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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 出版年 編集人 出版社 備考

A-001
アーキテクチュラル・ダイジェ
スト・ジャパン

アーキテクチュラル・ダイジェスト・ジャパン昭和58年11月1日 丸山征司 株式会社福武書店

A-001 アート・シアター アート・シアター 昭和37年4月20日 多賀祥介 株式会社 日本アート・シアター・ギルド
A-001 Artプレイボーイ アート・プレイボーイ 昭和44年1月15日 五十嵐洋 集英社
A-001 アームズ・マガジン アームズ・マガジン 昭和63年2月1日 佐藤光市 株式会社ホビージャパン

A-001 愛苑 アイエン 昭和44年11月1日 長島正巳 外苑書房

A-002 哀歓 アイカン 昭和24年6月1日 平井通 平井通
A-001 愛書家手帳 アイショカテチョウ 昭和51年8月20日 斎藤夜居 愛書家クラブ発行所
A-002 藍染川 アイゾメガワ 昭和53年9月25日 藍染会 藍染会
A-002 愛の家庭 アイノカテイ 昭和11年3月1日 西澤行吉 愛の家庭社
A-001 愛の友 アイノトモ 昭和23年12月5日 長谷川茂代 愛の友社
A-001 愛民公論 アイミンコウロン 明治23年7月7日 中西重悦 愛民社
A-001 愛欲サロン アイヨクサロン 昭和24年12月20日 記載なし 愛欲サロン社
A-002 愛欲編 アイヨクヘン 昭和24年10月5日 艶獣社出版部 艶獣社
A-002 青い鳥 アオイトリ 昭和29年12月15日 岡本良雄 記載無し
A-002 青馬 アオウマ 昭和2年5月1日 淸水房之丞 青馬社
A-002 赤い鳥 アカイトリ 昭和6年1月1日 鈴木三重吉 赤い鳥社
A-001 赤と黒 アカトクロ 昭和21年9月5日 峰岸義一 リフアイン社
A-002 赤とんぼ アカトンボ 昭和21年4月1日 藤田圭人 実業之日本社
A-061 赤旗 アカハタ 大正12年4月1日 上田茂樹 赤旗社
A-002 赤門文学 アカモンブンガク 昭和23年6月25日 赤門文学編集室 近代文庫社
A-002 赤門文学 アカモンブンガク 昭和27年11月1日 緒方君太郎 赤門文学社 復刊号
A-001 明るい学校 アカルイガッコウ 1946年7月20日 青木壮一郎 明るい学校社
A-001 阿寒 アカン 昭和21年2月1日 唐笠学 阿寒発行所
A-002 秋田近代文芸史研究 アキタキンダイブンゲイシケンキュウ昭和58年8月15日 秋田近代文芸史研究会みしま書房
A-002 握手 アクシュ 大正13年4月12日 吉田利光 吉田利光（発行人）
A-002 アクトレス アクトレス 昭和57年9月1日 斎藤秋男 株式会社リイド社
A-001 悪魔の華 アクマノハナ 昭和45年8月20日 長嶋正巳 清風書房株式会社
A-002 朝明 アサアケ 昭和22年3月15日 岡井弘 朝明発行所
A-001 朝日アジアレビュー アサヒアジアレビュー 昭和45年3月1日 横田製三 朝日新聞社
A-001 朝日教育ノートのびのび アサヒキョウイクノートノビノビ昭和49年3月1日 波多野公介 朝日新聞社
A-002 朝日教育ノートのびのび アサヒキョウイクノートノビノビ昭和49年3月1日 波多野公介 朝日新聞社
A-001 朝日ジャーナル アサヒジャーナル 昭和34年3月15日 和田斉 朝日新聞社 合本
A-001 朝日タイムズ アサヒタイムズ 昭和20年2月1日 恒吉武昭 朝日タイムズ社
A-001 朝日タイムズ アサヒタイムズ 昭和25年2月1日 恒吉武昭 朝日タイムズ社
A-001 朝日評論 アサヒヒョウロン 昭和21年3月1日 小倉敬二 朝日新聞東京本社
A-001 麻布学園同窓会会報 アザブガクエンドウソウカイカイホウ昭和38年5月5日 麻布学園同窓会会報同窓委員会[麻布学園同窓会]
A-061 葦 アシ 昭和21年3月25日 吉行淳之介 七曜会
A-001 アズ アズ 昭和62年8月15日 野村敏晴 株式会社新人物往来者
A-002 飛鳥 アスカ 昭和17年11月1日 藤本誠一 飛鳥発行所
A-001 明日では遅すぎる アスデハオソスギル 昭和51年12月1日 青木登代子 現代ブック社 2冊有り
A-002 あすの農村 アスノノウソン 1974年12月1日 松宮龍起 株式会社新日本出版社
A-001 遊び方読本 アソビカタドクボン 昭和35年12月1日 榎本一男 季節風書店
A-001 アダム アダム 昭和25年8月10日 細川健治 紫文閣
A-002 新しい教育と文化 アタラシイキョウイクトブンカ昭和22年11月1日 丸山義紹 週刊教育新聞社
A-061 新しい時代 アタラシイジダイ 1961年11月 吉田峯夫 新しい時代社
A-002 新しい世界 アタラシイセカイ 昭和21年8月1日 中城龍雄 日本共産党出版部
A-001 新しい歴史教育 アタラシイレキシキョウイク 1953年11月1日 記載なし 歴史教育者共展会
A-002 新しき街 アタラシキマチ 昭和23年3月20日 野口良秋 中華国際新聞社事業部
A-001 アテネウム アテネウム 昭和31年6月10日 岩淵兵七郎 アテネウム社 第9号も一緒
A-061 アトリエ アトリエ 昭和21年8月1日 北原鐵雄 株式会社アルス
A-002 アドン アドン 昭和49年5月1日 南定四郎 コバルト社
A-002 アナーキズム文学 アナーキズムブンガク 昭和7年6月1日 塩長五郎 アナーキズム文学社
A-001 アニメディア アニメディア 昭和56年7月1日 倉田幸雄 株式会社学習研究社 2冊有り
A-002 アフタヌーン アフタヌーン 昭和62年2月1日 栗原良幸 株式会社講談社
A-001 アフリカを学ぶ雑誌/a アフリカヲマナブザッシ [エー]1970年9月 アフリカ問題懇話会理論社
A-001 アベック写真画報 アベックシャシンガホウ 昭和36年8月1日 榎本一男 季節風書店
A-001 あまぎ アマギ 昭和21年3月1日 土屋欣一 あまぎ文社
A-001 アメリカ アメリカ 昭和21年6月10日 上野英治 新英社
A-002 アメリカ アメリカ 昭和21年6月10日 上野英治 新英社
A-001 アメリカ小説研究 アメリカショウセツケンキュウ昭和48年5月25日 佐渡谷重信 株式会社 泰文堂
A-001 アメリカ百貨 アメリカヒャッカ 昭和21年3月30日 上西利親 研進社
A-002 アメリカ文化 アメリカブンカ 昭和21年2月15日 山家豊 アメリカ研究所
A-001 アメリカ文化 アメリカブンカ 昭和21年12月15日 山家豊 立教大学構内アメリカ研究所
A-001 アメリカ文学 アメリカブンガク 昭和23年3月15日 清水光 作品出版京都社
A-002 あゆみ アユミ 昭和21年8月1日 西川典春 あゆみ編集部
A-001 荒磯 アリソ 昭和61年8月10日 記載なし [高見順の会]
A-001 あるとき アルトキ 1978年5月1日 津曲篤子 株式会社 彌生書房
A-002 アルプ アルプ 昭和33年3月 三宅修 創文社内アルプ編集室
A-002 荒地 アレチ 昭和9年6月1日 西川友孝 青騎書房
A-002 荒地 アレチ 昭和14年3月1日 上村隆一 「荒地」発行所
A-001 荒地 アレチ 昭和22年9月1日 田村隆一 岩谷書店 2冊有り
A-001 アンアン アンアン 昭和45年3月20日 芝崎文 平凡出版株式会社
A-001 暗黒街 アンコクガイ 昭和23年2月25日 高橋義夫 株式会社ナンバーワン
A-001 安心 アンシン 昭和58年5月1日 平野繁生 株式会社マキノ出版
A-002 あんとろぽす アントロポス 昭和21年7月10日 山岡吉松 山岡書店 2冊有り
A-001 アントロポス アントロポス 1981年5月25日 アントロポス編集委員会アントロポス編集委員会

A-002 家の光 イエノヒカリ 大正14年5月1日 千石興太郎 産業組合中央会
A-061 医学のあゆみ イガクノアユミ 昭和21年3月1日 今田見信 日本医学雑誌株式会社 自然科学
A-002 生きた新聞 イキタシンブン 昭和10年1月5日 鹿島タマ 三一書房
A-002 以後 イゴ 昭和12年4月1日 橋本宇一 以後刊行所

A-002 礎 イシズエ 昭和26年6月1日 小島文雄 株式会社武楊堂

A-002 衣食住 イショクジュウ 昭和33年1月1日 佐々木文雄 株式会社甲鳥書林新社
A-002 維新 イシン 昭和2年5月1日 大和茂樹 維新社

A-002 泉 イズミ 大正11年10月1日 足助素一 叢文閣
1・2号3冊有り、3号各2冊有り、4
～6＋終刊各1冊有り

A-002 イタリア イタリア 昭和33年4月1日 石田昌 イタリアの友の会
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A-002 1936 イチキュウサンロク 昭和8年12月1日 高橋済 三六社
A-002 一問一答 イチモンイットウ 昭和23年3月1日 川上親輝 問答社
A-002 一流 イチリュウ 昭和23年7月1日 浅野保 パレス社
A-002 一冊の本 イッサツノホン 1996年4月1日 平泉悦郎 朝日新聞社
A-002 イデア イデア 大正12年1月31日 小原のぶ イデア書院
A-002 遺伝 イデン 昭和22年12月25日 篠遠喜人 株式会社北隆館
A-002 いななき イナナキ 昭和21年12月17日 小津茂郎 中央馬事会
A-002 茨城文芸家協会雑誌 イバラキブンゲイカキョウカイ昭和45年3月1日 記載無し 茨城県文芸家協会
A-002 以悲留 イビル 1982年12月1日 記載無し 安田武をイビル会
A-002 イラスト表現 イラストヒョウゲン 昭和56年5月1日 宮田昌一 株式会社三麗社
A-002 イラストレーション イラストレーション 昭和54年1月15日 記載無し 株式会社玄光社
A-002 いらつめ イラツメ 明治20年7月9日 正木政吉 成美社

A-002 いるまの イルマノ 昭和25年8月15日 埼玉県文集編集委員会
埼玉県教育委員会事務局指導部内
埼玉県文集編集会

A-002 いろは イロハ 昭和23年7月1日 竹井博友 竹井出版株式会社
A-002 岩戸 イワト 昭和15年12月23日 長谷川泉 国の会
A-002 IN・POCKET イン・ポケット 1983年10月1日 宍戸芳夫 株式会社講談社
A-002 INDONESIA インドネシヤ 昭和22年5月25日 記載無し インドネシア出版社
A-002 いんなあとりっぷ インナアトリップ 昭和47年5月1日 大竹勇 株式会社沸乃世界社

A-002 インパクト インパクト 1979年7月1日 インパクト出版会 インパクト出版会

A-003 VAN ヴァン 昭和21年5月1日 伊藤逸平 株式会社イヴニングスター社
A-003 ヴァンサンカン ヴァンサンカン 昭和55年6月1日 戸田麒一郎 婦人画報社
A-003 うい！酒・文化 ウイ！ 昭和56年1月15日 小川房繁 A.D.O（酒類需要促進調査委員会）
A-003 WEEKLY平凡パンチ ウィークリーヘイボンパンチ昭和39年5月11日 清水達夫 平凡出版株式会社

A-003 With ウィズ 昭和56年10月1日 鈴木茂次 株式会社講談社 4冊有り
A-003 VILLON ヴィヨン 1952年11月1日 冨士正晴 VILLON CLUB
A-003 風車[Windmill] ウィンドミル 1947年12月1日 吉元成 株式会社極東出版社
A-003 WOMAN ウーマン 昭和46年8月1日 新村正 株式会社講談社
A-003 ヴォーグ ヴォーグ 昭和22年1月20日 矢部芳治 永光社
A-003 浮世絵草紙 ウキヨエソウシ 昭和21年5月15日 吉田暎二 有限会社高見澤木版社
A-003 有喜世の花 ウキヨノハナ 明治30年4月15日 山口榮作 有喜世館
A-003 うごく顔 ウゴクカオ 昭和34年1月1日 榎本一男 季節風書店
A-003 潮 ウシオ 昭和27年6月15日 山本茂実 葦会 4冊有り
A-003 うたえ、わかもの ウタエ、ワカモノ 1949年4月10日 タカクラ・テル 民主青年出版部
A-003 歌ごえ ウタゴエ 昭和23年3月15日 大島博光 山川書店
A-003 歌と随筆 ウタトズイヒツ 昭和21年1月1日 菊池實 蒼明社発行所
A-003 内幕特集雑誌 七つのカーテ ウチマクトクシュウザッシナナツノカーテン昭和27年8月10日 増永善吉 株式会社鱒書房
A-003 内村鑑三研究 ウチムラカンゾウケンキュウ昭和48年12月15日 中沢洽樹、田村光三、石倉啓一、泉治典、渋谷浩、矢沢栄一、高木謙次キリスト教夜間講座出版部
A-003 宇宙人 ウチュウジン 昭和33年1月1日 堀田建城別 宇宙クラブ
A-003 宇宙人 ウチュウジン 昭和46年7月1日 記載無し 宇宙社
A-003 海 ウミ 昭和6年5月15日 三ツ村繁造 マアロ芸術会
A-003 海 ウミ 昭和44年6月1日 近藤信行 中央公論社
A-003 海 ウミ 昭和44年7月1日 近藤信行 中央公論社 （第1巻第2号）
A-003 梅の月 ウメノツキ 明治42年7月25日 香取郁三 吟友会
A-003 うら・おもて[新論改題] ウラ・オモテ 昭和23年6月1日 中野淳 銀柳書房
A-003 うらおもて ウラオモテ 昭和27年2月1日 大竹宗茂 水青社 2冊有り
A-003 裏の裏 ウラノウラ 昭和23年3月10日 道正良二 佐田書房

A-003 噂の真相 ウワサノシンソウ 昭和54年4月1日 岡留安則 株式会社噂の真相

A-005 永遠の希望 エイエンノキボウ 昭和21年2月1日 岡本利吉 財団法人神都教学館
A-004 映画・歌劇 エイガ・カゲキ 昭和21年5月28日 佐薙覺 映画歌劇通信社
A-004 映画科学研究 エイガカガクケンキュウ 昭和3年6月1日 村田實、牛原虚彦映画科学研究会 2冊有り
A-005 映画技術 エイガギジュツ 昭和23年1月10日 持田米彦 日本映画技術協会

