュウ ブック・レヴュウ 7巻 昭和23年6月20日 東洋經濟新報社

3-005 ブック・レヴュウ ブック・レヴュウ 13巻 昭和23年11月30日 東洋經濟新報社

3-005 ブック・レヴュウ ブック・レヴュウ 14巻 昭和24年1月15日 東洋經濟新報社

0-006 ブックエンド通信 ブックエンドツウシン no.2 1979年4月28日 記載無し

0-006 ブックエンド通信 ブックエンドツウシン no.3 1979年8月17日 記載無し

0-006 ブックエンド通信 ブックエンドツウシン no.6 1980年9月3日 記載無し

0-006 ブックエンド通信 ブックエンドツウシン no.8 1983年1月17日 記載無し

0-006 Ｂｏｏｋｓ ブックス no.114 昭和34年10月5日 Ｂｏｏｋｓの会

0-006 Ｂｏｏｋｓ ブックス no.137 昭和36年9月5日 Ｂｏｏｋｓの会

0-006 Ｂｏｏｋｓ ブックス no.140 昭和36年12月5日 Ｂｏｏｋｓの会

9-059 復興文芸 フッコウブンゲイ 2巻11号 昭和11年11月1日 ムサシノ社

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 1巻 1988年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治43年6月1日発行1巻3号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 1巻 1988年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治43年3月28日発行1巻1号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 1巻 1988年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治43年5月1日発行1巻2号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 1巻 1988年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治43年7月1日発行1巻4号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 1巻 1988年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治43年8月1日発行1巻5号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 1巻 1988年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治43年11月14日発行1巻8号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 1巻 1988年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治43年9月1日発行1巻6号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 1巻 1988年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治43年12月1日発行1巻9号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 1巻 1988年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治43年10月1日発行1巻7号復刻

9-098 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 2巻 1988年2月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター
明治44年12月1日発行2巻12号
復刻

9-098 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 2巻 1988年2月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター
明治44年11月1日発行2巻11号
復刻

9-098 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 2巻 1988年2月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター
明治44年10月1日発行2巻10号
復刻

9-098 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 2巻 1988年2月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治44年9月1日発行2巻9号復
9-098 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 2巻 1988年2月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治44年8月1日発行2巻8号復
9-098 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 2巻 1988年2月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治44年7月1日発行2巻7号復
9-098 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 2巻 1988年2月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治44年6月1日発行2巻6号復
9-098 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 2巻 1988年2月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治44年5月1日発行2巻5号復
9-098 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 2巻 1988年2月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治44年4月1日発行2巻4号復
9-098 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 2巻 1988年2月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治44年3月1日発行2巻3号復
9-098 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 2巻 1988年2月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治44年2月1日発行2巻2号復
9-098 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 2巻 1988年2月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治44年1月1日発行2巻1号復
9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 3巻 1988年3月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治45年1月1日発行3巻1号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 3巻 1988年3月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治45年2月1日発行3巻2号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 3巻 1988年3月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治45年3月1日発行3巻3号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 3巻 1988年3月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治45年4月3日発行3巻4号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 3巻 1988年3月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治45年5月3日発行3巻5号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 3巻 1988年3月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治45年6月1日発行3巻6号復刻



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 3巻 1988年3月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治45年7月1日発行3巻7号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 3巻 1988年3月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治45年8月1日発行3巻8号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 3巻 1988年3月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正元年9月1日発行3巻9号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 3巻 1988年3月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正元年10月1日発行3巻10号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 3巻 1988年3月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正元年11月1日発行3巻11号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 3巻 1988年3月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正元年12月1日発行3巻12号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 3巻 1988年3月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治45年5月3日発行3巻5号復刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 3巻 1988年3月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター明治45年3月1日発行3巻3号復刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 3巻 1988年3月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正元年10月1日発行3巻10号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 3巻 1988年3月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正元年12月1日発行3巻12号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 4巻 1988年4月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正2年1月1日発行4巻1号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 4巻 1988年4月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正2年2月1日発行4巻2号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 4巻 1988年4月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正2年3月1日発行4巻3号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 4巻 1988年4月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正2年4月1日発行4巻4号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 4巻 1988年4月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正2年5月1日発行4巻5号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 4巻 1988年4月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正2年6月1日発行4巻6号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 4巻 1988年4月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正2年7月1日発行4巻7号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 4巻 1988年4月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正2年8月1日発行4巻8号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 4巻 1988年4月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正2年9月1日発行4巻9号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 4巻 1988年4月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正2年10月1日発行4巻10号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 4巻 1988年4月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正2年11月1日発行4巻11号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 4巻 1988年4月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正2年12月1日発行4巻12号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 5巻 1988年5月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正3年1月1日発行5巻1号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 5巻 1988年5月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正3年4月1日発行5巻4号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 5巻 1988年5月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正3年3月1日発行5巻3号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 5巻 1988年5月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正3年6月1日発行5巻6号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 5巻 1988年5月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正3年5月1日発行5巻5号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 5巻 1988年5月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正3年2月1日発行5巻2号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 5巻 1988年5月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正3年9月1日発行5巻9号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 5巻 1988年5月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正3年12月1日発行5巻12号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 5巻 1988年5月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正3年7月1日発行5巻7号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 5巻 1988年5月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正3年10月1日発行5巻10号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 5巻 1988年5月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正3年11月1日発行5巻11号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 5巻 1988年5月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正3年8月1日発行5巻8号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 6巻 1988年6月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正4年1月1日発行6巻1号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 6巻 1988年6月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正4年2月1日発行6巻2号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 6巻 1988年6月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正4年3月1日発行6巻3号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 6巻 1988年6月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正4年4月1日発行6巻4号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 6巻 1988年6月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正4年5月1日発行6巻5号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 6巻 1988年6月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正4年6月1日発行6巻6号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 6巻 1988年6月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正4年7月1日発行6巻7号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 6巻 1988年6月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正4年8月1日発行6巻8号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 6巻 1988年6月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正4年9月1日発行6巻9号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 6巻 1988年6月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正4年10月1日発行6巻10号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 6巻 1988年6月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正4年11月1日発行6巻11号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 6巻 1988年6月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正4年12月1日発行6巻12号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 7巻 1988年7月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正5年1月1日発行7巻1号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 7巻 1988年7月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正5年2月1日発行7巻2号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 7巻 1988年7月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正5年3月1日発行7巻3号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 7巻 1988年7月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正5年4月1日発行7巻4号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 7巻 1988年7月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正5年5月1日発行7巻5号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 7巻 1988年7月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正5年6月1日発行7巻6号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 7巻 1988年7月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正5年7月1日発行7巻7号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 7巻 1988年7月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正5年8月1日発行7巻8号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 7巻 1988年7月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正5年9月1日発行7巻9号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 7巻 1988年7月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正5年10月1日発行7巻10号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 7巻 1988年7月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正5年11月1日発行7巻11号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 7巻 1988年7月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正5年12月1日発行7巻12号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 8巻 1988年8月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正6年1月1日発行8巻1号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 8巻 1988年8月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正6年2月1日発行8巻2号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 8巻 1988年8月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正6年3月1日発行8巻3号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 8巻 1988年8月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正6年4月1日発行8巻4号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 8巻 1988年8月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正6年5月1日発行8巻5号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 8巻 1988年8月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正6年6月1日発行8巻6号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 8巻 1988年8月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正6年7月1日発行8巻7号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 8巻 1988年8月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正6年8月1日発行8巻8号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 8巻 1988年8月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正6年9月1日発行8巻9号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 8巻 1988年8月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正6年10月1日発行8巻10号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 8巻 1988年8月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正6年11月1日発行8巻11号復刻

9-096 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 8巻 1988年8月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正6年12月1日発行8巻12号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 9巻 1988年9月22日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正7年1月1日発行9年1月号復刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 9巻 1988年9月22日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正7年2月1日発行9年2月号復刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 9巻 1988年9月22日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正7年3月1日発行9年3月号

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 9巻 1988年9月22日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正7年4月1日発行9年4月号復刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 9巻 1988年9月22日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正7年5月1日発行9年5月号復刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 9巻 1988年9月22日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正7年6月1日発行9年6月号復刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 9巻 1988年9月22日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正7年7月1日発行9年7月号復刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 9巻 1988年9月22日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正7年8月1日発行9年8月号復刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 9巻 1988年9月22日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正7年9月1日発行9年9月号復刻版
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9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 9巻 1988年9月22日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正7年10月1日発行9年10月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 9巻 1988年9月22日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正7年11月1日発行9年11月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 9巻 1988年9月22日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正7年12月1日発行9年12月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 10巻 1988年10月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正8年1月1日発行10年1月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 10巻 1988年10月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正8年2月1日発行10年2月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 10巻 1988年10月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正8年3月1日発行10年3月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 10巻 1988年10月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正8年4月1日発行10年4月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 10巻 1988年10月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正8年5月1日発行10年5月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 10巻 1988年10月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正8年6月1日発行10年6月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 10巻 1988年10月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正8年7月1日発行10年7月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 10巻 1988年10月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正8年8月1日発行10年8月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 10巻 1988年10月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正8年9月1日発行10年9月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 10巻 1988年10月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター
大正8年10月1日発行10年10月号復
刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 10巻 1988年10月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター
大正8年12月1日発行10年11月12月
合本号復刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 11巻 1988年11月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正9年1月1日発行11年1月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 11巻 1988年11月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正9年2月1日発行11年2月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 11巻 1988年11月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正9年3月1日発行11年3月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 11巻 1988年11月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正9年4月1日発行11年4月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 11巻 1988年11月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正9年5月1日発行11年5月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 11巻 1988年11月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正9年6月1日発行11年6月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 11巻 1988年11月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正9年7月1日発行11年7月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 11巻 1988年11月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正9年8月1日発行11年8月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 11巻 1988年11月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正9年9月1日発行11年9月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 11巻 1988年11月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター
大正9年10月1日発行11年10月号復
刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 11巻 1988年11月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター
大正9年11月1日発行11年11月号復
刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 11巻 1988年11月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター
大正9年12月1日発行11年12月号復
刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 12巻 1988年12月23日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正10年1月1日発行12年1月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 12巻 1988年12月23日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正10年2月1日発行12年2月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 12巻 1988年12月23日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正10年3月1日発行12年3月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 12巻 1988年12月23日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正10年4月1日発行12年4月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 12巻 1988年12月23日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正10年5月1日発行12年5月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 12巻 1988年12月23日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正10年6月1日発行12年6月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 12巻 1988年12月23日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正10年7月1日発行12年7月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 12巻 1988年12月23日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正10年8月1日発行12年8月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 12巻 1988年12月23日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正10年9月1日発行12年9月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 12巻 1988年12月23日 株式会社岩波ブックサービスセンター
大正10年10月1日発行12年10月号復
刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 12巻 1988年12月23日 株式会社岩波ブックサービスセンター
大正10年11月1日発行12年11月号復
刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 12巻 1988年12月23日 株式会社岩波ブックサービスセンター
大正10年12月1日発行12年12月号復
刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 13巻 1988年12月23日 株式会社岩波ブックサービスセンター
大正11年12月1日発行13年12月号復
刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 13巻 1989年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター
大正11年11月1日発行13年11月号復
刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 13巻 1989年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター
大正11年10月1日発行13年10月号復
刻版

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 13巻 1989年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正11年9月1日発行13年9月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 13巻 1989年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正11年8月1日発行13年8月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 13巻 1989年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正11年7月1日発行13年7月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 13巻 1989年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正11年6月1日発行13年6月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 13巻 1989年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正11年5月1日発行13年5月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 13巻 1989年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正11年4月1日発行13年4月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 13巻 1989年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正11年3月1日発行13年3月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 13巻 1989年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正11年2月1日発行13年2月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 13巻 1989年1月25日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正11年1月1日発行13年1月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 14巻 1989年3月15日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正12年1月1日発行14年1月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 14巻 1989年3月15日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正12年2月1日発行14年2月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 14巻 1989年3月15日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正12年3月1日発行14年3月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 14巻 1989年3月15日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正12年4月1日発行14年4月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 14巻 1989年3月15日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正12年5月1日発行14年5月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 14巻 1989年3月15日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正12年6月1日発行14年6月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 14巻 1989年3月15日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正12年7月1日発行14年7月号復刻

9-097 復刻版　白樺 フッコクバン　シラカバ 14巻 1989年3月15日 株式会社岩波ブックサービスセンター大正12年8月1日発行14年8月号復刻

4-003 物象 ブッショウ 12巻2号 昭和20年11月15日 大雅堂

9-093 仏文日本文法入門 フツブンニホンブンポウニュウモン　－ 昭和59年3月26日 大蔵省印刷局

9-059 不同調 フドウチョウ 1年2号 大正14年8月1日 不同調社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-059 不同調 フドウチョウ 2巻4号 昭和23年6月1日 不同調社

9-059 不同調 フドウチョウ 2巻7号 昭和23年10月1日 不同調社

9-059 不同調 フドウチョウ 2巻8号 昭和23年11月1日 不同調社

9-059 不同調 フドウチョウ 2巻9号 昭和23年12月1日 不同調社

0-060 部報 ブホウ 復刊1号 昭和21年 鹿児島県立廣島第一中学校

6-004 富民 フミン 14巻9号 昭和17年9月5日 財団法人富民協会

6-004 富民 フミン 14巻11号 昭和17年11月5日 財団法人富民協会

6-004 富民 フミン 14巻12号 昭和17年12月5日 財団法人富民協会

6-004 富民 フミン 15巻1号 昭和18年1月5日 財団法人富民協会

6-004 富民 フミン 15巻7号 昭和18年7月5日 財団法人富民協会
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6-004 富民 フミン 15巻12号 昭和18年12月5日 財団法人富民協会

6-004 富民 フミン 16巻1号 昭和19年1月5日 財団法人富民協会

6-004 富民 フミン 16巻2号 昭和19年2月5日 財団法人富民協会

6-004 富民 フミン 16巻3号 昭和19年3月5日 財団法人富民協会

6-004 富民 フミン 17巻9号 昭和20年9月5日 財団法人富民協会

6-004 富民 フミン 17巻11号 昭和20年11月5日 財団法人富民協会

6-004 富民 フミン 18巻1号 昭和21年1月5日 財団法人富民協会

6-004 富民 フミン 18巻2号 昭和21年2月5日 財団法人富民協会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
6-004 富民 フミン 18巻3号 昭和21年3月5日 財団法人富民協会

6-004 富民 フミン 18巻7号 昭和21年7月5日 財団法人富民協会

6-004 富民 フミン 18巻8号 昭和21年8月5日 財団法人富民協会

6-004 富民 フミン 18巻9号 昭和21年9月5日 財団法人富民協会

6-004 富民 フミン 18巻12号 昭和21年12月5日 財団法人富民協会

3-042 不眠不休警察眼 フミンフキュウケイサツガン3巻9号 明治28年5月10日 合資会社警眼社

3-042 不眠不休警察眼 フミンフキュウケイサツガン3巻12号 明治28年6月25日 合資会社警眼社

3-042 不眠不休警察眼 フミンフキュウケイサツガン3巻14号 明治28年7月25日 合資会社警眼社

3-042 不眠不休警察眼 フミンフキュウケイサツガン4巻14号 明治29年7月25日 合資会社警眼社

3-042 不眠不休警察眼 フミンフキュウケイサツガン6巻2号 明治30年7月25日 合資会社警眼社

3-029 部落 ブラク 40号 昭和28年2月1日 社團法人部落問題研究所

3-029 部落 ブラク 73号 1956年2月1日 社團法人部落問題研究所

3-029 部落 ブラク 100号 1958年5月1日 社団法人部落問題研究所

3-029 部落 ブラク 108号 1959年1月1日 社団法人部落問題研究所

3-029 部落 ブラク 117号 1959年10月1日 社団法人部落問題研究所

3-029 部落 ブラク 120号 1960年1月1日 社団法人部落問題研究所 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-029 部落 ブラク 144号 1962年1月1日 社団法人部落問題研究所 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-029 部落 ブラク 145号 1962年2月1日 社団法人部落問題研究所 表紙破損
3-029 部落 ブラク 160号 1963年4月1日 社団法人部落問題研究所

0-081 故郷 フルサト 1巻7-8号 昭和22年10月1日 アサギ書房

0-065 故郷の山に応えて フルサトノヤマニコタエテ　－ 昭和28年6月10日 東京大学教養学部学生自治会

9-059 芙連土 フレンド 3巻11号 昭和15年11月1日 起山房

9-065 フレンド フレンド 1巻2号 昭和21年4月1日 フレンド社

9-066 ぷろふいる プロフイル no.5 昭和22年12月10日 株式会社ぷろふいる社

3-017 プロレタリア科学 プロレタリアカガク 2年10号 昭和5年10月1日 プロレタリア科学研究所

3-017 プロレタリア科学 プロレタリアカガク 3年7号 昭和6年7月1日 プロレタリア科学研究所

3-017 プロレタリア科学 プロレタリアカガク 3年12号 昭和6年11月1日 日本プロレタリア科学同盟

3-017 プロレタリア科学 プロレタリアカガク 4年5号 昭和7年3月15日 プロレタリア科学研究所

3-017 プロレタリア科学 プロレタリアカガク 5年7号 昭和8年7月18日 日本プロレタリア科学同盟

3-017 プロレタリア科学 プロレタリアカガク 5巻9号 昭和8年10月1日 日本プロレタリア科学同盟

9-059 プロレタリア文学 プロレタリアブンガク 3号 昭和5年8月5日 白揚社

9-063 プロレタリア文学 プロレタリアブンガク 1巻2号 昭和7年2月1日 日本プロレタリア作家同盟編集出版部

9-063 プロレタリア文学 プロレタリアブンガク 1巻3号 昭和7年3月1日 日本プロレタリア作家同盟編集出版部

9-063 プロレタリア文学 プロレタリアブンガク 1巻7号 昭和7年6月1日 日本プロレタリア作家同盟編集出版部

9-063 プロレタリア文学 プロレタリアブンガク 2巻4号 昭和8年5月1日 日本プロレタリア作家同盟編集出版部　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-063 プロレタリア文学 プロレタリアブンガク 2巻5号 昭和8年9月5日 日本プロレタリア作家同盟編集出版部裏表紙破損
9-076 文炎 ブンエン 1巻2号 昭和16年3月5日 文炎社

9-076 文炎 ブンエン 1巻4号 昭和16年9月5日 文炎社

3-017 文化 ブンカ 5巻3号 大正12年3月1日 内外出版株式会社

0-073 文化 ブンカ 3巻5号 昭和11年5月1日 岩波書店

9-094 文科 ブンカ 5巻3号 昭和15年3月1日 文科学会

0-073 文化 ブンカ 7巻8号 昭和15年8月1日 岩波書店 表紙破損、ページ番号819以降
0-065 文化 ブンカ 10巻5号 昭和18年5月10日 岩波書店

0-047 文華 ブンカ 3月号 昭和21年3月1日 石川文化懇話会

0-047 文化 ブンカ 1巻2号 昭和21年3月15日 新日本建設文化連盟出版局

0-047 文化 ブンカ 1巻3-4号 昭和21年4月1日 新日本建設文化連盟出版局

0-073 文化 ブンカ 15巻6号 昭和26年11月1日 東北印刷株式会社

3-010 文化維新 ブンカイシン 5巻5号 昭和15年5月31日 文化維新同盟 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-010 文化維新 ブンカイシン 5巻1号 昭和16年2月16日 日本主義文化同盟

3-010 文化維新 ブンカイシン 5巻3号 昭和16年6月16日 日本主義文化同盟

3-010 文化維新 ブンカイシン 5巻6号 昭和16年11月1日 文化維新同盟

0-073 文化学年報 ブンカガクネンポウ 10集 昭和35年9月20日 同志社大学文化学会

3-017 文化革命 ブンカカクメイ 2号 昭和22年8月15日 鮎澤書店 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-017 文化革命 ブンカカクメイ 3号 1947年9月15日 鮎澤書店

3-019 文化革命 ブンカカクメイ 4号 1947年10月15日 日本民主主義文化連盟

3-017 文化革命 ブンカカクメイ 5号 1948年1月15日 日本民主主義文化連盟

3-017 文化革命 ブンカカクメイ 6号 1948年3月2日 日本民主主義文化連盟

3-017 文化革命 ブンカカクメイ 7号 昭和23年4月20日 日本民主主義文化連盟

3-017 文化革命 ブンカカクメイ 8号 昭和23年5月15日 日本民主主義文化連盟

3-017 文化革命 ブンカカクメイ 9号 昭和23年6月15日 日本民主主義文化連盟

3-017 文化革命 ブンカカクメイ 11号 昭和23年9月15日 日本民主主義文化連盟

9-090 文学 ブンガク 3 昭和4年12月1日 第一書房

9-061 文学 ブンガク 4号 昭和5年1月1日 第一書房 表紙なし
9-077 文学 ブンガク 2号-3号 昭和6年8月15日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 4号 昭和6年9月15日 岩波書店 裏表紙なし
9-077 文学 ブンガク 7号 昭和6年12月15日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 8号 昭和7年1月15日 岩波書店                               2冊あり
9-077 文学 ブンガク 9号 昭和7年2月15日 岩波書店                               2冊あり
9-077 文学 ブンガク 10号 昭和7年3月15日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 11号 昭和7年4月15日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 20号 昭和8年4月20日 岩波書店
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9-077 文学 ブンガク 1巻4号 昭和8年7月1日 岩波書店 奥付け・裏表紙なし
9-077 文学 ブンガク 2巻2号 昭和9年2月1日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 2巻3号 昭和9年3月1日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 2巻10号 昭和9年10月1日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 4巻2号 昭和11年2月1日 岩波書店
2冊あり　内1冊は奥付け・裏表
紙なし

9-077 文学 ブンガク 4巻4号 昭和11年4月1日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 5巻4号 昭和12年4月1日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 6巻8号 昭和13年8月1日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 6巻10号 昭和13年10月1日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 7巻2号 昭和14年2月1日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 9巻4号 昭和16年4月1日 岩波書店                               2冊あり
9-077 文学 ブンガク 9巻10号 昭和16年10月1日 岩波書店                               2冊あり
9-077 文学 ブンガク 9巻11号 昭和16年11月1日 岩波書店                               2冊あり
9-077 文学 ブンガク 10巻1号 昭和17年1月1日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 10巻5号 昭和17年5月1日 岩波書店                               2冊あり
9-077 文学 ブンガク 13巻3号 昭和21年1月15日 岩波書店                               2冊あり
9-077 文学 ブンガク 14巻1号 昭和21年2月1日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 14巻2号 昭和21年3月20日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 14巻6号 昭和21年7月30日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 14巻9号 昭和21年9月30日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 14巻10号 昭和21年10月20日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 14巻11号 昭和21年11月20日 岩波書店                               2冊あり
9-077 文学 ブンガク 14巻12号 昭和21年12月20日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 15巻1号 昭和22年1月20日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 15巻3号 昭和22年3月20日 岩波書店                               2冊あり
9-077 文学 ブンガク 15巻4号 昭和22年4月20日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 15巻5号 昭和22年5月20日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 15巻6号 昭和22年6月20日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 15巻8号 昭和22年8月20日 岩波書店 裏表紙なし
9-077 文学 ブンガク 15巻9号 昭和22年9月20日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 15巻10号 昭和22年10月20日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 15巻11号 昭和22年11月20日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 16巻2号 昭和23年2月20日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 16巻5号 昭和23年5月20日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 16巻7号 昭和23年7月20日 岩波書店                               2冊あり
9-077 文学 ブンガク 16巻8号 昭和23年8月20日 岩波書店

9-092 文学 ブンガク 　－ 昭和23年12月20日 三省堂出版株式会社

9-077 文学 ブンガク 17巻3号 昭和24年3月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 17巻10号 昭和24年10月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 17巻12号 昭和24年12月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 18巻1号 昭和25年1月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 18巻3号 昭和25年3月10日 岩波書店                               2冊あり
9-077 文学 ブンガク 18巻4号 昭和25年4月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 18巻5号 昭和25年5月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 18巻7号 昭和25年7月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 18巻8号 昭和25年8月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 18巻9号 昭和25年9月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 18巻10号 昭和25年10月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 18巻11号 昭和25年11月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 19巻2号 昭和26年2月10日 岩波書店                               2冊あり
9-077 文学 ブンガク 19巻6号 昭和26年6月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 19巻12号 昭和26年12月10日 岩波書店                               2冊あり
9-077 文学 ブンガク 20巻1号 昭和27年1月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 20巻3号 昭和27年3月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 20巻6号 昭和27年6月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 20巻7号 昭和27年7月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 20巻8号 昭和27年8月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 20巻12号 昭和27年12月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 21巻1号 昭和28年1月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 21巻3号 昭和28年3月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 21巻5号 昭和28年5月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 21巻10号 昭和28年10月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 21巻12号 昭和28年12月10日 岩波書店

9-090 文学 ブンガク 3巻 昭和29年4月30日 株式会社岩波書店

9-077 文学 ブンガク 22巻6号 昭和29年6月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 23巻2号 昭和30年2月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 23巻3号 昭和30年3月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 23巻6号 昭和30年6月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 23巻8号 昭和30年8月10日 岩波書店                               2冊あり
9-077 文学 ブンガク 24巻12号 昭和31年12月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 25巻6号 昭和32年6月10日 岩波書店

9-077 文学 ブンガク 25巻7号 昭和32年7月10日 岩波書店                               2冊あり
9-078 文学 ブンガク 25巻8号 昭和32年8月10日 岩波書店                               2冊あり
9-078 文学 ブンガク 26巻4号 昭和33年4月10日 岩波書店 裏表紙なし
9-078 文学 ブンガク 26巻6号 昭和33年5月10日 岩波書店 4冊あり　内1冊裏表紙なし
9-078 文学 ブンガク 26巻1号 昭和33年11月10日 岩波書店                               2冊あり
9-078 文学 ブンガク 27巻1号 昭和34年1月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 27巻2号 昭和34年2月10日 岩波書店
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9-078 文学 ブンガク 27巻4号 昭和34年4月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 27巻7号 昭和34年7月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 27巻8号 昭和34年8月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 27巻9号 昭和34年9月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 27巻11号 昭和34年11月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 27巻12号 昭和34年12月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 28巻2号 昭和35年2月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 28巻8号 昭和35年8月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 28巻9号 昭和35年9月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 29巻3号 昭和36年3月10日 岩波書店                               2冊あり
9-078 文学 ブンガク 29巻5号 昭和36年5月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 30巻1号 昭和37年1月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 30巻3号 昭和37年3月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 30巻4号 昭和37年4月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 30巻5号 昭和37年5月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 30巻9号 昭和37年9月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 31巻7号 昭和38年7月10日 岩波書店                               2冊あり
9-078 文学 ブンガク 31巻11号 昭和38年11月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 32巻2号 昭和39年2月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 32巻4号 昭和39年4月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 32巻6号 昭和39年6月10日 岩波書店                               2冊あり
9-078 文学 ブンガク 32巻10号 昭和39年10月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 32巻11号 昭和39年11月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 32巻12号 昭和39年12月10日 岩波書店

9-078 文学 ブンガク 36巻5号 昭和43年5月10日 岩波書店

9-076 文学往来 ブンガクオウライ 2巻1号 昭和7年1月1日 新芸術家連盟本部

9-025 文学界 ブンガクカイ 1巻3号 昭和9年8月1日 文圃堂書店

9-025 文学界 ブンガクカイ 3巻3号 昭和11年3月1日 文圃堂書店

9-025 文学界 ブンガクカイ 3巻4号 昭和11年4月1日 文学界社

9-025 文学界 ブンガクカイ 3巻5号 昭和11年5月1日 文学界社

9-025 文学界 ブンガクカイ 3巻6号 昭和11年6月1日 文学界社

9-025 文学界 ブンガクカイ 5巻6号 昭和13年6月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 5巻10号 昭和13年10月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 6巻1号 昭和14年1月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 6巻2号 昭和14年2月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 6巻3号 昭和14年3月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 5巻4号 昭和14年4月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 6巻5号 昭和14年5月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 6巻7号 昭和14年7月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 6巻9号 昭和14年9月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 6巻11号 昭和14年11月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 7巻1号 昭和15年1月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 7巻2号 昭和15年2月1日 株式会社文芸春秋社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-025 文学界 ブンガクカイ 7巻3号 昭和15年3月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 7巻6号 昭和15年6月1日 株式会社文芸春秋社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-025 文学界 ブンガクカイ 7巻7号 昭和15年7月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 7巻8号 昭和15年8月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 7巻10号 昭和15年10月1日 株式会社文芸春秋社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-025 文学界 ブンガクカイ 8巻1号 昭和16年1月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 8巻2号 昭和16年2月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 8巻6号 昭和16年6月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 8巻7号 昭和16年7月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 9巻2号 昭和17年2月1日 株式会社文芸春秋社

9-025 文学界 ブンガクカイ 9巻10号 昭和17年10月1日 株式会社文芸春秋社

9-076 文学会 ブンガクカイ 1巻2号 昭和21年5月5日 芸文社

9-025 文学界 ブンガクカイ 10巻復刊号 昭和22年6月20日 文学界社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-025 文学界 ブンガクカイ 1巻8月号 昭和22年7月25日 文学界社 1巻2号　　　　　　　　　　 2冊あり
9-025 文学界 ブンガクカイ 1巻9月号 昭和22年9月1日 文学界社 1巻3号
9-025 文学界 ブンガクカイ 1巻10月号 昭和22年10月1日 文学界社 1巻4号
9-025 文学界 ブンガクカイ 1巻11月号 昭和22年11月1日 文学界社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-025 文学界 ブンガクカイ 1巻12月号 昭和22年12月1日 文学界社

9-026 文学界 ブンガクカイ 2巻1号 昭和23年1月1日 文学界社

9-026 文学界 ブンガクカイ 2巻2号 昭和23年2月1日 文学界社

9-026 文学界 ブンガクカイ 2巻3号 昭和23年3月1日 文学界社

9-026 文学界 ブンガクカイ 2巻5号 昭和23年5月1日 文学界社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-026 文学界 ブンガクカイ 2巻6号 昭和23年6月1日 文学界社

9-026 文学界 ブンガクカイ 2巻7号 昭和23年7月1日 文学界社

9-026 文学界 ブンガクカイ 2巻9号 昭和23年9月1日 文学界社

9-026 文学界 ブンガクカイ 2巻12号 昭和23年12月1日 文学界社

9-026 文学界 ブンガクカイ 1巻2号 昭和24年4月1日 文芸春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-026 文学界 ブンガクカイ 3巻3号 昭和24年5月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 3巻5号 昭和24年7月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 3巻7号 昭和24年9月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 　－ 昭和24年11月1日 文芸春秋新社 破損
9-028 文学界 ブンガクカイ 4巻3号 昭和25年3月1日 文芸春秋進社

9-026 文学界 ブンガクカイ 　－ 昭和25年4月1日 文芸春秋新社 破損
9-026 文学界 ブンガクカイ 4巻7号 昭和25年7月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 4巻8号 昭和25年8月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 4巻9号 昭和25年9月1日 文芸春秋新社
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9-026 文学界 ブンガクカイ 5巻1号 昭和26年1月1日 文芸春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-026 文学界 ブンガクカイ 5巻4号 昭和26年4月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 5巻5号 昭和26年5月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 5巻6号 昭和26年6月1日 文芸春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-026 文学界 ブンガクカイ 5巻7号 昭和26年7月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 5巻8号 昭和26年8月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 5巻9号 昭和26年9月1日 文芸春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-026 文学界 ブンガクカイ 6巻1号 昭和27年1月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 6巻2号 昭和27年2月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 6巻3号 昭和27年3月1日 文芸春秋新社 破損
9-026 文学界 ブンガクカイ 6巻4号 昭和27年4月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 6巻5号 昭和27年5月1日 文芸春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-026 文学界 ブンガクカイ 6巻6号 昭和27年6月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 6巻7号 昭和27年7月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 6巻8号 昭和27年8月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 6巻9号 昭和27年9月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 6巻10号 昭和27年10月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 7巻1号 昭和28年1月1日 文芸春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-026 文学界 ブンガクカイ 7巻2号 昭和28年2月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 7巻3号 昭和28年3月1日 文芸春秋新社                               3冊あり
9-026 文学界 ブンガクカイ 7巻4号 昭和28年4月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 7巻5号 昭和28年5月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 7巻6号 昭和28年6月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 7巻7号 昭和28年7月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 7巻10号 昭和28年10月1日 文芸春秋新社