A-005 映画クラブ エイガクラブ 昭和21年10月15日 田中貞夫 映画クラブ社

A-005 映画芸術 エイガゲイジュツ 昭和21年6月15日 山中榮造 星林社
A-062 映画芸術 エイガゲイジュツ 昭和29年7月1日 淸水光 記載無し
A-005 映画春秋 エイガシュンジュウ 昭和21年8月15日 早田秀雄 映画春秋社
A-004 映画春秋 エイガシュンジュウ 昭和32年6月10日 映画春秋同人 映画春秋社
A-004 映画新人 エイガシンジン 昭和22年1月1日 監督新人会映画新人編集部、近代書房映画新人編集部映画新人社
A-005 映画新潮 エイガシンチョウ 1950年7月1日 立石義夫 制作社
A-005 映画製作 エイガセイサク 昭和21年7月1日 青山敏夫 映画世界社 2冊有り
A-004 映画是非 エイガゼヒ 昭和4年4月1日 田葉一雄 第八書房
A-004 映画批評 エイガヒヒョウ 昭和45年10月10日 松田政男 株式会社新泉社
A-004 映画評論 エイガヒョウロン 昭和16年1月1日 寺崎廣載 株式会社映画日本社
A-004 映画ファン エイガファン 昭和21年6月1日 大塚和 映画世界社
A-004 映画文化 エイガブンカ 昭和22年10月1日 記載無し 映画文化研究会
A-005 英国映画 エイコクエイガ 昭和23年11月20日 前羽昇 英国出版株式会社
A-004 英語ジューニア エイゴジューニア 昭和21年10月5日 記載無し 愛育社
A-004 英語プリマー エイゴプリマー 昭和21年4月5日 記載無し 愛育社 3冊有り
A-004 衛生新誌 エイセイシンシ 明治22年3月25日 山田槌之助 衛生新誌社
A-004 映像総合誌青 エイゾウソウゴウシアオ 昭和54年3月1日 馬場当 横浜放送映画専門学院
A-005 abroad エイビーロード 昭和59年11月1日 倉田学 株式会社リクルート
A-004 英文化手帖 エイブンカテチョウ 昭和35年6月1日 天野亮 垂水書房
A-004 A エー 昭和36年10月15日 小田仁二郎 記載無し
A-004 AVハウス エーヴイハウス 1988年11月1日 杉山浩 株式会社双葉社
A-005 えくらん エクラン 昭和21年7月25日 戸塚秋生 映画タイムス社
A-004 えくらん エクラン 昭和34年11月1日 荒井惣三郎 えくらん社
A-004 江古田文学 エコタブンガク 昭和25年12月15日 矢作勝美 江古田文学会
A-005 S.H.K エス・エイチ・ケー 昭和12年9月20日 阿部潔志 川柳飜譯研究会
A-005 エスエス エスエス 昭和11年7月1日 奈須藤三郎 東宝発行所
A-004 SFアドベンチャー エスエフアドベンチャー 昭和54年5月1日 荒井修 株式会社徳間書店
A-005 SFビック エスエフビック 昭和53年11月1日 荒木清三 （株）創明社
A-004 SF宝石 エスエフホウセキ 昭和54年8月1日 谷口尚規 株式会社光文社
A-004 SM戦線 エスエムセンセン 1971年10月27日 谷平吉 SM戦線編集部
A-004 SM通信 エスエムツウシン 記載無し 野川伸彦 画報社
A-005 エスタミネ エスタミネ 1991年11月1日 城市創 株式会社きょうせい
A-005 エスペラント エスペラント 大正13年7月15日 記載無し 京都商業エスペラント
A-062 エスペラント エスペラント 昭和8年1月1日 大井學 財団法人日本エスペラント学会
A-004 エスペラント発音研究 エスペラントハツオンケンキュウ大正14年5月15日 記載無し 財団法人日本エスペラント学会

ウ＊
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A-005 エスペラント文芸 エスペラントブンゲイ 大正15年4月1日 谷邦 四方堂
A-004 ETIQUETTE エチケット 昭和23年7月10日 増田郊二 エチケット社
A-005 エデン エデン 昭和22年9月1日 安田正典 改進社
A-004 エトアール エトアール 昭和22年5月1日 田村敬男 日本科学社
A-004 NHKセミナー エヌエイチケーセミナー 1990年4月1日 日本放送協会 日本放送出版協会

A-004
NHKラジオテキスト　ロシア語
入門

エヌエイチケーラジオテキスト　ロシアゴニュウモン昭和39年3月15日 日本放送協会 財団法人NHKサービスセンター

A-004 エピステーメー エピステーメー 昭和50年7月1日 中野幹隆 朝日出版社
A-005 エピステーメー エピステーメー 昭和50年10月1日 中野幹隆 朝日出版社
A-004 愛媛の国語 エヒメノコクゴ 昭和24年5月15日 和田茂樹 愛媛国語教育研究会
A-004 F.O.T. エフ．オー．ティー． 昭和21年12月9日 FOT新劇友の会 演劇文化社
A-004 えぶりわん エブリワン 昭和53年3月1日 国際教育協議会 洋販出版株式会社 2冊有り
A-004 エポス　叙事詩の復活 エポス　ジョジシノフッカツ 1982年2月20日 エポス刊行会 エポス刊行会
A-004 えほんのくに エホンノクニ 昭和22年5月1日 吉井武雄 まひる書房

A-005
EQ　[ELLERY QUEEN'S
Mystery Magazine]

エラリー・クイーン ミステリーマガジン昭和53年1月1日 谷口尚規 株式会社光文社 2冊有り

A-005 ERNTE エラント 昭和4年2月22日 石中象治 濁逸文学研究会
A-005 ELLE-JAPON エルジャポン 昭和57年5月1日 和泉繁 平凡出版株式会社
A-004 エロ エロ 昭和5年9月1日 小澤清麿 猟奇社 第2・3合併号有り
A-004 えろちか エロチカ 昭和44年7月1日 清野雅三 有限会社三崎書房
A-004 えろちか エロチカ 昭和48年10月1日 及川隆彦 有限会社駿河台書房
A-004 円環 エンカン 1973年9月1日 森春雄、綱島佳郎記載無し
A-004 演技研究 エンギケンキュウ 昭和21年4月1日 北見治一 演技研究所
A-005 えんげい エンゲイ 昭和24年5月27日 中田昌義 関西演芸協会
A-004 演芸画報 エンゲイガホウ 明治40年1月1日 鈴木久太郎 演芸画報社
A-005 演芸クラブ エンゲイクラブ 昭和22年6月1日 今井敏郎 合資会社三立社
A-004 円形劇場 エンケイゲキジョウ 1952年5月31日 記載無し 円形劇場研究会月光会
A-005 演劇学 エンゲキガク 昭和7年5月10日 秋葉芳美 演劇学会
A-005 演劇グラフ エンゲキグラフ 昭和27年11月1日 村山吉郎 株式会社アルス 2冊有り
A-005 演劇検察 エンゲキケンサツ 大正15年5月1日 萩郁子 新書堂書店
A-004 演劇人 エンゲキジン 昭和21年4月30日 坂上眞一郎 株式会社建設社 3冊有り
A-004 演劇手帖 エンゲキテチョウ 1956年10月1日 武智鉄二 淡路書房
A-004 演劇評論 エンゲキヒョウロン 昭和28年9月1日 本田敏雄 演劇評論社
A-005 演劇読物 エンゲキヨミモノ 昭和21年1月1日 水越利一 新星堂
A-005 槐 エンジュ 昭和42年2月25日 記載無し 不動調社
A-005 エンゼル エンゼル 昭和24年1月1日 荒木誠太郎 株式会社近代女性社
A-004 艶楽書館 エンラクショカン 昭和52年4月1日 間瀬肇 みのり書房

A-005 艶麗 エンレイ 昭和23年4月1日 豊田穣 有限会社双立社

A-005 黄金 オウゴン 昭和21年10月5日 邱榮新 中華民国世界文化社
A-005 鴨東論壇 オウトウロンダン 昭和60年7月1日 安田章 株式会社臨川書店
A-005 嚶鳴 オウメイ 昭和21年9月24日 木島工 嚶鳴会
A-005 応用菌学 オウヨウキンガク 昭和21年7月1日 北海道帝国大学農学部応用菌学教室株式会社北方出版社

A-005 oh!mz オー！エムゼット 1982年5月20日 田鎖洋治郎 株式会社日本ソフトバンク

A-005 oh!16 オー！ジュウロク 昭和59年9月1日 田鎖洋治郎 株式会社日本ソフトバンク
創刊0号あり（昭和59年7月1日発
行）

A-005 oh!PC オー！ピーシー 昭和57年5月20日 田鎖洋治郎 株式会社日本ソフトバンク
A-005 oh!Hitbit オー！ヒットビット 昭和59年4月1日 田鎖洋治郎 株式会社日本ソフトバンク
A-005 大泉文学 オオイズミブンガク 昭和23年6月1日 内野登悦 東京第三師範学校学友会文学部
A-005 大川端 オオカワバタ 昭和26年2月15日 平塚広雄 明治座文芸部
A-005 大倉山論集 オオクラヤマロンシュウ 昭和27年6月25日 財団法人大倉山文化科学研究所財団法人大倉山文化科学研究所
A-005 OK オーケー 昭和22年12月5日 島田順二 オーケー社
A-005 大さか オオサカ 昭和21年10月1日 博多久吉 記載無し 2冊有り
A-005 大阪人 オオサカジン 昭和22年3月1日 中石清一 大阪都市協会
A-005 大阪文化 オオサカブンカ 昭和18年6月20日 赤井清司 財団法人朝日新聞大阪厚生事業団
A-005 大阪文学 オオサカブンガク 昭和16年12月1日 田島義男 輝文館
A-005 大原社会問題研究所雑誌 オオハラシャカイモンダイケンキュウジョザッシ大正12年11月10日 大島秀雄 大原社会問題研究所出版部

A-005
大原社会問題研究所パンフ
レット

オオハラシャカイモンダイケンキュウジョパンフレット大正11年5月25日 大島秀雄 同人社書店

A-005 オール・ロマンス オール・ロマンス 昭和23年4月1日 本多喜久夫 株式会社オールロマンス社
A-005 オールクヰン オールクイン 昭和9年11月1日 松川健一 クヰン社
A-005 オール小説 オールショウセツ 昭和23年4月1日 木村学司 江戸書院
A-005 オール女性 オールジョセイ 昭和21年2月15日 長澤毎幸 日本書林
A-005 オール野球 オールヤキュウ 昭和21年12月15日 今井守 体育世界社
A-005 オール読物 オールヨミモノ 昭和21年10月1日 車谷弘 株式会社文芸春秋新社
A-005 ORE オーレ 昭和61年7月1日 三樹創作 株式会社講談社
A-006 沖縄経験 オキナワケイケン 1971年7月 大江健三郎 『沖縄経験』刊行会
A-006 織田作之助研究 大阪文学 オダサクノスケケンキュウ オオサカブンガク昭和41年11月20日 河原義夫 大阪文学の会
A-006 おとこの遊艶地 オトコノユウエンチ 平成3年9月5日 長谷川浩二 株式会社リイド社
A-006 オパール オパール 昭和24年10月1日 西田光一 オパール社
A-006 Oblige オブリージ 1996年4月25日 香取純一 桜友会
A-006 おみなご オミナゴ 昭和37年11月1日 記載無し 専修大学二部女子会
A-006 面白倶楽部 オモシロクラブ 昭和23年3月1日 茂木茂 株式会社光文社
A-006 面白半分 オモシロハンブン 昭和4年6月1日 （宮武）外骨 半狂堂
A-006 オリエンタリカ オリエンタリカ 昭和23年8月10日 記載無し 大地書房 2冊有り
A-006 折口博士記念会紀要 オリクチハカセキネンカイキヨウ昭和34年7月 記載無し 記載無し

A-006
おりじん 幻影のユートピア 北
海道編

オリジン ゲンエイノユートピア ホッカイドウヘン1974年12月20日 記載無し おりじん書房

A-006 おりぞん オリゾン 昭和30年4月1日 記載無し おりぞん社
A-006 オリムピック オリムピック 昭和23年8月1日 中村恭二郎 日本オリムピック協会
A-006 オレンジ・ピープル オレンジ・ピープル 昭和55年10月1日 伊吹潤一郎 株式会社フライング'80
A-006 オレンジclub オレンジクラブ 1993年7月1日 松井隆 株式会社スター出版
A-006 オレンジページ オレンジページ 昭和60年7月1日 馬場禎子 オレンジページ
A-006 音楽界 オンガクカイ 昭和21年10月1日 佐野健児 佐野書房
A-006 音楽研究 オンガクケンキュウ 大正12年2月1日 石崎條次 音楽研究社
A-006 音楽研究 オンガクケンキュウ 昭和10年10月1日 白井保男 共益商社書店発行
A-006 音楽公論 オンガクコウロン 昭和16年11月1日 岩田重雄 音楽評論社 2冊有り
A-006 音楽雑誌ムジカ オンガクザッシムジカ 昭和6年11月1日 神田豊穂 株式会社春秋社

オ＊
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A-006 音楽新潮 オンガクシンチョウ 大正13年2月1日 倉田繁太郎 音楽新潮発行所
A-006 音楽文献 オンガクブンケン 昭和4年9月25日 日根三郎 関西好楽連盟
A-006 音響 オンキョウ 昭和21年8月1日 千葉茂太郎 株式会社電気日本社
A-006 黄金伝説 オンゴンデンセツ 1967年9月20日 松浦孝行 記載無し
A-006 温泉ファン オンセンファン 昭和58年12月10日 原田稔 株式会社婦人生活社
A-006 女・エロス オンナ・エロス 1973年11月28日 「女・エロス」編集委員会社会公論社

A-006 女の部屋 オンナノヘヤ 昭和45年4月20日 中原淳一 中原淳一プロダクション

A-007 CAR and DRIVER カー・アンド・ドライバー 昭和53年11月1日 高橋直宏 株式会社ダイヤモンド社
A-008 カーニバル カーニバル 昭和23年5月1日 増田博哉 石狩書房
A-008 海外工業資料 カイガイコウギョウシリョウ 昭和21年4月1日 原正敏 株式会社機械製作資料社
A-007 海外文学 カイガイブンガク 昭和6年10月1日 佐々木能理男 海外文学社

A-007 開顕 カイケン 昭和22年2月5日 森信三 開顕社

A-007 外国文化 ガイコクブンカ 昭和23年6月1日 田代喜一郎 株式会社外国文化社
A-008 外国文化 ガイコクブンカ 昭和23年6月1日 田代喜一郎 株式会社外国文化社
A-061 会社事業内報 カイシャジヨウナイホウ 昭和25年2月21日 土屋宏 産業経済研究会