9-026 文学界 ブンガクカイ 7巻11号 昭和28年11月1日 文芸春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-027 文学界 ブンガクカイ 8巻2号 昭和29年2月1日 文芸春秋進社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-027 文学界 ブンガクカイ 8巻3号 昭和29年3月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 8巻4号 昭和29年4月1日 文芸春秋進社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-027 文学界 ブンガクカイ 8巻5号 昭和29年5月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 8巻9号 昭和29年9月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 8巻11号 昭和29年11月1日 文芸春秋進社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-027 文学界 ブンガクカイ 9巻2号 昭和30年2月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 9巻3号 昭和30年3月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 9巻4号 昭和30年4月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 9巻7号 昭和30年7月1日 文芸春秋進社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-027 文学界 ブンガクカイ 9巻8号 昭和30年8月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 9巻9号 昭和30年9月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 9巻11号 昭和30年11月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 9巻12号 昭和30年12月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 10巻4号 昭和31年4月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 10巻5号 昭和31年5月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 10巻6号 昭和31年6月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 10巻8号 昭和31年8月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 10巻11号 昭和31年11月1日 文芸春秋進社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-027 文学界 ブンガクカイ 11巻3号 昭和32年3月1日 文芸春秋進社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-027 文学界 ブンガクカイ 11巻5号 昭和32年5月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 11巻7号 昭和32年7月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 12巻1号 昭和33年1月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 12巻3号 昭和33年3月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 12巻5号 昭和33年5月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 12巻6号 昭和33年6月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 12巻10号 昭和33年10月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 12巻12号 昭和33年12月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 13巻2号 昭和34年2月1日 文芸春秋進社

9-027 文学界 ブンガクカイ 13巻3号 昭和34年3月1日 文芸春秋進社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-027 文学界 ブンガクカイ 13巻5号 昭和34年5月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 14巻2号 昭和35年2月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 14巻5号 昭和35年5月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 14巻7号 昭和35年7月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 14巻8号 昭和35年8月1日 文芸春秋進社 表紙なし
9-028 文学界 ブンガクカイ 14巻10号 昭和35年10月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 14巻11号 昭和35年11月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 15巻2号 昭和36年2月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 15巻4号 昭和36年4月1日 文芸春秋進社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-028 文学界 ブンガクカイ 15巻5号 昭和36年5月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 15巻6号 昭和36年6月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 15巻7号 昭和36年7月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 15巻8号 昭和36年8月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 15巻9号 昭和36年9月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 15巻10号 昭和36年10月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 15巻11号 昭和36年11月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 15巻12号 昭和36年12月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 16巻4号 昭和37年4月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 16巻6号 昭和37年6月1日 文芸春秋進社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-028 文学界 ブンガクカイ 16巻10号 昭和37年10月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 17巻5号 昭和38年5月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 17巻6号 昭和38年6月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 17巻12号 昭和38年12月1日 文芸春秋進社
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9-028 文学界 ブンガクカイ 18巻3号 昭和39年3月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 18巻6号 昭和39年6月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 18巻7号 昭和39年7月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 18巻8号 昭和39年8月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 18巻10号 昭和39年10月1日 文芸春秋進社

9-028 文学界 ブンガクカイ 18巻12号 昭和39年12月1日 文芸春秋進社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-060 文学会議 ブンガクカイギ 2輯 昭和22年9月23日 講談社

9-060 文学会議 ブンガクカイギ 3輯 昭和22年12月20日 講談社

9-060 文学会議 ブンガクカイギ 4輯 昭和23年5月15日 講談社

9-060 文学会議 ブンガクカイギ 5輯 昭和23年10月23日 講談社

9-076 文学学校 ブンガクガッコウ 3 昭和33年2月20日 日本文学学校事務局

9-061 文学季刊 ブンガクキカン 2号 昭和21年12月1日 実業之日本社

9-061 文学季刊 ブンガクキカン 3号 昭和22年4月20日 実業之日本社

9-061 文学季刊 ブンガクキカン 4号 昭和22年10月10日 実業之日本社

9-061 文学季刊 ブンガクキカン 5号 昭和22年12月30日 実業之日本社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-061 文学季刊 ブンガクキカン 7号 昭和23年8月30日 実業之日本社

9-061 文学季刊 ブンガクキカン 9号 昭和24年4月25日 実業之日本社

9-090 文学教育 ブンガクキョウイク 1集 昭和26年10月10日 文学教育研究会

9-090 文学教育 ブンガクキョウイク 1巻2号 昭和39年10月1日 株式会社宣協社

9-076 文学芸術 ブンガクゲイジュツ no.2 1952年4月1日 文学芸術社

9-076 文学芸術 ブンガクゲイジュツ no.3 1952年6月1日 文学芸術社                               2冊あり
9-076 文学芸術 ブンガクゲイジュツ no.4 1952年10月15日 文学芸術社

9-076 文学芸術 ブンガクゲイジュツ no.5 1953年8月1日 記載無し                               2冊あり
9-076 文学芸術 ブンガクゲイジュツ no.6 1953年11月10日 東演社                               3冊あり
9-076 文学芸術 ブンガクゲイジュツ no.7 1954年1月1日 東演社

9-076 文学芸術 ブンガクゲイジュツ no.8 1954年4月1日 東演社                               2冊あり
9-076 文学芸術 ブンガクゲイジュツ no.9 1954年10月1日 東演社

9-076 文学芸術 ブンガクゲイジュツ no.10 1954年11月1日 東演社

9-076 文学芸術 ブンガクゲイジュツ no.11 1955年3月1日 東演社

9-090 文学研究 ブンガクケンキュウ 10号 昭和28年2月20日 文学研究会

9-090 文学研究 ブンガクケンキュウ 49集 昭和29年7月25日 九州文学会

9-090 文学研究 ブンガクケンキュウ 52集 昭和30年6月20日 九州文学会

9-076 文学建設 ブンガクケンセツ 1巻5号 昭和14年5月1日 文学建設社

9-076 文学建設 ブンガクケンセツ 5巻7号 昭和18年8月1日 文学建設社

9-076 文学建設者 ブンガクケンセツシャ 1巻2号 昭和9年3月1日 歩行社

9-076 文学行動 ブンガクコウドウ 5巻2号 昭和18年5月1日 文学行動社

9-011 文学国士 ブンガクコクシ 2巻2号 昭和23年4月30日 鷹鳴文学社 文学組織改題４集
9-076 文学国土 ブンガクコクド 6集 昭和23年10月1日 鷹鳴文学社

9-076 文学サークル ブンガクサークル 2号 昭和22年12月15日 東京地方文学サークル協議会

9-076 文学サークル ブンガクサークル 3 昭和23年1月15日 東京地方文学サークル協議会

9-076 文学サークル ブンガクサークル 4 昭和23年4月15日 東京地方文学サークル協議会

9-076 文学サークル ブンガクサークル 5 昭和23年6月15日 東京地方文学サークル協議会

9-076 文学サークル ブンガクサークル 6 昭和23年9月15日 東京地方文学サークル協議会

9-076 文学サークル ブンガクサークル 7 昭和23年10月15日 東京地方文学サークル協議会

9-076 文学サークル ブンガクサークル 8 昭和23年12月15日 東京地方文学サークル協議会

9-076 文学サークル ブンガクサークル 9 昭和24年1月1日 東京地方文学サークル協議会

9-076 文学サークル ブンガクサークル 10 昭和24年5月5日 東京地方文学サークル協議会

9-076 文学サークル ブンガクサークル 創作特集号 昭和26年2月10日 東京地方文学サークル協議会

9-076 文学サークル ブンガクサークル 作品特集号 昭和26年5月20日 東京地方文学サークル協議会

9-060 文学雑誌 ブンガクザッシ 1巻2号 昭和22年1月25日 三島書房

9-061 文学雑誌 ブンガクザッシ no.9 昭和23年6月10日 三島書房

9-076 文学雑誌 ブンガクザッシ 35 昭和38年4月15日 文学雑誌発行所

0-084 文学雑誌 ブンガクザッシ 3巻1-12号 明治20年6月30日 日本文学会

9-065 文学冊子まほろば ブンガクサッシマホロバ 3巻1号 昭和19年3月1日 まほろば発行所

9-037 文学散歩 ブンガクサンポ 2号 昭和36年2月1日 雪華社

9-037 文学散歩 ブンガクサンポ 3号 昭和36年3月1日 雪華社

9-037 文学散歩 ブンガクサンポ 4号 昭和36年4月1日 雪華社

9-053 文学散歩 ブンガクサンポ 4号 昭和36年4月1日 雪華社

9-037 文学散歩 ブンガクサンポ 5号 昭和36年5月1日 雪華社

9-037 文学散歩 ブンガクサンポ 6号 昭和36年6月1日 雪華社

9-037 文学散歩 ブンガクサンポ 7号 昭和36年7月1日 雪華社

9-037 文学散歩 ブンガクサンポ 8号 昭和36年8月1日 雪華社

9-037 文学散歩 ブンガクサンポ 9号 昭和36年9月1日 雪華社

9-037 文学散歩 ブンガクサンポ 10号 昭和36年10月1日 雪華社

9-053 文学散歩 ブンガクサンポ 16号 昭和37年12月5日 文学散歩友の会事務局

9-090 文学史研究 ブンガクシケンキュウ 2 1956年5月30日 文学史研究会

9-090 文学史研究 ブンガクシケンキュウ 3 1956年7月25日 文学史研究会

9-090 文学史研究 ブンガクシケンキュウ 4 1956年9月25日 文学史研究会

9-090 文学史研究 ブンガクシケンキュウ 6 1957年4月1日 文学史研究会

9-090 文学史研究 ブンガクシケンキュウ 7 1957年8月15日 文学史研究会                               3冊あり
9-090 文学史研究 ブンガクシケンキュウ 8 1957年12月15日 文学史研究会

9-090 文学史研究 ブンガクシケンキュウ 9 1958年4月15日 文学史研究会

9-060 文学時代 ブンガクジダイ 2巻3号 昭和5年3月1日 新潮社

9-060 文学時標 ブンガクジヒョウ 2号 昭和23年4月15日 文学時標社

9-060 文学時標 ブンガクジヒョウ 3号 1948年6月5日 文学時標社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-073 文学者 ブンガクシャ 1巻2号 昭和14年2月1日 「文学者」発行所

9-073 文学者 ブンガクシャ 1巻5号 昭和14年5月1日 「文学者」発行所

9-073 文学者 ブンガクシャ 1巻7号 昭和14年7月1日 「文学者」発行所

9-073 文学者 ブンガクシャ 2巻12号 昭和15年12月1日 「文学者」発行所
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9-061 文学者 ブンガクシャ 復刊10月号 昭和23年10月1日 世界文化社

9-073 文学者 ブンガクシャ 復刊10月号 昭和23年10月1日 世界文化社

9-061 文学者 ブンガクシャ 9号 昭和26年3月5日 十五日会

9-073 文学者 ブンガクシャ 21号 昭和27年3月5日 十五日会

9-073 文学者 ブンガクシャ 50号 昭和29年9月5日 十五日会

9-073 文学者 ブンガクシャ 1巻5号 昭和33年8月10日 「文学者」発行所

9-073 文学者 ブンガクシャ 1巻7号 昭和33年10月10日 「文学者」発行所

9-073 文学者 ブンガクシャ 1巻8号 昭和33年11月10日 「文学者」発行所

9-073 文学者 ブンガクシャ 2巻1号 昭和33年12月10日 「文学者」発行所

9-073 文学者 ブンガクシャ 4巻2号 昭和36年1月10日 「文学者」発行所

9-073 文学者 ブンガクシャ 4巻3号 昭和36年2月10日 「文学者」発行所

9-073 文学者 ブンガクシャ no.109 昭和37年1月10日 記載無し

9-073 文学者 ブンガクシャ no.114 昭和37年5月10日 記載無し

9-073 文学者 ブンガクシャ no.115 昭和37年6月10日 記載無し

9-073 文学者 ブンガクシャ no.117 昭和37年8月10日 記載無し

9-073 文学者 ブンガクシャ no.118 昭和37年9月10日 記載無し

9-073 文学者 ブンガクシャ no.120 昭和37年11月10日 記載無し

9-073 文学者 ブンガクシャ 6巻3号 昭和38年2月10日 記載無し                               2冊あり
9-073 文学者 ブンガクシャ 6巻6号 昭和38年5月10日 記載無し                               2冊あり
9-073 文学者 ブンガクシャ 6巻7号 昭和38年6月10日 記載無し

9-073 文学者 ブンガクシャ 6巻9号 昭和38年8月10日 記載無し

9-073 文学者 ブンガクシャ 7巻4号 昭和39年4月10日 記載無し

9-073 文学者 ブンガクシャ 8巻6号 昭和40年6月10日 記載無し

9-073 文学者 ブンガクシャ 8巻11号 昭和40年11月10日 記載無し

9-060 文学集団 ブンガクシュウダン 2号 昭和23年6月1日 草原書房

9-060 文学集団 ブンガクシュウダン 3号 昭和23年7月1日 草原書房

9-060 文学集団 ブンガクシュウダン 5号 昭和23年9月15日 草原書房

9-060 文学集団 ブンガクシュウダン 14号 昭和24年8月15日 草原書房

9-060 文学陣 ブンガクジン 1巻8号 昭和16年11月20日 文芸復興社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ 2号 昭和25年4月1日 新文化社

9-060 文学生活 ブンガクセイカツ 3号 昭和25年7月1日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ 9号 昭和27年8月1日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ 12号 昭和28年12月1日 新文化社

9-060 文学生活 ブンガクセイカツ 13号 昭和29年4月1日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ 14号 昭和29年11月1日 新文化社                               2冊あり
9-076 文学生活 ブンガクセイカツ 15号 昭和30年3月1日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ no.40 昭和33年3月1日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ no.42 昭和33年9月10日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ no.43 昭和33年12月1日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ no.45 昭和34年6月25日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ no.46 昭和34年9月15日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ no.47 昭和34年12月10日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ no.48 昭和35年6月25日 新文化社

9-060 文学生活 ブンガクセイカツ 49号 昭和36年3月1日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ no.49 昭和36年3月1日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ no.50 昭和36年7月1日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ no.51 昭和36年12月1日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ no.52 昭和37年5月1日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ no.53 昭和37年12月1日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ no.54 昭和38年5月10日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ no.55 昭和38年10月1日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ no.56 昭和38年11月25日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ no.57 昭和39年4月25日 新文化社

9-076 文学生活 ブンガクセイカツ no.58 昭和39年11月1日 新文化社

9-057 文学前衛 ブンガクゼンエイ 2号 昭和23年11月1日 眞理社

9-076 文学草紙 ブンガクソウシ 1巻2号 昭和14年8月1日 文学草紙社

9-076 文学草紙 ブンガクソウシ 7号 昭和23年3月20日 新文化社

9-076 文学草紙 ブンガクソウシ 8号 昭和23年6月20日 新文化社

9-076 文学草紙 ブンガクソウシ 9号 昭和23年8月5日 新文化社

9-076 文学草紙 ブンガクソウシ 10号 昭和23年9月1日 新文化社

9-076 文学草紙 ブンガクソウシ 11号 昭和23年10月1日 新文化社

9-076 文学草紙 ブンガクソウシ 12号 昭和23年11月1日 新文化社

9-076 文学草紙 ブンガクソウシ 13号 昭和24年1月1日 新文化社

9-076 文学草紙 ブンガクソウシ 16号 昭和24年6月1日 新文化社

9-061 文学叢誌 ブンガクソウシ 11号 明治19年3月23日 文学叢誌社

9-076 文学組織 ブンガクソシキ 2巻1号 昭和23年2月20日 鷹鳴詩社

9-060 文学探求 ブンガクタンキュウ 5巻7号 昭和15年8月1日 文学探求社

9-060 文学探求 ブンガクタンキュウ 5巻9号 昭和15年10月1日 文学探求社

9-060 文学探求 ブンガクタンキュウ 6巻1号 昭和16年1月1日 文学探求社

9-060 文学探求 ブンガクタンキュウ 7巻3号 昭和17年3月1日 文学探求社

9-060 文学探求 ブンガクタンキュウ 7巻12号 昭和17年12月1日 文学探求社

9-060 文学探求 ブンガクタンキュウ 8巻8号 昭和18年8月1日 文学探求社

9-060 文学探求 ブンガクタンキュウ 8巻9号 昭和18年9月1日 文学探求社

9-061 文学的考察 ブンガクテキコウサツ 　－ 昭和23年10月15日 眞美社

9-076 文学箚記 ブンガクトウキ 2号 昭和38年5月1日 記載無し

9-061 文学の世界 ブンガクノセカイ 1巻3号 昭和23年10月15日 文学の世界社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-061 文学の世界 ブンガクノセカイ 1巻4号 昭和23年12月20日 文学の世界社

9-062 文学の友 ブンガクノトモ 5巻2号 昭和29年2月1日 人民文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-062 文学の友 ブンガクノトモ 5巻3号 昭和29年3月1日 人民文学社
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9-062 文学の友 ブンガクノトモ 5巻4号 昭和29年4月1日 人民文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-062 文学の友 ブンガクノトモ 5巻5号 昭和29年5月1日 人民文学社

9-062 文学の友 ブンガクノトモ 5巻6号 昭和29年6月1日 人民文学社

9-062 文学の友 ブンガクノトモ 5巻7号 昭和29年7月1日 人民文学社

9-062 文学の友 ブンガクノトモ 5巻8号 昭和29年8月1日 人民文学社

9-062 文学の友 ブンガクノトモ 5巻9号 昭和29年9月1日 人民文学社

9-062 文学の友 ブンガクノトモ 5巻10号 昭和29年10月1日 人民文学社

9-062 文学の友 ブンガクノトモ 5巻11号 昭和29年11月1日 人民文学社

9-062 文学の友 ブンガクノトモ 5巻12号 昭和29年12月1日 株式会社文学の友社

9-062 文学の友 ブンガクノトモ 6巻1号 昭和30年1月1日 株式会社文学の友社

9-062 文学の友 ブンガクノトモ 6巻2号 昭和30年2月1日 株式会社文学の友社

9-061 文学評論 ブンガクヒョウロン 3号 昭和28年6月25日 理論社

9-061 文学評論 ブンガクヒョウロン 5号 1954年1月20日 理論社

9-061 文学評論 ブンガクヒョウロン 6号 1954年5月10日 理論社

9-061 文学評論 ブンガクヒョウロン 7号 1954年8月10日 理論社

9-061 文学評論 ブンガクヒョウロン 9号 1955年2月15日 理論社

9-061 文学評論 ブンガクヒョウロン 10号 1955年6月15日 理論社

9-061 文学評論 ブンガクヒョウロン 12号 1956年1月1日 理論社

9-061 文学評論 ブンガクヒョウロン 13号 1956年4月1日 理論社

7-016 文化グラフ ブンカグラフ 1巻4号 昭和21年12月1日 展望社

7-016 文化グラフ ブンカグラフ 11号 昭和23年6月15日 展望社

9-090 文学論藻 ブンガクロンソウ 15号 昭和34年11月20日 東洋大学国語国文学会

0-069 文化月報 ブンカゲッポウ 1巻2号 昭和13年8月11日 文化月報社

9-090 文化講座シリーズ ブンカコウザシリーズ 10巻 昭和36年12月15日 財団法人大東急記念文庫

9-001
文化サークル活動・生活記録
活動に関するシンポジウム

ブンカサークルカツドウ・セイカツキロクカツドウニカンスルシンポジウム　－ 1960年7月1日 詩の家

7-006 文化史学 ブンカシガク 6号 昭和27年11月30日 文化史学会

2-002 文化史研究 ブンカシケンキュウ 2集 昭和23年1月30日 株式會社北隆館

2-002 文化史研究 ブンカシケンキュウ 3集 昭和23年5月15日 株式會社北隆館

2-002 文化史研究 ブンカシケンキュウ 4集 昭和23年12月5日 株式會社北隆館

2-002 文化史研究 ブンカシケンキュウ 16号 昭和39年8月30日 記載無し

9-060 文化集団 ブンカシュウダン 2巻5号 昭和9年4月28日 文化集団社

0-047 文化人 ブンカジン 1巻6号 昭和2年12月1日 株式会社平安出版部

0-047 文化人 ブンカジン 1巻3号 昭和21年3月1日 関西文化人倶楽部 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-047 文化人 ブンカジン 1巻4号 昭和22年9月1日 株式会社平安出版部 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-047 文化人 ブンカジン 10号 昭和23年2月1日 朝日タイムス社

0-047 文化人 ブンカジン 2巻2号 昭和23年2月1日 株式会社平安出版部 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-047 文化人 ブンカジン 2巻10号 昭和23年5月1日 文化人発行所

9-061 文化人 ブンカジン 2巻13号 昭和23年8月1日 文化人発行所

3-039 文化生活 ブンカセイカツ 1巻7号 大正10年12月1日 文化生活研究会 表紙破損
3-039 文化生活 ブンカセイカツ 3巻5月号 大正12年5月1日 文化普及会出版部

3-039 文化生活 ブンカセイカツ 3巻6月号 大正12年6月1日 文化普及会出版部

3-039 文化生活 ブンカセイカツ 3巻7月号 大正12年7月1日 文化普及会出版部

3-039 文化生活 ブンカセイカツ 9月号 大正12年9月1日 文化普及会出版部 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-040 文化生活 ブンカセイカツ 4巻3号 大正15年3月1日 財団法人文化普及会

0-047 文化生活 ブンカセイカツ 4巻4号 大正15年4月1日 財団法人文化普及会

3-039 文化生活 ブンカセイカツ 4巻6号 大正15年6月1日 財団法人文化普及会

3-039 文化生活 ブンカセイカツ 4巻7号 大正15年7月1日 財団法人文化普及会

3-039 文化生活 ブンカセイカツ 4巻8号 大正15年8月1日 財団法人文化普及会

3-039 文化生活 ブンカセイカツ 4巻9号 大正15年9月1日 財団法人文化普及会

3-039 文化生活 ブンカセイカツ 4巻10号 大正15年10月1日 財団法人文化普及会

3-039 文化生活 ブンカセイカツ 4巻11号 大正15年11月1日 財団法人文化普及会

3-039 文化生活 ブンカセイカツ 4巻12号 大正15年12月1日 財団法人文化普及会

3-039 文化生活 ブンカセイカツ 5巻5号 昭和2年5月1日 財団法人文化普及会

3-039 文化生活 ブンカセイカツ 5巻10号 昭和2年10月1日 財団法人文化普及会

3-039 文化生活 ブンカセイカツ 5巻11号 昭和2年11月1日 財団法人文化普及会

3-039 文化生活 ブンカセイカツ 6巻1号 昭和3年1月1日 財団法人文化普及会

3-039 文化生活 ブンカセイカツ 6巻2号 昭和3年2月1日 財団法人文化普及会

0-047 文化展望 ブンカテンボウ 2巻4月号 昭和22年4月1日 三帆書房 2年8号
0-047 文化展望 ブンカテンボウ 2巻秋季号 昭和22年10月1日 三帆書房 2年10号
0-067 文化日本 ブンカニホン 5巻10号 昭和16年10月1日 財団法人日本文化中央連盟

0-067 文化日本 ブンカニホン 7巻9号 昭和18年9月1日 財団法人日本文化中央連盟

0-067 文化日本 ブンカニホン 7巻10号 昭和18年10月1日 財団法人日本文化中央連盟

0-067 文化日本 ブンカニホン 7巻11号 昭和18年11月1日 財団法人日本文化中央連盟

0-067 文化日本 ブンカニホン 7巻12号 昭和18年12月1日 財団法人日本文化中央連盟

3-040 文化の基礎 ブンカノキソ 5巻1号 大正14年1月1日 文化生活研究会

2-001 文化の形態と接触　竹山道 ブンカノケイタイトセッショク　タケヤマミチオ日本文化研究1巻昭和33年11月20日 株式会社新潮社

0-047 文化評論 ブンカヒョウロン 2号 昭和21年9月1日 文化評論社

0-047 文化評論 ブンカヒョウロン 3号 昭和22年3月20日 文化評論社

3-017 文化評論 ブンカヒョウロン 3号 昭和22年4月25日 文化評論社

0-047 文化評論 ブンカヒョウロン 4号 昭和22年8月25日 文化評論社

0-047 文化評論 ブンカヒョウロン 5号 昭和22年10月25日 文化評論社

0-047 文化評論 ブンカヒョウロン 6号 昭和23年1月25日 文化評論社

0-047 文化評論 ブンカヒョウロン 7号 昭和23年3月25日 文化評論社

0-047 文化評論 ブンカヒョウロン 8号 昭和23年5月25日 文化評論社

3-017 文化評論 ブンカヒョウロン 8号 昭和23年5月25日 文化評論社

0-047 文化評論 ブンカヒョウロン 9号 昭和23年6月25日 文化評論社

0-047 文化評論 ブンカヒョウロン 10号 昭和23年7月25日 文化評論社

0-047 文化評論 ブンカヒョウロン 11号 昭和23年8月25日 文化評論社
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0-047 文化評論 ブンカヒョウロン 12号 昭和23年9月25日 文化評論社

0-047 文化評論 ブンカヒョウロン 13号 昭和23年11月25日 文化評論社

0-047 文化評論 ブンカヒョウロン 14号 昭和24年1月25日 文化評論社

3-017 文化評論 ブンカヒョウロン 17号 昭和38年4月1日 日本共産党機関紙経営局

9-062 文化復興 ブンカフッコウ 2巻1号 昭和21年1月15日 文化復興社

9-053 文芸 ブンゲイ 10年6号 大正8年6月1日 筆文社

9-042 文芸 ブンゲイ 4巻2号 大正14年2月1日 文芸社 表紙・裏表紙なし
9-042 文芸 ブンゲイ 3巻5号 大正14年5月1日 文芸社

9-042 文芸 ブンゲイ 3巻9号 大正14年9月1日 文芸社

9-042 文芸 ブンゲイ 3巻10号 大正14年10月1日 文芸社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-042 文芸 ブンゲイ 4巻5号 大正15年5月1日 文芸社

9-076 文芸 ブンゲイ 5巻3号 昭和2年3月1日 文学社

9-076 文芸 ブンゲイ 5巻4号 昭和2年4月1日 文学社

9-042 文芸 ブンゲイ 5巻5号 昭和2年5月1日 文芸社

9-042 文芸 ブンゲイ 5巻6号 昭和2年6月1日 文芸社

9-042 文芸 ブンゲイ 5巻7号 昭和2年7月1日 文芸社

9-076 文芸 ブンゲイ 5巻8号 昭和2年8月1日 文学社

9-042 文芸 ブンゲイ 7巻8号 昭和4年8月1日 文芸社

9-042 文芸 ブンゲイ 9巻6号 昭和6年6月1日 文芸社

9-042 文芸 ブンゲイ 10巻3号 昭和7年3月1日 文芸社

9-042 文芸 ブンゲイ 2巻1号 昭和9年1月1日 改造社

9-042 文芸 ブンゲイ 2巻2号 昭和9年2月1日 改造社

9-042 文芸 ブンゲイ 2巻4号 昭和9年4月1日 改造社

9-042 文芸 ブンゲイ 3巻4号 昭和10年4月1日 改造社

9-042 文芸 ブンゲイ 3巻5号 昭和10年5月1日 改造社

9-042 文芸 ブンゲイ 3巻6号 昭和10年6月1日 改造社

9-042 文芸 ブンゲイ 3巻7号 昭和10年7月1日 改造社

9-042 文芸 ブンゲイ 4巻11号 昭和11年11月1日 改造社

9-042 文芸 ブンゲイ 5巻2号 昭和12年2月1日 改造社 P１１３以降紛失
9-042 文芸 ブンゲイ 6巻1号 昭和13年1月1日 改造社 裏表紙紛失
9-042 文芸 ブンゲイ 8巻3号 昭和15年3月1日 改造社

9-042 文芸 ブンゲイ 8巻5号 昭和15年5月1日 改造社

9-042 文芸 ブンゲイ 9巻3号 昭和16年3月1日 改造社 P195以降紛失
9-042 文芸 ブンゲイ 9巻8号 昭和16年8月1日 改造社

9-042 文芸 ブンゲイ 9巻9号 昭和16年9月1日 改造社

9-042 文芸 ブンゲイ 10巻1号 昭和17年1月1日 改造社

9-042 文芸 ブンゲイ 10巻12号 昭和17年12月1日 改造社

9-042 文芸 ブンゲイ 11巻1号 昭和18年1月1日 改造社

9-038 文芸 ブンゲイ 2部6号 昭和20年8月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 2部7号 昭和20年10月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 2部8号 昭和20年11月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-038 文芸 ブンゲイ 2部9号 昭和20年12月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 3巻1号 昭和21年2月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 3巻2号 昭和21年4月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 3巻3号 昭和21年5月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-038 文芸 ブンゲイ 3巻4号 昭和21年7月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 3巻5号 昭和21年8月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-038 文芸 ブンゲイ 3巻6号 昭和21年10月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-038 文芸 ブンゲイ 3巻7号 昭和21年12月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 4巻1号 昭和22年1月20日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-038 文芸 ブンゲイ 4巻2号 昭和22年3月1日 河出書房                               5冊あり
9-038 文芸 ブンゲイ 4巻3号 昭和22年4月1日 河出書房                               5冊あり
9-038 文芸 ブンゲイ 4巻4号 昭和22年5月1日 河出書房                               6冊あり
9-038 文芸 ブンゲイ 4巻5号 昭和22年6月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 4巻6号 昭和22年7月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-038 文芸 ブンゲイ 4巻7号 昭和22年9月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 4巻8号 昭和22年10月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-038 文芸 ブンゲイ 4巻9号 昭和22年11月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 4巻10号 昭和22年12月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 5巻1号 昭和23年1月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 5巻2号 昭和23年2月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 5巻3号 昭和23年3月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-038 文芸 ブンゲイ 5巻4号 昭和23年4月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 5巻5号 昭和23年5月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 5巻7号 昭和23年7月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 5巻8号 昭和23年8月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 5巻9号 昭和23年9月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 5巻10号 昭和23年10月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 5巻11号 昭和23年11月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 5巻12号 昭和23年12月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 6巻1号 昭和24年1月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 6巻5号 昭和24年5月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-038 文芸 ブンゲイ 6巻6号 昭和24年6月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 6巻7号 昭和24年7月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 6巻9号 昭和24年9月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 6巻11号 昭和24年11月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-038 文芸 ブンゲイ 6巻12号 昭和24年12月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 7巻1号 昭和25年1月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-038 文芸 ブンゲイ 7巻3号 昭和25年3月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
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9-038 文芸 ブンゲイ 7巻4号 昭和25年4月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 7巻6号 昭和25年6月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 7巻8号 昭和25年8月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 7巻9号 昭和25年9月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 7巻10号 昭和25年10月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-038 文芸 ブンゲイ 7巻11号 昭和25年11月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-038 文芸 ブンゲイ 7巻12号 昭和25年12月1日 河出書房                               3冊あり
9-038 文芸 ブンゲイ 8巻1号 昭和26年1月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 8巻2号 昭和26年2月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 8巻3号 昭和26年3月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 8巻4号 昭和26年4月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 8巻5号 昭和26年5月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 8巻7号 昭和26年7月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-038 文芸 ブンゲイ 8巻8号 昭和26年8月1日 河出書房

9-038 文芸 ブンゲイ 8巻9号 昭和26年9月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 8巻10号 昭和26年10月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 8巻11号 昭和26年11月1日 河出書房                               3冊あり
9-039 文芸 ブンゲイ 8巻12号 昭和26年12月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 9巻2号 昭和27年2月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 9巻3号 昭和27年3月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 9巻4号 昭和27年4月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-039 文芸 ブンゲイ 9巻5号 昭和27年5月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 9巻6号 昭和27年6月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-039 文芸 ブンゲイ 9巻7号 昭和27年7月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 9巻8号 昭和27年8月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 9巻9号 昭和27年9月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 9巻10号 昭和27年10月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 9巻13号 昭和27年11月25日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 9巻12号 昭和27年12月1日 河出書房                               3冊あり
9-039 文芸 ブンゲイ 10巻3号 昭和28年3月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 10巻4号 昭和28年4月1日 河出書房                               3冊あり
9-039 文芸 ブンゲイ 10巻5号 昭和28年5月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 10巻6号 昭和28年6月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-039 文芸 ブンゲイ 10巻7号 昭和28年7月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 10巻9号 昭和28年9月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 10巻10号 昭和28年10月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 10巻11号 昭和28年11月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 11巻1号 昭和29年1月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-039 文芸 ブンゲイ 11巻2号 昭和29年2月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 11巻3号 昭和29年3月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 11巻4号 昭和29年4月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 11巻6号 昭和29年6月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 11巻7号 昭和29年7月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-039 文芸 ブンゲイ 11巻9号 昭和29年8月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 11巻10号 昭和29年9月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 11巻13号 昭和29年11月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 11巻14号 昭和29年12月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 11巻15号 昭和29年12月5日 河出書房 芥川龍之介読本
9-039 文芸 ブンゲイ 12巻2号 昭和30年2月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 12巻3号 昭和30年3月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 12巻6号 昭和30年5月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 12巻7号 昭和30年6月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 12巻10号 昭和30年8月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 12巻11号 昭和30年9月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 12巻13号 昭和30年10月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 12巻14号 昭和30年11月1日 河出書房

9-039 文芸 ブンゲイ 12巻16号 昭和30年12月1日 河出書房                               3冊あり
9-040 文芸 ブンゲイ 13巻1号 昭和31年1月1日 河出書房

9-040 文芸 ブンゲイ 13巻2号 昭和31年2月1日 河出書房

9-040 文芸 ブンゲイ 13巻3号 昭和31年3月1日 河出書房

9-040 文芸 ブンゲイ 13巻4号 昭和31年3月5日 河出書房 谷崎潤一郎読本
9-040 文芸 ブンゲイ 12巻17号 昭和31年3月15日 河出書房 志賀直哉読本
9-040 文芸 ブンゲイ 13巻5号 昭和31年4月1日 河出書房

9-040 文芸 ブンゲイ 13巻7号 昭和31年5月1日 河出書房

9-040 文芸 ブンゲイ 12巻8号 昭和31年5月25日 河出書房 横光利一読本
9-040 文芸 ブンゲイ 13巻10号 昭和31年5月25日 河出書房

9-040 文芸 ブンゲイ 13巻8号 昭和31年6月1日 河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-040 文芸 ブンゲイ 13巻11号 昭和31年7月1日 河出書房

9-040 文芸 ブンゲイ 13巻12号 昭和31年8月1日 河出書房

9-040 文芸 ブンゲイ 13巻14号 昭和31年9月1日 河出書房 3冊あり　内一冊は表紙破損
9-040 文芸 ブンゲイ 13巻15号 昭和31年10月1日 河出書房

9-040 文芸 ブンゲイ 13巻19号 昭和31年11月1日 河出書房

9-040 文芸 ブンゲイ 13巻12号 昭和31年11月5日 河出書房 森鷗外読本
9-040 文芸 ブンゲイ 13巻18号 昭和31年11月5日 河出書房 戦後問題作全集
9-040 文芸 ブンゲイ 13巻21号 昭和31年12月1日 河出書房

9-040 文芸 ブンゲイ 13巻20号 昭和31年12月25日 河出書房 太宰治読本
9-040 文芸 ブンゲイ 14巻1号 昭和32年1月1日 河出書房

9-040 文芸 ブンゲイ 14巻3号 昭和32年2月1日 河出書房

9-040 文芸 ブンゲイ 14巻5号 昭和32年2月10日 河出書房
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9-040 文芸 ブンゲイ 14巻6号 昭和32年3月1日 河出書房

9-040 文芸 ブンゲイ 14巻7号 昭和32年3月10日 河出書房 林芙美子読本
9-041 文芸 ブンゲイ 1巻2号 昭和37年4月1日 河出書房新社

9-041 文芸 ブンゲイ 1巻3号 昭和37年5月1日 河出書房新社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-041 文芸 ブンゲイ 1巻4号 昭和37年6月1日 河出書房新社

9-041 文芸 ブンゲイ 1巻5号 昭和37年7月1日 河出書房新社

9-041 文芸 ブンゲイ 1巻6号 昭和37年8月1日 河出書房新社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-041 文芸 ブンゲイ 1巻7号 昭和37年9月1日 河出書房新社

9-041 文芸 ブンゲイ 1巻8号 昭和37年10月1日 河出書房新社

9-041 文芸 ブンゲイ 1巻9号 昭和37年11月1日 河出書房新社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-041 文芸 ブンゲイ 1巻10号 昭和37年12月1日 河出書房新社

9-041 文芸 ブンゲイ 2巻1号 昭和38年1月1日 河出書房新社

9-041 文芸 ブンゲイ 2巻2号 昭和38年2月1日 河出書房新社

9-041 文芸 ブンゲイ 2巻3号 昭和38年3月1日 河出書房新社

9-041 文芸 ブンゲイ 2巻4号 昭和38年4月1日 河出書房新社

9-041 文芸 ブンゲイ 2巻5号 昭和38年5月1日 河出書房新社                               3冊あり
9-041 文芸 ブンゲイ 2巻6号 昭和38年6月1日 河出書房新社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-041 文芸 ブンゲイ 2巻7号 昭和38年7月1日 河出書房新社

9-041 文芸 ブンゲイ 2巻8号 昭和38年8月1日 河出書房新社

9-041 文芸 ブンゲイ 2巻9号 昭和38年9月1日 河出書房新社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-041 文芸 ブンゲイ 2巻10号 昭和38年10月1日 河出書房新社                               3冊あり
9-041 文芸 ブンゲイ 2巻11号 昭和38年11月1日 河出書房新社

9-041 文芸 ブンゲイ 2巻12号 昭和38年12月1日 河出書房新社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-041 文芸 ブンゲイ 3巻1号 昭和39年1月1日 河出書房新社

9-041 文芸 ブンゲイ 3巻2号 昭和39年2月1日 河出書房新社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-041 文芸 ブンゲイ 3巻3号 昭和39年3月1日 河出書房新社

9-041 文芸 ブンゲイ 3巻4号 昭和39年4月1日 河出書房新社

9-041 文芸 ブンゲイ 3巻5号 昭和39年5月1日 河出書房新社

9-041 文芸 ブンゲイ 3巻6号 昭和39年6月1日 河出書房新社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-041 文芸 ブンゲイ 3巻7号 昭和39年7月1日 河出書房新社

9-042 文芸 ブンゲイ 3巻8号 昭和39年8月1日 河出書房新社

9-042 文芸 ブンゲイ 3巻9号 昭和39年9月1日 河出書房新社

9-042 文芸 ブンゲイ 3巻10号 昭和39年10月1日 河出書房新社

9-042 文芸 ブンゲイ 3巻11号 昭和39年11月1日 河出書房新社

9-042 文芸 ブンゲイ 3巻12号 昭和39年12月1日 河出書房新社

9-060 文芸朝日 ブンゲイアサヒ 2巻1号 昭和38年1月1日 朝日新聞社

9-061 文芸市場 ブンゲイイチバ 2巻1号 大正15年1月1日 文芸市場社

9-061 文芸市場 ブンゲイイチバ 2巻4号 大正15年4月1日 文芸市場社

9-061 文芸市場 ブンゲイイチバ 2巻5号 大正15年5月1日 文芸市場社

9-061 文芸市場 ブンゲイイチバ 2巻11号 大正15年11月1日 文芸市場社

9-061 文芸市場 ブンゲイイチバ 3巻3号 昭和2年3月1日 文芸市場社

9-061 文芸市場 ブンゲイイチバ 3巻4号 昭和2年4月1日 文芸市場社

9-061 文芸往来 ブンゲイオウライ 3巻2号 昭和24年2月1日 鎌倉文庫

9-061 文芸往来 ブンゲイオウライ 3巻3号 昭和24年3月1日 鎌倉文庫

9-061 文芸往来 ブンゲイオウライ 3巻4号 昭和24年4月1日 鎌倉文庫

9-061 文芸往来 ブンゲイオウライ 3巻5号 昭和24年5月1日 鎌倉文庫

9-061 文芸往来 ブンゲイオウライ 3巻6号 昭和24年6月1日 鎌倉文庫

9-061 文芸往来 ブンゲイオウライ 3巻7号 昭和24年7月1日 鎌倉文庫

9-061 文芸往来 ブンゲイオウライ 3巻8号 昭和24年9月1日 鎌倉文庫 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-061 文芸往来 ブンゲイオウライ 3巻9号 昭和24年10月1日 鎌倉文庫

0-070 文芸学資料月報 ブンゲイガクシリョウゲッポウ2号 昭和14年11月30日 「文芸学資料月報」発行所

0-070 文芸学資料月報 ブンゲイガクシリョウゲッポウ3号 昭和14年12月30日 「文芸学資料月報」発行所

9-060 文芸課月報 ブンゲイカゲツゲッポウ 26号 昭和17年11月8日 東宝映画東京撮影所文芸課発行

9-048 文芸倶楽部 ブンゲイクラブ 2巻6編 明治29年5月10日 博文館

9-048 文芸倶楽部 ブンゲイクラブ 2巻9編 記載無し 記載無し 破損の為詳細不明
9-048 文芸倶楽部 ブンゲイクラブ 3巻2編 明治30年1月20日 博文館

9-048 文芸倶楽部 ブンゲイクラブ 4巻1編他 記載無し 記載無し 合本
9-048 文芸倶楽部 ブンゲイクラブ 4巻5編 明治31年4月10日 博文館

9-048 文芸倶楽部 ブンゲイクラブ 5巻8編 明治32年6月10日 博文館

9-048 文芸倶楽部 ブンゲイクラブ 6巻10編 明治33年7月20日 博文館

9-048 文芸倶楽部 ブンゲイクラブ 7巻1号 明治34年1月1日 博文館 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-048 文芸倶楽部 ブンゲイクラブ 7巻5号 明治34年4月1日 博文館

9-048 文芸倶楽部 ブンゲイクラブ 11巻10号 明治38年7月15日 博文館 定期増刊 花柳風俗誌
9-048 文芸倶楽部 ブンゲイクラブ 13巻19号 明治40年6月15日 博文館 創業二十周年記念増刊 ふた昔
9-048 文芸倶楽部 ブンゲイクラブ 19巻1号 大正2年1月1日 博文館

9-048 文芸倶楽部 ブンゲイクラブ 20巻5号 大正3年4月1日 博文館

9-061 文芸研究 ブンゲイケンキュウ 5集 昭和25年10月15日 日本文芸研究会

9-090 文芸研究 ブンゲイケンキュウ 6集 昭和26年1月25日 日本文芸研究会

9-090 文芸研究 ブンゲイケンキュウ 8集 昭和26年10月25日 日本文芸研究会

9-090 文芸研究 ブンゲイケンキュウ 9集 昭和27年3月15日 日本文芸研究会

9-090 文芸研究 ブンゲイケンキュウ 10集 昭和27年6月25日 日本文芸研究会                               2冊あり
9-090 文芸研究 ブンゲイケンキュウ 11集 昭和27年10月25日 日本文芸研究会                               2冊あり
9-090 文芸研究 ブンゲイケンキュウ 14集 昭和28年9月25日 日本文芸研究会

9-090 文芸研究 ブンゲイケンキュウ 15集 昭和28年12月25日 日本文芸研究会

9-090 文芸研究 ブンゲイケンキュウ 17集 昭和29年6月25日 日本文芸研究会

9-090 文芸研究 ブンゲイケンキュウ 19集 昭和30年2月25日 日本文芸研究会

9-090 文芸研究 ブンゲイケンキュウ 20集 昭和30年6月25日 日本文芸研究会

9-090 文芸研究 ブンゲイケンキュウ 22集 昭和31年2月25日 日本文芸研究会

9-090 文芸研究 ブンゲイケンキュウ 23集 昭和31年7月25日 日本文芸研究会
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9-090 文芸研究 ブンゲイケンキュウ 24集 昭和31年11月5日 日本文芸研究会

9-090 文芸研究 ブンゲイケンキュウ 26集 昭和32年7月25日 日本文芸研究会

9-090 文芸研究 ブンゲイケンキュウ 27集 昭和32年10月31日 日本文芸研究会

9-090 文芸研究 ブンゲイケンキュウ 36集 昭和35年10月25日 日本文芸研究会

9-060 文芸講演集 ブンゲイコウエンシュウ 　－ 明治39年9月4日 文禄堂

9-094 文藝講義 ブンゲイコウギ 1号 記載なし 記載なし

9-094 文藝講義 ブンゲイコウギ 2号 記載なし 記載なし

9-094 文藝講義 ブンゲイコウギ 3号 記載なし 記載なし

9-094 文藝講義 ブンゲイコウギ 4号 記載なし 記載なし

9-094 文藝講義 ブンゲイコウギ 5号 記載なし 記載なし

9-060 文芸公論 ブンゲイコウロン 1巻4号 昭和2年4月1日 文芸公論社

9-060 文芸公論 ブンゲイコウロン 1巻6号 昭和2年6月1日 文芸公論社

9-060 文芸公論 ブンゲイコウロン 2巻2号 昭和3年2月1日 文芸公論社

9-060 文芸公論 ブンゲイコウロン 1巻4号 総和24年9月1日 株式会社丹頂書房

9-076 文芸山脈 ブンゲイサンミャク 2号 昭和21年6月20日 北信書房

9-076 文芸時代 ブンゲイジダイ 1巻2号 昭和23年2月1日 株式会社新世代社

9-076 文芸時代 ブンゲイジダイ 1巻5号 昭和23年5月1日 株式会社新世代社

9-076 文芸時代 ブンゲイジダイ 1巻8号 昭和23年8月1日 株式会社新世代社

9-076 文芸時代 ブンゲイジダイ 1巻9号 昭和23年9月1日 株式会社新世代社

9-061 文芸時代 ブンゲイジダイ 2巻3号 昭和24年3月1日 新世代社

9-076 文芸時代 ブンゲイジダイ 6月号 昭和24年6月1日 株式会社新世代社

9-076 文芸思潮 ブンゲイシチョウ 6集 昭和15年12月15日 「文芸思潮」発行所

9-076 文芸思潮 ブンゲイシチョウ 7集 昭和16年6月1日 「荒地」発行所

0-060 文芸思潮研究会論集 ブンゲイシチョウケンキュウカイロンシュウ3号 1963年4月23日 二松学大学文芸思潮研究会

0-060 文芸思潮研究会論集 ブンゲイシチョウケンキュウカイロンシュウ4号 1964年4月 二松学大学文芸思潮研究会

9-076 文芸集団 ブンゲイシュウダン 1巻4号 昭和22年12月30日 東宝撮影所文芸集団

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 5巻4号 昭和12年4月1日 文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 12巻6号 昭和19年8月1日 文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 12巻7号 昭和19年9月1日 文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 12巻8号 昭和19年10月1日 文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 13巻2号 昭和20年11月1日 文芸首都社                               3冊あり
9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 13巻3号 昭和20年12月1日 文芸首都社 復刊2号　　3冊あり
9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 14巻1号 昭和21年1月1日 文芸首都社 復刊3号　　3冊あり
9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 14巻2号 昭和21年2月1日 文芸首都社 復刊4号　　2冊あり
9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 15巻4号 昭和22年9月1日 文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 16巻1号 昭和23年1月1日 新太陽社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 16巻3号 昭和23年3月1日 新太陽社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 16巻4号 昭和23年4月1日 新太陽社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 18巻9号 昭和25年9月1日 文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 20巻1号 昭和27年2月1日 文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 21巻4号 昭和28年4月1日 文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 21巻5号 昭和28年5月1日 文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 22巻8号 昭和29年8月1日 文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 24巻9号 昭和30年11月1日 記載無し

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 25巻3号 昭和31年3月1日 株式会社文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 25巻3号 昭和31年5月1日 株式会社文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 26巻4号 昭和32年4月1日 株式会社文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 26巻4号 昭和32年5月1日 株式会社文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 26巻11号 昭和32年11月1日 株式会社文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 26巻12号 昭和32年12月1日 株式会社文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 27巻10号 昭和33年10月1日 株式会社文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 27巻12号 昭和33年12月1日 株式会社文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 29巻5号 昭和35年5月1日 株式会社文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 29巻6号 昭和35年6月1日 株式会社文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 34巻4号 昭和39年4月1日 文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 35巻3号 昭和41年3月1日 文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 36巻6号 昭和42年6月1日 文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 37巻7号 昭和43年7月1日 文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 37巻11号 昭和43年11月1日 文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 38巻1号 昭和44年2月1日 文芸首都社

9-073 文芸首都 ブンゲイシュト 39巻1号 昭和45年1月25日 文芸首都社 終刊記念号　2冊あり
0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 不明 大正12年4月1日 春陽堂 第4巻　　　　　　表紙破損
0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 1年8号 大正12年8月1日 文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 3年9号 大正14年9月1日 文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 4年2号 大正15年2月1日 文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 4年7号 大正15年7月1日 文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 5年7号 昭和2年7月1日 文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 15年6号 昭和12年6月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 15年10号 昭和12年9月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 17巻1号 昭和14年1月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 19年6号 昭和16年6月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 19年10号 昭和16年10月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 19巻11号 昭和16年11月1日 株式会社文藝春秋社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 19巻12号 昭和16年12月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 20巻2号 昭和17年2月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 20巻4号 昭和17年4月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 20巻5号 昭和17年5月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 20巻6号 昭和17年6月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 20巻8号 昭和17年8月1日 株式会社文藝春秋社 P176以降破損
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0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 20巻9号 昭和17年9月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 20巻10号 昭和17年10月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 20巻11号 昭和17年11月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 21巻1号 昭和18年1月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 21巻8号 昭和18年8月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 21巻11号 昭和18年11月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 22巻4号 昭和19年4月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 22巻5号 昭和19年5月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 22巻6号 昭和19年6月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 22巻7号 昭和19年7月1日 株式会社文藝春秋社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 22巻8号 昭和19年8月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 22巻9号 昭和19年9月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 22巻10号 昭和19年10月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 22巻11号 昭和19年11月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 22巻12号 昭和19年12月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 23巻1号 昭和20年1月1日 株式会社文藝春秋社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 23巻3号 昭和20年3月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 23巻4号 昭和20年10月1日 株式会社文藝春秋社

0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 23巻5号 昭和20年11月1日 株式会社文藝春秋社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-021 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 23巻6号 昭和20年12月1日 株式会社文藝春秋社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 24巻1号 昭和21年1月1日 株式会社文藝春秋社 三冊あり
0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 24巻3号 昭和21年4月1日 株式会社文藝春秋社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 24巻4号 昭和21年6月1日 株式会社文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 24巻5号 昭和21年7月1日 株式会社文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 24巻6号 昭和21年8月1日 株式会社文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 24巻7号 昭和21年9月1日 株式会社文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 24巻8号 昭和21年10月1日 株式会社文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 24巻9号 昭和21年11月1日 株式会社文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 24巻10号 昭和21年12月1日 株式会社文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 25巻1号 昭和22年1月1日 株式会社文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 25巻2号 昭和22年3月1日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 25巻3号 昭和22年4月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 25巻4号 昭和22年5月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 25巻5号 昭和22年6月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 25巻6号 昭和22年7月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 25巻7号 昭和22年8月1日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 25巻8号 昭和22年9月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 25巻9号 昭和22年10月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 25巻10号 昭和22年11月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 25巻11号 昭和22年12月1日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 26巻1号 昭和23年1月1日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 26巻2号 昭和23年2月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 26巻3号 昭和23年3月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 26巻4号 昭和23年4月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 26巻5号 昭和23年5月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 26巻6号 昭和23年6月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 26巻7号 昭和23年7月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 26巻8号 昭和23年8月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 26巻9号 昭和23年9月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 26巻10号 昭和23年10月1日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 26巻11号 昭和23年11月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 26巻12号 昭和23年12月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 27巻1号 昭和24年1月1日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 27巻2号 昭和24年2月1日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 27巻3号 昭和24年3月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 27巻4号 昭和24年4月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 27巻5号 昭和24年5月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 27巻6号 昭和24年6月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 27巻7号 昭和24年7月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 27巻8号 昭和24年8月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 27巻9号 昭和24年9月1日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 27巻10号 昭和24年10月1日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 27巻11号 昭和24年11月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 27巻12号 昭和24年12月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 28巻1号 昭和25年1月1日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 28巻2号 昭和25年2月1日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 28巻3号 昭和25年3月1日 文藝春秋新社

0-025 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 28巻5号 昭和25年3月25日 文藝春秋新社 春の増刊　花見読本
0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 28巻4号 昭和25年4月1日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 28巻6号 昭和25年5月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 28巻7号 昭和25年6月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 28巻8号 昭和25年7月1日 文藝春秋新社

0-022 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 28巻13号 昭和25年10月1日 文藝春秋新社

0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 29巻4号 昭和26年3月1日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-025 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 29巻6号 昭和26年4月25日 文藝春秋新社 春の増刊　第2人物読本
0-025 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 29巻10号 昭和26年7月25日 文藝春秋新社 夏の増刊　涼風読本
0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 29巻12号 昭和26年9月1日 文藝春秋新社

0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 30巻4号 昭和27年3月1日 文藝春秋新社

0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 30巻5号 昭和27年4月1日 文藝春秋新社
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0-025
文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 30巻6号 昭和27年4月5日 文藝春秋新社 春の増刊　花見読本

表紙、P126以降破損
0-025 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 30巻12号 昭和27年8月5日 文藝春秋新社 夏の増刊　涼風読本
0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 30巻14号 昭和27年10月1日 文藝春秋新社

0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 30巻16号 昭和27年11月1日 文藝春秋新社

0-025 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 30巻18号 昭和27年12月5日 文藝春秋新社 臨時増刊　新聞・ラジオ読本
0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 31巻4号 昭和28年3月1日 文藝春秋新社

0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 31巻13号 昭和28年9月1日 文藝春秋新社

0-025 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 32巻6号 昭和29年4月5日 文藝春秋新社 春の増刊　各界スタア読本
0-025 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 32巻9号 昭和29年6月5日 文藝春秋新社 臨時増刊　秘録実話読本
0-025 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 32巻11号 昭和29年7月5日 文藝春秋新社 臨時増刊　昭和メモ
0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 32巻15号 昭和29年10月1日 文藝春秋新社

0-025
文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 32巻16号 昭和29年10月5日 文藝春秋新社 臨時増刊　読本・現在史

　　　　　　　　　　　2冊あり
0-025 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 32巻19号 昭和29年12月5日 文藝春秋新社 臨時増刊　漫画読本
0-025 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 33巻4号 昭和30年2月5日 文藝春秋新社 臨時増刊　漫画読本2
0-025 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 33巻6号 昭和30年3月5日 文藝春秋新社 臨時増刊　漫画読本3
0-025 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 33巻8号 昭和30年4月5日 文藝春秋新社 臨時増刊　読本・戦後十年史
0-025 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 33巻10号 昭和30年5月5日 文藝春秋新社 臨時増刊　漫画読本4
0-025 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 33巻12号 昭和30年6月5日 文藝春秋新社 臨時増刊　風雲人物読本
0-025 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 33巻14号 昭和30年7月5日 文藝春秋新社 臨時増刊　漫画読本5

0-025
文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 33巻16号 昭和30年8月5日 文藝春秋新社 臨時増刊　昭和の三十五大事件

　　　　　　　　　　　　　　　　2冊あ
0-025 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 33巻18号 昭和30年9月5日 文藝春秋新社 臨時増刊　漫画読本6
0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 33巻22号 昭和30年12月1日 文藝春秋新社

0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 34巻2号 昭和31年2月1日 文藝春秋新社

0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 34巻3号 昭和31年3月1日 文藝春秋新社

0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 34巻4号 昭和31年4月1日 文藝春秋新社

0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 34巻9号 昭和31年9月1日 文藝春秋新社

0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 36巻4号 昭和33年4月1日 文藝春秋新社

0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 36巻10号 昭和33年9月1日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 39巻1号 昭和36年1月1日 文藝春秋新社

0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 39巻5号 昭和36年5月1日 文藝春秋新社

0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 40巻3号 昭和37年3月1日 文藝春秋新社

0-023 文藝春秋 ブンゲイシュンジュウ 40巻9号 昭和37年9月1日 文藝春秋新社

9-060 文芸情報 ブンゲイジョウホウ 7巻13号 昭和16年7月5日 櫻華社出版部

9-061 文芸情報 ブンゲイジョウホウ 7巻14号 昭和16年7月20日 櫻華社出版部

9-060 文芸世紀 ブンゲイセイキ 3巻9号 昭和16年9月1日 文芸世紀社

9-060 文芸世紀 ブンゲイセイキ 8巻1号 昭和21年1月1日 文芸新誌社

9-062 文芸世界 ブンゲイセカイ 1巻2号 昭和21年7月15日 文芸世界社

9-062 文芸世界 ブンゲイセカイ 1巻3号 昭和21年11月5日 文芸世界社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-062 文芸世界 ブンゲイセカイ 2巻1号 昭和22年1月15日 文芸世界社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-062 文芸世界 ブンゲイセカイ 2巻2号 昭和22年3月15日 文芸世界社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-062 文芸世界 ブンゲイセカイ 2巻3号 昭和22年7月5日 文芸世界社

9-062 文芸世界 ブンゲイセカイ 2巻4号 昭和22年9月15日 文芸世界社

9-062 文芸世界 ブンゲイセカイ 3巻1号 昭和23年1月15日 文芸世界社

9-062 文芸世界 ブンゲイセカイ 3巻2号 昭和23年2月15日 文芸世界社

9-062 文芸世界 ブンゲイセカイ 3巻3号 昭和23年3月15日 文芸世界社

9-062 文芸世界 ブンゲイセカイ 3巻5号 昭和23年5月15日 文芸世界社

9-062 文芸世界 ブンゲイセカイ 3巻6号 昭和23年7月15日 文芸世界社

9-062 文芸世界 ブンゲイセカイ 3巻7号 昭和23年8月15日 文芸世界社

9-062 文芸世界 ブンゲイセカイ 4巻1号 昭和24年1月15日 文芸世界社

9-061 文芸戦線 ブンゲイセンセン 5巻5号 昭和3年5月1日 文芸戦線社

9-060 文芸創作養成講座 ブンゲイソウサクヨウセイコウザ2巻 記載無し 文芸と創作研究会

9-060 文芸丹頂 ブンゲイタンチョウ 1巻6号 昭和23年10月1日 株式会社丹頂書房

9-076 文芸丹頂 ブンゲイタンチョウ 1巻8号 昭和23年12月1日 株式会社丹頂書房

9-033 文芸知識事典 ブンゲイチシキジテン 　－ 昭和39年10月1日 株式会社講談社 群像10月特大号別冊付録　2冊
9-061 文芸通信 ブンゲイツウシン 3巻9号 昭和10年9月1日 文芸春秋社

9-076 文芸手帖 ブンゲイテチョウ 1巻5号 昭和32年2月1日 文芸手帖の会

9-094 文藝読本 ブンゲイドクホン 23集 1994年3月 記載なし

9-068 文藝読本 ブンゲイドクホン 　－ 記載なし 記載なし

9-094 文藝読本 ブンゲイドクホン 　－ 記載なし 記載なし 慶應義塾普通部と記載あり
9-060 文芸都市 ブンゲイトシ 15号 昭和4年5月1日 紀伊國屋書店

9-090 文芸と批評 ブンゲイトヒヒョウ 2号 昭和11年6月25日 早稲田大学国文学会

9-090 文芸と批評 ブンゲイトヒヒョウ 4号 昭和12年1月10日 早稲田大学国文学会

9-090 文芸と批評 ブンゲイトヒヒョウ 6号 昭和12年7月15日 早稲田大学国文学会

9-062 文芸日本 ブンゲイニホン 1年6号 昭和14年12月1日 文学と美術社

9-062 文芸日本 ブンゲイニホン 4年4号 昭和17年4月1日 文芸日本社

9-062 文芸日本 ブンゲイニホン 4年5号 昭和17年5月1日 文芸日本社

9-062 文芸日本 ブンゲイニホン 5年9号 昭和18年9月1日 文芸日本社

9-062 文芸日本 ブンゲイニホン 6年7号 昭和19年7月1日 文芸日本社

9-062 文芸日本 ブンゲイニホン 6年10号 昭和19年11月1日 文芸日本社

9-062 文芸日本 ブンゲイニホン 7年1号 昭和20年1月1日 文芸日本協会

9-062 文芸日本 ブンゲイニホン 7年2号 昭和20年2月1日 文芸日本協会

9-062 文芸日本 ブンゲイニホン 復刊5号 昭和28年5月1日 文芸日本社

9-069 文芸日本 ブンゲイニホン 復刊9号 昭和28年10月10日 文芸日本社

9-062 文芸日本 ブンゲイニホン 2巻9号 昭和29年11月1日 文芸日本社

9-062 文芸日本 ブンゲイニホン 2巻10号 昭和29年12月1日 文芸日本社

9-062 文芸日本 ブンゲイニホン 7巻4号 昭和34年4月1日 文芸日本社
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9-090 文芸之友 ブンゲイノトモ 　－ 明治27年3月25日 心声社

9-003 文藝汎論 ブンゲイハンロン 123号 昭和16年11月1日 文藝汎論社

9-003 文藝汎論 ブンゲイハンロン 137号 昭和18年1月1日 文藝汎論社

9-003 文藝汎論 ブンゲイハンロン 139号 昭和18年3月1日 文藝汎論社

9-003 文藝汎論 ブンゲイハンロン 145号 昭和18年9月1日 文藝汎論社

9-003 文藝汎論 ブンゲイハンロン 150号 昭和19年2月1日 文藝汎論社

9-061 文芸広場 ブンゲイヒロバ １巻4号 昭和28年8月1日 公済協会

9-069 文芸部雑誌 ブンゲイブザッシ 26号 昭和12年7月10日 東京高等学校文芸部

9-069 文芸部雑誌 ブンゲイブザッシ 29号 昭和14年1月5日 東京高等学校文芸部

0-076 文芸部雑誌 ブンゲイブザッシ 30号 昭和15年3月1日 東京高等学校校友会文芸部

9-076 文芸復興 ブンゲイフッコウ 3集 昭和31年6月20日 文芸復興社

9-076 文芸復興 ブンゲイフッコウ 6集 昭和32年8月15日 文芸復興社

9-076 文芸復興 ブンゲイフッコウ 9集 昭和33年6月25日 文芸復興社

9-076 文芸復興 ブンゲイフッコウ 10集 昭和33年10月15日 文芸復興社

9-076 文芸復興 ブンゲイフッコウ 22集 昭和37年8月25日 文芸復興社

9-076 文芸復興 ブンゲイフッコウ 23集 昭和37年12月20日 文芸復興社

9-061 文芸文化 ブンゲイブンカ 1巻3号 昭和13年9月1日 日本文学の会

9-061 文芸文化 ブンゲイブンカ 1巻4号 昭和13年10月1日 日本文学の会

9-061 文芸文化 ブンゲイブンカ 1巻5号 昭和13年11月1日 日本文学の会

9-061 文芸文化 ブンゲイブンカ 2巻4号 昭和14年4月1日 日本文学の会

9-061 文芸文化 ブンゲイブンカ 2巻11号 昭和14年11月1日 日本文学の会

9-061 文芸文化 ブンゲイブンカ 2巻12号 昭和14年12月1日 日本文学の会

9-061 文芸文化 ブンゲイブンカ 3巻9号 昭和15年9月1日 日本文学の会

9-061 文芸文化 ブンゲイブンカ 4巻4号 昭和16年4月1日 日本文学の会

9-061 文芸放談 ブンゲイホウダン 1巻3号 昭和9年1月1日 文芸放談社

9-062 文芸読物 ブンゲイヨミモノ 8巻6号 昭和24年7月1日 日比谷出版社

9-062 文芸読物 ブンゲイヨミモノ 9巻1号 昭和25年1月1日 日比谷出版社

9-062 文芸読物 ブンゲイヨミモノ 9巻2号 昭和25年2月1日 日比谷出版社

9-062 文芸読物 ブンゲイヨミモノ 9巻3号 昭和25年3月1日 日比谷出版社

9-061 文庫 ブンコ 3巻2号 昭和18年2月1日 三笠書房

9-061 文庫 ブンコ 3巻12号 昭和18年12月1日 三笠書房

0-006 文庫 ブンコ 4-1953 昭和28年4月10日 岩波文庫の会

0-006 文庫 ブンコ 4-1958 1958年4月1日 岩波文庫の会

0-006 文庫 ブンコ 5-1959 1958年5月1日 岩波文庫の会

0-006 文庫 ブンコ 6-1959 1959年6月1日 岩波文庫の会

0-006 文庫 ブンコ 9-1959 1959年9月1日 岩波文庫の会

0-006 文庫 ブンコ 10-1959 1959年10月1日 岩波文庫の会                               2冊あり
0-006 文庫 ブンコ 8-1960 1960年8月1日 岩波文庫の会