A-006
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昭和3年6月 記載無し 改造社

A-007 改造文芸 カイゾウブンゲイ 昭和23年3月15日 山本俊太 改造社
A-007 改造文芸 カイゾウブンゲイ 昭和24年7月1日 平田貫一郎 改造社
A-007 ガイダンス ガイダンス 昭和24年5月1日 力富阡藏 株式会社黎明書房
A-008 海潮音 カイチョウオン 昭和26年6月15日 「海潮音」編集部 山口書店
A-008 開発と公害 カイハツトコウガイ 1978年3月30日 生越忠 （株）オリジン出版センター
A-008 会報 カイホウ 昭和10年6月1日 櫻羽正友 大日本国粋会
A-008 解放 カイホウ 昭和21年3月1日 齋藤新吾 解放社
A-062 会報 カイホウ 1947年4月1日 矢次保 日本私学団体総連合会
A-008 解放 カイホウ 昭和28年6月1日 北島宗人 解放社 2冊有り
A-008 歌学 カガク 昭和21年2月1日 吉村幸夫 株式会社秀英社
A-007 科学季刊 カガクキカン 昭和24年1月1日 小林稔 株式会社秋田屋
A-008 科学公論 カガクコウロン 昭和21年3月1日 上田忠夫 社団法人全日本科学技術団体総合会
A-008 科学春秋 カガクシュンジュウ 昭和31年10月1日 細川隆司 株式会社山文社
A-007 科学小国民 カガクショウコクミン 昭和21年9月20日 森山善雄 帝国発明協会新潟県支部
A-007 科学小説 カガクショウセツ 記載無し 矢野徹 おめがくらぶ
A-008 科学随筆アミーバ カガクズイヒツアミーバ 昭和22年6月10日 福井玉夫 株式会社刀水書房
A-008 科学と技術 カガクトギジュツ 1947年9月1日 木本忠人 日本共産党出版部
A-008 科学と芸術 カガクトゲイジュツ 昭和8年11月1日 平岩米吉 白日荘
A-008 科学と芸術 カガクトゲイジュツ 昭和21年4月25日 神田重隆 日本科学芸術協会 1・3・4号合本
A-008 科学と芸術 カガクトゲイジュツ 昭和21年4月25日 神田重隆 日本科学芸術協会 2冊有り
A-008 科学と生活 カガクトセイカツ 昭和21年6月1日 長谷川七郎 株式会社機械製作資料社
A-008 科学の泉 カガクノイズミ 昭和22年10月25日 宮本常夫 帝国発明協会支部京都発明協会 2冊有り
A-008 科学農業 カガクノウギョウ 昭和21年5月1日 植村諦聞 株式会社機械製作資料社
A-008 科学の実験 カガクノジッケン 昭和25年10月1日 南條初五郎 共立出版株式会社
A-008 科学の世界 カガクノセカイ 昭和21年3月1日 駒田彌太郎 高山書院
A-008 科学の友 カガクノトモ 昭和20年12月1日 來島捨六 山海堂
A-008 科学の領域 カガクノリョウイキ 昭和22年7月15日 小立正彦 南江堂出版株式会社
A-006 科学文化 カガクブンカ 昭和5年5月1日 小島威彦 科学文化アカデミイ仮本部
A-007 科学文化 カガクブンカ 昭和5年5月1日 小島威彦 科学文化アカデミイ仮本部 2冊有り
A-008 科学ペン カガクペン 昭和11年10月1日 長田恒雄 株式会社三省堂
A-062 科学読売 カガクヨミウリ 昭和24年4月1日 堀淸一 読売新聞社
A-008 鏡 カガミ 昭和23年8月1日 藤井田鶴子 鏡書房 2冊有り
A-007 我観 ガカン 大正12年10月15日 稲垣伸太郎 我観社
A-006 我観 ガカン 昭和19年7月1日 三宅雄二郎 我観社
A-007 革 カク 1977年10月18日 革編集委員会 革編集委員会 文芸機関誌もタイトルでは？
A-008 学苑 ガクエン 大正15年7月1日 小西榮三郎 聖山閣
A-007 学苑 ガクエン 昭和21年10月15日 金田重雄 田村塾
A-006 学苑 ガクエン 昭和24年11月1日 根本峰好 株式会社旺文社 2冊
A-008 学園評論 ガクエンヒョウロン 昭和27年7月1日 塩浜方美 学園評論社
A-007 学芸 ガクゲイ 昭和24年12月18日 今井三子、伊藤貫一、田澤巌、岩清水尚、澤田吉忠北海道学芸大学
A-007 学士会会報 ガクシカイカイホウ 昭和40年2月10日 高野忠興 社団法人学士会
A-008 学習院短歌 ガクシュウインタンカ 昭和28年11月1日 常磐井猷磨 学習院大学短歌会
A-007 学習コンピュータ ガクシュウコンピュータ 昭和45年6月1日 古岡勝 株式会社学習研究社
A-008 革新 カクシン 昭和13年9月19日 田所太郎 革新社
A-008 革新 カクシン 昭和21年2月12日 川畑橘雄 革新社
A-008 楽人 ガクジン 昭和10年4月30日 山内誠一郎 東京音楽ボヘミアン倶楽部
A-007 学生運動 ガクセイウンドウ 大正15年10月1日 大宅壮一 学生運動社 2冊有り
A-008 学生生活 ガクセイセイカツ 昭和13年10月1日 加納祐五 東大文化科学研究会
A-007 学生戦線 ガクセイセンセン 1961年10月1日 全学連「学生戦線」編集部中央書記局情宣部
A-008 学生戦線 ガクセイセンセン 1961年10月1日 全学連「学生戦線」編集部全日本学生自治会総連合
A-006 学生ダイジェスト ガクセイダイジェスト 昭和24年5月1日 錦三郎 財団法人PTA研究会
A-007 学生評論 ガクセイヒョウロン 昭和21年10月1日 植田冨士太郎 学生書房
A-007 学生文苑 ガクセイブンエン 昭和21年5月1日 豊田勝彦 作文社
A-007 学生野球 ガクセイヤキュウ 昭和22年4月10日 内藤良作 合資会社人生社
A-008 学窓 ガクソウ 昭和21年5月20日 丸山正三郎 文進堂
A-006 楽想 ガクソウ 昭和23年5月15日 藤原義江 大丸出版社
A-007 カクテール カクテール 昭和5年1月1日 竹中孝之輔 カフエー漫画漫文社
A-007 学之光 ガクノヒカリ 1957年11月28日 玄光洙 法政大学朝鮮文化研究会
A-008 学友 ガクユウ 昭和21年7月1日 福地恒男 福地書店
A-008 学理新論 ガクリシンロン 明治24年4月1日 佐伯好郎 学理新論社
A-008 崖 ガケ 昭和14年6月20日 小島信夫 崖発行所
A-008 歌劇グラフ カゲキグラフ 昭和21年11月15日 福田勝路 歌劇グラフ社
A-008 歌劇スタア カゲキスタア 昭和25年8月1日 井畑邦一 歌劇スタア社
A-008 花月 カゲツ 大正7年5月5日 井上精一 花月発行所
A-007 華光 カコウ 中華民国35年5月1日勞同平 華光社出版部
A-008 かごしま カゴシマ 昭和24年6月1日 片ノ坂時機 鹿児島啓文社
A-006 風花 カザハナ 昭和22年5月1日 宮元一枝 風花書房
A-006 風花 カザハナ 1976年3月 鈴木晴久 「風花」内
A-007 火山系 カザンケイ 昭和23年12月1日 水谷勢二 太陽系社 創刊号から15号までの合本
A-063 Casino カジノ 昭和6年6月1日 島村龍三 カジノ・フォーリー文藝部
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A-008 カジノ・フォーリー カジノ・フォーリー 1983年10月10日 竹本幹男 カジノ・フォーリー社
A-007 かしの木 カシノキ 昭和29年7月15日 石森延男 かしの木社
A-006 春日 カスガ 昭和38年1月1日 春日とよ五 財団法人春日会 2冊
A-007 風 カゼ 昭和21年5月1日 澤木欣一 風発行所
A-008 学海 ガッカイ 昭和19年6月10日 千葉考起 秋田屋
A-017 月刊マンガッポ ガッカンマンガッポ 昭和51年5月1日 まんがっぽ編集室株式会社絃映社
A-007 学校劇 ガッコウゲキ 昭和24年6月1日 富田博之 日本図書出版社
A-008 学校劇 ガッコウゲキ 昭和29年10月1日 落合聰三郎 国土社
A-007 合唱界 ガッショウカイ 昭和31年12月20日 大島直勝 株式会社合唱界出版社
A-061 カット集 カットシュウ 1948年12月20日 記載無し 日本共産党出版部
A-008 家庭 カテイ 明治42年4月3日 大橋光吉 精美堂
A-008 家庭 カテイ 昭和6年6月1日 中川敏夫 大日本連合婦人会
A-007 家庭 カテイ 昭和21年4月5日 波多野繁藏 家庭社
A-008 家庭朝日 カテイアサヒ 昭和6年5月25日 藤本尚則 株式会社朝日新聞社支店東京朝日新聞発行所
A-008 家庭エホン カテイエホン 昭和21年1月1日 大橋進 株式会社博文館
A-007 家庭クラブ カテイクラブ 昭和24年4月20日 後藤福次郎 文化建設社
A-008 家庭文化 カテイブンカ 昭和20年12月1日 神崎淸 家庭文化社 2冊有り
A-007 家庭文化 カテイブンカ 昭和20年12月1日 神崎清 家庭文化社
A-007 家庭文芸 カテイブンゲイ 明治40年1月1日 佐々木政一 金港堂書籍株式会社
A-007 カドカワ カドカワ 昭和58年5月1日 鈴木豊一 株式会社角川書店 月刊も含まれるのでは？
A-007 カトリック思想 カトリックシソウ 昭和21年5月1日 大泉孝 上智学院出版部
A-008 かに[CRABE] カニ 昭和21年2月1日 原重司 撮影助手会
A-006 金 カネ 昭和12年5月1日 岡村祐之 三益社
A-007 カピタン カピタン 1997年7月1日 浅見雅男 株式会社文藝春秋
A-008 歌舞伎 カブキ 大正14年5月25日 吉田暎二 記載無し
A-008 歌舞伎研究 カブキケンキュウ 大正15年6月1日 記載無し 歌舞伎出版部
A-007 歌舞伎座 カブキザ 昭和25年12月23日 歌舞伎座宣伝部 歌舞伎座宣伝部
A-006 画報・実話雑誌 ガホウ・ジツワザッシ 昭和34年6月1日 彦坂博 株式会社三世社
A-008 かまくら カマクラ 昭和22年11月1日 山田繁三郎 かまくら社
A-007 神山茂夫研究 カミヤマシゲオケンキュウ 1975年10月1日 神山茂夫研究会 神山茂夫研究会
A-007 カム カム エヴリボディ カム カム エヴリボディ 昭和21年9月30日 記載無し 第一月刊社
A-008 歌謡ニツポン カヨウニッポン 昭和21年3月1日 新井更二 歌謡ニツポン社 2冊有り
A-008 歌謡ファン カヨウファン 昭和22年7月15日 石井哲夫 合資会社秩父書房
A-008 からて カラテ 昭和21年12月20日 尹曦炳 韓武館出版部
A-006 GULLIVER ガリバー 昭和53年2月1日 高倉一 株式会社檸檬社
A-007 ガリバー ガリバー 1989年8月1日 石川次郎 株式会社マガジンハウス
A-008 花柳 カリュウ 明治33年3月27日 上島永二郎 記載無し
A-008 我流 ガリュウ 昭和21年12月10日 柴田秦助 我流社
A-008 花柳界 カリュウカイ 昭和30年10月1日 足立貞行 住吉書房
A-007 カルチュア カルチュア 昭和24年4月20日 改田博三 株式会社神戸新聞社
A-061 カルトブランシュ カルトブランシュ 昭和13年1月1日 山田有勝 デカドクラブ 2冊あり
A-008 カルトン カルトン 昭和21年3月1日 荒木剛 新文化普及会
A-006 劫 カルパ 1975年5月1日 小野田襄二 記載無し
A-006 COLLEGE PRESS カレッジ・プレス 昭和55年12月1日 能星冬樹 辰巳出版株式会社
A-007 カロス カロス 1977年7月5日 海外美術研究所 株式会社創樹社美術出版
A-008 CALORY カロリー 昭和21年6月1日 仁見登久 食料文化研究所
A-007 河 カワ 昭和28年2月10日 雑誌編集局 学習院高等科代議会
A-007 河合おんぱろす カワイオンパロス 1990年12月15日 『河合おんぱろす』編集委員会河合文化教育研究所
A-008 考える人 カンガエルヒト 2002年8月1日 松家仁之 株式会社新潮社
A-007 感覚 カンカク 昭和23年9月1日 村川彌五郎 感覚出版部
A-032 感覚世界 カンカクセカイ 昭和25年3月1日 大森直道 株式会社時事通信社
A-008 環境 カンキョウ 大正14年12月15日 中山勝義 長野県文芸環境社
A-007 環境 カンキョウ 昭和46年11月1日 環境科学研究所 株式会社ユマニテ
A-008 韓国文芸 カンコクブンゲイ 1975年10月1日 全玉淑 小説文芸社
A-007 関西歌人 カンサイカジン 昭和22年2月15日 萩原大助 新日本歌人協会関西支部
A-008 観照 カンショウ 昭和21年8月20日 林秀雄 観照社
A-008 寒地農学 カンチノウガク 昭和21年12月15日 栃内吉彦 柏葉書院
A-007 官報全誌 カンポウゼンシ 明治17年1月31日 大野堯運 報告堂
A-008 寒雷 カンライ 昭和21年9月1日 加藤楸邨 寒雷発行所
A-008 翰林工芸 カンリンコウゲイ 昭和21年1月1日 小野磐彦 財団法人翰林工芸研究会 5巻3号までの合本
A-007 官令全報 カンレイゼンポウ 明治9年8月 記載無し 弘令社

A-006 甘露の家 カンロノイエ 昭和11年2月25日 松木天村 甘露の家叢書刊行会

A-010 規格ト標準 キカクトヒョウジュン 昭和21年8月20日 淸水淸吉 財団法人日本規格協会
A-063 季刊　東京人 キカン　トウキョウジン 昭和61年1月1日 粕谷一希 （財）東京都文化振興会
A-012 季刊・随筆　想苑 キカン・ズイヒツ　ソウエン 昭和21年7月15日 室園草生 金文堂出版部
A-009 季刊・ボロと水 キカン・ボロトミズ 1971年 「ボロと水」編集委員会ヤマギシズム出版社