0-006 文庫 ブンコ 11-1960 1960年11月1日 岩波文庫の会

9-056 文士奇譚 ブンシキタン 　－ 明治38年4月20日 文光堂

9-061 文章往来 ブンショウオウライ 1巻4号 大正15年4月1日 春陽堂

9-062 文章倶楽部 ブンショウクラブ 5年10号 大正9年10月1日 新潮社

9-062 文章倶楽部 ブンショウクラブ 6年1号 大正10年1月1日 新潮社 表紙なし
9-062 文章倶楽部 ブンショウクラブ 6年12号 大正10年12月1日 新潮社

9-062 文章倶楽部 ブンショウクラブ 8年3号 大正12年3月1日 新潮社

9-062 文章倶楽部 ブンショウクラブ 8年9号 大正12年9月1日 新潮社

9-062 文章倶楽部 ブンショウクラブ 8年10号 大正12年10月1日 新潮社

9-062 文章倶楽部 ブンショウクラブ 9年5号 大正13年5月1日 新潮社

9-062 文章倶楽部 ブンショウクラブ 10年6号 大正14年6月1日 新潮社

9-062 文章倶楽部 ブンショウクラブ 11巻2号 大正15年2月1日 新潮社

9-062 文章倶楽部 ブンショウクラブ 12巻1号 大正16年1月1日 新潮社

9-062 文章倶楽部 ブンショウクラブ 12巻9号 昭和2年9月1日 新潮社 2冊あり
9-062 文章倶楽部 ブンショウクラブ 13巻1号 昭和3年1月1日 新潮社

9-062 文章倶楽部 ブンショウクラブ 2巻6号 昭和25年8月1日 文章倶楽部社

9-062 文章倶楽部 ブンショウクラブ 4巻7-8号 昭和27年7月1日 文章倶楽部社

9-062 文章倶楽部 ブンショウクラブ 5巻5-6号 昭和28年6月1日 文章倶楽部社

9-062 文章倶楽部 ブンショウクラブ 6巻32号 昭和29年2月1日 株式会社牧野書店

9-062 文章倶楽部 ブンショウクラブ 8巻3号 昭和31年3月1日 株式会社牧野書店

9-060 文章世界 ブンショウセカイ 7巻6号 明治45年5月13日 博文館

9-060 文章世界 ブンショウセカイ 8巻3号 大正2年3月1日 博文館

9-060 文章世界 ブンショウセカイ 10巻2号 大正4年2月1日 博文館

9-060 文章世界 ブンショウセカイ 11巻6号 大正5年6月1日 博文館

9-060 文章世界 ブンショウセカイ 12巻10号 大正6年10月1日 博文館

9-060 文章世界 ブンショウセカイ 5巻7号 大正9年7月1日 記載無し 97ページ以降紛失
9-060 文章世界 ブンショウセカイ 2巻3号 昭和22年12月25日 文章世界社

9-069 文章読本 ブンショウドクホン 　－ 昭和34年1月1日 中央公論社
「婦人公論」昭和34年1月号付録
三島由紀夫著

9-011 文人アルプス ブンジンアルプス 3-4合併号 昭和22年3月1日 文人アルプス社

9-060 文戦 ブンセン 1巻2号 昭和26年8月1日 文戦作家クラブ

0-063 文藻 ブンソウ 5巻12号 昭和33年11月14日 「文藻」編集部

9-060 文体 ブンタイ 2号 昭和23年6月10日 文体社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-060 文体 ブンタイ 3号 昭和23年12月20日 文体社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-060 文体 ブンタイ 4号 昭和24年7月10日 文体社

9-060 文壇 ブンダン 1巻4号 昭和22年9月1日 前田出版社

9-060 文壇 ブンダン 1巻6号 昭和22年12月1日 前田出版社

9-060 文壇 ブンダン 2巻5号 昭和23年6月1日 前田出版社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-063 文と詩 ブントシ 11巻1号 昭和17年4月5日 慶應義塾幼稚舎

9-019 文は人なり ブンハヒトナリ 2巻 昭和22年12月1日 「文は人なり」発行所

0-076 文武会々報 ブンブカイカイホウ 72号 大正3年6月15日 北海道帝国大学農科大学内文武会



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
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平成21年4月1日
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

0-076 文武会々報 ブンブカイカイホウ 86号 大正8年3月10日 北海道帝国大学農科大学内文武会

0-063 文武会雑誌 ブンブカイザッシ 35号 明治34年11月25日 文武会

0-063 文武会雑誌 ブンブカイザッシ 36号 明治35年1月27日 文武会

0-063 文武会雑誌 ブンブカイザッシ 37号 明治35年5月10日 文武会

0-063 文武会報 ブンブカイホウ 71号 大正3年3月20日 文武会

9-067 文渕 ブンブチ 7号 記載なし 文淵社

0-047 文明 ブンメイ 1巻2号 昭和21年3月1日 文明社

9-060 文明 ブンメイ 2巻3号 昭和22年4月20日 文明社

0-047 文明 ブンメイ 2巻4号 昭和22年7月1日 文明社

0-047 文明 ブンメイ 2巻6号 昭和22年9月1日 文明社

9-060 文明 ブンメイ 2巻8号 昭和22年11月1日 文明社

9-060 文明 ブンメイ 3巻2号 昭和23年2月1日 文明社

0-008 「文明」「花月」全38冊揃 ブンメイ カゲツ ゼン３８サツソロイ　－ 記載無し 世界文庫

0-047 文明評論 ブンメイヒョウロン 1巻7号 大正3年11月1日 文明評論社

9-068 文藻 ブンモ 11号 昭和33年5月1日 「文藻」編集部

9-061 文友雑誌 ブンユウザッシ 2集 明治22年3月5日 聚雪吟舘

0-076 平凡 ヘイボン 初秋号 昭和21年10月5日 合資会社凡人社

0-076 平凡 ヘイボン 5巻7号 昭和24年7月5日 合資会社凡人社

0-076 平凡 ヘイボン 5巻11号 昭和24年11月5日 合資会社凡人社

0-076 平凡 ヘイボン 5巻12号 昭和24年12月5日 合資会社凡人社

0-076 平凡 ヘイボン 6巻4号 昭和25年4月5日 合資会社凡人社

0-062 平凡 ヘイボン 14巻1号 昭和33年1月5日 平凡出版株式会社

0-075 平凡パンチ ヘイボンパンチ 1巻2号 昭和39年5月18日 平凡出版株式会社

0-075 HEIBONパンチDELUXE ヘイボンパンチデラックス1巻2号 昭和40年11月15日 平凡出版株式会社

0-075 HEIBONパンチDELUXE ヘイボンパンチデラックス4巻1号 昭和43年1月15日 平凡出版株式会社

9-059 平民之友 ヘイミンノトモ 17号-23号 明治30年2月1日 大阪平民舘本部 17号-23号合本
3-042 米露と戦って日本は勝つか ベイロトタタカッテニホンハカツカ　－ 昭和7年10月1日 新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-081 平和 ヘイワ 3巻23号 大正12年11月15日 平和社

0-047 平和 ヘイワ 4巻28号 大正13年8月1日 平和社

3-028 平和 ヘイワ 1952　2号 昭和27年8月1日 大月書店

3-028 平和 ヘイワ 2号 1952年8月1日 株式會社青木書店

3-028 平和 ヘイワ 3号 1952年9月1日 株式會社青木書店

3-028 平和 ヘイワ 4号 1952年10月1日 株式會社青木書店

3-028 平和 ヘイワ 6号 1952年11月1日 株式會社青木書店

3-028 平和 ヘイワ 7号 1952年12月1日 株式會社青木書店

3-028 平和 ヘイワ 8号 1953年1月1日 株式會社青木書店

3-028 平和 ヘイワ 9号 1953年2月1日 株式會社青木書店

3-028 平和 ヘイワ 10号 1953年3月1日 株式會社青木書店

3-028 平和 ヘイワ 11号 1953年4月1日 株式會社青木書店

3-028 平和 ヘイワ 13号 1953年5月1日 株式會社青木書店

3-028 平和 ヘイワ 14号 1953年6月1日 株式會社青木書店

3-028 平和 ヘイワ 16号 昭和28年9月1日 大月書店

3-028 平和 ヘイワ 19号 昭和28年12月1日 大月書店

3-028 平和 ヘイワ 21号 昭和29年2月1日 大月書店

3-028 平和 ヘイワ 22号 昭和29年4月1日 大月書店 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-028 平和 ヘイワ 39号 昭和30年8月1日 大月書店

3-028 平和 ヘイワ 41号 昭和30年10月1日 大月書店

3-028 平和　増刊 ヘイワ　ゾウカン 5号 1952年10月10日 株式會社青木書店 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-067 へうたん ヘウタン 7号 昭和16年9月10日 記載なし

9-067 へうたん ヘウタン 6号 記載なし 記載なし

6-003 ベーカーズ・フレンド ベーカーズ・フレンド 8巻7号 昭和26年9月20日 日本ベーカー協会

6-003 ベーカーズ・フレンド ベーカーズ・フレンド 7巻5号 昭和32年5月1日 日本ベーカー協会

7-021 ベースボール ベースボール 4巻9号 昭和8年9月1日 ベースボール社

7-021 ベースボール・マガジン ベースボール・マガジン 春場所相撲号 昭和25年1月15日 恒文社

7-021 ベースボール旬報 ベースボールシュンホウ1巻2号 昭和23年4月25日 ベースボール旬報社

7-021 ベースボール旬報 ベースボールシュンホウ1巻3号 昭和23年6月15日 ベースボール旬報社

7-021 ベースボールニュース ベースボールニュース 637号 昭和24年10月1日 日本体育週報社

7-021 ベースボールマガジン ベースボールマガジン 5巻2号 昭和24年2月1日 恒文社

7-021 ベースボールマガジン ベースボールマガジン 4巻15号 昭和24年12月1日 恒文社

7-021 ベースボールマガジン ベースボールマガジン 5巻1号 昭和25年1月1日 恒文社

7-021 ベースボールマガジン ベースボールマガジン 5巻6号 昭和25年6月1日 恒文社

7-021 ベースボールマガジン ベースボールマガジン 5巻10号 昭和25年9月1日 恒文社

7-021 ベースボールマガジン ベースボールマガジン 6巻4号 昭和26年4月1日 恒文社

7-021 ベースボールマガジン ベースボールマガジン 11巻12号 昭和31年10月15日 ベースボールマガジン社

9-069 べからずぶっく ベカラズブック 　－ 昭和8年1月1日 株式会社博文館 「新青年」14巻1号付録
9-019 碧 ヘキ 5号 大正12年6月15日 「碧」発行所

9-019 碧 ヘキ 17号 大正13年11月15日 「碧」発行所

0-070 北京近代科学図書館館栞 ペキンキンダイカガクトショカンカンカン5号 昭和13年12月10日 北京近代科学図書館

7-019 別冊CAMERA ベッサツカメラ 5集 昭和25年5月1日 株式会社アルス

0-075 別冊週刊サンケイ ベッサツシュウカンサンケイ17号 昭和33年6月25日 産業経済株式会社

3-021 別冊ジュリスト ベッサツジュリスト no.2 昭和40年3月1日 株式会社有斐閣

9-024 別冊小説新潮 ベッサツショウセツシンチョウ3巻5号 昭和24年4月15日 新潮社

9-024 別冊小説新潮 ベッサツショウセツシンチョウ3巻12号 昭和24年10月15日 新潮社

0-079 別冊新聞研究 ベッサツシンブンケンキュウ15号 昭和57年11月20日 社団法人日本新聞協会

0-027 別冊知性　　　現代の裏窓 ベッサツチセイゲンダイノウラマド2号 昭和31年9月10日 株式会社河出書房

9-059 別冊風雪 ベッサツフウセツ 2輯 昭和24年3月30日 風雪出版社

9-062 別冊文学の友 ベッサツブンガクノトモ 2集 昭和29年7月1日 人民文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-062 別冊文学の友 ベッサツブンガクノトモ 3集 昭和29年10月1日 人民文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-040 別冊文芸 ベッサツブンゲイ 12月号 昭和31年12月1日 河出書房 現代名作全集５　武者小路実篤

ヘ＊
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0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ1集 昭和21年2月1日 株式会社文藝春秋社 第24巻第2号
0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ2集 昭和22年4月1日 株式会社文藝春秋新社 背表紙破損
0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ4集 昭和22年10月1日 文藝春秋新社 第2巻第3号
0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ5集 昭和22年12月1日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ6集 昭和23年4月1日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ7号 昭和23年7月1日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ8号 昭和23年10月1日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ9号 昭和23年11月1日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ10号 昭和24年2月10日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ11号 昭和24年5月20日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ24号 昭和26年10月30日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ25号 昭和26年12月25日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ26号 昭和27年2月26日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ27号 昭和27年4月25日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ28号 昭和27年6月25日 文藝春秋新社 P244以降破損
0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ30号 昭和27年10月25日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ31号 昭和27年12月25日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ32号 昭和28年2月25日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ33号 昭和28年4月28日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ34号 昭和28年6月28日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ35号 昭和28年8月28日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ38号 昭和29年2月28日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ41号 昭和29年8月28日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ42号 昭和29年10月28日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ43号 昭和29年12月28日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ45号 昭和30年4月28日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ46号 昭和30年6月28日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ47号 昭和30年8月28日 文藝春秋新社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ48号 昭和30年10月28日 文藝春秋新社

0-024 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ50号 昭和31年3月28日 文藝春秋新社

0-025 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ71号 昭和35年3月28日 文藝春秋新社

0-025 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ85号 昭和38年9月15日 文藝春秋新社

0-025 別冊文藝春秋 ベッサツブンゲイシュンジュウ87号 昭和39年3月14日 文藝春秋新社

0-008 Health Record for Children ヘルスレコード　フォー　チュルドレン　－ 記載無し MARUZEN COMOANY                               2冊あり
0-047 ペン ペン 1巻3号 昭和11年12月1日 三笠書房

9-059 ペンギン ペンギン 2号 昭和26年2月1日 技術資料刊行社

3-040 変態資料 ヘンタイシリョウ 1巻2号 大正15年10月25日 文芸資料編集部

9-075 遍歴 ヘンレキ 2号 1964年11月25日 遍歴の会
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3-042 保安隊 ホアンタイ 70号 昭和29年2月1日 株式会社雄鶏社

9-011 母音 ボイン 2冊 昭和22年6月20日 母音発行所

9-011 母音 ボイン 3冊 昭和22年9月20日 母音発行所

9-011 母音 ボイン 4冊 昭和22年11月20日 母音社

9-011 母音 ボイン 2巻1号 昭和23年1月30日 母音社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-011 母音 ボイン 2巻2号 昭和23年4月1日 母音社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-011 母音 ボイン 2巻3号 昭和23年9月1日 母音社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-011 母音 ボイン 3巻1号 昭和24年2月28日 母音社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-011 鵬 ホウ 4月号 昭和21年3月1日 記載無し

9-011 鵬 ホウ 6号 昭和21年5月15日 記載無し

9-011 鵬 ホウ 7号-8号 昭和21年8月25日 燎原社

9-011 FOU ホウ 10号 昭和22年2月1日 燎原社

9-011 FOU ホウ 11号 昭和22年4月1日 燎原社

9-011 FOU ホウ 12号 昭和22年7月1日 燎原社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-011 FOU ホウ 13号 昭和22年10月1日 燎原社

9-011 FOU ホウ 14号 昭和22年12月1日 FOUクラブ

9-011 FOU ホウ 15号 昭和23年3月15日 FOUクラブ 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-011 FOU ホウ 16号 昭和23年7月1日 FOUクラブ

9-011 FOU ホウ 17号 昭和23年9月5日 FOUクラブ

3-021 法学セミナー ホウガクセミナー 77号 昭和37年8月1日 株式会社日本評論新社

3-021 法学セミナー ホウガクセミナー 80号 昭和37年11月1日 株式会社日本評論新社

3-021 法学セミナー ホウガクセミナー 81号 昭和37年12月1日 株式会社日本評論新社

9-059 望郷 ボウキョウ 5号 昭和23年2月10日 婦人文化社

9-090 方言 ホウゲン 3巻11号 昭和8年11月1日 春陽堂

9-094 方言誌 ホウゲンシ 7集 昭和8年6月17日 国学院大学方言研究会

9-066 冒険世界 ボウケンセカイ 2巻13号 明治42年11月1日 博文館

9-066 冒険世界 ボウケンセカイ 5巻1号 明治45年1月1日 博文館

9-066 冒険世界 ボウケンセカイ 10巻8号 大正6年8月1日 博文館

0-063 報国 ホウコク 19号 昭和17年12月20日 東京府立第六高等女子学校報国団

0-063 報国 ホウコク 20号 昭和19年1月20日 東京府立第六高等女子学校報国団

0-060 報国団誌 ホウコクダンシ 3号 昭和17年7月27日 水戸高等学校報国団

3-010 邦人一如 ホウジンイチニョ 4巻1号 昭和13年2月1日 邦人社

3-010 邦人一如 ホウジンイチニョ 4巻3号 昭和13年3月1日 邦人社

3-010 邦人一如 ホウジンイチニョ 4巻4号 昭和13年4月1日 邦人社

3-010 邦人一如 ホウジンイチニョ 4巻5号 昭和13年5月1日 邦人社

3-010 邦人一如 ホウジンイチニョ 4巻7号 昭和13年7月1日 邦人社

3-010 邦人一如 ホウジンイチニョ 4巻9号 昭和13年9月1日 邦人社

3-010 邦人一如 ホウジンイチニョ 4巻10号 昭和13年10月1日 邦人社

3-010 邦人一如 ホウジンイチニョ 4巻11号 昭和13年11月1日 邦人社

3-010 邦人一如 ホウジンイチニョ 4巻12号 昭和13年12月1日 邦人社

3-010 邦人一如 ホウジンイチニョ 5巻1号 昭和14年1月1日 邦人社

3-010 邦人一如 ホウジンイチニョ 5巻2号 昭和14年2月1日 邦人社

3-010 邦人一如 ホウジンイチニョ 5巻3号 昭和14年3月1日 邦人社

3-010 邦人一如 ホウジンイチニョ 5巻4号 昭和14年4月1日 邦人社

3-010 邦人一如 ホウジンイチニョ 5巻5号 昭和14年5月10日 邦人社

3-010 邦人一如 ホウジンイチニョ 5巻8号 昭和14年8月1日 邦人社

3-010 邦人一如 ホウジンイチニョ 5巻9号 昭和14年9月10日 邦人社

3-010 邦人一如 ホウジンイチニョ 5巻10号 昭和14年10月5日 邦人社

3-010 邦人一如 ホウジンイチニョ 5巻11号 昭和14年11月7日 邦人社

7-007 萠春 ホウシュン 84号 昭和35年10月25日 日本美術新報社

0-006 訪書 ホウショ 3集 昭和12年1月15日 訪書書局

0-063 鳳生 ホウセイ 3号 昭和10年11月25日 法政大学高等師範部

9-090
法政大学文学部紀要 日本
文学篇

ホウセイダイガクブンガクブキヨウ ニホンブンガクヘンno.2 1956年6月 法政大学文学部

9-094 法政文学 ホウセイブンガク 12月号 昭和9年12月1日 法政文学会

6-006 放送 ホウソウ 2巻12号 昭和17年12月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 5巻3号 昭和20年3月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 6巻1号 昭和21年1月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 6巻2号 昭和21年2月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 6巻3号 昭和21年4月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 6巻4号 昭和21年5月1日 株式会社日本放送出版協会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
6-006 放送 ホウソウ 6巻5号 昭和21年6月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 7巻9号 昭和22年11月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 8巻1号 昭和23年1月2日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 8巻4号 昭和23年5月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 8巻6号 昭和23年7月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 8巻7号 昭和23年8月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 8巻8号 昭和23年9月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 8巻10号 昭和23年11月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 8巻11号 昭和23年12月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 9巻1号 昭和24年1月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 9巻2号 昭和24年2月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 9巻3号 昭和24年3月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 9巻4号 昭和24年4月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 9巻5号 昭和24年5月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 9巻6号 昭和24年6月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 9巻7号 昭和24年7月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 9巻8号 昭和24年8月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 9巻9号 昭和24年9月1日 株式会社日本放送出版協会

ホ＊
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6-006 放送 ホウソウ 9巻10号 昭和24年10月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 9巻11号 昭和24年11月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 9巻12号 昭和24年12月1日 株式会社日本放送出版協会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
6-006 放送 ホウソウ 10巻1号 昭和25年1月1日 株式会社日本放送出版協会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
6-006 放送 ホウソウ 10巻2号 昭和25年2月1日 株式会社日本放送出版協会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
6-006 放送 ホウソウ 10巻3号 昭和25年3月1日 株式会社日本放送出版協会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
6-006 放送 ホウソウ 10巻4号 昭和25年4月1日 株式会社日本放送出版協会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
6-006 放送 ホウソウ 10巻5号 昭和25年5月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 10巻6号 昭和25年6月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 10巻7号 昭和25年7月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 10巻9号 昭和25年9月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 10巻10号 昭和25年10月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 10巻11号 昭和25年11月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 11巻1号 昭和26年1月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 11巻2号 昭和26年2月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 11巻3号 昭和26年3月1日 株式会社日本放送出版協会

6-006 放送 ホウソウ 11巻4号 昭和26年4月1日 株式会社日本放送出版協会

Ｇ-008 放送軍歌 ホウソウグンカ 1号 昭和12年9月5日 社団法人日本放送協社

Ｇ-008 放送軍歌 ホウソウグンカ 2号 昭和12年10月1日 社団法人日本放送協社

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ2号 昭和12年11月1日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ3号 昭和12年11月11日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ　－ 昭和12年11月16日 株式会社日本放送出版協会 特別号
6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ4号 昭和12年11月21日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ5号 昭和12年12月1日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ6号 昭和12年12月11日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ7号 昭和12年12月21日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ8号 昭和12年12月23日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ9号 昭和12年12月23日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ10号 昭和13年1月1日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ11号 昭和13年1月11日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ12号 昭和13年1月21日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ13号 昭和13年2月1日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ14号 昭和13年2月11日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ15号 昭和13年2月21日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ16号 昭和13年3月1日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ17号 昭和13年3月11日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ18号 昭和13年3月21日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ19号 昭和13年4月1日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ20号 昭和13年4月11日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ21号 昭和13年4月21日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ22号 昭和13年5月1日 株式会社日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 1巻2号 昭和21年7月1日 社団法人日本放送協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 1巻3号 昭和21年9月1日 社団法人日本放送協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 1巻4号 昭和21年11月30日 社団法人日本放送協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 5巻6号 昭和25年6月1日 日本放送協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 5巻7号 昭和25年7月1日 日本放送協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 5巻9号 昭和25年9月1日 日本放送協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 5巻10号 昭和25年10月1日 日本放送協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 5巻11号 昭和25年11月1日 日本放送協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 5巻12号 昭和25年12月1日 日本放送協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 6巻2号 昭和26年2月1日 日本放送協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 6巻3号 昭和26年3月1日 日本放送協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 6巻4号 昭和26年4月1日 日本放送協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 6巻5号 昭和26年5月1日 日本放送協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 6巻6号 昭和26年6月1日 日本放送協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 6巻7号 昭和26年7月1日 財団法人ラジオサービスセンター

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 6巻8号 昭和26年8月1日 財団法人ラジオサービスセンター

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 6巻10号 昭和26年10月1日 財団法人ラジオサービスセンター

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 6巻11号 昭和26年11月1日 財団法人ラジオサービスセンター

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 7巻1号 昭和27年1月1日 財団法人ラジオサービスセンター

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 7巻2号 昭和27年2月1日 財団法人ラジオサービスセンター

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 7巻3号 昭和27年3月1日 財団法人ラジオサービスセンター

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 7巻4号 昭和27年4月1日 財団法人ラジオサービスセンター

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 7巻5号 昭和27年5月1日 財団法人ラジオサービスセンター

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 7巻6号 昭和27年6月1日 財団法人ラジオサービスセンター

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 7巻7号 昭和27年7月1日 財団法人ラジオサービスセンター

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 7巻8号 昭和27年8月1日 財団法人ラジオサービスセンター

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 7巻9号 昭和27年9月1日 財団法人ラジオサービスセンター

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 7巻10号 昭和27年10月1日 財団法人ラジオサービスセンター

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 7巻12号 昭和27年12月1日 財団法人ラジオサービスセンター

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 8巻1号 昭和28年1月1日 財団法人ラジオサービスセンター

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 10巻11号 昭和30年11月1日 ラジオサービスセンター

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 12巻8号 昭和32年8月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 12巻9号 昭和32年9月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 12巻10号 昭和32年10月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 12巻11号 昭和32年11月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 12巻12号 昭和32年12月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 13巻2号 昭和33年2月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 13巻3号 昭和33年3月1日 日本放送出版協会
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6-007 放送文化 ホウソウブンカ 13巻5号 昭和33年5月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 13巻8号 昭和33年8月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 13巻9号 昭和33年9月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 13巻11号 昭和33年11月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 13巻12号 昭和33年12月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 14巻1号 昭和34年1月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 14巻3号 昭和34年3月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 14巻10号 昭和34年10月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 14巻11号 昭和34年11月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 14巻12号 昭和34年12月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 15巻3号 昭和35年3月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 15巻4号 昭和35年4月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 15巻5号 昭和35年5月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 15巻7号 昭和35年7月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 15巻9号 昭和35年9月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 15巻10号 昭和35年10月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 15巻11号 昭和35年11月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 15巻12号 昭和35年12月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 16巻3号 昭和36年3月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 16巻4号 昭和36年4月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 16巻5号 昭和36年5月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 16巻6号 昭和36年6月1日 日本放送出版協会

6-007 放送文化 ホウソウブンカ 18巻11号 昭和38年11月1日 日本放送出版協会

3-021 法の支配 ホウノシハイ 1962年5月　no.6 昭和37年5月31日 日本法律家協会

3-021 法律雑誌 ホウリツザッシ 207号 明治14年11月8日 時習社

3-021 法律雑誌 ホウリツザッシ 225号 明治15年2月13日 時習社

3-021 法律雑誌 ホウリツザッシ 226号 明治15年2月18日 時習社

3-021 法律雑誌 ホウリツザッシ 227号 明治15年2月23日 時習社

3-021 法律雑誌 ホウリツザッシ 228号 明治15年2月28日 時習社

3-021 法律時報 ホウリツジホウ 27巻4号 昭和30年4月1日 株式会社日本評論新社

3-021 法律時報 ホウリツジホウ 29巻6号 昭和32年6月1日 株式会社日本評論新社

3-021 法律時報 ホウリツジホウ 31巻12号 昭和34年11月1日 株式会社日本評論新社

3-021 法律時報 ホウリツジホウ 33巻5号 昭和36年5月1日 株式会社日本評論新社

3-021 法律時報　資料版 ホウリツジホウ　シリョウバンno.3 1961/1 昭和35年12月1日 株式会社日本評論新社

3-021 法律時報　資料版 ホウリツジホウ　シリョウバンno.7 1961/5 昭和36年5月1日 株式会社日本評論新社

3-021 法律時報　資料版 ホウリツジホウ　シリョウバンno.10 1961/７ 昭和36年7月1日 株式会社日本評論新社

3-022 法律時報総索引 ホウリツジホウソウサクイン創刊号-500号 昭和45年10月1日 日本評論社 法律時報42巻12号付録
3-021 法律新報 ホウリツシンポウ 728号 昭和21年5月1日 法律新報社

3-021 法律新報 ホウリツシンポウ 730号 昭和21年7月1日 株式會社法律新報社

3-021 法律新報 ホウリツシンポウ 731号 昭和21年8月1日 株式會社法律新報社

3-021 法律新報 ホウリツシンポウ 732号 昭和21年10月1日 株式會社法律新報社

3-021 法律新報 ホウリツシンポウ 733号 昭和21年12月1日 株式會社法律新報社

3-021 法律新報 ホウリツシンポウ 734号 昭和22年3月1日 株式會社法律新報社

3-021 法律日日 ホウリツニチニチ 92号 明治42年1月1日 法律日日社

3-021 法律日日 ホウリツニチニチ 94号 明治42年2月10日 法律日日社

3-021 法律日日 ホウリツニチニチ 95号 明治42年2月25日 法律日日社

3-021 法律日日 ホウリツニチニチ 96号 明治42年3月10日 法律日日社

3-021 法律日日 ホウリツニチニチ 97号 明治42年3月25日 法律日日社

3-021 法律日日 ホウリツニチニチ 98号 明治42年4月10日 法律日日社

3-021 法律文化 ホウリツブンカ 1巻3号 昭和21年9月1日 法律文化社

3-021 法律文化 ホウリツブンカ 1巻4号 昭和21年9月15日 法律文化社

3-021 法律文化 ホウリツブンカ 1巻5-6号 昭和21年10月15日 法律文化社

3-021 法律文化 ホウリツブンカ 1巻7-8号 昭和21年11月15日 法律文化社

3-021 法律文化 ホウリツブンカ 2巻1号 昭和22年1月15日 法律文化社

3-021 法律文化 ホウリツブンカ 2巻2号 昭和22年2月15日 法律文化社

9-059 豐輪 ホウリン no.7 1972年2月 民主文学同盟豐島支部

9-011 ポエトロア ポエトロア 2輯 昭和28年4月1日 ポエトロア社

9-011 ポエム ポエム 2号 昭和23年9月10日 東京新詩人社

7-021 ホームラン ホームラン 2巻1号 昭和22年1月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 2巻2号 昭和22年2月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 2巻3号 昭和22年3月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 2巻4号 昭和22年4月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 2巻5号 昭和22年5月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 2巻6号 昭和22年6月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 2巻7号 昭和22年7月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 2巻8号 昭和22年8月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 2巻9号 昭和22年9月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 2巻10号 昭和22年10月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 2巻11号 昭和22年11月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 2巻12号 昭和22年12月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 3巻1号 昭和23年1月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 3巻2号 昭和23年2月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 3巻3号 昭和23年3月1日 蒼穹社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-021 ホームラン ホームラン 3巻4号 昭和23年4月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 3巻5号 昭和23年5月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 3巻5号 昭和23年6月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 3巻7号 昭和23年7月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 8月号 昭和23年8月1日 蒼穹社

7-021 ホームラン ホームラン 9月号 昭和23年9月1日 蒼穹社
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7-021 ホームラン ホームラン 10号 昭和23年10月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 11号 昭和23年11月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 12号 昭和23年12月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 新年号 昭和24年1月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 2月号 昭和24年2月1日 ホームラン社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-021 ホームラン ホームラン 4巻3号 昭和24年3月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 4巻4号 昭和24年4月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 4巻5号 昭和24年5月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 4巻6号 昭和24年6月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 4巻7号 昭和24年7月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 4巻8号 昭和24年8月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 4巻9号 昭和24年9月1日 ホームラン社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-021 ホームラン ホームラン 4巻10号 昭和24年10月1日 ホームラン社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-021 ホームラン ホームラン 4巻11号 昭和24年11月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 4巻12号 昭和24年12月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 新年号 昭和25年1月1日 ホームラン社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-021 ホームラン ホームラン 5巻2号 昭和25年2月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 3月号 昭和25年3月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 5巻4号 昭和25年4月1日 ホームラン社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-021 ホームラン ホームラン 5巻3号 昭和25年5月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 5巻6号 昭和25年6月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 5巻3号 昭和25年7月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 5巻8号 昭和25年8月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 5巻9号 昭和25年9月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 5巻10号 昭和25年10月1日 ホームラン社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-021 ホームラン ホームラン 5巻11号 昭和25年11月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 5巻12号 昭和25年12月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 6巻1号 昭和26年1月1日 ホームラン社

7-021 ホームラン ホームラン 6巻2号 昭和26年1月2日 ホームラン社

9-067 北緯50度 ホクイゴジュウド 3号 記載なし 記載なし

9-069 北辰会雑誌 ホクシンカイザッシ 127号 昭和8年7月15日 第四高等学校北辰会

9-069 北辰会雑誌 ホクシンカイザッシ 128号 昭和8年12月23日 第四高等学校北辰会

9-069 北辰会雑誌 ホクシンカイザッシ 129号 昭和9年3月5日 第四高等学校北辰会

9-069 北辰会雑誌 ホクシンカイザッシ 133号 昭和10年12月5日 第四高等学校北辰会

9-069 北辰会雑誌 ホクシンカイザッシ 135号 昭和11年7月1日 第四高等学校北辰会

9-069 北辰会雑誌 ホクシンカイザッシ 136号 昭和11年12月12日 第四高等学校北辰会

9-069 北辰会雑誌 ホクシンカイザッシ 137号 昭和12年3月10日 第四高等学校北辰会

9-069 北大文学 ホクダイブンガク 14冊 昭和4年7月10日 北海道帝国大学文芸部 有島武郎追悼記念号
9-069 北大文学 ホクダイブンガク 36号 昭和13年4月20日 北海道帝国大学文芸部

4-007 保健同人 ホケンドウジン 3巻1号 昭和23年1月1日 保健同人社

4-007 保健と助産 ホケントジョサン 1巻2号 昭和22年2月1日 日本産婆会

9-015 菩薩 ボサツ 7巻1号 昭和22年1月5日 菩薩発行所

0-081 北海青年 ホッカイセイネン 2巻3号 昭和22年4月20日 北海青年社

0-081 北海青年 ホッカイセイネン 2巻4号 昭和22年5月25日 北海青年社

0-081 北海青年 ホッカイセイネン 2巻5号 昭和22年6月25日 北海青年社

0-081 北海青年 ホッカイセイネン 2巻6号 昭和22年7月25日 北海青年社

0-081 北海青年 ホッカイセイネン 2巻7号 昭和22年8月25日 北海青年社

0-081 北海青年 ホッカイセイネン 2巻8号 昭和22年9月25日 北海青年社

0-081 北海青年 ホッカイセイネン 2巻9号 昭和22年10月25日 北海青年社

0-081 北海青年 ホッカイセイネン 2巻10号 昭和22年11月25日 北海青年社

0-081 北海青年 ホッカイセイネン 2巻11号 昭和22年12月20日 北海青年社

0-060
北海道庁立小樽中学校校友
会会誌

ホッカイドウチョウリツオタルチュウガッコウコウユウカイカイシ32号 昭和11年3月2日 北海道庁立小樽中学校校友会

0-081 北海道文学 ホッカイドウブンガク 5巻7号 昭和17年6月27日 北海道文学社

9-003 北方詩人 ホッポウシジン 2巻7号 昭和3年8月1日 北方詩人会

0-081 北方風物 ホッポウフウブツ 1巻9号 昭和21年9月10日 北日本社

0-081 北方文芸 ホッポウブンゲイ 5輯 昭和17年9月20日 北海道文芸協会

9-019 ホトトギス ホトトギス 100号 明治38年4月1日 俳書堂

9-019 ホトトギス ホトトギス 32巻4号 昭和4年1月1日 ほととぎす発行所

9-019 ホトトギス ホトトギス 33巻1号 昭和4年10月1日 ほととぎす発行所

9-019 ホトトギス ホトトギス 33巻3号 昭和4年12月1日 ほととぎす発行所

9-019 ホトトギス ホトトギス 33巻7号 昭和5年4月1日 ほととぎす発行所

9-019 ホトトギス ホトトギス 35巻8号 昭和7年5月1日 ほととぎす発行所

9-019 ホトトギス ホトトギス 37巻6号 昭和9年3月1日 ほととぎす発行所

9-019 ホトトギス ホトトギス 47巻4号 昭和19年1月1日 ほととぎす発行所

9-019 ホトトギス ホトトギス 47巻8号 昭和19年5月1日 ほととぎす発行所

9-019 ホトトギス ホトトギス 47巻9号 昭和19年6月1日 ほととぎす発行所

9-019 ホトトギス ホトトギス 47巻10号 昭和19年7月1日 ほととぎす発行所

9-019 ホトトギス ホトトギス 47巻12号 昭和19年9月1日 ほととぎす発行所

9-019 ホトトギス ホトトギス 49巻8号 昭和21年8月1日 ほととぎす発行所

9-019 ホトトギス ホトトギス 50巻8号 昭和22年8月1日 ほととぎす発行所

9-075 炎 ホノオ 3巻1号 昭和16年6月30日 炎社

0-061 ホノホ ホノホ 3巻4号 明治40年4月1日 読売新聞日就社

5-011 POPULAR SCIENCE ポピュラーサイエンス 15号 昭和24年1月15日 イヴニング・スター社

5-010 POPULAR SCIENCE ポピュラーサイエンス 3巻15号 昭和24年1月15日 イヴニング・スター社

5-011 POPULAR SCIENCE ポピュラーサイエンス 3巻18号 昭和24年4月15日 イヴニング・スター社

9-007 幌馬車 ホロバシャ 37集 昭和21年8月18日 幌馬車詩人社

9-007 幌馬車 ホロバシャ 38集 昭和21年12月30日 幌馬車詩人社

9-011 幌馬車 ホロバシャ 14巻1号 昭和23年1月1日 幌馬車詩人社
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9-007 幌馬車 ホロバシャ 14巻5号 昭和23年6月1日 幌馬車詩人社 裏表紙破損
0-006 本 ホン　１０　 no.10 昭和39年12月20日 麦書房

0-006 本 ホン　２　 no.2 昭和39年3月20日 麦書房

0-006 本 ホン　３　 no.3 昭和39年4月20日 麦書房

0-006 本 ホン　４　 no.4 昭和39年5月20日 麦書房

0-006 本 ホン　６　 no.6 昭和39年7月20日 麦書房

0-006 本 ホン　９　 no.9 昭和39年10月20日 麦書房

9-069 本・他三篇 ホン・ホカサンヘン 　－ 昭和8年7月20日 橘書店

2-003 本堂雑誌 ホンドウザッシ 12巻2号 昭和10年2月1日 木堂雑誌発行所

0-008 本の饗宴 ホンノキョウエン 　－ 昭和36年12月10日 医学書院

0-006 本の手帖 ホンノテチョウ 3号 昭和36年5月1日 昭森社

0-006 本の手帖 ホンノテチョウ 5号 昭和36年7月1日 昭森社

0-006 本の手帖 ホンノテチョウ 6号 昭和36年8月1日 昭森社

0-006 本の手帖 ホンノテチョウ 7号 昭和36年9月1日 昭森社

0-006 本の手帖 ホンノテチョウ 8号 昭和36年10月1日 昭森社

0-006 本の手帖 ホンノテチョウ 9号 昭和36年11月1日 昭森社

0-006 本の手帖 ホンノテチョウ 2巻8号 昭和37年9月1日 昭森社

0-006 本の手帖 ホンノテチョウ 2巻9号 昭和37年11月1日 昭森社

0-006 本の手帖 ホンノテチョウ 3巻2号 昭和38年4月1日 昭森社

0-006 本の手帖 ホンノテチョウ 3巻3号 昭和38年5月1日 昭森社

0-006 本の手帖 ホンノテチョウ 3巻5号 昭和38年7月1日 昭森社

0-006 本の手帖 ホンノテチョウ 5巻5号 昭和40年7月1日 昭森社

0-006 本の手帖 ホンノテチョウ 5巻6号 昭和40年8月1日 昭森社

0-006 本の手帖 ホンノテチョウ 5巻7号 昭和40年9月1日 昭森社

3-023 本邦財界情勢 ホンポウザイカイジョウセイ198号 昭和2年12月16日 財團法人三菱經濟研究所

0-007 マイクロ版近代文学館 マイクロバンキンダイブンガクカン４シンショウセツ4 記載無し 日本近代文学館

0-007
マイクロフィルム版江戸幕府
刊行物集成

マイクロフィルムバンエドバクフカンコウブツシュウセイ　－ 記載無し 雄松堂フィルム出版（有）・（株）雄松堂書店

0-081 舞鶴文芸 マイヅルブンゲイ 8号 昭和22年1月1日 舞鶴文芸新聞社

7-016 毎日グラフ マイニチグラフ 3年1号 昭和25年1月1日 毎日新聞社

7-016 毎日グラフ マイニチグラフ 3年2号 昭和25年1月15日 毎日新聞社

7-016 毎日グラフ マイニチグラフ 5年1号 昭和27年1月1日 毎日新聞社

7-016 毎日グラフ マイニチグラフ 5年16号 昭和27年6月1日 毎日新聞社

7-016 毎日グラフ マイニチグラフ 5年34号 昭和27年12月1日 毎日新聞社

7-016 毎日グラフ マイニチグラフ 6年34号 昭和28年9月16日 毎日新聞社

7-016 毎日グラフ マイニチグラフ 11年18号 昭和33年5月4日 毎日新聞社

7-016 毎日グラフ マイニチグラフ 11年50号 昭和33年12月7日 毎日新聞社

7-016 毎日グラフ マイニチグラフ 12年2号 昭和34年1月11日 毎日新聞社

7-016 毎日グラフ マイニチグラフ 12年15号 昭和34年4月5日 毎日新聞社

7-016 毎日グラフ マイニチグラフ 12年17号 昭和34年4月19日 毎日新聞社

7-016 毎日グラフ マイニチグラフ 12年18号 昭和34年4月26日 毎日新聞社

7-016 毎日グラフ マイニチグラフ 12年19号 昭和34年5月3日 毎日新聞社

7-016 毎日グラフ マイニチグラフ 17年9号 昭和39年3月8日 毎日新聞社

7-016 毎日グラフ マイニチグラフ 17年10号 昭和39年3月15日 毎日新聞社

7-016 毎日グラフ マイニチグラフ 17年21号 昭和39年5月31日 毎日新聞社

7-016 毎日グラフ別冊 マイニチグラフベッサツ 5号 昭和40年8月1日 毎日新聞社
日本の戦歴　「満州事変から太
平洋戦争まで　秘められた20年
の戦場写真集」

7-016 毎日グラフ臨時増刊 マイニチグラフリンジゾウカン皇太子御婚約特別号昭和33年12月1日 毎日新聞社

0-048 毎日情報 マイニチジョウホウ 6巻8号 昭和26年8月1日 毎日新聞社

9-011 鱒 マス 2号 昭和22年3月1日 赤絵書房

9-011 鱒 マス 3号 昭和22年9月1日 赤絵書房

9-011 鱒 マス 5号 昭和22年12月15日 赤絵書房

2-006
マダガスカル島地名索引‐コ
モール（コモロ）諸島ヲ含ム‐

マダガスカルトウチメイサクイン‐コモール（コモロ）ショトウヲフクム193号 昭和18年9月25日 財団法人南洋経済研究所出版部

2-006 マダガスカル要覧 マダガスカルヨウラン 48号 昭和17年9月15日 財団法人南洋経済研究所出版部

0-059 眞玉 マタマ 11号 昭和12年3月21日 兵庫県明石女子師範学校校友会

0-081 まち マチ 1巻3号 昭和25年1月20日 北辰文庫

9-012 街歌 マチウタ 12月号 昭和8年12月8日 シャンス歌会

0-059 松潮 マツシオ 2号 昭和24年8月1日 兼松株式会社　東京支店

0-059 松潮 マツシオ 3号 昭和25年 兼松株式会社　東京支店

0-059 松潮 マツシオ 4号 昭和25年9月5日 兼松株式会社　東京支店

0-059 松潮 マツシオ 5号 昭和26年5月1日 兼松株式会社　東京支店

0-070 松下電器月報 マツシタデンキゲッポウ 48号 昭和10年2月5日 松下電器製作所

7-016 マッセズ マッセズ 2号 昭和22年4月10日 文化社

7-016 マッセズ マッセズ 4号 昭和22年10月20日 文化社

7-016 マッセズ マッセズ 5号 昭和22年12月1日 文化社

4-005 松虫 マツムシ 3巻4号 昭和24年7月30日 北方出版所

9-011 魔法 マホウ 1巻2号 昭和23年3月2日 原地社

9-011 魔法 マホウ 1巻3号 昭和23年8月1日 原地社

9-011 魔法 マホウ 1巻4号 昭和23年12月1日 原地社

9-011 魔法 マホウ 6号 昭和24年10月5日 原地社

9-011 魔法 マホウ 7号 昭和25年2月25日 山雅房

9-011 魔法の会 マホウノカイ 昭和39年10月1日号昭和39年10月1日 ニッポン深夜放送内魔法の会

9-011 魔法の会 マホウノカイ 昭和39年11月1日号昭和39年11月1日 ニッポン深夜放送内魔法の会

3-042 丸 マル 11巻4号 昭和33年3月1日 株式会社潮書房

9-063
マルクス・レーニン主義藝術
学研究

マルクス・レーニンシュギゲイジュツガクケンキュウ1集 昭和7年8月1日 藝術学研究会 改題1集
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高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
（平成26年10月2日改定）
学習院女子大学図書館

箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-063
マルクス・レーニン主義藝術
学研究

マルクス・レーニンシュギゲイジュツガクケンキュウ2集 昭和7年11月30日 記載なし 改題2集

3-017 マルクス主義 マルクスシュギ 2巻1号 大正14年1月1日 マルクス協会

3-017 マルクス主義 マルクスシュギ 2巻2号 大正14年2月1日 マルクス協会 表紙不綴
3-017 マルクス主義 マルクスシュギ 2巻3号 大正14年3月1日 マルクス協会

3-017 マルクス主義 マルクスシュギ 2巻4号 大正14年4月1日 マルクス協会

3-017 マルクス主義 マルクスシュギ 2巻5号 大正14年5月1日 マルクス協会

3-017 マルクス主義 マルクスシュギ 5巻4号 大正15年1月1日 佐野文夫

3-017 マルクス主義 マルクスシュギ 51号 昭和3年8月5日 希望閣

3-017 マルクス主義 マルクスシュギ 54号 昭和4年2月1日 希望閣

3-017 マルクスレーニン主義研究 マルクスレーニンシュギケンキュウ2号 昭和29年5月1日 靑木書店

3-017 マルクスレーニン主義研究 マルクスレーニンシュギケンキュウ3号 昭和29年11月1日 靑木書店

3-003 漫画 マンガ 12巻7号 昭和19年7月1日 合資會社漫画社

3-002 漫画 マンガ 16巻3号 昭和23年3月1日 株式會社漫画社

0-060 萬年会報告 マンネンカイホウコク 　－ 明治32年3月30日 萬年会

9-015 萬歴 マンレキ 　－ 昭和22年3月1日 萬歴会

9-015 萬歴 マンレキ 1巻4号 昭和22年5月1日 萬歴会

9-015 萬歴 マンレキ 1巻5号 昭和22年7月1日 萬歴会

9-011 三重詩人 ミエシジン 1巻2号 昭和26年1月20日 三重詩話会

0-081 三重詩人 ミエシジン 2巻2号 昭和26年5月1日 三重詩話会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-081 三重詩人 ミエシジン 2巻4号 昭和26年7月1日 三重詩話会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-015 三河アララギ会会報 ミカワアララギカイカイホウ昭和21年5月号 記載無し 記載無し 奥付なし
0-081 三河レポート ミカワレポート 2巻2号 昭和24年2月10日 三河レポート社

0-081 三河レポート ミカワレポート 11月号 昭和24年10月25日 三河レポート社

0-081 三河レポート ミカワレポート 12月号 昭和24年12月5日 三河レポート社

9-065 ミクニノコドモ ミクニノコドモ 15輯5編 昭和17年7月27日 日本保育館

9-065 ミクニノコドモ ミクニノコドモ 15輯6編 昭和17年8月27日 日本保育館

9-065 ミクニノコドモ ミクニノコドモ 15輯7編 昭和17年9月27日 日本保育館

9-065 ミクニノコドモ ミクニノコドモ 15輯10編 昭和17年12月27日 日本保育館

9-065 ミクニノコドモ ミクニノコドモ 15輯11編 昭和18年1月27日 日本保育館

9-091 水甕 ミズカメ 51巻3号 昭和39年3月1日 水甕社

9-017 水砧 ミズギヌタ 1巻2号 昭和16年8月25日 朝鮮俳句作家協会

9-017 水砧 ミズギヌタ 1巻3号 昭和16年9月25日 朝鮮俳句作家協会

9-017 水砧 ミズギヌタ 1巻4号 昭和16年10月25日 朝鮮俳句作家協会

9-017 水砧 ミズギヌタ 1巻5号 昭和16年11月1日 朝鮮俳句作家協会

9-017 水砧 ミズギヌタ 1巻6号 昭和16年12月1日 朝鮮俳句作家協会

9-017 水砧 ミズギヌタ 1巻9号 昭和17年3月1日 朝鮮俳句作家協会

9-017 水砧 ミズギヌタ 1巻10号 昭和17年4月1日 朝鮮俳句作家協会

9-017 水砧 ミズギヌタ 1巻11号 昭和17年5月1日 朝鮮俳句作家協会

9-017 水砧 ミズギヌタ 2巻1号 昭和17年7月1日 朝鮮俳句作家協会

9-017 水砧 ミズギヌタ 2巻3号 昭和17年9月1日 朝鮮俳句作家協会

9-017 水砧 ミズギヌタ 2巻8号 昭和18年2月1日 朝鮮俳句作家協会

9-017 水砧 ミズギヌタ 2巻12号 昭和18年6月1日 朝鮮文人報國会俳句部会

9-017 水砧 ミズギヌタ 3巻1号 昭和18年7月1日 朝鮮文人報國会俳句部会

9-017 水砧 ミズギヌタ 3巻3号 昭和18年9月1日 朝鮮文人報國会俳句部会

9-017 水砧 ミズギヌタ 3巻4号 昭和18年10月1日 朝鮮文人報國会俳句部会

9-017 水砧 ミズギヌタ 3巻5号 昭和18年11月1日 朝鮮文人報國会俳句部会

9-017 水砧 ミズギヌタ 3巻12号 昭和19年6月1日 朝鮮文人報國会俳句部会

0-007 みすず１１ ミスズ１１ 11号 昭和35年2月1日 株式会社みすず書房

0-007 みすず１３ ミスズ１３ 13号 昭和35年4月1日 株式会社みすず書房

0-007 みすず１５ ミスズ１５ 15号 昭和35年6月1日 株式会社みすず書房

0-007 みすず１６ ミスズ１６ 16号 昭和35年7月1日 株式会社みすず書房

0-007 みすず１８ ミスズ１８ 18号 昭和35年9月1日 株式会社みすず書房

0-007 みすず２ ミスズ２ 2号 昭和34年5月1日 株式会社みすず書房

0-007 みすず２２ ミスズ２２ 22号 昭和36年1月1日 株式会社みすず書房

0-007 みすず２３ ミスズ２３ 23号 昭和36年2月1日 株式会社みすず書房

0-007 みすず２４ ミスズ２４ 24号 昭和36年3月1日 株式会社みすず書房                               2冊あり
0-007 みすず２５ ミスズ２５ 25号 昭和36年4月1日 株式会社みすず書房

0-007 みすず２６ ミスズ２６ 26号 昭和36年5月1日 株式会社みすず書房

0-007 みすず３ ミスズ３ 3号 昭和34年6月1日 株式会社みすず書房

0-007 みすず３３ ミスズ３３ 33号 昭和36年12月1日 株式会社みすず書房

0-007 みすず４ ミスズ４ 4号 昭和34年7月1日 株式会社みすず書房

0-007 みすず５ ミスズ５ 5号 昭和34年8月1日 株式会社みすず書房

0-007 みすず６ ミスズ６ 6号 昭和34年9月1日 株式会社みすず書房

0-007 みすず７ ミスズ７ 7号 昭和34年10月1日 株式会社みすず書房

0-007 みすず８ ミスズ８ 8号 昭和34年11月1日 株式会社みすず書房

0-007 みすず９ ミスズ９ 9号 昭和34年12月1日 株式会社みすず書房

3-010 瑞穂倶楽部機関紙　2600 ミズホクラブキカンシ　2600　－ 昭和13年8月30日 自衞社

0-059 三田学会雑誌 ミタガッカイザッシ 39巻1号 昭和21年7月1日 慶応大学経済学会

0-059 三田学会雑誌 ミタガッカイザッシ 39巻3号 昭和21年9月1日 慶応大学経済学会

0-079
三田新聞臨時増刊「日本資
本主義社会をめぐる諸問題」

ミタシンブンリンジゾウカン「ニホンシホンシュギシャカイヲメグルショモンダイ」585号 1948年2月29日 三田新聞学会

0-060 三田評論 ミタヒョウロン 631号 昭和36年10月1日 慶応義塾

9-050 三田文学 ミタブンガク 7巻8号 大正5年8月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 6巻12号 昭和6年12月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 8巻4号 昭和8年4月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 8巻12号 昭和8年12月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 10巻5号 昭和10年5月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 11巻9号 昭和11年9月1日 三田文学会
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9-050 三田文学 ミタブンガク 13巻1号 昭和13年1月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 13巻12号 昭和13年12月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 14巻3号 昭和14年3月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 15巻11号 昭和15年1月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 17巻7号 昭和17年7月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 17巻9号 昭和17年9月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 18巻2号 昭和18年2月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 18巻4号 昭和18年4月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 18巻8号 昭和18年8月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 18巻10号 昭和18年10月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 19巻2号 昭和19年2月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 19巻4号 昭和19年4月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 19巻7号 昭和19年9月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 19巻8号 昭和19年10月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 20巻1号 昭和21年1月1日 三田文学会 復活号　2冊あり
9-050 三田文学 ミタブンガク 20巻2号 昭和21年2月1日 三田文学会 復活2号
9-050 三田文学 ミタブンガク 20巻3号 昭和21年3月1日 三田文学会 復活3号
9-050 三田文学 ミタブンガク 20巻5号 昭和21年6月1日 三田文学会 復活5号
9-050 三田文学 ミタブンガク 20巻6号 昭和21年8月1日 三田文学会 復活6号 2冊あり
9-050 三田文学 ミタブンガク 20巻7号 昭和21年9月1日 三田文学会 復活7号
9-050 三田文学 ミタブンガク 22巻10号 昭和23年11月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 24巻10号 昭和24年11月1日 能楽書林

9-050 三田文学 ミタブンガク 25巻5号 昭和25年5月1日 能楽書林

9-050 三田文学 ミタブンガク 41巻2号 昭和26年6月1日 株式会社酣燈社 復刊2号
9-050 三田文学 ミタブンガク 41巻3号 昭和26年7月1日 株式会社酣燈社 復刊3号
9-050 三田文学 ミタブンガク 41巻5号 昭和26年9月1日 株式会社酣燈社 復刊5号　2冊あり
9-050 三田文学 ミタブンガク 41巻6号 昭和26年10月1日 株式会社酣燈社 復刊6号
9-050 三田文学 ミタブンガク 41巻7号 昭和26年11月1日 株式会社酣燈社 復刊7号　2冊あり
9-050 三田文学 ミタブンガク 41巻8号 昭和26年12月1日 株式会社酣燈社 復刊8号
9-050 三田文学 ミタブンガク 42巻3号 昭和27年5月1日 株式会社酣燈社

9-050 三田文学 ミタブンガク 43巻6号 昭和28年8月1日 株式会社酣燈社

9-050 三田文学 ミタブンガク 44巻5号 昭和28年10月1日 三田文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-050 三田文学 ミタブンガク 43巻10号 昭和28年12月1日 株式会社酣燈社

9-050 三田文学 ミタブンガク 44巻2号 昭和29年3月1日 株式会社酣燈社

9-050 三田文学 ミタブンガク 45巻7号 昭和30年7月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 45巻8号 昭和30年8月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 46巻3号 昭和31年3月1日 三田文学会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-050 三田文学 ミタブンガク 47巻4号 昭和32年4月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 48巻1号 昭和33年6月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 48巻4号 昭和33年10月1日 三田文学会

9-069 三田文学 ミタブンガク 49巻2号 昭和34年2月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 49巻4号 昭和34年5月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 49巻5号 昭和34年6月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 49巻7号 昭和34年8月1日 三田文学会 裏表紙なし
9-050 三田文学 ミタブンガク 49巻10号 昭和34年11月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 50巻3号 昭和35年3月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 50巻4号 昭和35年4月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 50巻5号 昭和35年5月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 50巻6号 昭和35年6月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 50巻9号 昭和35年9月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 51巻1号 昭和36年1月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 51巻10号 昭和36年10月1日 三田文学会

9-050 三田文学 ミタブンガク 51巻11号 昭和36年11月1日 三田文学会

9-074 迪 ミチ 2集 昭和16年8月15日 迪発行所

9-074 迪 ミチ 4集 昭和16年10月20日 迪社

9-074 迪 ミチ 5集 昭和16年11月30日 迪社

9-074 迪 ミチ 6集 昭和17年1月1日 迪社

9-074 迪 ミチ 7集 昭和17年2月25日 迪社

9-074 迪 ミチ 8集 昭和17年4月25日 迪社

9-074 迪 ミチ 9集 昭和17年7月10日 迪社

9-074 迪 ミチ 11集 昭和17年12月1日 迪社

9-074 迪 ミチ 12集 昭和18年3月25日 迪社

9-074 迪 ミチ 13集 昭和18年9月20日 迪社

7-007 みづゑ ミヅエ 379号 昭和11年9月3日 春鳥会

7-007 みづゑ ミヅエ 398号 昭和13年4月3日 春鳥会

7-007 みづゑ ミヅエ 422号 昭和15年1月3日 春鳥会

7-007 みづゑ ミヅエ 434号 昭和16年1月3日 春鳥会

7-007 みづゑ ミヅエ 436号 昭和16年3月3日 春鳥会

7-007 みづゑ ミヅエ 437号 昭和16年4月3日 春鳥会

7-007 みづゑ ミヅエ 440号 昭和16年6月3日 春鳥会

7-007 みづゑ ミヅエ 482号 昭和21年9月3日 日本美術出版株式会社

7-007 みづゑ ミヅエ 494号 昭和21年10月3日 日本美術出版株式会社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-007 みづゑ ミヅエ 495号 昭和21年11月3日 日本美術出版株式会社

7-007 みづゑ ミヅエ 531号 昭和23年7月3日 株式会社美術出版社

7-007 みづゑ ミヅエ 629号 昭和25年9月3日 株式会社美術出版社

7-007 みづゑ ミヅエ no.565 昭和27年9月3日 美術出版社

7-008 ミッキーマウスの名探偵 ミッキーマウスノメイタンテイ1集 昭和24年12月17日 日本国際出版社

0-060 みつびし ミツビシ no.166 昭和54年8月1日 三菱広報委員会

0-060 みつびし ミツビシ no.171 昭和55年1月1日 三菱広報委員会 裏表紙紛失



高橋新太郎文庫所蔵リスト（一般資料）
（タイトルの50音順）

平成21年4月1日
（平成26年10月2日改定）
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

0-060 みつびし ミツビシ no.173 昭和55年3月1日 三菱広報委員会

9-011 未踏 ミトウ 3号 昭和25年5月1日 未踏クラブ

0-060 みどり ミドリ 3号 昭和30年3月 専修大学女子会

0-063 緑会雑誌 ミドリカイザッシ 15号 昭和18年9月15日 東京帝国大学法学部

0-059 緑会雑誌 ミドリカイザッシ 復刊1号 昭和30年5月29日 東京大学法学部緑会委員会

9-091 ミミノブンガク ミミノブンガク 　－ 昭和6年1月5日 カナモジカイ

9-063 都の花 ミヤコノハナ 4巻17号 明治22年6月16日 記載なし

9-069 宮沢賢治作品集 ミヤザワケンジサクヒンシュウ3号 平成2年3月20日 和泉書院 『銀河鉄道の夜』
9-063 明星 ミョウジョウ 8号 明治33年11月27日 東京新詩社 前表紙破損
9-063 明星 ミョウジョウ 2巻4号 大正11年9月1日 「明星」発行所

9-063 明星 ミョウジョウ 3巻3号 大正12年3月1日 「明星」発行所

9-063 明星 ミョウジョウ 4巻1号 大正12年7月1日 「明星」発行所

9-063 明星 ミョウジョウ 4巻3号 大正12年9月1日 「明星」発行所

9-063 明星 ミョウジョウ 7巻1号 大正14年7月1日 「明星」発行所

9-015 明星 ミョウジョウ 5号 昭和22年12月1日 明星発行所

9-063 明星 ミョウジョウ 3巻4号 昭和24年10月1日 明星発行所

9-052 明日 ミョウニチ 1巻2号 昭和22年9月1日 大旗社

9-052 明日 ミョウニチ 6号 昭和23年2月1日 大旗社

9-052 明日 ミョウニチ 6月号 昭和23年6月1日 大旗社

9-052 明日 ミョウニチ 7月号 昭和23年7月1日 大旗社

9-052 明日 ミョウニチ 9月号 昭和23年9月1日 大旗社

7-010 未来 ミライ 2巻 昭和23年12月5日 潮流社

3-037 民間伝承 ミンカンデンショウ 10巻3号 昭和19年3月5日 民間伝承の会

3-037 民間伝承 ミンカンデンショウ 11巻1号 昭和21年8月5日 民間伝承の会

3-037 民間伝承 ミンカンデンショウ 12巻2号 昭和23年2月5日 民間伝承の会 裏表紙不綴
7-006 民芸 ミンゲイ 5巻12号 昭和18年12月1日 日本民芸協会

7-006 民芸 ミンゲイ 6巻10号 昭和19年10月1日 日本民芸協会

7-006 民芸 ミンゲイ 6巻11号 昭和19年11月1日 日本民芸協会

7-006 民芸 ミンゲイ 70号 昭和21年7月10日 日本民芸協会 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-007 民芸の仲間 ミンゲイノナカマ 2号 記載無し 民芸の仲間

7-007 民芸の仲間 ミンゲイノナカマ 6号 記載無し 劇団民芸

0-048 民衆大学 ミンシュウダイガク 2巻7号 昭和22年12月28日 大衆法律文化社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-048 民衆大学 ミンシュウダイガク 3巻1号 昭和23年1月28日 民衆大学協会大衆法律文化社

0-048 民衆大学 ミンシュウダイガク 3巻2号 昭和23年3月28日 大衆法律文化社

3-017 民衆大学 ミンシュウダイガク 3巻2号 昭和23年3月28日 大衆法律文化社

3-018 民衆の旗 ミンシュウノハタ 1巻2号 昭和21年3月15日 日本民主主義文化連盟 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-018 民衆の旗 ミンシュウノハタ 1巻3号 昭和21年5月1日 日本民主主義文化連盟

3-018 民衆の旗 ミンシュウノハタ 1巻4号 昭和21年7月1日 日本民主主義文化連盟 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-018 民衆の旗 ミンシュウノハタ 1巻5号 昭和21年8月1日 日本民主主義文化連盟 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-018 民衆の旗 ミンシュウノハタ 1巻7号 昭和21年11月1日 日本民主主義文化連盟

3-018 民衆の旗 ミンシュウノハタ 2巻3号 昭和22年6月20日 日本民主主義文化連盟

3-017 民主主義科学 ミンシュシュギカガク 1巻2号 昭和21年5月1日 株式会社彰考書院

3-017 民主主義科学 ミンシュシュギカガク 1巻3号 昭和21年6月1日 株式会社彰考書院

3-017 民主主義科学 ミンシュシュギカガク 1巻4号 昭和21年8月1日 株式会社彰考書院

3-020 民主主義科学 ミンシュシュギカガク 5号 昭和21年10月1日 民主主義科学者協会

3-017 民主主義日本の建設 ミンシュシュギニホンノケンセツ　－ 昭和20年12月15日 人民社

3-020 民主主義日本の建設 ミンシュシュギニホンノケンセツ2集 昭和20年12月15日 人民社

3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 2巻1号 昭和20年12月25日 民主評論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 2巻2号 昭和21年2月1日 民主評論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 2巻3号 昭和21年3月1日 民主評論社

3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 2巻4号 昭和21年4月1日 民主評論社

3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 1巻6号 昭和21年5月1日 民主評論社

3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 1巻7号 昭和21年7月1日 民主評論社

3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 2巻9号 昭和21年9月1日 民主評論社

3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 2巻10号 昭和21年11月1日 民主評論社

3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 3巻1号 昭和22年3月1日 民主評論社

3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 3巻2号 昭和22年5月1日 民主評論社

3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 3巻3号 昭和22年6月1日 民主評論社

3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 3巻4号 昭和22年7月1日 民主評論社

3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 3巻5号 昭和22年8月1日 民主評論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 3巻6号 昭和22年9月1日 民主評論社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 3巻7号 昭和22年10月1日 民主評論社

3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 3巻8号 昭和22年11月1日 民主評論社

3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 4巻1号 昭和23年1月1日 民主評論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 4巻2号 昭和23年2月1日 民主評論社

3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 4巻3号 昭和23年3月1日 民主評論社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 4巻5号 昭和23年5月1日 民主評論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 4巻6号 昭和23年6月1日 民主評論社

3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 4巻7号 昭和23年7月1日 民主評論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 4巻10号 昭和23年10月1日 民主評論社

3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 4巻11号 昭和23年11月1日 民主評論社

3-001 民主評論 ミンシュヒョウロン 5巻3号 昭和24年3月1日 民主評論社

3-017 民主評論 ミンシュヒョウロン 5巻4号 昭和24年4月1日 民主評論社

3-001 民主評論 ミンシュヒョウロン 5巻5号 昭和24年5月1日 民主評論社

0-067 民主文化 ミンシュブンカ v.1 no.2 昭和21年2月1日 中外出版株式会社

3-017 民主文化 ミンシュブンカ v.1 no.2 昭和21年2月1日 中外出版株式会社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-017 民主文化 ミンシュブンカ v.1 no.3 昭和21年3月10日 中外出版株式会社