A-009 季刊青鉛筆 キカンアオエンピツ 昭和23年10月1日 志村秀太郎 丸ノ内書房

A-01１ 季刊明日香風 キカンアスカカゼ 昭和56年10月1日 寺尾勇 財団法人飛鳥保存財団
A-010 季刊アステイオン キカンアステイオン 昭和61年7月1日 粕谷一希 ＴＢＳブリタニカ
A-010 季刊外事論叢 キカンガイジロンソウ 昭和22年12月1日 本田實 神戸市立外事専門学校
A-012 季刊教育のために キカンキョウイクノタメニ 昭和52年10月20日 橋本敬 株式会社日本評論社
A-009 季刊教職課程 キカンキョウショクカテイ 昭和50年4月25日 小貫輝雄 協同出版株式会社
A-012 季刊「銀花」別冊手紙 キカンギンカベッサツテガミ昭和59年8月20日 今井田勲 文化出版局 2冊あり
A-010 季刊暮らしの手帖 キカンクラシノテチョウ 昭和23年9月20日 大橋鎭子 衣装研究所
A-009 季刊芸術 キカンゲイジュツ 昭和42年4月1日 古山高麗雄 株式会社講談社
A-009 季刊ゲーテ キカンゲーテ 昭和23年5月25日 小城正雄 櫻井書店
A-061 季刊ゲーテ キカンゲーテ 昭和23年5月25日 小城正雄 櫻井書店 外国語・外国文化
A-01１ 季刊劇場 キカンゲキジョウ 昭和24年2月1日 記載なし 演劇文化社 2冊あり
A-010 季刊現代芸術 キカンゲンダイゲイジュツ 昭和33年10月31日 佐々木基一 みすず書房
A-009 季刊現代史 キカンゲンダイシ 1972年11月1日 藤井忠俊 現代史の会
A-010 季刊現代史 キカンゲンダイシ 昭和47年11月1日 藤井忠俊 現代史の会
A-010 季刊現代批評 キカンゲンダイヒヒョウ 昭和48年3月30日 小林一喜 記載なし
A-012 季刊現代評論 キカンゲンダイヒョウロン 昭和53年6月20日 山崎ヒロ子 櫓人出版会
A-010 季刊国文学 キカンコクブンガク 昭和22年11月2日 坂倉篤義 株式会社秋田屋
A-009 季刊古川柳 キカンコセンリュウ 昭和49年1月15日 記載なし 川柳雑俳研究会
A-012 季刊作品 キカンサクヒン 昭和23年8月10日 八木岡英治 創芸社
A-010 季刊雑誌孔雀 キカンザッシクジャク 昭和23年7月1日 今井彬彦 新生堂浪速書房
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A-01１ 季刊サブ キカンサブ 1970年12月10日 小島素治 洛神書房
A-010 季刊サブ キカンサブ 昭和45年12月10日 小林素治 サブ編集室
A-009 季刊三千里 キカンサンゼンリ 1975年2月1日 李進煕 三千里社
A-01１ 季刊思索 キカンシサク 昭和21年4月10日 片山修三 青磁社
A-010 季刊社会学 キカンシャカイガク 昭和23年11月20日 賀茂儀一 同文館
A-010 季刊写真映像 キカンシャシンエイゾウ 昭和44年5月1日 桑原甲子雄・笹谷みつ子・吉村伸哉株式会社写真評論社
A-061 季刊新児童文化 キカンシンジドウブンカ 昭和21年8月10日 巽聖歌 中央出版株式会社
A-01１ 季刊酔 キカンスイ 昭和58年7月1日 村上盛之 大陸書房 2冊あり
A-010 季刊推理文学 キカンスイリブンガク 昭和45年1月1日 推理文学会 新人物往来社
A-012 季刊世界文学 キカンセカイブンガク 昭和40年11月10日 季刊世界文学編集委員会冨山房
A-010 季刊戦争責任研究 キカンセンソウセキニンケンキュウ1993年9月10日 山口俊明 日本の戦争責任センター
A-01１ 季刊創造 キカンソウゾウ 昭和51年10月1日 武田友寿 聖文舎
A-012 季刊雙面神 キカンソウメンシン 1959年10月1日 記載無し 雙面神編集部
A-01１ 季刊大学 キカンダイガク 昭和22年4月25日 長谷川泉 帝国大学出版社
A-010 季刊短歌民族 キカンタンカミンゾク 昭和7年11月10日 短歌民族協会 アトリエ社
A-01１ 季刊月の牙 キカンツキノキバ 昭和52年2月26日 河村悟 株式会社イザラ書房
A-01１ 季刊テレビ研究 キカンテレビケンキュウ 1958年10月5日 森谷巖 みすず書房 2冊あり
A-010 季刊伝統芸術 キカンデントウゲイジュツ 昭和45年12月1日 武智鉄二 伝統芸術の会 2冊
A-010 季刊天平 キカンテンピョウ 昭和22年3月25日 池田小菊 株式会社全国書房
A-009 季刊人間研究 キカンニンゲンケンキュウ 昭和25年1月25日 縣田克躬 株式会社国土社 2冊あり
A-010 季刊人間雑誌 キカンニンゲンザッシ 1979年12月11日 草野権和 草風館
A-010 季刊人間として キカンニンゲントシテ 1970年3月20日 小田実・真継伸彦筑摩書房
A-010 季刊俳句 キカンハイク 1973年10月15日 堀井春一郎 中央書院
A-012 季刊汎 キカンパン 1986年6月13日 伊藤一男・宮下洋介・海原真基ＰＭＣ出版株式会社
A-010 季刊版画 キカンハンガ 昭和23年10月1日 川合昭三 株式会社美術出版社
A-012 季刊美学 キカンビガク 昭和25年3月20日 美學会 宝雲舎
A-012 季刊美術雑誌　ぱれっと キカンビジュツザッシ　パレット昭和21年10月1日 古家新 湯川弘文社
A-010 季刊美術雑誌ぱれっと キカンビジュツザッシパレット昭和21年10月1日 古家新 湯川弘文社
A-010 季刊批評 キカンヒヨウ 昭和7年11月30日 福田久道 木星社書院
A-01１ 季刊Femina キカンフェミナ 1989年5月10日 星瑠璃子 株式会社学習研究社
A-012 季刊文学的立場 キカンブンガクテキタチバ 1970年6月10日 小田切秀雄 日本近代文学研究所 2冊あり
A-009 季刊文芸学 キカンブンゲイガク 昭和22年3月1日 京都文芸学会 株式会社秋田屋
A-010 季刊文芸学 キカンブンゲイガク 昭和22年3月1日 谷友幸 株式会社秋田屋
A-010 季刊へるめす キカンヘルメス 昭和59年12月3日 大塚信一 岩波書店
A-010 季刊へるめす キカンヘルメス 昭和59年12月3日 大塚信一 岩波書店
A-012 季刊まほろば キカンマホロバ 昭和47年9月10日 北澤輝昭 まほろば
A-01１ 季刊マルクス主義公論 キカンマルクスシュギコウロン昭和33年7月5日 記載なし 平文社
A-01１ 季刊漫金超 キカンマンキンチョウ 1980年4月10日 峯正澄 （株）チャンネルゼロ
A-010 季刊メディアレビュー キカンメディアレビュー 昭和55年5月1日 玉田顕一郎 株式会社東京印書館
A-01１ 季刊メディアレビュー キカンメディアレビュー 昭和55年5月1日 玉田顕一郎 株式会社平凡社
A-012 季刊meme キカンメメ 1975年5月20日 白倉敬彦 エディシオン　エパーブ
A-012 季刊柳田国男研究 キカンヤナギダクニオケンキュウ昭和48年2月1日 季刊柳田国男研究編集委員会株式会社　白鯨社
A-010 季刊歴史ピープルー キカンレキシピープル 平成6年9月30日 宮田昭宏 株式会社講談社
A-01１ 季刊歴史文学 キカンレキシブンガク 1974年11月15日 安住恭子 汐文社
A-010 季刊論争 キカンロンソウ 1989年2月25日 大沢正道 カタロニア社
A-009 気球 キキュウ 昭和21年9月25日 山崎馨 気球社
A-062 菊畑茂久馬特集 キクハタモクマトクシュウ 昭和60年9月1日 田村治芳 なないろ文庫
A-01１ 技術新論 ギジュツシンロン 1946年4月1日 古賀廣治 株式会社電気日本社 2冊あり
A-01１ 技術と社会 ギジュツトシャカイ 昭和21年6月15日 村井五郎 北海道綜合技術連盟 虫食いあり
A-01１ 技術日本 ギジュツニホン 昭和21年1月1日 重森幹之助 大日本技術会
A-009 技術文化 ギジュツブンカ 昭和21年3月1日 稻村耕雄 天然社
A-010 技術文化 ギジュツブンカ 昭和22年12月1日 鴨儀一 技術文化社
A-01１ 奇想天外 キソウテンガイ 昭和49年1月1日 曽根忠穂 盛光社
A-01１ 基礎科学 キソカガク 昭和22年10月1日 吉松虎暢 弘文堂書房
A-010 北日本文化 キタニホンブンカ 昭和21年1月1日 櫻田正良 北日本文化協会
A-01１ 奇譚 キダン 昭和14年1月1日 横溝武夫 奇譚社
A-009 キネマ旬報 キネマジュンポウ 昭和21年3月1日 水町靑磁 松竹京都企画室 第1号から20号合本
A-009 キネマ旬報 キネマジュンポウ 昭和25年10月15日 淸水千代太 キネマ旬報新社 復刊特別号
A-009 木下尚江演説年表稿 キノシタナオエエンゼツネンピョウコウ昭和36年6月29日 後神俊文 記載なし
A-010 樹の花 キノハナ 昭和21年7月1日 柴田勇 樹の花社
A-010 牙 キバ 昭和9年1月1日 田部悦郎 牙発行所
A-009 黄蜂 キバチ 昭和21年4月1日 寺田俊雄 黄蜂社
A-009 行 キャウ 昭和14年2月15日 服部仁三郎 光明思想普及会
A-009 Ｃａｚ キャズ 1989年5月10日 伊藤正明 扶桑社
A-009 キャバレー キャバレー 昭和23年2月20日 足立幸嘉 小松書房
A-01１ CaRaway キャラウェイ 1988年12月1日 原実 文化出版局
A-012 ＣａｎＣａｎ キャンキャン 昭和57年1月1日 野口晴男 小学館
A-010 ＱＡ キューエー 昭和59年11月10日 門崎敬一 株式会社平凡社
A-009 旧式機関車 キュウシキキカンシャ 1947年1月31日 古谷津順郎 野田文学会・詩部会
A-010 九州詩人 キュウシュウシジン 昭和21年10月15日 貞島米親 碌々山房
A-061 九州文学 キュウシュウブンガク 昭和28年6月25日 原田種夫 「九州文学」発行所
A-009 教育 キョウイク 昭和22年8月25日 小關順平 社会社
A-01１ 教育 キョウイク 昭和26年11月1日 勝田守一 国土社
A-01１ 教育界 キョウイクカイ 明治34年11月3日 曾根松太郎 金港堂書籍株式会社
A-01１ 教育改造 キョウイクカイゾウ 昭和21年6月1日 小出直三郎 成城教育研究所
A-009 教育科学 キョウイクカガク 昭和27年7月1日 島内淳 同学者
A-009 教育技術 キョウイクギジュツ 昭和21年4月1日 島田弘喜 小学館
A-01１ 教育現実 キョウイクゲンジツ 昭和24年8月1日 石山脩平 教育図書株式会社
A-009 教育講談 キョウイクコウダン 大正11年4月1日 加藤知正 南光社
A-009 教育公論 キョウイクコウロン 昭和21年4月1日 岩淵武 明治図書出版社
A-009 教育春秋 キョウイクシュンジュウ 昭和21年10月1日 赤坂軍治 教育春秋社
A-010 教育ダイジェスト キョウイクダイジェスト 昭和23年4月30日 坂本一郎 東光出版社
A-010 教育と社会 キョウイクトシャカイ 昭和21年7月15日 社会教育連合会 印刷局
A-009 教育評価 キョウイクヒョウカ 昭和30年4月1日 小見山栄一、平沼良教育評価研究会
A-009 教育評論 キョウイクヒョウロン 昭和8年1月31日 福田久道 木星社書院
A-009 教育評論 キョウイクヒョウロン 昭和26年12月1日 益永次男 日本教職員組合教育文化部
A-009 教育報国 キョウイクホウコク 昭和10年11月15日 上沼久之丞 全国連合小学校教員会
A-01１ 饗宴 キョウエン 昭和21年5月1日 嘉門安雄 日本書院
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A-012 饗宴 キョウエン 昭和21年5月1日 嘉門安雄 日本書院
A-010 教学 キョウガク 昭和22年4月1日 伊東惠 法蔵館
A-010 共産主義研究 キョウサンシュギケンキュウ大正13年5月1日 杉原三郎 朱文書店
A-009 暁鐘 ギョウショウ 昭和21年5月1日 西田康三 暁社
A-01１ 京都 キョウト 昭和25年8月1日 臼井喜之介 株式会社白川書院
A-009 郷土 キョウド 昭和5年11月1日 尾高豊作 刀江書院
A-01１ 郷土 キョウド 昭和5年11月1日 尾高豊作 刀江書院
A-009 協同社会 キョウドウシャカイ 昭和11年7月20日 梶原一二三 協同組合研究所
A-009 郷土史展望 キョウドシテンボウ 昭和57年11月1日 峯山昇 日本郷土史刊行会
A-01１ きゃうと市民風景 キョウトシミンフウケイ 昭和8年10月1日 田中義一 市民風景社
A-01１ 郷土文化 キョウドブンカ 昭和22年7月28日 安本博 静岡県郷土文化研究会
A-009 炬火 キョカ 昭和21年9月1日 小池淸泰 函館青年文化会
A-061 局外 キョクガイ 大正12年5月1日 神永文三 株式会社而立社
A-009 極東国際軍事裁判研究 キョクトウコクサイグンジサイバンケンキュウ昭和22年4月25日 極東国際軍事裁判研究会平和書房
A-01１ 巨人 キョジン 昭和21年1月1日 酒田忠明 FCC事務所
A-010 基督教文化 キリストキョウブンカ 昭和21年1月25日 秋山憲兄 新教出版社
A-010 キリスト教文学 キリストキョウブンガク 1981年7月30日 佐藤泰正 日本キリスト教文学会九州支部
A-012 キリスト教文芸 キリストキョウブンゲイ 昭和58年9月9日 「キリスト教文芸」編集委員会日本キリスト教文学会関西支部
A-009 銀河 ギンガ 昭和21年10月1日 佐藤亮一 新潮社
A-01１ 銀河系 ギンガケイ 昭和22年2月20日 三谷晃一 ほむら詩会
A-009 ＫＩＮＧ キング 大正14年1月1日 廣瀬照太郎 大日本雄弁会講談社
A-01１ 近代 キンダイ 昭和7年10月27日 松井休暢 国際電報通信社
A-009 近代映画 キンダイエイガ 昭和20年12月1日 小杉益次郎 近代映画社
A-009 近代詩 キンダイシ 昭和22年6月10日 大森忠行 文学地帯社
A-010 近代詩苑 キンダイシエン 昭和21年1月25日 岩佐東一郎 近代詩苑社
A-009 近代思想 キンダイシソウ 1947年12月 藤岡淳吉 彰考書院
A-009 近代の結婚 キンダイノケッコン 大正12年5月1日 井上貞一 近代の結婚社
A-01１ 近代風景 キンダイフウケイ 大正15年11月1日 北原鐵雄 ARS
A-01１ 近代文学 キンダイブンガク 昭和21年1月10日 本多秋五 近代文学社
A-010 近代文学考 キンダイブンガクコウ 昭和48年3月26日 近代文学考同人会近代文学考同人会
A-009 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1959年12月 記載なし 近代文学懇談会
A-009 近代文学の検討 キンダイブンガクノケントウ 昭和37年3月25日 文学史の会 白帝社
A-009 金と銀 キントギン 昭和23年9月1日 佐籐仁 文寿堂出版
A-010 銀の筐 ギンノハコ 昭和22年7月1日 加藤吉太郎 昭和謄写堂
A-010 吟遊 ギンユウ 昭和50年9月10日 北村博史 吟遊社

A-009 勤労者文学 キンロウシャブンガク 昭和23年3月20日 德永直 日本評論社新日本文学会

A-012 くいーん クイーン 昭和22年3月1日 齋藤康弘 くいーん編集部
A-012 クイーン クイーン 昭和23年6月1日 大石房夫 株式会社クイーン社
A-012 ＧＯＵＴ グゥ 昭和58年6月30日 津田政廣 株式会社　松文館
A-012 くうりえ クウリエ 昭和53年4月1日 東環 株式会社東出版

A-012 クエスト クエスト 1977年7月1日 向坂隆一郎 株式会社小学館

A-012 クオタリイ日本文学 クオタリイニホンブンガク 昭和8年1月28日 山室静 耕進社
A-012 草上教室 クサウエキョウシツ 昭和21年11月1日 山室静 浅間国民高等学校農村文化室
A-012 草の葉 クサノハ 昭和21年9月5日 濱野浅次郎 草の葉社
A-012 叢 クサムラ 1976年4月15日 沖山隆久 沖積舎
A-012 掘進 クッシン 昭和21年8月26日 記載無し 井華鉱業株式会社本社従業員組合
A-012 グッドコミック グッドコミック 昭和55年8月1日 鍛冶忠史 株式会社少年画報社
A-012 句と評論 クトヒョウロン 昭和7年9月1日 藤田勤吉 帝都書院
A-061 久保榮研究 クボサカエケンキュウ 1959年11月30日 記載無し 記載無し
A-012 熊蜂 クマンバチ 昭和25年5月25日 上村伸彦 パトス社
A-012 雲 クモ 昭和38年3月28日 向坂隆一郎 現代演劇協会
A-012 苦楽 クラク 大正13年1月1日 河中作造 プラトン社
A-012 苦楽 クラク 昭和21年11月1日 須貝正義 株式会社苦楽社
A-012 暮らしのジャーナル クラシノジャーナル 昭和35年5月10日 示村甫 週刊ジャーナル社
A-013 グラヒック グラヒック 明治42年1月1日 田中源三郎 有楽社
A-013 クレエヴォーグ クレエヴォーグ 昭和56年6月1日 長谷川清一 株式会社日本ヴォーグ社
A-013 黒猫 クロネコ 昭和22年4月1日 伊藤逸平 株式会社イヴニング・スター社 2冊有り
A-013 黒の手帖 クロノテチョウ 1966年11月20日 大沢正道 黒の手帖社 2冊有り
A-013 黒の手帖 クロノテチョウ 昭和46年5月1日 高倉一 株式会社檸檬社
A-062 黒薔薇 クロバラ 大正14年1月1日 飯尾謙藏 交蘭社
A-013 クロワッサン クロワッサン 昭和52年5月1日 甘糟章 平凡出版株式会社
A-013 軍事研究 グンジケンキュウ 昭和41年4月1日 小名孝雄 軍事研究社
A-013 軍事史学 グンジシガク 昭和40年5月1日 平田俊春 軍事史学会
A-013 群衆 グンシュウ 昭和9年5月1日 湯田文一 群衆社
A-013 郡星 グンセイ 昭和22年10月10日 結城哀草果 暁書房
A-013 群像 グンゾウ 昭和21年10月1日 高橋淸次 株式会社雄弁会講談社 2冊有り
A-013 群像 グンゾウ 昭和21年10月15日 黒須英雄、金子柳一郎群像文芸詩会 2号も有り
A-013 群島 グントウ 昭和9年6月1日 酒井森之介 群島社

A-013 訓導生活 クンドウセイカツ 昭和12年1月1日 三瀬末雄 訓導生活社

A-016 経営管理 ケイエイカンリ 昭和21年11月10日 黑澤淸 構造社
A-016 経営者 ケイエイシャ 昭和22年2月1日 大野一之 中外出版株式会社
A-061 経営評論 ケイエイヒョウロン 昭和21年4月1日 原田美代子 経営評論社
A-014 芸苑 ゲイエン 昭和19年8月1日 波多野一 株式会社巌松堂書店 2冊あり
A-013 軽音楽 ケイオンガク 昭和21年9月1日 富澤邦英 軽音楽社