3-017 民主文化 ミンシュブンカ v.1. no.4 昭和21年4月10日 中外出版株式会社

3-017 民主文化 ミンシュブンカ 1巻5-6号 昭和21年6月1日 中外出版株式会社
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9-065 民主文学 ミンシュブンガク no.51 昭和45年2月1日 株式会社新日本出版社

9-063 民情通信 ミンジョウツウシン 34号 1953年8月 民情通信社

9-063 民情通信 ミンジョウツウシン 35号 1953年10月 民情通信社

9-063 民情通信 ミンジョウツウシン 39号 1954年10月 民情通信社

9-063 民情通信 ミンジョウツウシン 40号 1955年2月 民情通信社

3-037 民族 ミンゾク 1巻3号 大正15年3月1日 民族発行所

3-037 民俗学研究 ミンゾクガクケンキュウ 3巻1集 昭和21年9月20日 株式会社彰考書院

3-037 民俗学研究 ミンゾクガクケンキュウ 12巻1号 昭和22年7月25日 彰考書院

3-037 民俗学研究 ミンゾクガクケンキュウ 12巻2号 昭和22年11月1日 彰考書院

3-037 民俗学研究 ミンゾクガクケンキュウ 12巻3号 昭和23年1月1日 彰考書院

3-037 民俗学研究 ミンゾクガクケンキュウ 13巻2号 昭和23年12月15日 彰考書院

3-037 民俗学研究 ミンゾクガクケンキュウ 13巻3号 昭和24年2月1日 彰考書院

3-037 民俗学研究 ミンゾクガクケンキュウ 14巻1号 昭和24年9月15日 岡書院

3-037 民俗学研究 ミンゾクガクケンキュウ 14巻2号 昭和24年12月1日 彰考書院

3-037 民族芸術 ミンゾクゲイジュツ 3巻3号 昭和5年3月20日 地平社書房

3-011 民族公論 ミンゾクコウロン 11巻3号 昭和36年4月1日 河上社会問題調査会、民族公論社

3-037 民族研究集報 ミンゾクコネキュウシュウホウ3巻1-2号 昭和20年8月30日 財団法人民俗学協会

3-040 民族と歴史 ミンゾクトレキシ 1巻5号 大正8年5月1日 日本学術普及会

2-004 民族と歴史 ミンゾクトレキシ 2巻1号 大正8年7月10日 日本學術普及會

2-004 民族と歴史 ミンゾクトレキシ 6巻3号 大正10年9月1日 日本學術普及會 頁破損
3-037 民族文化 ミンゾクブンカ 3巻8号 昭和17年8月31日 山岡書店

3-017 民論 ミンロン 2号 昭和21年1月20日 民論社

3-017 民論 ミンロン 4号 昭和21年4月10日 民論社

3-017 民論 ミンロン 5号 昭和21年5月10日 民論社

3-017 民論 ミンロン 6号 昭和21年6月10日 民論社

3-037 民話 ミンワ 2巻2号 昭和34年2月1日 未来社

3-037 民話 ミンワ 2巻3号 昭和34年3月1日 未来社

3-037 民話 ミンワ 3巻4号 昭和35年4月1日 未来社

3-037 民話 ミンワ 3巻5号 昭和35年5月1日 未来社

3-037 民話 ミンワ 3巻9号 昭和35年9月1日 未来社

3-037 昔話研究 ムカシバナシケンキュウ 2号 昭和10年6月5日 三元社

3-037 昔話研究 ムカシバナシケンキュウ 3号 昭和10年7月5日 三元社

3-037 昔話研究 ムカシバナシケンキュウ 4号 昭和10年8月5日 三元社

3-037 昔話研究 ムカシバナシケンキュウ 5号 昭和10年9月5日 三元社

3-037 昔話研究 ムカシバナシケンキュウ 6号 昭和10年10月5日 三元社

3-037 昔話研究 ムカシバナシケンキュウ 7号 昭和10年11月5日 三元社

3-037 昔話研究 ムカシバナシケンキュウ 8号 昭和10年12月5日 三元社

3-037 昔話研究 ムカシバナシケンキュウ 9号 昭和11年1月5日 三元社

3-037 昔話研究 ムカシバナシケンキュウ 10号 昭和11年2月5日 三元社

3-037 昔話研究 ムカシバナシケンキュウ 11号 昭和11年3月5日 三元社

3-037 昔話研究 ムカシバナシケンキュウ 12号 昭和11年4月5日 三元社

9-007 無限 ムゲン 冬季号 昭和35年1月1日 「無限」編集部

9-011 無限 ムゲン 4号 昭和35年5月1日 政治公論社「無限」編集部

9-011 無限 ムゲン 14号 昭和38年10月1日 政治公論社「無限」編集部

0-059 武蔵 ムサシ 4号 昭和24年2月15日 東京都立武蔵丘高等学校校友会雑誌部

0-059 武蔵 ムサシ 5号 昭和25年2月1日 東京都立武蔵丘高等学校生徒会雑誌部

0-059 武蔵丘 ムサシガオカ 6号 昭和26年2月5日 東京都立武蔵丘高等学校報道委員会雑誌部

4-002 むさしの ムサシノ 創刊号-2巻3号 昭和22年7月20日-昭和23年3月1日株式会社刀水書房 合本
4-002 むさしの ムサシノ 2号 昭和22年9月20日 株式会社刀水書房

4-002 むさしの ムサシノ 4号 昭和22年11月20日 株式会社刀水書房

4-002 むさしの ムサシノ 2巻1号 昭和23年1月1日 株式会社刀水書房

4-002 むさしの ムサシノ 2巻2号 昭和23年2月1日 株式会社刀水書房

4-002 むさしの ムサシノ 2巻4-5号 昭和23年5月1日 株式会社刀水書房

0-081 武蔵野 ムサシノ 31巻1号 昭和24年4月25日 武蔵野文化協会

0-007 武蔵野文学２１ ムサシノブンガク２１ 21 昭和48年12月1日 武蔵野書院

0-007 武蔵野文学２２ ムサシノブンガク２２ 22 昭和49年12月1日 武蔵野書院

0-007 武蔵野文学２４ ムサシノブンガク２４ 24 昭和51年12月15日 武蔵野書院

0-007 武蔵野文学２５ ムサシノブンガク２５ 25 昭和52年12月15日 武蔵野書院

0-007 武蔵野文学２７ ムサシノブンガク２７ 27 昭和55年1月30日 武蔵野書院

9-091 武蔵野ペン ムサシノペン 3号 昭和34年6月10日 武蔵野文学会

9-091 武蔵野ペン ムサシノペン 5号 昭和35年12月20日 武蔵野文学会

9-091 武蔵野ペン ムサシノペン 6号 昭和36年12月5日 武蔵野文学会                               2冊あり
9-091 武蔵野ペン ムサシノペン 8号 昭和40年4月3日 武蔵野文学会

9-091 武蔵野ペン ムサシノペン 9号 昭和44年9月10日 武蔵野文学会

3-017 無産者法律 ムザンシャホウリツ 1巻2号 昭和6年6月1日 無産法律社

9-074 無神派文学 ムシンハブンガク 2 昭和34年6月1日 無神派文学会

9-074 無神派文学 ムシンハブンガク 3 昭和34年11月1日 無神派文学会

9-064 陸奥の子 ムツノコ 2号 昭和21年12月1日 青い森社

9-064 むつのこ ムツノコ 3号 昭和22年1月1日 青い森社

9-064 むつのこ ムツノコ 4号 昭和22年2月1日 青い森社

9-064 むつのこ ムツノコ 5号 昭和22年3月1日 青い森社

9-064 むつのこ ムツノコ 7号 昭和22年11月1日 青い森社

9-064 むつのこ ムツノコ 8号-9号 昭和23年1月1日 青い森社

9-064 むつのこ ムツノコ 10号 昭和23年2月1日 青い森社

9-064 むつのこ ムツノコ 11号 昭和23年3月1日 青い森社

9-064 むつのこ ムツノコ 12号 昭和23年4月1日 青い森社

9-064 むつのこ ムツノコ 13号 昭和23年5月1日 青い森社

9-064 むつのこ ムツノコ 16号 昭和23年9月1日 青い森社

9-064 むつのこ ムツノコ 17号 昭和24年1月1日 青い森社

ム＊
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9-064 むつのこ ムツノコ 19号 昭和24年6月1日 青い森社

0-048 無名通信有名号 ムメイツウシンユウメイゴウ1巻12号 明治42年10月1日 無名通信社

9-074 無名派 ムメイハ 2 昭和28年6月15日 無名派同人会

9-074 無名派 ムメイハ 3巻5号 昭和29年4月10日 無名派同人会

0-048 村 ムラ 11-12月合併号 昭和22年12月15日 「村」刊行会

9-091 むらさき ムラサキ 1巻3号 昭和9年7月1日 紫式部学会出版部

9-091 むらさき ムラサキ 3巻 昭和10年6月-昭和10年12月紫式部学会出版部

9-091 むらさき ムラサキ 4巻 昭和12年7月-昭和12年12月むらさき出版部                               2冊あり
9-091 むらさき ムラサキ 6巻5号 昭和13年5月1日 むらさき出版部

9-091 むらさき ムラサキ 10巻3号 昭和18年3月1日 むらさき出版部

2-004 明治 メイジ 4巻5号 昭和6年5月3日 月刊雜誌「明治」発行所

2-004 明治 メイジ 4巻7号 昭和6年7月3日 月刊雜誌「明治」発行所

3-011 明治精神 メイジセイシン 2巻5月号 昭和12年5月3日 明治精神発行所

2-001 明治精神の変化　竹山道雄 メイジセイシンノヘンカ　タケヤマミチオ日本文化研究8巻昭和35年7月10日 株式会社新潮社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり

6-004

明治大学農学部・国立ホー
チミン大学国際学術交流研
修旅行ベトナムの農業の可
能性を探る学術報告書

メイジダイガクノウガクブ・コクリツホーチミンダイガクコクサイガクジュツケンシュウリョコウベトナムノノウギョウノカノウセイヲサグルガクジュツホウコクショ　－ 記載なし 記載なし

0-008
明治大正先覚婦人全集全十
八巻

メイジタイショウセンカクフジンモクロクゼンシュウゼン１８カン　－ 記載無し 国民図書株式会社

9-091 明治大正文学研究 メイジタイショウブンガクケンキュウ2号 昭和24年12月5日 株式会社東京堂

9-091 明治大正文学研究 メイジタイショウブンガクケンキュウ3号 昭和25年5月30日 株式会社東京堂

9-091 明治大正文学研究 メイジタイショウブンガクケンキュウ4号 昭和25年10月30日 株式会社東京堂

9-091 明治大正文学研究 メイジタイショウブンガクケンキュウ5号 昭和26年4月30日 株式会社東京堂

9-091 明治大正文学研究 メイジタイショウブンガクケンキュウ6号 昭和26年11月30日 株式会社東京堂

9-091 明治大正文学研究 メイジタイショウブンガクケンキュウ7号 昭和27年6月14日 株式会社東京堂

9-091 明治大正文学研究 メイジタイショウブンガクケンキュウ8号 昭和27年10月14日 株式会社東京堂

9-091 明治大正文学研究 メイジタイショウブンガクケンキュウ9号 昭和27年12月25日 株式会社東京堂

9-091 明治大正文学研究 メイジタイショウブンガクケンキュウ10号 昭和28年5月5日 株式会社東京堂

9-091 明治大正文学研究 メイジタイショウブンガクケンキュウ11号 昭和28年10月28日 株式会社東京堂

9-091 明治大正文学研究 メイジタイショウブンガクケンキュウ13号 昭和29年7月30日 株式会社東京堂

9-091 明治大正文学研究 メイジタイショウブンガクケンキュウ16号 昭和30年5月22日 株式会社東京堂

9-091 明治大正文学研究 メイジタイショウブンガクケンキュウ18号 昭和31年1月10日 株式会社東京堂

9-091 明治大正文学研究 メイジタイショウブンガクケンキュウ19号 昭和31年4月10日 株式会社東京堂

9-091 明治大正文学研究 メイジタイショウブンガクケンキュウ23号 昭和32年2月25日 株式会社東京堂                               2冊あり
9-091 明治大正文学研究 メイジタイショウブンガクケンキュウ21号 昭和32年3月30日 株式会社東京堂

9-091 明治大正文学研究 メイジタイショウブンガクケンキュウ22号 昭和32年7月15日 株式会社東京堂

9-091 明治大正文学研究 メイジタイショウブンガクケンキュウ25号 昭和33年11月25日 株式会社東京堂

9-015 明治の歌 メイジノウタ 13号 明治26年11月25日 明治の歌発行所

9-015 明治の歌 メイジノウタ 14号 明治26年12月25日 明治の歌発行所

9-015 明治の歌 メイジノウタ 15号 明治27年1月25日 明治の歌発行所

9-015 明治の歌 メイジノウタ 16号 明治27年2月25日 明治の歌発行所

9-015 明治の歌 メイジノウタ 17号 明治27年3月25日 明治の歌発行所

9-015 明治の歌 メイジノウタ 18号 明治27年4月25日 明治の歌発行所

9-015 明治の歌 メイジノウタ 19号 明治27年5月25日 明治の歌発行所

9-053 明治の文章明治の文学 メイジノブンショウメイジノブンガク月間文章臨時号昭和13年7月28日 厚生閣書店

2-002 明治文化 メイジブンカ 10巻10号 昭和2年10月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 10巻1号 昭和12年1月11日 明治文化研究會 綴じ崩壊寸前
2-002 明治文化 メイジブンカ 10巻2号 昭和12年2月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 10巻3号 昭和12年3月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 10巻4号 昭和12年4月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 10巻5号 昭和12年5月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 10巻6号 昭和12年6月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 10巻7号 昭和12年7月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 10巻8号 昭和12年8月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 10巻9号 昭和12年9月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 10巻11号 昭和12年11月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 10巻12号 昭和12年12月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 11巻1号 昭和13年1月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 11巻2号 昭和13年2月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 11巻4号 昭和13年4月11日 明治文化研究會 綴じ崩壊
2-002 明治文化 メイジブンカ 11巻5号 昭和13年5月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 11巻6号 昭和13年6月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 11巻7号 昭和13年7月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 11巻8号 昭和13年8月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 11巻9号 昭和13年9月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 11巻10号 昭和13年10月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 11巻11号 昭和13年11月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 11巻12号 昭和13年12月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 12巻2号 昭和14年2月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 12巻3号 昭和14年3月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 12巻5号 昭和14年5月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 13巻5号 昭和14年5月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 12巻7号 昭和14年7月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 12巻8号 昭和14年8月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 12巻9号 昭和14年9月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 12巻10号 昭和14年10月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 12巻11号 昭和14年11月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 12巻12号 昭和14年12月11日 明治文化研究會
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2-002 明治文化 メイジブンカ 13巻1号 昭和15年1月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 13巻2号 昭和15年2月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 13巻3号 昭和15年3月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 13巻4号 昭和15年4月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 13巻6号 昭和15年6月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 13巻7号 昭和15年7月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 13巻8号 昭和15年8月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 13巻9号 昭和15年9月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 13巻11号 昭和15年11月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 13巻12号 昭和15年12月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 14巻1号 昭和16年1月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 14巻2号 昭和16年2月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 14巻3号 昭和16年3月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 14巻4号 昭和16年4月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 14巻5号 昭和16年5月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 14巻6号 昭和16年6月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 14巻7号 昭和16年7月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 14巻8号 昭和16年8月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 14巻9号 昭和16年9月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 14巻10号 昭和16年10月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 14巻11号 昭和16年11月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 14巻12号 昭和16年12月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 15巻11号 昭和17年11月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 16巻1号 昭和18年1月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 16巻2号 昭和18年2月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 16巻3号 昭和18年3月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 16巻5号 昭和18年5月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 16巻5号 昭和18年6月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 16巻7号 昭和18年7月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 16巻8号 昭和18年8月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 16巻9号 昭和18年9月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 16巻10号 昭和18年10月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 16巻11号 昭和18年11月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 16巻12号 昭和18年12月11日 明治文化研究會

2-002 明治文化 メイジブンカ 17巻1号 昭和19年1月11日 明治文化研究會

9-091 明治文学 メイジブンガク 7号 昭和14年8月27日 早稲田大学明治文学研究会

9-091 明治文学研究 メイジブンガクケンキュウ1巻3号 昭和9年3月1日 明治文学談話会

2-003 明治文化研究 メイジブンカケンキュウ 4巻5号 昭和3年5月1日 三省堂

2-003 明治文化研究 メイジブンカケンキュウ 4巻6号 昭和3年6月1日 三省堂

2-003 明治文化研究 メイジブンカケンキュウ 4巻10号 昭和3年10月1日 三省堂

2-003 明治文化研究 メイジブンカケンキュウ 4巻12号 昭和3年12月1日 三省堂

2-003 明治文化研究 メイジブンカケンキュウ 5巻2号 昭和4年2月1日 三省堂

0-007 明治文芸研究資料展覧会目 メイジブンゲイケンキュウシリョウテンランカイモクリャク　－ 昭和2年１月 愛書趣味社

3-023 明窓 メイソウ 4巻1-2号 昭和28年3月1日 記載無し 頁破損
3-007 盟邦評論 メイホウヒョウロン 2巻2号 昭和19年2月1日 盟邦同志會

3-007 盟邦評論 メイホウヒョウロン 2巻5号 昭和19年5月1日 盟邦同志會

3-007 盟邦評論 メイホウヒョウロン 2巻9-10号 昭和19年10月1日 盟邦同志會

3-007 盟邦評論 メイホウヒョウロン 2巻11号 昭和19年11月1日 盟邦同志會

3-007 盟邦評論 メイホウヒョウロン 2巻12号 昭和19年12月1日 盟邦同志會

9-003 メガフォン メガフォン no.4 昭和7年5月25日 メガフォン・クラブ

9-003 メガフオン メガフオン no.2 昭和7年3月6日 メガフォン・クラブ

7-007 メルヘン メルヘン no.3 記載無し 記載無し

0-060 萌草 モエクサ 2号 記載無し 甲南高等学校弁論倶楽部・校友会弁論部

6-008 モーターファン モーターファン 11巻11号 昭和32年11月1日 株式会社三栄書房

6-008 モーターマガジン モーターマガジン 3巻1号 昭和32年1月1日 株式会社モーターマガジン社

6-008 モーターマガジン モーターマガジン 3巻2号 昭和32年2月1日 株式会社モーターマガジン社

6-008 モーターマガジン モーターマガジン 3巻6号 昭和32年6月1日 株式会社モーターマガジン社

6-008 モーターマガジン モーターマガジン 3巻7号 昭和32年7月1日 株式会社モーターマガジン社

6-008 モーターマガジン モーターマガジン 3巻11号 昭和32年10月1日 株式会社モーターマガジン社

7-016 ホーム・ライフ モーム・ライフ 6巻7号 昭和15年7月1日 株式会社大阪毎日新聞社

0-071 木星 モクセイ 2巻2号 大正14年2月1日 木星社

0-071 木星 モクセイ 2巻5号 大正14年6月1日 木星社

9-074 木星 モクセイ 春季号 昭和18年5月27日 木星社

9-074 木星 モクセイ 4号 昭和18年9月25日 木星社

9-074 木星 モクセイ 5号 昭和21年4月15日 木星社                               2冊あり
9-074 モザイク モザイク 3集 昭和28年1月10日 モザイク発行所

3-041 モダンビューティ モダンビューティ no.45 昭和29年11月1日 モダンビューティ

9-074 ももんが モモンガ 6巻9号 昭和37年9月1日 ももんが発行所

9-074 ももんが モモンガ 4巻 昭和35年 苅部書店 合本
9-074 ももんが モモンガ 5巻 昭和36年 井草病院 合本
0-007 森鷗外遺品目録（増補版） モリオウガイイヒンモクロク（ゾウホバン）　－ 昭和57年4月1日 文京区立鷗外記念本郷図書館

0-068 文部時報 モンブジホウ 827号 昭和21年4月25日 帝国地方行政学会

0-068 文部時報 モンブジホウ 828号 昭和21年5月25日 帝国地方行政学会

0-068 文部時報 モンブジホウ 829号 昭和21年6月25日 帝国地方行政学会

0-068 文部時報 モンブジホウ 830号 昭和21年7月10日 帝国地方行政学会

3-036 文部時報 モンブジホウ 834号 昭和21年11月10日 帝国地方行政学会 裏表紙破損
0-068 文部時報 モンブジホウ 838号 昭和22年3月10日 帝国地方行政学会

0-068 文部時報 モンブジホウ 866号 昭和24年11月10日 帝国地方行政学会

7-020 野外教室 ヤガイキョウシツ 2巻6号 昭和23年6月1日 株式会社刀水書房

モ＊
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7-020 野外教室 ヤガイキョウシツ 2巻7号 昭和23年7月1日 株式会社刀水書房

7-004 やきもの ヤキモノ 2集 昭和23年4月20日 太和堂

7-004 やきもの ヤキモノ 3集 昭和24年3月25日 太和堂

7-021 野球界 ヤキュウカイ 36巻10号 昭和21年11月1日 博文社

7-021 野球界 ヤキュウカイ 40巻10号 昭和25年10月1日 博友社

7-021 野球少年 ヤキュウショウネン 3巻9号 昭和24年8月15日 尚文館

7-021 野球少年 ヤキュウショウネン 3巻10号 昭和24年9月15日 尚文館

7-021 野球少年 ヤキュウショウネン 3巻12号 昭和24年11月15日 尚文館

7-021 野球少年 ヤキュウショウネン 4巻4号 昭和25年3月15日 尚文館

7-021 野球日本 ヤキュウニホン 12月号 昭和24年12月1日 ダイヤモンド印刷株式会社

9-015 八雲 ヤクモ 2号 昭和22年1月1日 株式会社八雲書店 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-015 八雲 ヤクモ 3号 昭和22年3月1日 株式会社八雲書店 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-015 八雲 ヤクモ 4号 昭和22年5月1日 株式会社八雲書店 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-015 八雲 ヤクモ 5号 昭和22年6月1日 八雲書店

9-015 八雲 ヤクモ 6号 昭和22年7月1日 八雲書店

9-015 八雲 ヤクモ 7号 昭和22年8月1日 八雲書店

9-015 八雲 ヤクモ 8号 昭和22年9月1日 八雲書店

9-015 八雲 ヤクモ 9号 昭和22年10月1日 八雲書店

9-015 八雲 ヤクモ 10号 昭和22年11月1日 八雲書店 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-015 八雲 ヤクモ 11号 昭和22年12月1日 八雲書店

9-015 八雲 ヤクモ 12号 昭和23年1月1日 八雲書店

9-015 八雲 ヤクモ 13号 昭和23年2月1日 八雲書店

9-015 八雲 ヤクモ 14号 昭和23年3月1日 八雲書店

9-063 八雲 ヤクモ 3巻4号 昭和23年4月1日 株式会社八雲書店

9-063 八雲 ヤクモ 3巻8号 昭和23年8月1日 株式会社八雲書店

9-063 八雲 ヤクモ 3巻10号 昭和23年10月1日 株式会社八雲書店

9-063 八雲 ヤクモ 3巻11号 昭和23年11月1日 株式会社八雲書店

9-074 野性 ヤセイ 2号 昭和21年4月25日 北方詩話会

9-074 野性 ヤセイ 3号 昭和21年7月25日 北方詩話会

9-074 野性 ヤセイ 4号 昭和21年12月25日 北方詩話会

9-074 野性 ヤセイ 5号 昭和22年6月10日 北方詩話会

9-074 野性 ヤセイ 6号 昭和22年9月15日 北方詩話会

9-074 野性 ヤセイ 7号 昭和22年12月10日 北方詩話会

9-074 野性 ヤセイ 8号 昭和23年9月1日 北方詩話会

9-074 野性 ヤセイ 9号 昭和24年10月25日 北方詩話会

9-074 野性 ヤセイ 10号 昭和25年1月25日 北方詩話会

9-074 野性 ヤセイ 11号 昭和25年5月5日 北方詩話会

9-074 野性 ヤセイ 12号 昭和25年9月20日 北方詩話会

9-074 野性 ヤセイ 13号 昭和25年12月25日 北方詩話会

9-074 野性 ヤセイ 14号 昭和26年3月31日 北方詩話会

9-074 野性 ヤセイ 15号 昭和26年7月5日 北方詩話会

9-074 野性 ヤセイ 16号 昭和29年10月30日 野性詩社

9-074 野性 ヤセイ 17号 昭和30年8月20日 北方詩話会

9-074 野性 ヤセイ 18号 昭和30年10月20日 北方詩話会

9-074 野性 ヤセイ 21号 昭和31年6月30日 北方詩話会

9-074 野性 ヤセイ 22号 昭和31年11月10日 北方詩話会

0-073 八幡大学論集 ヤハタダイガクロンシュウ6巻3号 昭和31年1月1日 八幡大学法経学会

2-009 山 ヤマ 1巻2号 昭和22年12月1日 社団法人日本山岳会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
2-009 山 ヤマ 1巻3号 昭和23年1月30日 社団法人日本山岳会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
2-009 山 ヤマ 1巻4号 昭和23年3月30日 社団法人日本山岳会

2-006 山 ヤマ 通巻148号 昭和24年5月1日 株式会社河出書房

2-006 山 ヤマ 通巻148号 昭和24年5月1日 株式会社河出書房

2-006 山 ヤマ 661号 昭和25年1月1日 株式会社朋文堂

2-006 山 ヤマ 通巻166号 昭和25年1月1日 株式会社朋文堂

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.258 昭和41年12月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.259 昭和42年1月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.260 昭和42年2月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.261 昭和42年3月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.262 昭和42年4月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.263 昭和42年5月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.264 昭和42年6月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.265 昭和42年7月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.266 昭和42年8月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.267 昭和42年9月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.268 昭和42年10月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.269 昭和42年11月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.270 昭和42年12月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.271 昭和43年1月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.272 昭和43年2月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.273 昭和43年3月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.274 昭和43年4月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.275 昭和43年5月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.276 昭和43年6月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.277 昭和43年7月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.278 昭和43年8月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.279 昭和43年9月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.280 昭和43年10月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.281 昭和43年11月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.282 昭和43年12月10日 日本山岳会

ヤ＊
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2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.283 昭和44年1月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.284 昭和44年2月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.285 昭和44年3月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.286 昭和44年4月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.287 昭和44年5月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.288 昭和44年6月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.289 昭和44年7月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.290 昭和44年8月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.291 昭和44年9月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.292 昭和44年10月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.293 昭和44年11月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.294 昭和44年12月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.295 昭和45年1月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.296 昭和45年2月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.297 昭和45年3月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.298 昭和45年4月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.299 昭和45年5月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.300 昭和45年6月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.301 昭和45年7月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.302 昭和45年8月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.303 昭和45年9月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.304 昭和45年10月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.305 昭和45年11月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.306 昭和45年12月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.307 昭和46年1月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.308 昭和46年2月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.309 昭和46年3月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.310 昭和46年4月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.311 昭和46年5月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.312 昭和46年6月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.313 昭和46年7月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.314 昭和46年8月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.315 昭和46年9月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.316 昭和46年10月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.317 昭和46年11月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.318 昭和46年12月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.319 昭和47年1月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.320 昭和47年2月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.321 昭和47年3月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.322 昭和47年4月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.323 昭和47年5月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.324 昭和47年6月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.325 昭和47年7月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.326 昭和47年8月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.327 昭和47年9月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.328 昭和47年10月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.329 昭和47年11月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.330 昭和47年12月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.331 昭和48年1月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.332 昭和48年2月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.333 昭和48年3月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.334 昭和48年4月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.335 昭和48年5月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.336 昭和48年6月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.337 昭和48年7月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.338 昭和48年8月10日 日本山岳会

2-008 山　ＪＡＣ ヤマ no.339-340 昭和48年11月10日 日本山岳会

4-001 山草 ヤマクサ 24号 昭和48年4月12日 東京山草会

0-081 山口県文学 ヤマグチケンブンガク 1巻2号 昭和19年1月1日 山口県出版株式会社

2-006 山小屋 ヤマゴヤ 74号 昭和13年3月1日 株式会社朋文堂

2-006 山小屋 ヤマゴヤ 85号 昭和14年2月1日 株式会社朋文堂

2-006 山小屋 ヤマゴヤ 127号 昭和21年8月1日 株式会社朋文堂

2-006 山小屋 ヤマゴヤ 133号 昭和22年2月1日 株式会社朋文堂

2-006 山と渓谷 ヤマトケイコク 91号 昭和21年7月1日 株式会社山と渓谷社

2-006 山と渓谷 ヤマトケイコク 92号 昭和21年8月1日 株式会社山と渓谷社

2-006 山と渓谷 ヤマトケイコク 95号 昭和21年12月1日 株式会社山と渓谷社

2-006 山と渓谷 ヤマトケイコク 96号 昭和22年1月1日 株式会社山と渓谷社

2-006 山と渓谷 ヤマトケイコク 216号 昭和32年6月1日 株式会社山と渓谷社

2-006 山と高原 ヤマトコウゲン 通巻216号 昭和29年6月1日 朋文堂

2-006 山と高原 ヤマトコウゲン 通巻230号 昭和30年10月1日 朋文堂

2-006 山と高原 ヤマトコウゲン 通巻241号 昭和31年10月1日 朋文堂

2-006 山と高原 ヤマトコウゲン 通巻250号 昭和32年8月1日 朋文堂

7-020 山と高原 ヤマトコウゲン 278号 昭和34年12月1日 朋文堂

2-006 山とスキー ヤマトスキー 2号 昭和19年9月1日 株式会社山とスキー社

2-006 山とスキー ヤマトスキー 3号 昭和19年11月1日 株式会社山とスキー社

2-006 山とスキー ヤマトスキー 4号 昭和19年12月1日 株式会社山とスキー社

9-092 大和文化研究 ヤマトブンカケンキュウ 5巻12号 昭和35年12月5日 大和文化研究会

9-092 大和文化研究 ヤマトブンカケンキュウ 6巻6号 昭和36年6月5日 大和文化研究会

2-003 大和文化研究 ヤマトブンカケンキュウ 7巻9巻 昭和37年9月5日 大和文化研究会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
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9-092 大和文化研究 ヤマトブンカケンキュウ 8巻12号 昭和38年12月5日 大和文化研究会