A-062 軽音楽 ケイオンガク 昭和21年9月1日 富澤邦英 軽音楽社
A-016 経済 ケイザイ 昭和22年2月1日 小島龜三郎 株式会社経済社
A-061 経済 ケイザイ 昭和22年2月1日 小島龜三郎 経済社
A-014 経済学研究 ケイザイガクケンキュウ 大正9年1月1日 大内兵衛 経済学研究会
A-016 経済新誌 ケイザイシンシ 昭和19年5月1日 門多榮男 日本證券取引所
A-013 経済評論 ケイザイヒョウロン 昭和21年4月1日 鈴木三男吉 株式会社日本評論社
A-014 経済文化 ケイザイブンカ 昭和15年2月25日 石山皆男 ダイヤモンド社
A-014 閨秀新誌 ケイシュウシンシ 明治23年5月31日 波木井才九郎 閨秀社
A-014 芸術 ゲイジュツ 大正7年11月1日 佐竹弘行 芸術社
A-014 芸術 ゲイジュツ 昭和21年7月10日 新庄嘉章 株式会社八雲書店
A-014 芸術 ゲイジュツ 昭和30年1月1日 妻木新平 日本芸術協会
A-014 芸術倶楽部 ゲイジュツクラブ 昭和48年7月1日 奈良義巳 (株)フィルムアート社
A-013 芸術自由教育 ゲイジュツジユウキョウイク大正10年1月1日 山本鼎 合資会社アルス

ケ＊

ク＊
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A-014 芸術前衛 ゲイジュツゼンエイ 1949年2月1日 出海渓也 芸術前衛グループ
A-014 芸術評論 ゲイジュツヒョウロン 昭和14年10月8日 男澤淳 美学談話会
A-014 形成 ケイセイ 昭和14年12月1日 橋本福松 古今書院
A-014 競馬タイムス ケイバタイムス 昭和21年6月1日 佐佐木千之 競馬タイムス社
A-014 芸文 ゲイブン 昭和23年7月1日 浅田廣治 三興出版部
A-014 芸文座 ゲイブンザ 昭和21年8月15日 淸水靜雨 中部芸能連盟
A-016 芸文日本 ゲイブンニホン 昭和12年4月1日 記載無し 芸術日本会
A-014 桂馬 ケイマ 大正14年1月1日 早川貞次郎 川柳新星会
A-014 啓明 ケイメイ 大正8年10月1日 下中彌三郎 啓明会
A-014 芸林 ゲイリン 昭和20年12月1日 後藤竹志 芸林閣
A-015 藝林閒歩 ゲイリンカンホ 昭和21年4月1日 野田宇太郎 東京出版
A-015 藝林閒歩 ゲイリンカンホ 昭和29年10月15日 野田宇太郎 的場書房 第2期
A-017 劇画村塾 ゲキガソンジュク 昭和58年6月1日 桑村誠二郎 （株）スタジオ・シップ
A-013 劇場裏表 ゲキジョウウラオモテ 昭和5年6月1日 原田禮太郎 劇場裏表社
A-016 劇場街 ゲキジョウガイ 昭和4年6月3日 久保榮 劇場街社
A-016 劇場文化 ゲキジョウブンカ 昭和5年2月1日 久保榮 劇場文化社
A-014 劇文学 ゲキブンガク 昭和9年6月1日 蓮見大作 劇文学社
A-016 劇文学 ゲキブンガク 昭和9年6月1日 蓮見大作 劇文学社
A-015 月刊秋田 ゲッカンアキタ 昭和27年2月1日 細川祐一 月刊秋田社
A-016 月刊Asahi ゲッカンアサヒ 1989年6月1日 角倉二朗 朝日新聞社
A-014 月刊維新 ゲッカンイシン 昭和9年11月1日 下中彌三郎 株式会社平凡社 2冊あり
A-015 月刊イメージフォーラム ゲッカンイメージフォーラム 昭和55年6月25日 かわなかのぶひろ株式会社ダゲレオ出版
A-014 月刊ウィリー ゲッカンウィリー 昭和62年5月1日 井川浩 角川書店 付録あり
A-014 月刊歌の新聞 ゲッカンウタノシンブン 昭和21年8月1日 記載無し 歌の新聞社
A-014 月刊噂 ゲッカンウワサ 昭和46年8月1日 高橋呉郎 株式会社季龍社
A-015 月刊映画少年 ゲッカンエイガショウネン 昭和53年12月1日 森下信太郎 白夜書房
A-014 月刊エフ ゲッカンエフ 1984年7月1日 中村洋一 株式会社主婦の友
A-014 月刊オーディオ ゲッカンオーディオ 昭和49年9月1日 平山秀雄 電波新聞社
A-014 月刊面白半分 ゲッカンオモシロハンブン 昭和47年1月5日 佐藤嘉尚 総合出版(株)面白半分
A-014 月刊音楽教室 ゲッカンオンガクキョウシツ 昭和25年4月1日 樽井近義 教育出版株式会社
A-016 月刊キャンディ・ジャック ゲッカンキャンディ・ジャック昭和59年9月1日 中森今日子 （株）新和出版社
A-015 月刊近代麻雀 ゲッカンキンダイマージャン昭和48年1月1日 板板康弘 竹書房
A-013 月刊Crash ゲッカンクラッシュ 昭和60年10月1日 中沢慎一 株式会社白夜書房
A-015 月刊グラフ山形 ゲッカングラフヤマガタ 昭和51年8月1日 田村茂広 株式会社東北出版企画
A-016 月刊グランディ ゲッカングランディ 昭和58年11月1日 滝川和俊 （株）徳間書店
A-015 月刊言語 ゲッカンゲンゴ 昭和47年4月1日 川本茂雄 大修館書店
A-016 月刊現代寺院 ゲッカンゲンダイジイン 昭和60年11月1日 小畠宏允 株式会社潮流出版
A-013 月刊広告批評 ゲッカンコウコクヒヒョウ 1979年5月1日 天野祐吉 株式会社マドラ
A-015 月刊交通労働 ゲッカンコウツウロウドウ 大正9年5月1日 佐々木專治 日本交通労働組合出版部
A-017 月刊ことば ゲッカンコトバ 昭和52年11月1日 外山滋比古 英潮社
A-016 月刊ことば ゲッカンコトバ 昭和52年11月1日 外山滋比古 英潮社
A-017 月刊寿 ゲッカンコトブキ 昭和56年9月1日 記載無し 寿出版株式会社
A-016 月刊コミックトム ゲッカンコミックトム 昭和55年5月1日 刈谷考興 株式会社潮出出版社
A-013 月刊ザ・テンメイ ゲッカンザ・テンメイ 平成5年4月1日 藤田亭一 竹書房
A-017 月刊作品 ゲッカンサクヒン 昭和23年3月1日 藤原審爾 サクヒン出版社
A-014 月刊作文研究 ゲッカンサクブンケンキュウ昭和25年11月1日 來栖良夫 株式会社双龍社
A-014 月刊雑誌目次300 ゲッカンザッシモクジサンビャク昭和48年5月1日 丸山賀代子 株式会社未来企画社
A-017 月刊ＣＤデータ ゲッカンシーディーデータ 昭和63年1月1日 井川浩 角川書店 2冊あり
A-016 月刊自然浄土 ゲッカンシゼンジョウド 昭和21年7月1日 江部鴨村 村陵書院
A-016 月刊実話 ゲッカンジツワ 昭和23年3月1日 坂上秋良 実話新聞社
A-014 月刊ジャーナリスト ゲッカンジャーナリスト 1977年10月10日 星山佳須也 (株)情報センター出版局
A-013 月刊宗教情報 ゲッカンシュウキョウジョウホウ昭和61年7月20日 福田一政 鈴木出版株式会社

A-014
月刊出版ジャーナル＆出版
界情報

ゲッカンシュッパンジャーナルアンドシュッパンカイジョウホウ昭和54年10月10日 窪田安弘 株式会社理想出版社 2冊あり

A-014 月刊小説王 ゲッカンショウセツオウ 1983年9月28日 小畑祐三郎 株式会社角川書店
A-015 月刊小説マガジン ゲッカンショウセツマガジン 昭和52年5月1日 末井昭 株式会社日正堂
A-013 月刊小説マガジン ゲッカンショウセツマガジン 昭和52年5月1日 末井昭 株式会社日正堂
A-016 月刊少年キャプテン ゲッカンショウネンキャプテン昭和60年2月18日 校條満 徳間書店
A-016 月刊少年チャレンジ ゲッカンショウネンチャレンジ昭和54年2月1日 森ひとし 学習研究社
A-017 月刊新日本 ゲッカンシンニホン 昭和21年1月5日 上瀧菊一 月刊雑誌新日本社
A-014 月刊新婦人 ゲッカンシンフジン 昭和21年4月1日 梅野彪 能加美出版株式会社

A-061 月刊新聞戦線 ゲッカンシンブンセンセン 昭和3年11月20日 岩田青兒 新聞戦線社
月刊新聞戦線1号（奥付には編集
人岩田睦男）

A-061 月刊新聞戦線 ゲッカンシンブンセンセン 昭和4年1月25日 岩田睦男 新聞戦線社 月刊新聞戦線2号
A-017 月刊スーパーアクション ゲッカンスーパーアクション昭和58年6月1日 地引功一 株式会社双葉社
A-016 月刊スパーク ゲッカンスパーク 昭和60年12月1日 木村聡 （株）白夜書房
A-013 月刊「セイ」 ゲッカンセイ 昭和58年7月1日 林泰夫 （株）青春出版社
A-017 月刊聖子 ゲッカンセイコ 昭和56年7月1日 中島理志 有限会社光彩書房
A-014 月刊世界経済 ゲッカンセカイケイザイ 昭和6年6月15日 小島淸一 株式会社同文館
A-016 月刊世界資料 ゲッカンセカイシリョウ 昭和22年1月25日 松山巍 日本経済新聞社
A-013 月刊セクシータイム ゲッカンセクシータイム 昭和60年5月1日 長井成司 （株）日正堂
A-015 月刊セクシカ ゲッカンセクシカ 昭和47年10月1日 倉田一郎 三崎書房
A-017 月刊セクシカ ゲッカンセクシカ 昭和47年10月1日 倉田一郎 三崎書房
A-014 月刊ソヴィエト ゲッカンソヴィエト 昭和21年9月10日 中山次郎藏 社団法人ソヴィエト文化協会
A-016 月刊ソヴィエト ゲッカンソヴィエト 昭和21年9月10日 中山次郎藏 社団法人ソヴィエト文化協会 2冊あり
A-017 月刊装道 ゲッカンソウドウ 平成5年4月1日 大峡儷三 装道会
A-015 月刊大学 ゲッカンダイガク 昭和43年3月1日 児玉正之 大学公論社 2
A-013 月刊タウン ゲッカンタウン 昭和42年1月5日 佐藤正晃 アサヒ芸能株式会社
A-016 月刊タウン ゲッカンタウン 昭和42年1月5日 佐藤正晃 アサヒ芸能出版株式会社 2冊あり
A-013 月刊タグ ゲッカンタグ 昭和61年1月1日 見崎悟 株式会社データネット
A-016 月刊茶と花 ゲッカンチャトハナ 昭和7年10月5日 記載無し 記載無し
A-016 月刊テレビ・ラジオコマーシャ ゲッカンテレビ・ラジオコマーシャル昭和42年10月10日 日下熈 月刊テレビ・ラジオコマーシャル社

A-016
月刊テレビガイドビデオコレク
ション

ゲッカンテレビガイドビデオコレクション昭和58年1月1日 山下理介 （株）東京ニュース通信社 2冊あり

A-015 月刊頓智 ゲッカントンチ 平成7年10月1日 松田哲夫 筑摩書房
A-013 月刊ナンバーワン ゲッカンナンバーワン 昭和53年1月1日 鶴見紘 株式会社ナンバーワン出版
A-014 月刊にひがた ゲッカンニイガタ 昭和21年1月1日 堀内悦男 新潟日報社
A-016 月刊日本語 ゲッカンニホンゴ 昭和63年1月1日 西岡暉純 株式会社アルク
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A-013 月刊日本語論 ゲッカンニホンゴロン 1993年11月1日 山本茂男 株式会社山本書房
A-017 月刊バナナ通信 ゲッカンバナナツウシン 昭和61年2月1日 五十嵐利一郎 株式会社ラン出版
A-013 月刊ぱるふぇ ゲッカンパルフェ 1984年5月1日 岡田和裕 株式会社笠倉出版社
A-017 月刊 ＦＩＬＩＮＧ CAPSULE ゲッカンファイリングカプセル昭和59年5月1日 （社）日本販売士協会（株）日本コンサルタント
A-015 月刊ＦｒｅｅＲｉｄｅ ゲッカンフリーライド 昭和60年5月1日 森下茂男 （株）サーフライダース
A-013 月刊ブルドッグ ゲッカンブルドッグ 昭和63年7月1日 遠井洋一 KKワールドフォトプレス
A-017 月刊プレイコミック ゲッカンプレイコミック 昭和50年5月1日 織田訓好 秋田書店

A-017 月刊文芸春秋 ゲッカンブンゲイシュンジュウ大正12年1月1日 菊池寛 春陽社
昭和30年11月1日発行第500号付
録、2冊あり　(復刻版）

A-015 月刊文法 ゲッカンブンポウ 昭和43年11月1日 三樹彰 明治書院
A-013 月刊ペン ゲッカンペン 昭和43年11月1日 町田勝彦 月刊ペン社
A-017 月刊マスコミ ゲッカンマスコミ 昭和50年4月1日 新島史 （株）マスコミ評論社 2冊あり
A-017 月刊マンガ少年 ゲッカンマンガショウネン 昭和51年9月1日 原田利康 株式会社朝日ソノラマ
A-014 月刊民芸 ゲッカンミンゲイ 昭和14年4月1日 浅野長量 日本民芸協会
A-016 月刊民芸 ゲッカンミンゲイ 昭和14年4月1日 淺野長量 日本民芸協会
A-017 月刊モーテル ゲッカンモーテル 昭和47年11月1日 相良秋夫 株式会社クラウンプロモーション
A-017 月刊やんろーど ゲッカンヤンロード 昭和50年8月1日 榎本正秀 株式会社ヤングパワー 2冊あり
A-014 月刊読売 ゲッカンヨミウリ 昭和21年9月1日 三堀将 読売新聞社
A-016 月刊猟の友 ゲッカンリョウノトモ 昭和22年1月30日 淸松奈良 猟の友社
A-015 月刊歴史と旅 ゲッカンレキシトタビ 昭和49年1月1日 横田整三 秋田書房
A-014 月刊労働 ゲッカンロウドウ 昭和23年12月20日 京本善嗣 財団法人大阪労働協会
A-017 月刊ロリタッチ ゲッカンロリタッチ 昭和63年7月5日 塩山芳明 （株）東京三世社
A-014 月刊私たちの社会科 ゲッカンワタシタチノシャカイカ昭和23年9月1日 日本社会化研究会株式会社日本研究会
A-016 月刊をかやま ゲッカンヲカヤマ 昭和20年12月1日 遠藤舜平 合同新聞社
A-013 結婚紹介高砂 ケッコンショウカイタカスナ 昭和23年4月10日 黒田稔 高砂クラブ
A-014 月水金 ゲツスイキン 昭和12年4月5日 記載無し 記載無し
A-017 月水金 ゲツスイキン 昭和31年11月25日 大木直太郎 修道社
A-015 決断 ケツダン 昭和46年5月1日 福生武 日本テレビ放送網株式会社
A-013 Kelly fashion monthly ケリー ファッションマンスリーマガジン昭和62年6月23日 藤井英明 株式会社ゲイン
A-016 幻影城 ゲンエイジョウ 昭和50年2月1日 島崎博 株式会社絃映社 2冊あり
A-014 検閲 ケンエツ 中華民国17年11月4日検閲週刊社 上海復旦書店
A-013 研究紀要部落問題 ケンキュウキヨウブラクモンダイ1969年5月20日 広島部落問題研究会広島部落問題研究会