9-092 大和文化研究 ヤマトブンカケンキュウ 9巻4号 昭和39年4月5日 大和文化研究会

6-005 山と水 ヤマトミズ 8月号 昭和21年8月15日 社団法人帝国治山治水協会

6-005 山と水 ヤマトミズ 9月号 昭和21年9月15日 社団法人帝国治山治水協会

6-005 山と水 ヤマトミズ 10月号 昭和21年10月15日 社団法人帝国治山治水協会

6-005 山と水 ヤマトミズ 11月号 昭和21年11月15日 社団法人帝国治山治水協会

6-005 山と水 ヤマトミズ 12月号 昭和21年12月15日 社団法人帝国治山治水協会

6-005 山と水 ヤマトミズ 1月号 昭和22年1月15日 社団法人日本治山治水協会

6-005 山と水 ヤマトミズ 2月号 昭和22年2月15日 社団法人日本治山治水協会

6-005 山と水 ヤマトミズ 1月号 昭和23年1月20日 社団法人日本治山治水協会

9-015 山那美 ヤマナミ 4巻4号 昭和24年4月1日 山那美発行所

9-003 山の樹 ヤマノキ 1巻2号 昭和14年4月1日 山の樹社

9-003 山の樹 ヤマノキ 1巻3号 昭和14年5月1日 山の樹社

9-003 山の樹 ヤマノキ 1巻6号 昭和14年10月1日 山の樹社

9-003 山の樹 ヤマノキ 1巻7号 昭和14年11月1日 山の樹社

9-003 山の樹 ヤマノキ 2巻4号 昭和15年5月1日 山の樹社

9-003 山の樹 ヤマノキ 2巻5号 昭和15年12月15日 山の樹社

9-020 山火 ヤマビ 89号 昭和31年3月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 102号 昭和32年4月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 110号 昭和32年12月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 111号 昭和33年1月1日 山火発行所 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-020 山火 ヤマビ 121号 昭和33年11月1日 山火発行所 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-020 山火 ヤマビ 124号 昭和34年2月1日 山火発行所 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-020 山火 ヤマビ 125号 昭和34年3月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 126号 昭和34年4月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 132号 昭和34年10月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 133号 昭和34年11月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 135号 昭和35年1月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 136号 昭和35年2月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 137号 昭和35年3月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 139号 昭和35年5月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 140号 昭和35年6月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 144号 昭和35年10月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 145号 昭和35年11月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 147号 昭和36年1月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 148号 昭和36年2月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 149号 昭和36年3月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 150号 昭和36年4月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 151号 昭和36年5月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 152号 昭和36年6月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 153号 昭和36年7月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 154号 昭和36年8月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 156号 昭和36年10月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 157号 昭和36年11月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 158号 昭和36年12月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 159号 昭和37年1月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 160号 昭和37年2月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 161号 昭和37年3月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 162号 昭和37年4月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 163号 昭和37年5月1日 山火発行所 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-020 山火 ヤマビ 164号 昭和37年6月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 166号 昭和37年8月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 167号 昭和37年9月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 168号 昭和37年10月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 169号 昭和37年11月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 170号 昭和37年12月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 171号 昭和38年1月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 172号 昭和38年2月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 173号 昭和38年3月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 174号 昭和38年4月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 175号 昭和38年5月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 176号 昭和38年6月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 177号 昭和38年7月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 178号 昭和38年8月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 179号 昭和38年9月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 180号 昭和38年10月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 181号 昭和38年11月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 182号 昭和38年12月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 183号 昭和39年1月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 185号 昭和39年3月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 186号 昭和39年4月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 187号 昭和39年5月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 188号 昭和39年6月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 189号 昭和39年7月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 190号 昭和39年8月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 191号 昭和39年9月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 192号 昭和39年10月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 193号 昭和39年11月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 194号 昭和39年12月1日 山火発行所
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9-020 山火 ヤマビ 195号 昭和40年1月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 196号 昭和40年2月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 197号 昭和40年3月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 198号 昭和40年4月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 199号 昭和40年5月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 200号 昭和40年6月1日 山火発行所 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-020 山火 ヤマビ 201号 昭和40年7月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 202号 昭和40年8月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 203号 昭和40年9月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 204号 昭和40年10月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 205号 昭和40年11月1日 山火発行所

9-020 山火 ヤマビ 206号 昭和40年12月1日 山火発行所

3-018 唯物史観 ユイブツシカン 2 昭和23年4月15日 河出書房

3-018 唯物論者 ユイブツロンシャ v.1 no.2 昭和26年8月30日 学芸社

3-018 唯物論者 ユイブツロンシャ v.2 no.1 昭和27年1月1日 学芸社

3-018 唯物論者 ユイブツロンシャ v.2 no.2 昭和27年2月1日 学芸社

3-018 唯物論者 ユイブツロンシャ v.2 no.3 昭和27年3月1日 学芸社

3-018 唯物論者 ユイブツロンシャ v.2 no.4 昭和27年4月1日 学芸社

3-018 唯物論者 ユイブツロンシャ v.2 no.5 昭和27年5月1日 学芸社

3-018 唯物論者 ユイブツロンシャ v.2 no.10 昭和27年10月1日 学芸社

3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ9号 昭和8年7月1日 唯物論研究会

3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ22号 昭和9年8月1日 唯物論研究会

3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ23号 昭和9年9月1日 唯物論研究会 表紙不綴
3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ35号 昭和10年9月1日 唯物論研究会

3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ37号 昭和10年11月1日 唯物論研究会

3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ42号 昭和11年4月1日 唯物論研究会

3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ45号 昭和11年7月1日 唯物論研究会

3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ46号 昭和11年8月1日 唯物論研究会

3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ51号 昭和12年1月1日 唯物論研究会

3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ52号 昭和12年2月1日 唯物論研究会

3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ53号 昭和12年3月1日 唯物論研究会

3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ58号 昭和12年8月1日 唯物論研究会

3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ60号 昭和12年10月1日 唯物論研究会

3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ61号 昭和12年11月1日 唯物論研究会 表紙不綴
3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ63号 昭和13年1月1日 唯物論研究会

3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ65号 昭和13年3月1日 唯物論研究会

3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ2 1948年6月15日 三笠書房

3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ4 1948年11月15日 唯物論研究所 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ6 1949年9月1日 唯物論研究所 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ7 1950年2月5日 唯物論研究所

3-018 唯物論研究 ユイブツロンッケンキュウ14号 1963年6月1日 青木書店

4-005 優駿 ユウシュン 6巻4号 昭和21年8月1日 日本競馬会

0-065 優生運動 ユウセイウンドウ 2巻11号 昭和2年11月1日 優生運動社

9-004 ゆうとぴあ ユウトピア 2号 昭和21年10月30日 岩谷書店

9-004 ゆうとぴあ ユウトピア 3号 昭和21年12月1日 岩谷書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-004 ゆうとぴあ ユウトピア 4号 昭和22年1月30日 岩谷書店

9-004 ゆうとぴあ ユウトピア 5号 昭和22年3月30日 岩谷書店

0-048 雄弁 ユウベン 2巻1号 明治44年1月1日 大日本図書株式会社

0-048 雄弁 ユウベン 3巻8号 明治45年8月1日 大日本雄弁会

0-048 雄弁 ユウベン 5巻4号 大正3年4月1日 大日本雄弁会

0-048 雄弁 ユウベン 7巻5号 大正5年4月10日 記載無し 破損
0-048 雄弁 ユウベン 9巻12号 大正7年11月1日 大日本雄弁会

0-048 雄弁 ユウベン 21巻7号 昭和5年7月1日 大日本雄弁会講談社

3-040 ユマニテ ユマニテ 4月号 昭和12年4月1日 建設社

3-040 ユマニテ ユマニテ 5月号 昭和12年5月1日 建設社

3-040 ユマニテ ユマニテ 7月号 昭和12年7月1日 建設社

3-040 ユマニテ ユマニテ 9月号 昭和12年9月1日 ユマニテ書園

7-008
夢と希望　大正ロマン　夢二
の世界

ユメトキボウ　タイショウロマン　ユメジノセカイ　－ 昭和61年9月23日 記載なし

9-008 ユリイカ ユリイカ 1巻7号 昭和31年11月1日 書店ユリイカ

9-008 ユリイカ ユリイカ 3巻1号 昭和33年1月1日 書肆ユリイカ

9-008 ユリイカ ユリイカ 3巻7号 昭和33年7月1日 書肆ユリイカ

9-008 ユリイカ ユリイカ 4巻6号 昭和34年6月1日 書肆ユリイカ

9-008 ユリイカ ユリイカ 5巻4号 昭和35年4月1日 書肆ユリイカ

9-008 ユリイカ ユリイカ 44号 昭和35年5月1日 書肆ユリイカ

9-008 ユリイカ ユリイカ 45号 昭和35年6月1日 書肆ユリイカ

9-008 ユリイカ ユリイカ 47号 昭和35年8月1日 書肆ユリイカ

9-008 ユリイカ ユリイカ 48号 昭和35年9月1日 書肆ユリイカ

9-008 ユリイカ ユリイカ 49号 昭和35年10月1日 書肆ユリイカ

9-008 ユリイカ ユリイカ 51号 昭和35年12月1日 書肆ユリイカ

9-008 ユリイカ ユリイカ 53号 昭和36年2月1日 書肆ユリイカ 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-002 ゆるせない日からの記録 ユルセナイヒカラノキロク　－ 昭和35年7月25日 麥書房

3-034 幼児の教育 ヨウジノキョウイク 40巻1号 昭和15年1月1日 日本幼稚園協会

6-003 洋酒天国 ヨウシュテンゴク 36号 昭和34年5月25日 洋酒天国社

9-065 幼年倶楽部 ヨウネンクラブ 2巻1号 昭和21年1月1日 大日本雄弁会講談社

9-065 幼年世界 ヨウネンセカイ 2巻2号 明治45年1月21日 博文館 表紙・裏表紙紛失
9-065 幼年世界 ヨウネンセカイ 2巻14号 大正元年12月1日 博文館 63ページ以降紛失

0-084 洋々社談 ヨウヨウシャダン 8号-21号 明治8年10月 記載無し
8号（明治8年10月）-21号（明治
年12月）まで合本

ユ＊

ヨ＊
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0-084 洋々社談 ヨウヨウシャダン 22号 明治9年10月 記載無し

0-084 洋々社談 ヨウヨウシャダン 23号 明治9年11月20日 記載無し

0-084 洋々社談 ヨウヨウシャダン 24号 明治9年12月26日 記載無し

0-084 洋々社談 ヨウヨウシャダン 25号 明治9年12月29日 記載無し

0-084 洋々社談 ヨウヨウシャダン 26号 明治10年1月29日 記載無し

0-084 洋々社談 ヨウヨウシャダン 28号 明治10年3月31日 記載無し

0-084 洋々社談 ヨウヨウシャダン 29号 明治10年4月30日 記載無し

0-084 洋々社談 ヨウヨウシャダン 30号 明治10年5月31日 記載無し

0-084 洋々社談 ヨウヨウシャダン 31号 明治10年6月30日 記載無し

0-084 洋々社談 ヨウヨウシャダン 32号 明治10年8月2日 記載無し

0-084 洋々社談 ヨウヨウシャダン 33号 明治10年8月31日 記載無し

0-084 洋々社談 ヨウヨウシャダン 34号 明治10年9月26日 記載無し

0-084 洋々社談 ヨウヨウシャダン 35号 明治10年10月31日 記載無し

0-084 洋々社談 ヨウヨウシャダン 36号 明治10年11月30日 記載無し 表紙・裏表紙なし
0-084 洋々社談 ヨウヨウシャダン 39号 明治11年2月28日 記載無し

0-084 洋々社談 ヨウヨウシャダン 87号 明治15年5月31日 記載無し

0-084 洋々社談合本 ヨウヨウシャダンガッポン5 明治11年4月29日 記載無し
41号（明治11年4月29日）-50号
（明治12年1月28日）合本、42号

0-068 横浜大学論叢 ヨコハマダイガクロンソウ2巻2号 昭和25年6月15日 評論社

0-068 横浜大学論叢 ヨコハマダイガクロンソウ7巻1号 昭和31年2月25日 横浜市立大学学術研究所

9-092 四次元 ヨジゲン 50号 昭和29年5月10日 宮沢賢治友の会

9-092 四次元 ヨジゲン 100号 昭和34年1月10日 宮沢賢治友の会内宮沢賢治研究会

9-092 四次元 ヨジゲン 150号 昭和38年7月10日 宮沢賢治研究会

2-002
吉野朝忠臣、贈從三位玉井
西阿公の事蹟

ヨシノチョウチュウシン　ゾウジュウサンイタマイセイアコウノジセキ　－ 記載無し 記載無し
研究評論　歴史教育15巻7号に
付随

9-072 吉本嘉・追悼文集 ヨシモトヨシ・ツイトウブンシュウ　－ 1958年1月27日 吉本嘉全集刊行会

9-011 余情 ヨジョウ 1巻2号 昭和21年1月1日 千日書房

0-070
米川正夫全訳ドストエーフス
キイ全集月報

ヨネカワマサオゼンヤクドストエーフスキイゼンシュウゲッポウ2 1951年10月 株式会社河出書房

0-070
米川正夫全訳ドストエーフス
キイ全集月報

ヨネカワマサオゼンヤクドストエーフスキイゼンシュウゲッポウ3 1951年11月 株式会社河出書房

0-070
米川正夫全訳ドストエーフス
キイ全集月報

ヨネカワマサオゼンヤクドストエーフスキイゼンシュウゲッポウ4 1951年12月 株式会社河出書房

0-070
米川正夫全訳ドストエーフス
キイ全集月報

ヨネカワマサオゼンヤクドストエーフスキイゼンシュウゲッポウ5 1951年12月 株式会社河出書房

0-070
米川正夫全訳ドストエーフス
キイ全集月報

ヨネカワマサオゼンヤクドストエーフスキイゼンシュウゲッポウ6 1952年1月 株式会社河出書房

0-070
米川正夫全訳ドストエーフス
キイ全集月報

ヨネカワマサオゼンヤクドストエーフスキイゼンシュウゲッポウ7 1952年2月 株式会社河出書房

0-070
米川正夫全訳ドストエーフス
キイ全集月報

ヨネカワマサオゼンヤクドストエーフスキイゼンシュウゲッポウ8 1952年3月 株式会社河出書房

0-070
米川正夫全訳ドストエーフス
キイ全集月報

ヨネカワマサオゼンヤクドストエーフスキイゼンシュウゲッポウ9 1952年5月 株式会社河出書房

0-070
米川正夫全訳ドストエーフス
キイ全集月報

ヨネカワマサオゼンヤクドストエーフスキイゼンシュウゲッポウ10 1952年5月 株式会社河出書房

0-070
米川正夫全訳ドストエーフス
キイ全集月報

ヨネカワマサオゼンヤクドストエーフスキイゼンシュウゲッポウ11 1952年6月 株式会社河出書房

0-070
米川正夫全訳ドストエーフス
キイ全集月報

ヨネカワマサオゼンヤクドストエーフスキイゼンシュウゲッポウ12 1952年7月 株式会社河出書房

0-070
米川正夫全訳ドストエーフス
キイ全集月報

ヨネカワマサオゼンヤクドストエーフスキイゼンシュウゲッポウ13 1952年9月 株式会社河出書房

0-070
米川正夫全訳ドストエーフス
キイ全集月報

ヨネカワマサオゼンヤクドストエーフスキイゼンシュウゲッポウ14 1952年10月 株式会社河出書房

0-070
米川正夫全訳ドストエーフス
キイ全集月報

ヨネカワマサオゼンヤクドストエーフスキイゼンシュウゲッポウ15 1952年12月 株式会社河出書房

0-070
米川正夫全訳ドストエーフス
キイ全集月報

ヨネカワマサオゼンヤクドストエーフスキイゼンシュウゲッポウ16 1953年1月 株式会社河出書房

0-070
米川正夫全訳ドストエーフス
キイ全集月報

ヨネカワマサオゼンヤクドストエーフスキイゼンシュウゲッポウ17 1953年3月 株式会社河出書房

0-070
米川正夫全訳ドストエーフス
キイ全集月報

ヨネカワマサオゼンヤクドストエーフスキイゼンシュウゲッポウ18 1953年7月 株式会社河出書房

0-062
読売ウィークリー別冊１老兵
は死なず

ヨミウリウィークリーベッサツイチロウヘイハシナズ　－ 昭和26年5月24日 読売新聞社

0-062
読売ウィークリー臨時増刊第
2集老兵は死なず②日本い
かに護るべきか

ヨミウリウィークリーリンジゾウカンダイニシュウロウヘイハシナズニニホンイカニマモルベキカ　－ 昭和26年6月12日 読売新聞社

0-048 読売評論 ヨミウリヒョウロン 1巻2号 昭和24年11月1日 読売新聞社

0-081 読物市場 ヨミモノイチバ 1巻2号 昭和21年7月15日 株式会社中国新報社

0-081 読物市場 ヨミモノイチバ 1巻3号 昭和22年8月20日 株式会社中国新報社

0-081 読物市場 ヨミモノイチバ 1巻4号 昭和22年9月20日 株式会社中国新報社

9-060 読物特輯 ヨミモノトクシュウ 48号-59号 昭和22年12月5日 新興芸術社

3-002 ライト ライト 10巻10号 昭和38年11月1日 株式会社動向社

7-020 来日全米オールスターズ ライニチゼンベイオールスターズ9号 昭和28年9月25日 毎日新聞社 スポーツ毎日臨時増刊
0-063 Library ライブラリー no.52 昭和36年2月18日 新潟中央高等学校視聴覚

0-063 Library ライブラリー no.58 昭和39年2月25日 新潟中央高等学校視聴覚

9-003 らくぼ ラクボ 1巻2号 昭和8年12月25日 詩の仲間社

9-003 らくぼ ラクボ 2巻1号 昭和9年1月25日 詩の仲間社

9-003 らくぼ ラクボ 2巻2号 昭和9年2月25日 詩の仲間社

9-003 らくぼ ラクボ 2巻3号 昭和9年3月25日 詩の仲間社
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-003 らくぼ ラクボ 2巻5号 昭和9年5月20日 詩の仲間社

9-003 らくぼ ラクボ 2巻7号 昭和9年6月25日 詩の仲間社

9-003 らくぼ ラクボ 2巻8号 昭和9年7月25日 詩の仲間社

9-003 らくぼ ラクボ 2巻9号 昭和9年8月25日 詩の仲間社

9-003 らくぼ ラクボ 2巻10号 昭和9年9月25日 詩の仲間社

0-081 洛味 ラクミ 2輯 昭和21年11月20日 京都　洛味社

0-081 洛味 ラクミ 3輯 昭和21年12月20日 京都　洛味社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-081 洛味 ラクミ 4輯 昭和22年1月25日 京都　洛味社

0-081 洛味 ラクミ 5輯 昭和22年2月25日 京都　洛味社

0-081 洛味 ラクミ 6輯 昭和22年9月30日 京都　洛味社

0-081 洛味 ラクミ 7輯 昭和22年11月1日 京都　洛味社

0-081 洛味 ラクミ 2集 昭和25年2月25日 臼井書房

0-081 洛味 ラクミ 3集 昭和25年4月5日 臼井書房

0-081 洛味 ラクミ 4集 昭和25年5月15日 臼井書房

5-012 ラジオアマチュア ラジオアマチュア 2号 昭和19年8月25日 株式会社科学出版社

5-012 ラジオ技術 ラジオギジュツ 1巻2号 昭和22年5月1日 株式会社・科学社

5-012 ラジオ技術 ラジオギジュツ 6巻10号 昭和27年9月1日 株式会社科学社

5-012 ラジオクラブ ラジオクラブ 2月号 昭和25年2月1日 財団法人ラジオ教育研究所

6-006 ラジオグラフィック ラジオグラフィック 9巻13号 昭和24年12月10日 株式会社日本放送出版協会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
5-012 ラジオ研究 ラジオケンキュウ 1巻2号 昭和24年8月1日 財団法人ラジオ教育研究所

5-012 ラジオ研究 ラジオケンキュウ 3号 昭和24年9月1日 財団法人ラジオ教育研究所

5-012 ラジオ研究 ラジオケンキュウ 1巻4号 昭和24年12月1日 財団法人ラジオ教育研究所

5-012 ラジオとテレビジョン ラジオトテレビジョン 1巻2号 昭和25年6月25日 日本放送出版協会

6-006 ラジオ仲よしくらぶ ラジオナカヨシクラブ 2号 昭和22年5月20日 株式会社日本放送出版協会 復刊
6-006 ラジオ仲よしくらぶ ラジオナカヨシクラブ 3号 昭和22年6月20日 株式会社日本放送出版協会 復刊
6-006 ラジオ仲よしくらぶ ラジオﾅカヨシクラブ 1巻7号 昭和22年10月25日 株式会社日本放送出版協会

6-006 ラヂオ・ダイジェスト ラヂオ・ダイジェスト 2巻4号 昭和24年4月1日 ラヂオプレス（RP)通信社

5-011 ラヂオアマチュア ラヂオアマチュア 3号 昭和21年10月1日 株式会社　科学出版社

6-006 ラヂオ講演講座 ラヂオコウエンコウザ 20集 昭和12年11月25日 株式会社日本放送出版協会

6-006 ラヂオ講演講座 ラヂオコウエンコウザ 26集 昭和13年2月5日 株式会社日本放送出版協会

6-006 ラヂオ講演講座 ラヂオコウエンコウザ 30集 昭和13年3月15日 株式会社日本放送出版協会

6-006 ラヂオ講演講座 ラヂオコウエンコウザ 35集 昭和13年5月5日 株式会社日本放送出版協会

6-006 ラヂオ講演講座 ラヂオコウエンコウザ 91集 昭和14年11月25日 株式会社日本放送出版協会

9-007 羅甸區 ラテンク 10冊 昭和9年10月10日 羅甸區発行所、季節の展望社

9-074 リアリズム リアリズム 2 昭和34年7月15日 リアリズム研究会

9-063 リアリズム リアリズム 3号 昭和35年1月1日 リアリズム研究会

9-063 リアリズム リアリズム 4号 昭和35年4月1日 リアリズム研究会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-063 リアリズム リアリズム 5号 昭和35年7月1日 リアリズム研究会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-063 リアリズム リアリズム 6号 昭和35年12月1日 リアリズム研究会 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-063 リアリズム リアリズム 7号 昭和36年6月1日 リアリズム研究会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-063 リアリズム リアリズム 8号 昭和36年12月20日 リアリズム研究会

9-063 リアル リアル no.3 昭和22年8月1日 圭文社

0-084 利学 リガク 下 明治9年 記載無し

4-002 理科研究論文集 リカケンキュウロンブンシュウ3巻 昭和32年12月31日 神戸大学姫路分校

3-043 陸軍画報 リクグンガホウ 13巻2号 昭和20年2月1日 陸軍画報社

4-007 陸軍軍医学会雑誌 リクグングンイガッカイ 158号-166号 明治40年1月-明治40年12月記載なし 合本
0-007 陸軍従軍画展覧会 リクグンジュウグンガテンランカイ　－ 昭和13年7月 大日本陸軍従軍画家協会

3-010 理想日本 リソウニホン 3巻5号 昭和19年5月7日 日本文化宣揚會

7-011 リチャード三世 リチャードサンセイ 　－ 記載なし 記載なし 演劇パンフレット
0-060 六花寮誌 リッカリョウシ 8号 昭和21年 新潟高等学校六花寮

9-069 立教文学 リッキョウブンガク 7巻5号 昭和10年12月1日 立教大学雑誌部

3-005 立憲改進党　党報 リッケンカイシントウ　トウホウ3号 明治25年12月20日 立憲改進黨　黨報局

3-005 立憲改進党　党報 リッケンカイシントウ　トウホウ29号 大正15年9月20日 政友本黨々報局

9-015 立春 リッシュン no.44 昭和17年2月1日 立春発行所

9-015 立春 リッシュン no.75 昭和24年12月1日 立春発行所

9-015 立春 リッシュン no.76 昭和25年8月16日 立春発行所

9-015 立春 リッシュン 2巻1号 昭和26年1月2日 立春短歌会

9-094 立命館文学 リツメイカンブンガク 4巻1号 昭和12年1月1日 記載なし 裏表紙破損
9-094 立命館文学 リツメイカンブンガク 75号 昭和25年6月30日 立命館大学人文科学研究所

9-094 立命館文学 リツメイカンブンガク 88号 昭和27年9月10日 立命館大学人文科学研究所

9-094 立命館文学 リツメイカンブンガク 109号 昭和29年6月10日 立命館大学人文科学研究所

9-015 龍 リュウ 18巻2号 昭和23年2月1日 龍短歌会

0-084 柳橋新誌 リュウキョウシンシ 完 明治7年4月 奎章閣
復刻版’昭和51年7月2日日本近
代文学館発行）

0-084 柳橋新誌二編 リュウキョウシンシ２ヘン全 明治7年2月 奎章閣
復刻版’昭和51年7月1日日本近
代文学館発行）

9-074 龍舌蘭 リュウゼツラン 9巻1号 昭和21年7月5日 西部図書株式会社

0-065 龍門雑誌 リュウモンザッシ 670号 昭和22年1月25日 澁澤青淵記念財団龍門社

0-065 龍門雑誌 リュウモンザッシ 672号 昭和22年11月25日 澁澤青淵記念財団龍門社

0-065 龍門雑誌 リュウモンザッシ 674号 昭和23年4月25日 澁澤青淵記念財団龍門社

0-065 龍門雑誌 リュウモンザッシ 675号 昭和23年7月25日 澁澤青淵記念財団龍門社

0-065 龍門雑誌 リュウモンザッシ 677号 昭和23年12月25日 澁澤青淵記念財団龍門社

6-005 猟　HUNTING リョウ　ハンティング 2巻1号 昭和23年1月25日 株式会社鹿水館

6-005 猟の友 リョウノトモ 1巻2号 昭和22年2月15日 猟の友社

6-005 猟の友 リョウノトモ 1巻3-4号 昭和22年4月1日 猟の友社

6-003 糧友 リョウユウ 19巻8号 昭和19年8月1日 財団法人食糧協会

6-003 糧友 リョウユウ 19巻9号 昭和19年9月1日 財団法人食糧協会

2-006 旅行倶楽部 リョコウクラブ 2号 昭和24年9月10日 日本旅行倶楽部

2-006 旅行倶楽部 リョコウクラブ 3号 昭和24年10月10日 日本旅行倶楽部
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2-006 旅行倶楽部 リョコウクラブ 4号 昭和24年11月10日 日本旅行倶楽部

2-006 旅行倶楽部 リョコウクラブ 5号 昭和25年1月10日 日本旅行倶楽部

2-006 旅行倶楽部 リョコウクラブ 7号 昭和25年2月10日 日本旅行倶楽部

2-006 旅行倶楽部 リョコウクラブ 8号 昭和25年3月10日 日本旅行倶楽部

2-006 旅行倶楽部 リョコウクラブ 9号 昭和25年4月10日 日本旅行倶楽部

2-006 旅行倶楽部 リョコウクラブ 10号 昭和25年5月10日 日本旅行倶楽部

2-006 旅行倶楽部 リョコウクラブ 11号 昭和25年7月5日 日本旅行倶楽部

2-006 旅行倶楽部 リョコウクラブ 12号 昭和25年8月10日 日本旅行倶楽部

2-006 旅行倶楽部 リョコウクラブ 13号 昭和25年9月10日 日本旅行倶楽部

2-006 旅行倶楽部 リョコウクラブ 14号 昭和25年10月10日 日本旅行倶楽部

2-006 旅行倶楽部 リョコウクラブ 15号 昭和25年11月10日 日本旅行倶楽部

2-006 旅行倶楽部 リョコウクラブ 16号 昭和25年12月10日 日本旅行倶楽部

2-006 旅行倶楽部 リョコウクラブ 17号 昭和25年12月20日 日本旅行倶楽部

2-006 旅行倶楽部 リョコウクラブ 18号 昭和26年2月5日 日本旅行倶楽部

2-006 旅行倶楽部 リョコウクラブ 19号 昭和26年3月15日 日本旅行倶楽部

2-006 旅行文化叢書　四季の山旅 リョコウブンカソウショ　シキノヤマタビ7巻 昭和14年11月30日 社団法人日本旅行協会 表紙、裏表紙破損
2-006 旅行文化叢書　自然科学の リョコウブンカソウショ　シゼンカガクノタビ5巻 昭和14年8月20日発行社団法人日本旅行協会

2-006 旅行文化叢書　實地踏査記 リョコウブンカソウショ　ジッチトウサキ2巻 昭和13年3月 社団法人日本旅行協会

2-006 旅行文化叢書　實地踏査記 リョコウブンカソウショ　ジツチトウサキ6巻 昭和14年10月15日 社団法人日本旅行協会

2-006 旅行文化叢書　武蔵徒歩記 リョコウブンカソウショ　ムサシトホキ4巻 昭和13年10月 社団法人日本旅行協会

2-006 旅行文化叢書　旅行の真髄 リョコウブンカソウショ　リョコウノシンズイ1巻 昭和12年11月 社団法人日本旅行協会

3-043 旅順降伏紀念帖 リョジュンコウフクキネンチョウ13巻 明治38年1月10日 博文館 両表紙破損
3-018 理論 リロン 1巻2号 1947年4月1日 株式会社日本評論社

3-018 理論 リロン 1巻3号 1947年5月1日 株式会社日本評論社

3-018 理論 リロン 1巻4号 1947年7月1日 株式会社日本評論社

3-018 理論 リロン 1巻5号 1947年8月1日 株式会社日本評論社

3-020 理論 リロン 2号 昭和22年11月15日 理論社

3-018 理論 リロン 1巻9号 1947年12月20日 株式会社日本評論社

3-018 理論 リロン 2巻1号 1948年1月20日 株式会社日本評論社

3-018 理論 リロン 2巻2号 1948年2月1日 株式会社日本評論社

3-018 理論 リロン 2巻4号 1948年4月1日 株式会社日本評論社

3-018 理論 リロン 2巻5号 1948年5月1日 株式会社日本評論社

3-020 理論 リロン 3-4合併号 昭和23年5月5日 理論社

3-018 理論 リロン 2巻3号 1948年6月1日 株式会社日本評論社

3-018 理論 リロン 2巻6号 1948年6月1日 株式会社日本評論社

3-018 理論 リロン 5号 昭和23年7月1日 理論社

3-018 理論 リロン 2巻7号 1948年9月1日 株式会社日本評論社

3-018 理論 リロン 2巻8号 1948年10月1日 株式会社日本評論社

3-020 理論 リロン 7号 昭和23年12月5日 理論社

3-020 理論 リロン 8号 昭和24年4月10日 理論社

3-018 理論 リロン 9号 昭和24年7月5日 理論社

3-018 理論 リロン 10号-11号 昭和24年11月5日 理論社

3-018 理論 リロン 12号 昭和25年3月5日 理論社

3-018 理論 リロン 16号 1951年5月25日 理論社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-020 理論 リロン 18号 1952年8月1日 理論社

3-018 理論 リロン 20号 1953年3月1日 理論社

4-008 臨床文化 リンショウブンカ 5月22日号 昭和17年5月22日 醫薬聨合社

4-008 ルックエンドヒヤー ルックエンドヒヤー 2号 昭和24年4月1日 診療協力会出版部

4-007 ルックエンドヒヤー ルックエンドヒヤー 10月号 昭和24年10月1日 株式会社診療協力会出版部

9-011 ルネサンス ルネサンス 1号2巻 昭和21年6月1日 曉書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-011 ルネサンス ルネサンス 1巻3号 昭和21年9月1日 曉書房 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-011 ルネサンス ルネサンス 1巻4号 昭和21年11月1日 曉書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-011 ルネサンス ルネサンス 2巻1号 昭和22年2月1日 曉書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-011 ルネサンス ルネサンス 2巻2号 昭和22年8月20日 曉書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-011 ルネサンス ルネサンス 2巻3号 昭和22年11月25日 曉書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-011 ルネサンス ルネサンス 3巻1号 昭和23年1月1日 曉書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-011 ルネサンス ルネサンス 3巻2号 昭和23年X月25日 曉書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-003 ＬＥ　ＢＡＬ ルバル 22号 昭和15年4月30日 記載なし

9-003 ＬＥ　ＢＡＬ ルバル 23 号 昭和15年6月25日 記載なし

9-063 黎明の鳥 レイメイノトリ 1年10月号 大正14年10月1日 黎明の鳥会

2-001 歴史 レキシ 16号 昭和13年5月1日 白楊社 裏表紙不綴
2-001 歴史 レキシ 16巻3号 昭和16年7月1日 株式會社四海書房

2-001 歴史 レキシ 17巻5号 昭和17年5月1日 株式會社四海書房

2-001 歴史 レキシ 17巻11号 昭和17年11月1日 株式會社四海書房

2-001 歴史 レキシ 18巻1号 昭和18年1月1日 株式會社四海書房

2-001 歴史 レキシ 18巻7号 昭和18年7月1日 株式會社四海書房

2-001 歴史 レキシ 19巻6号 昭和19年7月1日 株式會社四海書房

2-001 歴史 レキシ 19巻9号 昭和19年11月1日 株式會社四海書房

2-001 歴史 レキシ 1巻3号 昭和23年3月20日 史學社

2-002 歴史科学 レキシカガク 3巻13号 昭和9年12月1日 白楊社

2-001 歴史学研究 レキシガクケンキュウ 110号 昭和18年5月1日 記載無し 裏表紙破損
2-001 歴史学研究 レキシガクケンキュウ 119号 昭和19年3月1日 歴史學研究會

2-001 歴史学研究 レキシガクケンキュウ 122号 昭和21年6月20日 岩波書店

2-001 歴史学研究 レキシガクケンキュウ 124号 昭和21年10月31日 岩波書店

2-002 歴史教育 レキシキョウイク 5巻9号 昭和32年9月1日 株式会社日本書院

2-001 歴史公論 レキシコウロン 1巻2号 昭和7年2月1日 雄山閣

2-001 歴史公論 レキシコウロン 7巻2号 昭和13年2月1日 株式會社雄山閣

2-001 歴史公論 レキシコウロン 7巻10号 昭和13年9月1日 株式會社雄山閣

2-001 歴史公論 レキシコウロン 8巻3号 昭和14年3月1日 株式會社雄山閣

ル＊

レ＊
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9-063 歴史小説 レキシショウセツ 2巻3号 昭和24年5月1日 株式会社竹内書房

9-063 歴史小説 レキシショウセツ 2巻4号 昭和24年6月1日 株式会社竹内書房

9-063 歴史小説 レキシショウセツ 2巻5号 昭和24年7月1日 株式会社竹内書房

2-005 
歴史地理100号記念百名家
論集

レキシチリヒャクゴウキネンヒャクメイカロンシュウ11号1巻 明治41年1月1日 三省堂書店

2-002 歴史読本 レキシドクホン 昭和37年4月号 昭和37年4月10日 人物往来社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 6巻5号 昭和7年5月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 10巻1号 昭和9年1月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 18巻1号 昭和13年1月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 22巻1号 昭和15年1月1日 太洋社                               2冊あり
9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 22巻5号 昭和15年5月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 22巻6号 昭和15年6月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 23巻1号 昭和15年7月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 23巻2号 昭和15年8月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 23巻3号 昭和15年9月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 23巻4号 昭和15年10月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 23巻5号 昭和15年11月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 23巻6号 昭和15年12月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 24巻1号 昭和16年1月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 24巻2号 昭和16年2月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 24巻3号 昭和16年3月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 24巻4号 昭和16年4月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 24巻5号 昭和16年5月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 24巻6号 昭和16年6月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 25巻1号 昭和16年7月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 25巻2号 昭和16年8月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 25巻3号 昭和16年9月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 25巻4号 昭和16年10月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 25巻5号 昭和16年11月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 25巻6号 昭和16年12月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 26巻1号 昭和17年1月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 26巻2号 昭和17年2月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 26巻3号 昭和17年3月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 26巻4号 昭和17年4月1日 太洋社                               2冊あり
9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 26巻5号 昭和17年5月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 26巻6号 昭和17年6月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 27巻1号 昭和17年7月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 27巻2号 昭和17年8月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 27巻3号 昭和17年9月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 27巻4号 昭和17年10月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 27巻5号 昭和17年11月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 27巻6号 昭和17年12月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 28巻1号 昭和18年1月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 28巻2号 昭和18年2月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 29巻5-6号 昭和18年2月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 28巻3号 昭和18年3月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 28巻4号 昭和18年4月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 28巻5号 昭和18年5月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 28巻6号 昭和18年6月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 29巻1号 昭和18年7月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 29巻2号 昭和18年8月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 29巻3号 昭和18年9月1日 太洋社                               2冊あり
9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 29巻4号 昭和18年10月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 30巻1号 昭和19年1月1日 太洋社

9-092 歴史と国文学 レキシトコクブンガク 30巻2-3号 昭和19年3月1日 太洋社

2-002 歴史と趣味 レキシトシュミ 10編12号 昭和8年12月5日 國民文化研究會

2-002 歴史と趣味 レキシトシュミ 13編3号 昭和11年3月15日 國民文化研究會

2-002 歴史日本 レキシニホン 2巻2号 昭和18年2月1日 株式會社雄山閣

2-001 歴史評論 レキシヒョウロン 2巻1号 昭和22年2月5日 株式會社丹波書林

2-001 歴史評論 レキシヒョウロン 2巻2号 昭和22年4月5日 株式會社丹波書林

2-001 歴史評論 レキシヒョウロン 1953年6月　46 昭和28年6月1日 株式會社河出書房 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
2-001 歴史評論 レキシヒョウロン 1954年7月　57 昭和29年7月1日 株式會社河出書房

2-001 歴史評論 レキシヒョウロン 1954年11月-12月合併号　61昭和29年12月1日 株式會社河出書房

2-001 歴史評論 レキシヒョウロン 1955年3月　64 昭和30年3月1日 株式會社河出書房

2-001 歴史評論 レキシヒョウロン 1959年11月号　111昭和34年11月1日 株式会社春秋社

2-001 歴史評論 レキシヒョウロン 1959年12月号　112昭和34年12月1日 株式会社春秋社

2-001 歴史評論 レキシヒョウロン 1961年8月号　132昭和36年8月1日 株式会社春秋社

2-001 歴史評論 レキシヒョウロン 1963年7月号　155昭和38年7月1日 株式会社春秋社

2-001 歴史評論 レキシヒョウロン 1965年7月号　179昭和40年7月1日 株式会社春秋社

2-001 歴史評論 レキシヒョウロン 1965年9月号　181昭和40年9月1日 株式会社春秋社

9-063 歴史文学 レキシブンガク v.2 1975年3月1日 汐文社

9-011 暦象 レキショウ 3号 昭和27年3月10日 暦象詩社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-011 暦象 レキショウ 4号 昭和27年5月20日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 10集 昭和29年2月10日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 13集 昭和29年5月25日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 14集 昭和29年6月25日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 15集 昭和29年7月25日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 16集 昭和29年8月25日 暦象詩社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-011 暦象 レキショウ 17集 昭和29年9月25日 暦象詩社
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9-011 暦象 レキショウ 18集 昭和29年10月25日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 19集 昭和29年11月25日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 20集 昭和29年12月25日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 22集 昭和30年2月25日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 24集 昭和30年4月25日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 26集 昭和30年6月25日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 27集 昭和30年7月25日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 28集 昭和30年8月25日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 31集 昭和30年11月25日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 32集 昭和30年12月15日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 34集 昭和31年2月25日 暦象詩社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-011 暦象 レキショウ 38集 昭和31年6月25日 暦象詩社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-011 暦象 レキショウ 39集 昭和31年9月25日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 40集 昭和32年1月25日 暦象詩社 　　　　　　　　　　　　　　　3冊あり
9-011 暦象 レキショウ 41集 昭和32年4月25日 暦象詩社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-011 暦象 レキショウ 43集 昭和32年12月25日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 44集 昭和33年3月25日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 45集 昭和33年5月25日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 56集 昭和40年12月15日 暦象詩社

9-011 暦象 レキショウ 66集 昭和44年12月1日 暦象詩社

9-003 歴程 レキテイ 25号 昭和18年12月1日 八雲書林

9-003 歴程 レキテイ 26号 昭和19年3月1日 八雲書林 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-003 歴程 レキテイ 6号 昭和25年11月1日 歴程社

9-003 歴程 レキテイ 36号 昭和26年3月1日 歴程社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-003 歴程 レキテイ 37号 昭和26年4月1日 歴程社

9-003 歴程 レキテイ 38号 昭和26年8月1日 歴程社

9-003 歴程 レキテイ 40号 昭和27年3月1日 歴程社

9-003 歴程 レキテイ 41号 昭和27年7月1日 歴程社

9-003 歴程 レキテイ 1月号 昭和30年1月1日 歴程社

9-003 歴程 レキテイ 2月号 昭和30年2月1日 歴程社

9-003 歴程 レキテイ 11月号 昭和33年11月1日 歴程社

9-003 歴程 レキテイ 12月号 昭和33年12月1日 歴程社

9-003 歴程 レキテイ 1月号 昭和34年1月1日 歴程社

9-003 歴程 レキテイ 3月号 昭和34年3月1日 歴程社

9-003 歴程 レキテイ 5月号 昭和34年5月1日 歴程社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-003 歴程 レキテイ 75号 昭和34年6月1日 歴程社

9-003 歴程 レキテイ 83号 1965年6月1日 歴程社

9-003 歴程 レキテイ 89号 1965年12月1日 歴程社

7-009 レコード文化 レコードブンカ 1巻2号 昭和16年11月29日 レコード文化社

7-009 レコード文化 レコードブンカ 2巻1号 昭和17年1月1日 レコード文化社

7-009 レコード文化 レコードブンカ 2巻2号 昭和17年2月1日 レコード文化社

7-009 レコード文化 レコードブンカ 2巻3号 昭和17年3月1日 レコード文化社

7-009 レコード文化 レコードブンカ 2巻4号 昭和17年4月1日 レコード文化社

7-009 レコード文化 レコードブンカ 2巻5号 昭和17年5月1日 レコード文化社

7-009 レコード文化 レコードブンカ 2巻6号 昭和17年6月1日 レコード文化社

7-009 レコード文化 レコードブンカ 2巻7号 昭和17年7月1日 レコード文化社

7-009 レコード文化 レコードブンカ 2巻8号 昭和17年8月1日 レコード文化社

7-009 レコード文化 レコードブンカ 2巻9号 昭和17年9月1日 レコード文化社

7-009 レコード文化 レコードブンカ 2巻10号 昭和17年10月1日 レコード文化社

7-009 レコード文化 レコードブンカ 2巻11号 昭和17年11月1日 レコード文化社

7-009 レコード文化 レコードブンカ 2巻12号 昭和17年12月1日 レコード文化社

7-009 レコード文化 レコードブンカ 3巻1号 昭和18年1月1日 レコード文化社

7-009 レコード文化 レコードブンカ 3巻2号 昭和18年2月1日 レコード文化社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-009 レコード文化 レコードブンカ 3巻3号 昭和18年3月1日 レコード文化社

7-009 レコード文化 レコードブンカ 3巻4号 昭和18年4月1日 レコード文化社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-009 レコード文化 レコードブンカ 3巻5号 昭和18年5月1日 レコード文化社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-009 レコード文化 レコードブンカ 3巻6号 昭和18年6月1日 レコード文化社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-009 レコード文化 レコードブンカ 3巻7号 昭和18年7月1日 レコード文化社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-009 レコード文化 レコードブンカ 3巻8号 昭和18年8月1日 レコード文化社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-009 レコード文化 レコードブンカ 3巻9号 昭和18年9月1日 レコード文化社

7-009 レコード文化 レコードブンカ 3巻10号 昭和18年10月1日 レコード文化社

0-008 レツェンゾ レツェンゾ 11月号 昭和8年11月1日 紀伊國屋書店

9-063 RECENZO レツェンゾ 3月号 昭和10年3月1日 紀伊国屋書店レツェンゾ編集部

0-008 レツェンゾ レツェンゾ 1936年2月号 昭和11年2月1日 紀伊國屋書店 表紙と1ページ目、目次前半の
9-011 列島 レットウ 11号 昭和28年9月25日 知加書房

9-011 列島 レットウ 12号 昭和30年3月10日 知加書房

9-094 レトリカ レトリカ vol.2no4 昭和56年5月10日 （株）教育出版センター

0-062 恋愛講座 レンアイコウザ 2集-3集 大正10年1月1日 性之研究会

0-062 恋愛講座 レンアイコウザ 5集 大正10年4月6日 性之研究会

9-074 狼 ロウ 3 昭和39年5月20日 「狼」の会

9-074 狼煙 ロウエン 6号 昭和16年3月31日 狼煙発行所

3-018 労働運動 ロウドウウンドウ 5巻6号 昭和2年5月31日 労働運動社

3-030 労働運動 ロウドウウンドウ 1巻3号 昭和4年3月1日 労働運動社

3-018 労働運動 ロウドウウンドウ 大杉榮・伊藤野枝　追悼号1971年11月26日 ギロチン社、ネビース社、黒色戦線社
大正13年3月1日　近藤憲次編・
發　労働運動社

3-023 労働経済旬報 ロウドウケイザイシュンポウ2巻36号 昭和23年10月11日 勞働經濟社

3-023 労働経済旬報 ロウドウケイザイシュンポウ2巻37号 昭和23年10月21日 勞働經濟社

9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 1巻3号 昭和4年4月5日 日本労働藝術家連盟文学部

9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ v.2 no.4 昭和4年5月5日 日本労働藝術家連盟文学部

ロ＊
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9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 2巻4号 昭和4年6月5日 日本労働藝術家連盟文学部

9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 2巻6号 昭和4年7月1日 日本労働藝術家連盟文学部

9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 2巻4号 昭和4年8月1日 日本労働藝術家連盟文学部 第13号                    2冊あり
9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 2巻9号 昭和4年10月10日 日本労働藝術家連盟文学部

9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 2巻16号 昭和4年11月28日 日本労働藝術家連盟文学部

9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 3巻1号 昭和4年12月28日 日本労働藝術家連盟文学部

9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 3巻4号 昭和5年4月28日 日本労働藝術家連盟文学部

9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 3巻5号 昭和5年5月28日 日本労働藝術家連盟文学部

9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 3巻6号 昭和5年6月28日 日本労働藝術家連盟文学部

9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 3巻7号 昭和5年9月1日 日本労働藝術家連盟文学部

9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 3巻8号 昭和5年10月1日 日本労働藝術家連盟文学部

9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 3巻9号 昭和5年11月1日 大日本労働藝術家連盟文学部

9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 3巻10号 昭和5年12月1日 日本労働藝術家連盟文学部

9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 4巻2号 昭和6年2月1日 日本労働藝術家連盟文学部

9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 4巻3号 昭和6年3月1日 日本労働藝術家連盟文学部

9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 4巻4号 昭和6年5月1日 日本労働藝術家連盟文学部

9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 4巻5号 昭和6年6月1日 日本労働藝術家連盟文学部

9-063 労働藝術家 ロウドウゲイジュツカ 4巻6号 昭和6年7月1日 日本労働藝術家連盟文学部

3-030 労働雑誌 ロウドウザッシ 1巻6号 昭和10年9月1日 労働雑誌社

3-018 労働雑誌 ロウドウザッシ 2巻4号 昭和11年4月1日 労働雑誌社

3-018 労働者 ロウドウシャ 1巻3号 1946年11月1日 日本共産党出版部

3-019 労働者 ロウドウシャ 1巻3号 昭和21年11月1日 日本共産党出版部

3-030 労働政策評論 ロウドウセイサクヒョウロン3巻1号 昭和22年1月1日 労働政策評論社

3-030 労働評論 ロウドウヒョウロン 1巻2号 昭和21年7月25日 社団法人労働協会

3-030 労働評論 ロウドウヒョウロン 1巻4号 昭和21年10月1日 社団法人労働協会 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-030 労働評論 ロウドウヒョウロン 1巻5号 昭和21年10月1日 社団法人労働協会

3-030 労働評論 ロウドウヒョウロン 1巻6号 昭和21年12月1日 社団法人労働協会

3-030 労働評論 ロウドウヒョウロン 2巻1号 昭和22年1月1日 社団法人労働協会

3-030 労働評論 ロウドウヒョウロン 2巻3号 昭和22年3月1日 社団法人労働協会

3-030 労働評論 ロウドウヒョウロン 2巻4号 昭和22年4月1日 社団法人労働協会

3-030 労働評論 ロウドウヒョウロン 2巻11号 昭和22年11月1日 社団法人労働協会

3-030 労働評論 ロウドウヒョウロン 5巻1号 昭和25年1月1日 社団法人労働協会

9-003 蝋人形 ロウニンギョウ 8巻4号 昭和12年4月1日 蝋人形社

9-003 蝋人形 ロウニンギョウ 14巻2号 昭和18年2月1日 蝋人形社

9-003 蝋人形 ロウニンギョウ 1巻3号 昭和21年8月1日 二葉書店 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-003 蝋人形 ロウニンギョウ 1巻4号 昭和21年9月1日 二葉書店

9-003 蝋人形 ロウニンギョウ 3巻4号 昭和23年4月1日 二葉書店

9-003 蝋人形 ロウニンギョウ 3巻6号 昭和23年6月1日 二葉書店

3-018 労農 ロウノウ 4巻9号 昭和5年11月1日 労農社

9-063 労農文学 ロウノウブンガク 1巻4号 昭和8年4月1日 プロレタリア作家クラブ

9-063 労農文学 ロウノウブンガク 1巻5号 昭和8年5月1日 プロレタリア作家クラブ

9-092 ROMAJI ローマジ 13巻3号 大正7年3月1日 ローマ字ひろめ会

9-092 ROMAJI ローマジ 20巻6号 大正14年6月1日 ローマ字ひろめ会

9-092 ROMAJI ローマジ 20巻9号 大正14年9月1日 ローマ字ひろめ会

9-092 ROMAJI ローマジ 20巻10号 大正14年10月1日 ローマ字ひろめ会

9-092 ROMAJI ローマジ 20巻11号 大正14年11月1日 ローマ字ひろめ会

9-092 ROMAJI ローマジ 20巻12号 大正14年12月1日 ローマ字ひろめ会

9-092 ROMAJI ローマジ 21巻5号 大正15年5月1日 ローマ字ひろめ会

9-092 ROMAJI ローマジ 21巻6号 大正15年6月1日 ローマ字ひろめ会

9-092 ROMAJI ローマジ 21巻9号 大正15年9月1日 ローマ字ひろめ会

9-092 ROMAJI ローマジ 21巻10号 大正15年10月1日 ローマ字ひろめ会

9-092 ROMAJI ローマジ 21巻11号 大正15年11月1日 ローマ字ひろめ会

9-092 ROMAJI ローマジ 21巻12号 大正15年12月1日 ローマ字ひろめ会

9-092 ROMAJI ローマジ 22巻8-9号 昭和2年9月1日 ローマ字ひろめ会

9-092 ROMAJI ローマジ 22巻10号 昭和2年10月1日 ローマ字ひろめ会

9-092 ROMAJI ローマジ 22巻11号 昭和2年11月1日 ローマ字ひろめ会

9-092 ROMAJI ローマジ 24巻1号 昭和4年1月1日 ローマ字ひろめ会

9-092 ROMAJI ローマジ 24巻2号 昭和4年2月1日 ローマ字ひろめ会

9-092 ROMAZI SEKAI ローマジセカイ 5巻2号 大正4年2月1日 日本のろーま字社

9-092 ROMAZI SEKAI ローマジセカイ 5巻3号 大正4年3月1日 日本のろーま字社

9-092 ROMAZI SEKAI ローマジセカイ 5巻4号 大正4年4月1日 日本のろーま字社

9-094 ローマ字世界 ローマジセカイ 42巻 昭和27年9月1日 社団法人日本ローマ字会

9-092 
ローマ字文のわかち書きに
ついて

ローマジブンノワカチガキニツイテ　－ 昭和35年12月15日 社団法人日本ローマ字会

3-034 六年のカリキュラム ロクネンノカリキュラム 2号 昭和25年5月1日 株式会社誠文堂新光社

3-034 6-3教室 ロクノサンキョウシツ 2巻7号 昭和23年7月1日 社団法人新教育協会

3-034 6-3教室 ロクノサンキョウシツ 2巻8号 昭和23年8月1日 社団法人新教育協会

3-034 6-3教室 ロクノサンキョウシツ 3巻5号 昭和24年5月1日 社団法人新教育協会

3-034 6-3教室 ロクノサンキョウシツ 5巻8号 昭和26年8月1日 社団法人新教育協会

3-034 6-3教室 ロクノサンキョウシツ 6巻3号 昭和27年4月1日 社団法人新教育協会

9-066 浪漫古典 ロマンコテン 10月号7集 昭和9年10月1日 昭和書房

2-001 論集　史学 ロンシュウ　シガク 　－ 昭和23年12月30日 三省堂出版株式會社

3-005 論争 ロンソウ 1巻2号 昭和34年9月10日 論争社

3-005 論争 ロンソウ 1巻3号 昭和34年12月10日 論争社

3-018 論争 ロンソウ 4号 昭和35年3月10日 論争社

3-005 論争 ロンソウ 2巻3号 昭和35年9月10日 論争社

3-005 論争 ロンソウ 3巻2号 昭和36年7月10日 論争社

3-005 論争 ロンソウ 4巻2号 昭和37年3月1日 論争社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
3-005 論争 ロンソウ 4巻3号 昭和37年4月1日 論争社
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3-005 論争 ロンソウ 1962　5月号 昭和37年5月1日 論争社

3-005 論争 ロンソウ 1962　6月号 昭和37年6月1日 論争社

3-005 論争 ロンソウ 1962　7月号 昭和37年7月1日 論争社

3-005 論争 ロンソウ 1962　8月号 昭和37年8月1日 論争社

3-005 論争 ロンソウ 1962　9月号 昭和37年9月1日 論争社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-048 論争 ロンソウ 18号 昭和37年10月1日 論争社

3-005 論争 ロンソウ 1962　10月号 昭和37年10月1日 論争社

3-005 論争 ロンソウ 1962　11月号 昭和37年11月1日 論争社

0-048 論争 ロンソウ 20号 昭和37年12月1日 論争社

0-059 隈畔思想 ワイハンシソウ 19号 大正6年12月22日 福島県師範学校校友会

0-059 隈畔思想 ワイハンシソウ 35号 昭和9年3月20日 福島県師範学校校友会

7-010 若い芸術 ワカイゲイジュツ 6月号 昭和34年6月1日 若い芸術社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-010 若い芸術 ワカイゲイジュツ 1巻3号 昭和34年7月1日 若い芸術社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-010 若い芸術 ワカイゲイジュツ 1巻4号 昭和34年9月1日 若い芸術社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-010 若い芸術 ワカイゲイジュツ 1巻5号 昭和34年10月1日 若い芸術社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-010 若い芸術 ワカイゲイジュツ 1巻6号 昭和34年12月1日 若い芸術社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
7-010 若い芸術 ワカイゲイジュツ 2巻1号 昭和35年1月1日 若い芸術社

7-010 若い芸術 ワカイゲイジュツ 2巻2号 昭和35年2月1日 若い芸術社

7-010 若い芸術 ワカイゲイジュツ 2巻9号 昭和35年4月1日 株式会社若い芸術社

7-010 若い芸術 ワカイゲイジュツ 3巻9号 昭和35年5月1日 株式会社若い芸術社

7-010 若い芸術 ワカイゲイジュツ v.2 昭和35年6月1日 株式会社若い芸術社

6-004 若い農業 ワカイノウギョウ 1巻2号 昭和21年2月1日 新青年文化協会

6-004 若い農業 ワカイノウギョウ 2巻4号 昭和22年7月1日 新青年文化協会

Ｇ-008 若い工員さん ワカイコウインサン 　－ 昭和20年3月1日 日本音楽図書株式会社創立事務所

9-063 若い人 ワカイヒト 2巻2月号 昭和22年2月1日 若い人者文学同盟

9-063 若草 ワカクサ 4巻1号 昭和3年1月1日 株式会社宝文館

9-063 若草 ワカクサ 7巻1号 昭和6年1月1日 株式会社宝文館

9-063 若草 ワカクサ 7巻8号 昭和6年8月1日 株式会社宝文館

9-063 若草 ワカクサ 10巻7号 昭和9年7月1日 株式会社宝文館

9-063 若草 ワカクサ 12巻2号 昭和11年2月1日 記載なし 裏表紙破損
9-063 若草 ワカクサ 18巻7号 昭和17年7月1日 株式会社宝文館

9-063 若草 ワカクサ 19巻10号 昭和18年10月1日 株式会社宝文館

9-063 若草 ワカクサ 21巻8号 昭和21年12月1日 株式会社宝文館

9-063 若草 ワカクサ 22巻8号 昭和22年12月1日 株式会社宝文館

9-063 若草 ワカクサ 23巻2号 昭和23年2月1日 株式会社宝文館

0-059 嫩草 ワカクサ 18号 記載無し 都立田園調布高等学校文芸部

9-069 若草文芸手帖 ワカクサブンゲイテチョウ　－ 昭和6年1月1日 株式会社宝文館 「若草」7巻1号付録
9-020 若葉 ワカバ 183号 昭和18年7月1日 若葉発行所

9-020 若葉 ワカバ 19巻3号 昭和21年6月1日 若葉発行所

9-020 若葉 ワカバ 286号 昭和28年8月1日 若葉社

0-084 和光雑誌 ワコウザッシ 2号 明治11年9月29日 和光堂

0-084 和光雑誌 ワコウザッシ 3号 明治11年10月27日 和光堂

0-084 和光雑誌 ワコウザッシ 4号 明治11年11月1日 和光堂

0-084 和光雑誌 ワコウザッシ 6号 明治11年11月28日 和光堂

0-084 和光雑誌 ワコウザッシ 7号 明治11年12月8日 和光堂

0-084 和光雑誌 ワコウザッシ 8号 明治11年12月17日 和光堂

0-084 和光雑誌 ワコウザッシ 9号 明治12年1月4日 和光堂

0-084 和光雑誌 ワコウザッシ 10号 明治12年1月18日 和光堂

7-003 若人芸術 ワコウドゲイジュツ 181号 昭和33年12月1日 芸術学院

7-003 若人芸術 ワコウドゲイジュツ 192号 昭和34年10月1日 芸術学院

7-003 若人芸術 ワコウドゲイジュツ 196号 昭和35年2月1日 芸術学院

7-003 若人芸術 ワコウドゲイジュツ 197号 昭和35年3月1日 芸術学院

7-003 若人芸術 ワコウドゲイジュツ 203号 昭和35年9月1日 芸術学院

7-003 若人芸術 ワコウドゲイジュツ 206号 昭和35年12月1日 芸術学院

7-003 若人芸術 ワコウドゲイジュツ 210号 昭和36年4月1日 芸術学院

7-003 若人芸術 ワコウドゲイジュツ 215号 昭和36年8月1日 芸術学院出版部

7-003 若人芸術 ワコウドゲイジュツ 219号 昭和36年11月1日 芸術学院出版部

7-003 若人芸術 ワコウドゲイジュツ 220号 昭和36年12月1日 芸術学院出版部

9-069 早稲田学報 ワセダガクホウ 13号 明治31年3月28日 早稲田学会

0-059 早稲田学報 ワセダガクホウ 453号 昭和7年11月10日 早稲田大学校友会

0-059 早稲田学報 ワセダガクホウ 454号 昭和7年12月10日 早稲田大学校友会

0-063 早稲田学報 ワセダガクホウ 564号 昭和17年2月15日 早稲田大学校友会

0-059 早稲田学報 ワセダガクホウ 611号 昭和26年5月1日 早稲田大学校友会

9-069 早稲田文科 ワセダブンカ 2巻7号 昭和9年8月1日 早稲田文科社

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 17号 明治40年5月1日 金尾文淵堂

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 24号 明治40年11月1日 早稲田文学社

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 26号 明治41年1月1日 記載無し 破損の為詳細不明
9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 57号 明治43年8月1日 東京堂書店

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 63号 明治44年2月1日 東京堂書店

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 75号 明治45年2月1日 東京堂書店

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 90号 大正2年5月1日 東京堂書店

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 123号 大正5年2月1日 合資会社東京堂書店

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 156号 大正7年11月1日 株式会社東京堂

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 222号 大正13年8月1日 株式会社東京堂

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 223号 大正13年9月1日 株式会社東京堂

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 228号 大正14年2月1日 株式会社東京堂

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 229号 大正14年3月1日 株式会社東京堂

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 242号 大正15年3月1日 東京堂

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 8巻1号 昭和16年1月1日 早稲田文学社
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 巻号 出版年 出版社 備考

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 13巻3号 昭和21年5月1日 早稲田文学社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 13巻7号 昭和21年10月1日 早稲田文学社

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 14巻2号 昭和22年9月10日 早稲田文学社

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 18巻2号 昭和27年2月1日 早稲田文学社 復刊4号
9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 18巻3号 昭和27年3月1日 早稲田文学社 復刊5号
9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 18巻4号 昭和27年4月1日 早稲田文学社 復刊6号
9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 18巻12号 昭和27年12月1日 早稲田文学社

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 20巻2号 昭和34年2月1日 株式会社雪華社

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 20巻4号 昭和34年4月1日 株式会社雪華社

9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 20巻7号 昭和34年7月1日 株式会社雪華社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
9-049 早稲田文学 ワセダブンガク 　－ 明治29年1月5日 早稲田文学社

9-049 早稲田文学 蝋燭其他 ワセダブンガク ロウソクソノタ98号など 記載無し 記載無し 切り抜き合本
3-041 私のきもの ワタシノキモノ 　－ 昭和23年5月15日 東和社

3-041 私のきもの ワタシノキモノ 15集 昭和24年12月1日 東和社

3-041 私のきもの ワタシノキモノ 16集 昭和25年3月15日 東和社

3-041 私のきもの ワタシノキモノ 17集 昭和25年5月15日 東和社

3-041 私のきもの ワタシノキモノ 19集 昭和26年2月1日 東和社

3-041 私のきもの ワタシノキモノ 25集 昭和27年7月15日 東和社

3-041 私のきもの ワタシノキモノ 　－ 記載無し 東和社

3-041 私のきもの ワタシノキモノ 　－ 記載無し 東和社

3-041 私のきもの ワタシノキモノ 　－ 記載無し 東和社

0-048 私の大学 ワタシノダイガク 1巻2号 昭和21年4月1日 ユマニテ社 　　　　　　　　　　　　　　2冊あり

0-062 私の大学 ワタシノダイガク 1巻3号 昭和21年5月1日 株式会社ユマニテ社
表紙のみの破損は保留箱に入
れた。

0-048 私の大学 ワタシノダイガク 1巻3号 昭和21年5月1日 株式会社ユマニテ社

0-062 私の大学 ワタシノダイガク 1巻4号 昭和21年7月1日 株式会社ユマニテ社                                2冊あり
0-048 私の大学 ワタシノダイガク 1巻4号 昭和21年7月1日 株式会社ユマニテ社

0-062 私の大学 ワタシノダイガク 1巻5号 昭和21年9月15日 ユマニテ社

0-048 私の大学 ワタシノダイガク 1巻5号 昭和21年9月15日 ユマニテ社

0-048 私の大学 ワタシノダイガク 1巻6号 昭和22年5月1日 ユマニテ社

0-048 私の大学 ワタシノダイガク 1巻7号 昭和22年9月20日 ユマニテ社

3-028 わだつみのこえ ワダツミノコエ 2号 1960年1月30日 記載無し

3-028 わだつみのこえ ワダツミノコエ 3号 1960年6月15日 日本戦没学生記念会（わだつみ会）

3-028 わだつみのこえ ワダツミノコエ 4号 1960年8月5日 記載無し

3-028 わだつみのこえ ワダツミノコエ 5号 1960年10月31日 記載無し

3-028 わだつみのこえ ワダツミノコエ 7号 1961年3月20日 記載無し

3-028 わだつみのこえ ワダツミノコエ 8号 1961年6月10日 記載無し

3-028 わだつみのこえ ワダツミノコエ 9号 1961年8月10日 記載無し

3-028 わだつみのこえ ワダツミノコエ 10号 1961年10月31日 記載無し

3-028 わだつみのこえ ワダツミノコエ 11号 1961年11月30日 記載無し

3-028 わだつみのこえ ワダツミノコエ 12号 1962年3月20日 記載無し

3-028 わだつみのこえ ワダツミノコエ 13号 1962年6月15日 記載無し

3-028 わだつみのこえ ワダツミノコエ 14号 1962年8月1日 記載無し

3-028 わだつみのこえ ワダツミノコエ 15号 1962年12月1日 記載無し

3-028 わだつみのこえ ワダツミノコエ 16号 1963年4月7日 記載無し

3-028 わだつみのこえ ワダツミノコエ 17号 1963年6月30日 記載無し

3-028 わだつみのこえ ワダツミノコエ 25号 1964年12月10日 記載無し

9-067 我れ雨を救う ワレアメヲスクウ 2集 大正10年2月20日 警醒社書店

0-048 我等 ワレラ 1巻12号 大正8年10月1日 我等社

0-048 我等 ワレラ 3巻2号 大正10年2月1日 我等社

0-048 我等 ワレラ 3巻3号 大正10年3月1日 我等社 　　　　　　　　　　　　　　　2冊あり
0-048 我等 ワレラ 4巻3号 大正11年3月1日 我等社

3-010 吾等 ワレラ 12巻2号 昭和19年2月1日 人文協會

3-010 吾等 ワレラ 12巻3号 昭和19年3月1日 人文協會

3-010 吾等 ワレラ 12巻5号 昭和19年5月1日 人文協會

3-010 吾等 ワレラ 12巻6号 昭和19年6月1日 人文協會

3-010 吾等 ワレラ 12巻7号 昭和19年7月1日 人文協會

3-010 吾等 ワレラ 12巻8号 昭和19年8月1日 人文協會

3-010 吾等 ワレラ 12巻9号 昭和19年9月1日 人文協會

3-010 吾等 ワレラ 12巻10号 昭和19年10月1日 人文協會 綴じ崩壊
3-010 吾等 ワレラ 12巻11号 昭和19年11月1日 人文協會 綴じ崩壊
3-010 吾等 ワレラ 12巻12号 昭和19年12月1日 人文協會 綴じ崩壊
3-010 吾等 ワレラ 13巻1号 昭和20年1月1日 人文協會 綴じ崩壊
3-010 吾等 ワレラ 13巻2号 昭和20年2月1日 人文協會 綴じ崩壊
3-010 吾等 ワレラ 13巻3号 昭和20年3月1日 人文協會 綴じ崩壊
3-019 われらの科学 ワレラノカガク 1巻2号 昭和21年5月1日 彰考書院 綴じ崩壊
0-048 われらの世界 ワレラノセカイ v.3 no.1 昭和23年1月1日 浅間書房