A-015 研究速報 ケンキュウソクホウ 昭和21年8月1日 中央気象台 中央気象台
第1号から第45号まで。内38号と
41号欠巻

A-014 健康会議 ケンコウカイギ 1949年3月1日 星實 日本療養所患者同盟
A-016 健康時代 ケンコウジダイ 昭和58年1月1日 中野嘉雄 （株）主婦と生活社
A-017 健康と食品情報 ケンコウトショクヒンジョウホウ昭和57年12月15日 伊奈一郎 （株）日本食糧新聞社
A-016 建国 ケンコク 1947年4月1日 朴鳴渓 朝鮮青年同盟中央総本部
A-016 言語生活 ゲンゴセイカツ 昭和26年10月1日 西尾実 筑摩書房
A-007 乾坤 ケンコン 1976年8月30日 三上治 乾坤社 2冊有り
A-015 検察月報 ケンサツゲッポウ 昭和24年4月 記載なし 法務庁検務局
A-014 検察トピック ケンサツトピック 昭和23年5月1日 本田義宣 三芳書房 2冊あり
A-022 幻視 ゲンシ 1968年10月21日 有原直樹・加納潤新劇人反戦青年委員会書記局 表紙にタイトルなし
A-016 原子時代 ゲンシジダイ 昭和25年5月1日 本位田準一 原子時代社
A-014 現実 ゲンジツ 昭和9年4月1日 小野康人 現実編集所
A-013 現象学研究 ゲンショウガクケンキュウ 1972年10月31日 現象学研究会 株式会社せりか書房
A-014 原子力 ゲンシリョク 昭和29年12月1日 伏見康治 みすず書房
A-015 建設 ケンセツ 1949年3月28日 福田久道 建設社
A-014 建設界 ケンセツカイ 昭和27年11月1日 田中康夫 理工図書株式会社
A-014 幻想 ゲンソウ 昭和22年3月1日 安藤直正 養徳社
A-061 現代 ゲンダイ 昭和32年10月22日 清本湧司 早稲田大学第一文学部学生委員会
A-015 現代 ゲンダイ 昭和42年1月1日 牧野武朗 株式会社講談社
A-015 現代 ゲンダイ 昭和51年1月1日 正岡貞雄 株式会社講談社
A-015 現代芸術 ゲンダイゲイジュツ 昭和35年10月1日 安部公房 勁草書房
A-016 現代コミック ゲンダイコミック 昭和45年1月8日 堤任 株式会社双葉社
A-014 現代詩 ゲンダイシ 昭和21年2月1日 關矢與三郎 日本出版教育員詩と詩人社
A-014 現代詩 ゲンダイシ 昭和29年7月1日 岡本潤 百合出版株式会社
A-015 現代詩 ゲンダイシ 昭和29年7月1日 岡本潤 百合出版
A-013 現代詩 La Mer ゲンダイシ ラ・メール 1983年7月1日 新川和江、吉原幸子思潮社 2冊有り
A-014 現代思想 ゲンダイシソウ 1961年5月 清水幾太郎 現代思潮社
A-015 現代思想 ゲンダイシソウ 1961年5月 清水幾太郎 現代思潮社
A-015 現代思想 ゲンダイシソウ 昭和48年1月1日 中野幹隆 青土社
A-016 現代思潮 ゲンダイシチョウ 1957年2月 記載無し 建設新社
A-015 現代詩入門 ゲンダイシニュウモン 昭和30年10月1日 田畔忠彦 時間社
A-015 現代小説 ゲンダイショウセツ 昭和24年9月29日 松浪盛太郎 現代小説
A-015 現代詩論 ゲンダイシロン 1954年8月1日 川津益章・木村俊彦現代詩論社 2冊あり
A-014 現代人 ゲンダイジン 昭和23年1月1日 唐澤正雄 株式会社隅田書房 2冊あり
A-014 現代人 ゲンダイジン 昭和35年11月15日 現代人の会 審美社
A-017 現代性教育研究 ゲンダイセイキョウイクケンキュウ昭和47年5月1日 富田光一 株式会社　小学館
A-061 現代叢書 ゲンダイソウショ 1958年8月1日 現代叢書同人会 書律ユリイカ
A-016 現代短歌 ゲンダイタンカ 昭和22年3月20日 金子廣兄 明石書房
A-014 現代展望 ゲンダイテンボウ 昭和48年4月1日 谷口隆司 現代展望株式会社
A-015 現代のエスプリ ゲンダイノエスプリ 昭和38年5月1日 記載なし 至文社
A-014 現代俳句 ゲンダイハイク 昭和21年9月5日 石田哲大 現代俳句社
A-015 現代批評 ゲンダイヒヒョウ 昭和33年1月20日 奥野健男 ユリイカ
A-016 現代評論 ゲンダイヒョウロン 昭和29年6月1日 奥野健男 現代文学社
A-015 現代評論 ゲンダイヒョウロン 昭和29年6月1日 奥野健男 現代文学社
A-061 現代文学 ゲンダイブンガク 昭和14年12月15日 稲邊道治 記載無し
A-062 現代文学 ゲンダイブンガク 昭和33年4月25日 小林秀雄 緑地社
A-015 現代文学序説 ゲンダイブンガクジョセツ 昭和37年10月15日 中石孝 株式会社南北社
A-015 現代文芸代表作品集 ゲンダイブンゲイダイヒョウサクヒンシュウ昭和24年11月1日 記載なし 黄蜂社
A-062 現代浪漫主義研究 ゲンダイロマンシュギケンキュウ昭和10年10月3日 成田龍平 言海書房
A-014 原地 ゲンチ 昭和20年12月25日 岡安恒武 原地社
A-062 原地 ゲンチ 昭和21年4月1日 岡安恒武 原地社 コピー
A-062 建築と文化 ケンチクトブンカ 昭和21年10月5日 廣瀨初夫、小川正竹友社 2冊あり
A-016 建築文化 ケンチクブンカ 昭和21年4月1日 田邊秦、服部勝吉彰国社
A-015 現地報告 ゲンチホウコク 昭和16年6月10日 池島信平 文芸春秋社
A-016 拳闘スポーツ ケントウスポーツ 昭和22年2月1日 山東光藏 拳闘スポーツ社
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A-014 拳闘ファン ケントウファン 昭和21年10月20日 上方藤四郎 拳闘ファン社
A-016 けんとうマガジン ケントウマガジン 昭和21年12月15日 松本常保 えくらん社
A-014 原爆と文学 ゲンバクトブンガク 昭和47年7月25日 原爆と文学の会 原爆と文学の会
A-014 原理日本 ゲンリニホン 大正14年11月7日 蓑田胸喜、吉田要三文省社
A-014 言論 ゲンロン 昭和21年1月20日 小林英三郎 高山書院 2冊あり
A-014 言論報国 ゲンロンホウコク 昭和18年10月1日 井澤弘 社団法人大日本言論報国会

A-018 高・専入試研究 コウ・センニュウシケンキュウ昭和21年12月15日 金田重雄 田村塾
A-018 庚寅新誌 コウエンシンシ 明治23年2月11日 稻見紀一郎 庚寅新誌社
A-019 口演童話 コウエンドウワ 昭和29年3月27日 高橋良和 全国童話人協会
A-018 講演文化 コウエンブンカ 昭和20年12月20日 河村光男 連合通信社

A-019 号外 ゴウガイ 昭和23年3月25日 杉本洋 新史書房

A-018 講学余談 コウガクヨダン 明治10年 三橋惇 東京曙新聞社
A-019 工芸時代 コウゲイジダイ 大正15年12月1日 北原義雄 アトリエ社
A-018 高原 コウゲン 昭和21年8月10日 掛川長平 鳳文書林
A-019 高原文庫 コウゲンブンコ 昭和61年5月1日 池内輝雄 軽井沢高原文庫
A-018 講座 コウザ 大正12年1月1日 大村郡次郎 大村書店
A-019 好日 コウジツ 昭和27年4月1日 玉木謙造 好日俳句会
A-019 公娼 コウショウ 大正15年10月20日 南鐵太郎 公娼制度研究会
A-018 荒城の月 コウジョウノツキ 昭和6年1月1日 秋葉肇 荒城の月社
A-019 好色文庫 コウショクブンコ 昭和24年5月10日 古川仁人 古典文学研究所
A-018 厚生時報 コウセイジホウ 昭和21年8月15日 米澤常道 厚生行政研究会
A-018 講談 コウダン 昭和27年4月1日 木村健一 株式会社富国出版社
A-019 講談雑誌 コウダンザッシ 昭和20年11月1日 大橋進一 株式会社博文館
A-019 交通医学 コウツウイガク 昭和22年3月5日 關口六郎 日本鉄道医学会
A-019 交通クラブ コウツウクラブ 昭和21年4月1日 長尾榮 財団法人交通協力会 2冊あり
A-018 交通情報 コウツウジョウホウ 昭和24年5月15日 石川雅男 群馬県交通協会
A-019 黄道 コウドウ 昭和8年4月1日 岡村祐之 黄道社 2号あり
A-018 行動 コウドウ 昭和8年10月1日 豊田三郎 紀伊国屋
A-018 皇道会誌 コウドウカイシ 明治28年 西村喜之助 皇道会本部
A-018 高等警察報 コウトウケイサツホウ 昭和8年11月 記載なし 警務局保安課 復刻版
A-018 行動文学 コウドウブンガク 昭和11年6月1日 渡邊亦夫 西東書林
A-019 幸福の泉 コウフクノイズミ 昭和24年8月20日 木村元治 緑光社
A-018 公憤 コウフン 大正15年9月1日 一堂淸行 公憤社
A-019 校友会雑誌 コウユウカイザッシ 明治28年6月19日 野澤親昌 東京府開成尋常中学校
A-018 聲 コエ 昭和33年10月1日 田口嶙 丸善株式会社
A-019 ゴー・ストップ ゴー・ストップ 昭和22年10月1日 前田三七男 ゴー・ストップ社
A-018 GORDON ゴードン 昭和53年1月1日 三田寛之 蒼竜社
A-019 ゴールデンスター ゴールデンスター 昭和21年8月1日 長谷川文雄 ゴールデンスター株式会社
A-019 国語・国文 コクゴ・コクブン 昭和6年10月1日 吉澤義則 星野書店 2冊あり
A-019 国語学 コクゴガク 昭和23年10月30日 時枝誠記 株式会社秋田屋
A-019 国語教室 コクゴキョウシツ 昭和10年4月1日 藤野立三郎 株式会社文学社
A-019 国語教室 コクゴキョウシツ 1980年2月10日 佐伯俊雄 株式会社大修館書店
A-019 国語国字 コクゴコクジ 昭和35年12月1日 国語問題協議会 国語問題協議会
A-019 国語創造 コクゴソウゾウ 昭和21年11月1日 志垣寛 教育新聞社
A-018 国語と国文学 コクゴトコクブンガク 大正13年5月1日 藤村作 至文堂
A-018 国語兵庫 コクゴヒョウゴ 昭和26年6月10日 中西甚太郎 兵庫県国語教育連盟
A-018 国語文化 コクゴブンカ 昭和22年1月30日 兒玉光長 国語教育協会
A-019 国語文化 コクゴブンカ 昭和22年1月30日 兒玉光長 大和書房
A-018 国際倶楽部 コクサイクラブ 昭和21年9月1日 蔡擁順 中華民国コンサート文化新報社
A-018 国際人 コクサイジン 昭和21年5月25日 阿部行藏 矢島書房 太平洋文化協会
A-019 国際文化 コクサイブンカ 昭和3年11月1日 大河内信威 国際文化研究所
A-018 国際文学 コクサイブンガク 昭和21年8月1日 吉元成 KOREA出版社
A-019 国際平和 コクサイヘイワ 昭和4年1月31日 奥山淸治 国際連盟協会
A-019 国際連合 コクサイレンゴウ 昭和21年11月1日 北條淸一 国連社
A-018 国策放送 コクサクホウソウ 昭和16年4月1日 松田儀一郎 株式会社日本放送出版協会
A-018 国史教育 コクシキョウイク 昭和7年11月3日 但馬太良 国史教育研究会
A-018 黒色戦線 コクショクセンセン 1965年11月30日 黒色戦線編集委員会地六社
A-019 黒旋風 コクセンプウ 大正15年5月25日 杉浦萬龜夫 黒旋風社
A-018 国土 コクド 昭和22年2月1日 元山俊彦 国土社
A-018 国土研究 コクドケンキュウ 昭和21年12月10日 西田與四郎 文化日本社
A-018 国文 コクブン 明治23年5月30日 生田目經德 国語伝習所
A-019 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昭和11年6月1日 藤村作 至文堂
A-018 国文学誌 コクブンガクシ 昭和6年5月8日 中西貞 不老閣書房
A-019 国文学試論 コクブンガクシロン 昭和9年12月25日 国文学試論編集所春陽堂
A-019 国文学論叢 コクブンガクロンソウ 昭和10年4月25日 木村一郎 国文学同攷会
A-018 国文国史 コクブンコクシ 昭和10年2月10日 石川徹郎 湯川弘文社
A-019 国文国史 コクブンコクシ 昭和10年2月10日 石山徹郎 湯川弘文社
A-018 国民 コクミン 昭和29年4月1日 大場秀雄 国民社
A-018 国民歌謡 コクミンカヨウ 昭和11年11月16日 關正雄 社団法人日本放送協会
A-019 国民劇 コクミンゲキ 昭和17年3月25日 組坂若松 国民劇研究会
A-019 国民思想 コクミンシソウ 昭和7年6月1日 中谷武世 国民思想研究所
A-062 国民精神総動員と高等楽譜 コクミンセイシンソウドウイントコウトウガクフ昭和13年3月10日 鈴木格 愛国新聞社
A-018 国民精神文化研究 コクミンセイシンブンカケンキュウ昭和9年3月22日 記載なし 国民精神文化研究所
A-018 国民地理 コクミンチリ 昭和21年1月1日 本田武夫・金崎肇・高須茂株式会社目黒書店
A-019 国民の科学 コクミンノカガク 昭和21年1月25日 島源四郎 合資会社新小説社
A-019 国民の友 コクミンノトモ 昭和22年8月1日 丸岡治 日本社会党社会思潮編集局
A-019 国民之友 コクミンノトモ 明治20年2月15日 徳富猪一郎 民友社
A-018 護国会雑誌 ゴコクカイザッシ 昭和16年6月20日 佐々木順三 第一高等学校護国会
A-019 ここは牛込、神楽坂 ココハウシゴメ、カグラザカ 平成6年7月8日 立壁正子 牛込倶楽部
A-019 心 ココロ 昭和23年7月1日 木村修吉郎 向日書館
A-018 心 ココロ 昭和26年10月1日 辰野隆 酣橙社
A-061 心 ココロ 昭和26年10月1日 辰野隆 株式会社酣橙社
A-061 五十年代 ゴジュウネンダイ 1955年10月15日 邦高忠二、大島良行記載無し
A-019 50冊の本 ゴジュッサツノホン 昭和53年5月1日 千家紀彦 株式会社冬樹社
A-019 互助 ゴジョ 昭和19年1月1日 富士川金二 財団法人宮内省互助会
A-019 COSTUME コスチューム 昭和6年11月18日 記載無し 記載無し
A-018 コスチューム コスチューム 昭和21年6月15日 加藤正之 昭和洋装学院出版部

コ＊
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A-019 コスモコミック コスモコミック 昭和53年9月20日 坂崎靖司 株式会社サンポウジャーナル
A-018 COSMOS コスモス 昭和21年4月20日 秋山淸 コスモス書店
A-018 コスモス コスモス 昭和24年12月1日 秋山淸 コスモス社 復刊第1号
A-018 コスモス通信 コスモスツウシン 昭和59年11月1日 高橋征郎 考友社出版株式会社
A-019 COSMOPOLITAN コスモポリタン 昭和55年6月1日 茅野力造 （株）集英社
A-018 個性 コセイ 昭和21年1月1日 中村行利 個性発行所
A-019 個性 コセイ 1947年12月15日 片山修三 株式会社思索社
A-019 午前 ゴゼン 昭和21年6月1日 北川晃二 南風書房
A-019 固体 コタイ 昭和12年6月15日 問野捷魯 固体社
A-019 国会 コッカイ 昭和23年5月3日 松本勇 国会社
A-018 国会報告書 コッカイホウコクショ 昭和22年10月○○日上月進 日本国際文化倶楽部
A-019 国家論研究 コッカロンケンキュウ 昭和47年2月10日 田沼則史 論創社
A-018 コップ コップ 昭和21年3月25日 田村隆司 幸手町青年団文化部
A-019 古典と現代 コテントゲンダイ 昭和37年3月15日 文入宗義 明治書院
A-019 ことたま コトタマ 昭和19年8月1日 桃井廣人 ことたま社
A-019 言葉 コトバ 昭和5年11月1日 坂口安吾 「言葉」発行所
A-019 コトバ コトバ 昭和8年4月1日 中西貞 不老閣書房
A-061 コトバ コトバ 昭和23年3月1日 與水實 国語文化学会 3冊あり
A-061 ことば コトバ 昭和27年4月25日 記載無し 記載無し
A-019 こども科学教室 コドモカガクキョウシツ 昭和22年3月1日 渡邊喜代松 社団法人第一科学社
A-019 こどもクラブ コドモクラブ 昭和22年3月1日 落合謙次 株式会社大日本雄弁会雄弁会講談社
A-018 こども雑誌 コドモザッシ 昭和21年7月1日 小川富五郎 白鳥書院
A-061 子供の青空 コドモノアオゾラ 昭和22年7月1日 高橋博之 小峰書店
A-019 子供の教養 コドモノキョウヨウ 昭和21年3月1日 高崎能樹 子供の教養社
A-018 子供の教養 コドモノキョウヨウ 昭和21年3月1日 高崎能樹 子供の教養社
A-019 子どものためのママのほん コドモノタメノママノホン 昭和40年11月1日 布村寛 日本教育振興会出版局
A-019 子供の広場 コドモノヒロバ 昭和21年4月1日 大久保正太郎 新世界社
A-018 子どもの本棚 コドモノホンダナ 昭和46年7月30日 日本子どもの本研究会明治図書出版株式会社
A-018 子どもの館 コドモノヤカタ 昭和48年6月1日 松居直 福音館書店
A-019 こどもの館 コドモノヤカタ 昭和48年6月1日 松居直 福音館書店
A-018 Cobalt コバルト 昭和57年8月20日 佐藤日出男 株式会社集英社
A-018 辛夷 コブシ 昭和21年1月1日 前田普羅 辛夷社
A-019 名家談抄 コボレバナシ 昭和10年8月5日 眞野律太 名家談抄社
A-018 コミコミ コミコミ 昭和58年5月1日 小長井信昌 白泉社
A-019 コミコミ5月号付録 コミコミゴガツゴウフロク 昭和58年5月1日 記載無し 記載無し
A-018 コミック劇画村塾 コミックゲキガソンジュク 昭和58年6月1日 桑村誠二郎 (株）スタジオ・シップ
A-019 COMICノストラダムス コミックノストラダムス 昭和58年6月1日 名倉潔 祥伝社
A-019 ComicBox コミックボックス 1982年8月1日 可部達郎 ふゅーじょんぷろだくと
A-018 コミックモーニング コミックモーニング 昭和57年9月9日 栗原良幸 講談社
A-018 コミック１ コミックワン 昭和56年2月1日 百瀬諒一 (株）檸檬社
A-018 コミュニズムの諸問題 コミュニズムのショモンダイ 1953年4月15日 古谷末男 社団法人国際文化協会
A-019 コメット コメット 昭和21年8月1日 小暮健 大阪新聞社東京出版局
A-019 CommonSense コモンセンス 昭和58年12月10日 尾上進勇 株式会社教育社
A-018 娯楽倶楽部 ゴラククラブ 昭和23年6月1日 片岡敏夫 娯楽社
A-019 娯楽世界 ゴラクセカイ 昭和23年1月1日 安島公治 株式会社銀五書房
A-018 娯楽ニッポン ゴラクニッポン 昭和7年4月1日 高田豊 ニッポン社
A-018 娯楽読物 ゴラクヨミモノ 昭和23年4月25日 佐野紗智緒 株式会社大和書房
A-019 これくしょん コレクション 昭和33年7月5日 洲之内徹 これくしょん社
A-019 コンサート コンサート 昭和23年12月11日 小林公 名古屋市音楽協会
A-018 COMBAT コンバット 昭和55年6月1日 今井今朝春 KKワールドフォトプレス
A-019 コンモンセンス コンモンセンス 大正11年8月1日 神谷泰治 コンモンセンス社

A-062 崑崙 コンロン 昭和47年9月10日 松本祐三 株式会社交誠社

A-020 ザ・ゲイ ザ・ゲイ 昭和56年11月1日 高橋慎哉 T・I・Y出版
A-020 ザ・写真 ザ・シャシン 昭和60年5月1日 宮内一敏 東京三世社
A-020 THE21 ザ・ニジュウイチ 昭和59年11月1日 中博 PHP研究所
A-020 ザ・ファインダー ザ・ファインダー 昭和59年8月1日 二瓶暢哉 株式会社日本文華社

A-020 ザ・モーテル ザ・モーテル 昭和47年6月1日 井上洋二 株式会社芸文社

A-020 サークル村 サークルムラ 1958年9月20日 上野英信、木村日出夫、神谷国善、田中巌、谷川雁、田村和雅、花田克己、森一作、森崎和江九州サークル研究会
A-020 サージュ サージュ 昭和55年10月1日 小宮山奈知 情報出版

A-020 SCIENCO サイエンス 1936年 日本科学エスペラント協会日本科学エスペラント協会
No.1～11まであり。9･10号は2冊
あり。

A-020 財界ジープ ザイカイジープ 昭和22年12月1日 二木秀雄 ジープ社
A-020 再建評論 サイケンヒョウロン 昭和24年10月1日 宇佐美英毅 再建書房
A-020 財政 ザイセイ 昭和11年10月1日 浜田德海 財団法人大蔵財務協会
A-020 最短詩型 サイタンシガタ 昭和22年6月1日 山崎斌 月明会
A-020 在米日本人留学生連盟 ザイベイニホンジンリュウガクセイレンメイ1935年 丸山邦雄 記載無し
A-020 座右宝 ザウホウ 昭和21年4月1日 後藤眞太郎 座右宝刊行会
A-020 作詩作文之友 サクシサクブンノトモ 明治31年11月25日 五本直次郎 益友社
A-020 作品 サクヒン 昭和2年3月1日 神戸雄一 作品社
A-020 作品 サクヒン 昭和55年11月1日 寺田博 株式会社作品社 2冊あり (別冊付録1冊あり)
A-020 作品集 サクヒンシュウ 1949年12月10日 記載無し 全日本新聞労働組合
A-020 さくらんぼ通信 サクランボツウシン 昭和61年10月1日 渡辺仁志 大洋図書
A-020 柘榴 ザクロ 昭和22年5月15日 和田矩衞 日本交通公社
A-020 山茶花 サザンカ 昭和21年9月1日 田村木國 双樹社山茶花発行所
A-020 匙 サジ 昭和54年7月20日 『匙』の会 『匙』の会
A-020 サスペンス・マガジン サスペンス・マガジン 昭和40年2月1日 飯田豊一 株式会社久保書店
A-020 座談 ザダン 昭和5年4月22日 藤田勇 座談の会
A-020 THE CHUBU ECONOMIST ザチューブエコノミスト 昭和25年3月20日 木村幸三郎 中部エコノミスト倶楽部
A-026 襍志 ザッシ 昭和21年5月1日 島内淳 同学社
A-020 雑誌研究 ザッシケンキュウ 昭和22年8月1日 岩谷滿 株式会社岩谷書店 2冊あり
A-020 雑誌ニュース ザッシニュース 昭和55年11月5日 角屋正隆 東京出版販売株式会社 2冊あり
A-020 雑誌美乃華 ザッシビノハナ 昭和5年2月6日 青野正一 雑誌美乃華社
A-020 雑草 ザッソウ 昭和28年8月1日 山本重實 葦会
A-020 雑談 ザツダン 昭和21年5月1日 高田保 白鴎社
A-020 ザテレビジョン ザテレビジョン 昭和57年10月1日 井川浩 角川書店
A-020 サロン サロン 昭和21年8月1日 首藤恒 銀座出版社
A-020 さろんどきもの サロンドキモノ 昭和46年6月1日 江木良彦 きもの工房・アルファ
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A-020 さわやか元気 サワヤカゲンキ 平成6年6月1日 八木俊雄 成美堂出版（株）
A-020 サンエス サンエス 大正8年10月1日 細沼淺四郎 サンエス本舗
A-020 SSS サンエス 昭和42年4月1日 高橋俊麿 株式会社東光社
A-020 山河 サンガ 昭和23年4月10日 濱田知章 山河社
A-020 三角帽子 サンカクボウシ 昭和27年1月30日 西垣脩 三角帽子社
A-020 産業経済旬報 サンギョウケイザイシュンポウ昭和24年11月11日 益田貫一 日本共産党関東地方委員会
A-020 産業と産業人 サンギョウトサンギョウジン 昭和23年4月1日 田中與造 産業人社
A-020 サンケイカメラ サンケイカメラ 昭和29年5月1日 桑原甲子雄 産業経済新聞社
A-020 三号罪犯と呼ばれて サンゴウザイハントヨバレテ記載無し 記載無し 伊藤律の名誉回復を求める会
A-020 三彩 サンサイ 昭和21年9月3日 藤本韶三 日本美術出版株式会社
A-020 333 サンサンサン 昭和11年10月10日 荒木誠太郎 スタア社
A-020 サンス サンス 昭和22年7月5日 谷口正元 創元社
A-020 サンデー毎日 サンデーマイニチ 大正11年4月2日 荒木利一郎 株式会社大阪毎日新聞社 復刻版
A-020 サントリー天国 サントリーテンゴク 記載無し 開高健 サントリー株式会社宣伝部
A-020 CENDRE サンドル 昭和23年1月1日 北園克衞 VOUクラブ
A-020 三百諸侯 サンビャクショコウ 明治27年3月1日 記載無し 博文館

A-020 散文派 サンブンハ 昭和23年5月20日 記載無し 北桜社

A-024 シアレヒム シアレヒム 1981年5月17日 鄭敬謨 シアレヒム社
A-025 ＧＳ ジーエス 1984年6月10日 浅田彰、伊藤俊治、四方田犬彦株式会社冬樹社
A-021 She's シーズ 昭和63年8月1日 嶋尾通 株式会社主婦と生活社
A-021 じーぷ ジープ 昭和23年7月5日 二木秀雄 ジープ社

A-061 紫雲 シウン 昭和21年7月1日 佐藤吉治 紫雲荘出版部

A-062 JAP ジェーエーピー 昭和25年11月1日 須藤伸一 JAP同盟
A-030 磁界 ジカイ 1991年7月20日 現代文学を読む会桧山商店出版部
A-061 詩学 シガク 昭和2年8月30日 岩谷滿 岩谷書店

A-023 史学界 シガクカイ 明治32年2月26日 記載無し 記載無し

合本：第1巻第1・2・3・4号（上）、
5・6・7・8号（中）、9・10・11・12号
（下）、第2巻第1・2・3・4・5号
（上）、6・7・8・9号（下）

A-021 時間 ジカン 昭和25年5月1日 田畔忠彦 時間社
A-061 四季 シキ 昭和21年8月5日 堀辰雄 角川書店
A-023 四季派研究 シキハケンキュウ 1971年9月1日 記載無し 風信社
A-024 四季派研究 シキハケンキュウ 1971年9月10日 記載なし 風信社
A-030 時局解説民衆大学 ジキョクカイセツミンシュウダイガク昭和21年10月1日 森眞一郎 大衆法律文化社 2冊あり
A-030 次元 ジゲン 昭和21年9月20日 藤沢知 次元会
A-025 次元 ジゲン 昭和23年5月1日 佐々木翠 次元社
A-026 次元 ジゲン 昭和25年11月5日 岡松雄 次元短歌会
A-027 詩研究 シケンキュウ 昭和19年6月1日 北村秀雄 寶文館
A-021 四国山脈 シコクサンミャク 昭和26年2月1日 佐々木正夫 四国山脈社
A-023 四国春秋 シコクシュンジュウ 昭和21年4月1日 田中幸太郎 有限会社四国新聞社 2冊あり
A-027 時刻表別冊 ジコクヒョウベッサツ 昭和56年12月1日 平井清一 日本交通公社出版事業局
A-021 GIGOLO ジゴロ 昭和58年6月1日 沢田紀之 平和出版
A-021 思索 シサク 昭和21年4月10日 片山修三 青磁社
A-022 詩作研究 シサクケンキュウ 昭和13年6月1日 村上成實 詩報発行所
A-026 思索と生活 シサクトセイカツ 1960年2月22日 思索同人 記載無し
A-027 時事英語研究 ジジエイゴケンキュウ 昭和20年11月1日 髙部義信 研究社
A-023 時事英語通信 ジジエイゴツウシン 昭和20年12月1日 松尾淸吉 時事通信社
A-024 詩誌山河 シシサンガ 1951年4月1日 長谷川龍生 記載なし 復刊第１号
A-023 時事世界 ジジセカイ 昭和22年4月1日 多田鐵雄 時事世界社
A-025 私小説研究 シショウセツケンキュウ 昭和47年5月25日 記載無し 記載無し
A-026 至上律 シジョウリツ 昭和22年7月20日 更科源藏 札幌青磁社
A-026 詩人倶楽部 シジンクラブ 昭和34年4月5日 鏑木良一 美術社
A-030 詩人群 シジングン 昭和23年3月5日 宿澤稔 山梨詩人クラブ
A-029 シスター シスター 昭和23年11月5日 臼井喜久太郎 白川書院
A-026 詩精神 シセイシン 昭和22年1月1日 土屋公平 千葉詩人会
A-029 詩精神 シセイシン 昭和22年1月1日 土屋公平 千葉詩人会 第2号あり
A-028 自然科学 シゼンカガク 大正15年1月1日 山本三生 改造社
A-027 自然科学 シゼンカガク 昭和21年6月1日 星野芳郎 霞ヶ関書房
A-030 自然と四季 シゼントシキ 昭和21年6月1日 中西悟堂 日新書院 第1号～第7号合本
A-021 自然療法 シゼンリョウホウ 昭和54年7月7日 瀬尾和也 本郷企画株式会社
A-025 思想 シソウ 大正10年10月1日 水野重麿 岩波書店
A-026 思想 シソウ 大正10年10月1日 水野重麿 岩波書店
A-021 思想史研究 シソウシケンキュウ 昭和49年10月1日 片山進 母岩社
A-028 思想統制 シソウトウセイ 昭和7年1月1日 小池則之 南郊社
A-030 思想と科学 シソウトカガク 1948年2月20日 朝野勉 思想と科学社
A-028 思想の科学 シソウノカガク 昭和21年5月15日 天田幸男 先駆社 2冊あり
A-028 思想の科学 シソウノカガク 昭和29年5月1日 竹内好 大日本雄弁会講談社
A-023 思想の科学 シソウノカガク 昭和34年1月6日 「思想の科学」編集委員会中央公論社
A-025 思想の科学 シソウノカガク 昭和34年1月6日 「思想の科学」編集委員会中央公論社
A-024 思想の科学 シソウノカガク 昭和37年4月1日 「思想の科学」編集委員会思想の科学社
A-022 思想の研究 シソウノケンキュウ 1967年10月5日 津田左右吉研究会株式会社大安
A-022 時代 ジダイ 昭和46年7月1日 橋本進 （株）時代出版社
A-027 時代 ジダイ 昭和46年7月1日 橋本進 ㈱時代出版社
A-021 自治機関公民之友 ジチキカンコウミンノトモ 明治36年1月10日 宮川大壽 博文館
A-028 思潮 シチョウ 昭和21年3月1日 窪川鶴次郎 昭森社
A-024 詩帖 シチョウ 昭和22年3月5日 伊藤洋平 白井書院
A-030 実業少年 ジツギョウショウネン 明治41年1月1日 石井民司 博文館
A-061 実業世界 ジツギョウセカイ 明治30年2月1日 石井守約 実業保安家会
A-025 実業世界 ジツギョウノセカイ 明治30年11月25日 松井淳平 実業世界雑誌社
A-025 実際農業演芸 ジッサイノウギョウエンゲイ 昭和23年9月1日 加島肇 株式会社邦文館
A-026 実事譚 ジツジモノガタリ 明治14年3月18日 松村操 兎屋誠
A-021 実存 ジツゾン 昭和26年9月1日 草薙正夫 ヤスパース協会
A-026 実存 ジツゾン 昭和26年9月1日 草薙正夫 ヤスパース協会
A-026 実用英語会話 ジツヨウエイゴカイワ 昭和20年10月5日 高山書院編集部 高山書院
A-021 実話雑誌 ジツワザッシ 昭和21年8月1日 畠山淸身 実話雑誌社
A-023 実話三面記事 ジツワサンメンキジ 昭和36年5月16日 氏家富良 日本文芸社
A-023 実話小説 ジツワショウセツ 昭和24年12月1日 犬塚信次 実話小説社
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A-023 実話の泉 ジツワノイズミ 昭和24年9月1日 前田芙砂兒 実話の泉社

A-021 児童新聞 ジドウシンブン 明治35年12月20日 児童新聞社
要確認：否創刊号・編集者名が読
めない。

A-028 児童心理 ジドウシンリ 昭和22年1月1日 依田新 金子書房
A-022 詩と絵 シトエ 昭和22年2月25日 東潤 九州書房
A-021 詩と思想 シトシソウ 昭和47年10月5日 野口達也 土曜社
A-024 詩と思想 シトシソウ 昭和47年10月5日 野口達也 土曜社
A-030 詩と思想 シトシソウ 昭和47年10月5日 野口達也 株式会社土曜社
A-030 詩と思想 シトシソウ 1979年1月1日 高田実 土曜美術社
A-021 詩と思潮 シトシチョウ 1979年1月1日 高田実 土曜美術社
A-030 死と生の一年 シトセイノイチネン 昭和21年11月5日 杉山淸 世界特報通信社
A-062 死と生の一年 シトセイノイチネン 昭和21年11月5日 杉山淸 世界特報通信社
A-026 詩と美術 シトビジュツ 昭和14年8月10日 大村主計 詩と美術社
A-024 詩と評論 シトヒョウロン 昭和49年8月1日 岡庭昇 草美社
A-025 支那学 シナガク 大正9年9月1日 本田成之 弘文堂書房
A-027 支那語雑誌 シナゴザッシ 昭和16年1月1日 石橋鎭雄 東京蛍雪書院
A-026 支那語文化 シナゴブンカ 昭和18年10月26日 伊地智善繼 株式会社大阪宝文館
A-024 信濃民主評論 シナノミンシュヒョウロン 昭和21年5月1日 中島三郎 株式会社信濃産業新報社
A-028 シナリオ シナリオ 昭和21年6月15日 小川記正 泉書房
A-025 シナリオ研究 シナリオケンキュウ 昭和42年11月15日 シナリオ研究同人近代映画協会
A-026 シナリオ文芸 シナリオブンゲイ 昭和21年2月25日 猪俣勝人 新人シナリオ作家協会
A-023 シネクラブ シネクラブ 1963年4月5日 シネクラブ編集委員会東京自主上映促進会
A-026 シネマ・グラフィック シネマ・グラフィック 昭和21年6月15日 山本恭子 シネマ・グラフィック社
A-030 シネマ・グラフィック シネマ・グラフィック 昭和21年6月15日 山本恭子 シネマ・グラフ社
A-022 シネマグラフィック シネマグラフィック 昭和21年6月15日 山本恭子 シネマ・グラフィック社 1号から3号まであり
A-030 シネマ時代 シネマジダイ 昭和21年1月5日 庄田安子 株式会社新進社出版部
A-023 シネマ69 シネマロクジュウキュウ 1969年1月1日 波多野哲朗、手島修三、山根貞男シネマ69編集発行所
A-024 磁場 ジバ 昭和6年9月1日 井上良雄 磁場社
A-024 磁場 ジバ 昭和49年5月10日 田村雅之 国文社
A-029 志ばゐ シバイ 大正8年12月3日 宮内好太郎 芝居社
A-030 地場思潮 ジバシチョウ 大正13年4月28日 堀越義郎 記載無し
A-062 兒斑 ジハン 1953年7月1日 記載無し 記載無し
A-030 詩評論 シヒョウロン 昭和22年5月30日 岩谷滿 岩谷書店
A-026 澁谷文学 シブヤブンガク 昭和25年3月1日 所一哉 澁谷文学会 2冊あり
A-026 詩文芸 ジブンゲイ 昭和32年7月1日 三笹光一 詩文芸社
A-027 蕊 シベ 昭和13年3月16日 納屋信雄 「蕊」発行社
A-025 詩魔 シマ 大正15年7月1日 岩間芳雪 岐阜詩人会
A-027 姉妹 シマイ 昭和12年12月1日 茂原照作 日新閣
A-025 島崎藤村研究 シマサキフジムラケンキュウ昭和51年11月10日 島崎藤村研究会 双文社出版
A-024 市民 シミン 昭和50年9月1日 『市民』編集委員会株式会社文化社
A-023 市民劇場 シミンゲキジョウ 1948年10月30日 寺島慶太郎 市民劇場事務局
A-022 事務能率 ジムノウリツ 昭和24年4月1日 水戸誠一 日本能率協会
A-023 社会 シャカイ 昭和21年9月20日 淸水立夫 株式会社鎌倉文庫
A-028 社会及国体研究録 シャカイオヨビコクタイケンキュウロク昭和8年3月15日 小貫修一郎 社会学研究
A-021 社会科学 シャカイカガク 1949年6月10日 小椋廣勝 民主主義科学者協会
A-021 社会学 シャカイガク 昭和23年11月20日 加藤儀一 株式会社同文館 要確認：表紙に季刊と書いてあ
A-027 社会学研究 シャカイガクケンキュウ 昭和22年4月20日 戸田貞三 高山書院
A-021 社会教育資料 シャカイキョウイクシリョウ 昭和22年度 記載無し 記載無し
A-027 社会芸術 シャカイゲイジュツ 昭和5年7月1日 横手貞致 社会芸術社
A-021 社会圏 シャカイケン 昭和22年10月1日 黑川純一 合資会社青山書院
A-022 社会思想史研究 シャカイシソウシケンキュウ昭和40年3月25日 中村至孝 明治大学法学部社会思想史ゼミナール
A-028 社会思潮 シャカイシチョウ 昭和22年2月1日 丸岡尚 日本社会党社会思潮編集局
A-021 社会主義 シャカイシュギ 昭和21年9月1日 布施祹一 大地出版社
A-028 社会主義 シャカイシュギ 昭和21年9月1日 布施祹一 大地出版社
A-027 社会主義研究 シャカイシュギケンキュウ 大正13年5月1日 山崎今朝彌 日本フェビアン協会
A-062 社会主義と文学 シャカイシュギトブンガク 大正13年5月10日 菊池永二郎 地方文化出版部
A-021 社会探訪 シャカイタンポウ 昭和24年4月1日 歌田正司 社会探訪社
A-027 社会地理 シャカイチリ 昭和22年9月15日 北田宏藏 日本地図株式会社
A-025 社会文学 シャカイブンガク 1987年6月1日 日本社会文学会 不二出版（株）
A-027 写真画報 シャシンガホウ 明治39年1月1日 押川方存 博文館
A-026 写真画報 シャシンガホウ 明治39年1月1日 押川方存 博文館
A-023 写真画報 シャシンガホウ 昭和39年1月1日 押川方存 博文館
A-028 写真芸術 シャシンゲイジュツ 大正10年6月1日 安成三郎 東新商店出版部
A-023 写真時代ジュニア シャシンジダイジュニア 昭和57年8月1日 末井昭 （株）白夜書房
A-029 写真週報 シャシンシュウホウ 昭和13年2月16日 内閣情報部 内閣情報部 2冊あり
A-021 JUST AGE ジャスト・エイジ 昭和59年3月1日 上田康彦 英知出版
A-021 ジャパンタイムス ジャパンタイムス 明治45年5月5日 小金龜次郎 ジャパンタイムス社 合本
A-023 写楽 シャラク 昭和55年6月1日 清水掬甫 小学館
A-024 週 シュウ 大正6年9月29日 望月茂 週報社
A-028 自由 ジユウ 昭和21年1月1日 佐藤次郎 自由社
A-025 自由 ジユウ 昭和21年1月1日 佐野次郎 自由社 2冊あり
A-029 週刊朝日カラー別冊 シュウカンアサヒカラーベッサツ昭和44年4月1日 横田整三 朝日新聞社
A-023 週刊朝日百科世界の文学 シュウカンアサヒヒャッカセカイノブンガク1999年7月18日 近藤雅人 朝日新聞社 2冊あり
A-030 週刊朝日別冊文芸朝日 シュウカンアサヒベッサツブンゲイアサヒ昭和37年5月1日 所武雄 朝日新聞社
A-021 週刊アンポ シュウカンアンポ 昭和44年11月17日 小田実 （有）週刊アンポ社
A-022 週刊アンポ シュウカンアンポ 昭和44年11月17日 小田実 (有）週刊アンポ社 2冊あり
A-022 週刊FM シュウカンエフエム 昭和46年3月1日 目黒三策 株式会社音楽之友社
A-022 週刊喫煙室 シュウカンキツエンシツ 昭和35年1月6日 熊谷寛二 株式会社専売通信
A-022 週刊金曜日 シュウカンキンヨウビ 1993年11月5日 和多田進 株式会社金曜日
A-029 週刊現代 シュウカンゲンダイ 昭和34年4月12日 大久保房男 講談社
A-022 週刊公論 シュウカンコウロン 昭和34年11月3日 嶋中鵬二 中央公論社
A-029 週刊公論 シュウカンコウロン 昭和34年11月3日 嶋中鵬二 中央公論社
A-030 週刊娯楽案内 シュウカンゴラクアンナイ 昭和31年4月18日 原安助 東京娯楽案内社
A-021 週刊娯楽よみうり シュウカンゴラクヨミウリ 昭和30年11月4日 江馬盛 読売新聞社
A-026 週刊サタデイ シュウカンサタデイ 昭和22年12月20日 石丸庄司 週刊サタデイ社
A-022 週刊事件実話 シュウカンジケンジツワ 昭和35年4月20日 唐沢政雄 日本文芸社
A-022 週刊実話読物 シュウカンジツワヨミモノ 昭和35年10月15日 木村俊一 株式会社日本社
A-022 週刊小説 シュウカンショウセツ 昭和47年2月11日 峯島正行 実業之日本社
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A-027 週刊女性自身 シュウカンジョセイジシン 昭和13年12月12日 黒崎勇 光文社
A-022 週刊新青年 シュウカンシンセイネン 昭和34年2月19日 高城肇 株式会社潮書房
A-030 週刊新潮 シュウカンシンチョウ 昭和31年2月19日 佐藤亮一 株式会社新潮社
A-029 週刊スリラー シュウカンスリラー 昭和34年5月1日 平本一方 株式会社森脇文庫
A-022 週刊男性 シュウカンダンセイ 昭和33年1月15日 広瀬一義 東日本新聞社 2冊あり
A-022 週刊テーミス シュウカンテーミス 1989年6月28日 伊藤寿男 株式会社学習研究社
A-021 週刊テレビ時代 シュウカンテレビジダイ 昭和35年4月3日 記載無し 旺文社
A-030 週刊テレビライフ シュウカンテレビライフ 昭和58年3月16日 星野国夫 株式会社学習研究社
A-021 週刊東京 シュウカントウキョウ 昭和30年8月20日 記載無し 社団法人東京新聞社
A-029 週刊特集実話 シュウカントクシュウジツワ 昭和35年10月20日 岡勇 株式会社日本文華社
A-029 週刊内外実話 シュウカンナイガイジツワ 昭和35年7月15日 峰洋一郎 芸文社
A-029 週刊にんげん百科 シュウカンニンゲンヒャッカ 昭和48年9月17日 山本義彦 日本メール・オーダー社
A-030 週刊文春 シュウカンブンシュン 昭和34年4月20日 上林吾郎 文芸春秋新社
A-022 週刊宝石 シュウカンホウセキ 昭和56年10月17日 森元順司 光文社 2冊あり
A-027 週刊宝石 シュウカンホウセキ 昭和56年10月17日 森元順司 光文社
A-027 週刊ポスト シュウカンポスト 昭和44年8月22日 荒木博 小学館 2冊あり
A-030 週刊モダン日本 シュウカンモダンニッポン 昭和34年5月11日 宮坂信 株式会社三世社
A-022 週刊YOUNGJUMP シュウカンヤングジャンプ 昭和56年1月1日 中野佑介 集英社
A-030 週刊ヤングレディ シュウカンヤングレディ 昭和38年9月23日 久保田裕 株式会社講談社 2冊あり
A-028 宗教改造 シュウキョウカイゾウ 大正15年10月1日 木村祟山 宗教改造社
A-023 ジューク・ボックス ジューク・ボックス 昭和33年4月1日 青木誠意 ディスク社
A-025 銃後の京都 ジュウゴノキョウト 昭和16年8月31日 記載無し 京都市銃後奉公会
A-028 銃後の婦人 ジュウゴノフジン 昭和12年10月1日 飯塚哲英 大楠夫人婦徳顕揚会
A-030 自由懇話会 ジユウコンワカイ 昭和21年1月10日 野口正章 株式会社建設者
A-030 十三人倶楽部 ジュウサンニンクラブ 記載無し 記載無し 新潮社 362ページまであり。以降紛失。
A-025 自由時間 ジユウジカン 昭和50年11月1日 長谷川四郎 土曜美術社
A-021 自由時間 ジユウジカン 1990年11月1日 甘糟章 株式会社マガジンハウス
A-028 自由大学雑誌 ジユウダイガクザッシ 大正14年1月10日 猪坂直一 自由大学協会
A-022 終電の女 シュウデンノオンナ 昭和22年1月1日 大須賀鐘二 東武書院
A-024 自由党の暗い四年間 ジユウトウノクライヨネンカン昭和27年8月20日 記載なし 日本教職員組合情報宣伝部
A-028 自由の旗のもとに ジユウノハタノモトニ 昭和27年9月1日 小堀甚二 日本文化自由委員会
A-026 自由美術 ジユウビジュツ 昭和21年4月25日 古山眞文 自由美術社
A-025 自由評論 ジユウヒョウロン 大正10年11月20日 岩島龜太郎 自由評論社
A-030 自由評論 ジユウヒョウロン 昭和21年1月1日 川田壽 株式会社霞ヶ関書房
A-025 自由評論 ジユウヒョウロン 昭和21年1月1日 川田壽 株式会社霞ヶ関書房
A-024 自由評論 ジユウヒョウロン 昭和21年1月1日 川田壽 霞ヶ関書房
A-026 自由婦人 ジユウフジン 昭和23年1月1日 浦口靜子 自由婦人社 2冊あり
A-022 自由文化 ジユウブンカ 昭和21年6月20日 今村貞道 日本自由文化協会
A-024 自由文芸 ジユウブンゲイ 昭和21年6月25日 杉原邦太郎 自由文芸社
A-021 自由への教育 ジユウヘノキョウイク 1981年4月 自由への教育編集部ルドルフシュタイナー研究所
A-028 衆望 シュウボウ 昭和21年9月14日 山本房次郎 創人社
A-024 衆望 シュウボウ 昭和21年9月14日 山本房治郎 創人社
A-022 終末から シュウマツカラ 昭和48年6月30日 原田奈翁雄 筑摩書房
A-024 自由律 ジユウリツ 昭和21年3月1日 西垣隆滿 自由律社
A-030 朱夏 シュカ 1991年1月20日 朱夏の会 せらび書房
A-029 週刊女性７ シュカンジョセイセブン 昭和38年5月5日 豊田亀市 小学館
A-023 淑女 シュクジョ 1948年1月1日 前田房江 学芸社「淑女」編集部
A-026 縮図 シュクズ 昭和22年4月24日 徳田一穂 青玄社
A-029 受験研究 ジュケンケンキュウ 昭和21年10月1日 荒井金太郎 警察時報社
A-028 受験時代 ジュケンジダイ 昭和21年10月25日 延原政行 錦橋塾
A-025 主潮 シュチョウ 昭和48年1月4日 記載無し 清水文学会
A-025 出版彙報 シュッパンイホウ 明治30年2月19日 和田篤太郎 春陽堂 破損
A-030 出版情報 シュッパンジョウホウ 昭和21年11月1日 櫻井良次 日本宣伝社 2冊あり
A-021 ジュニア文芸 ジュニアブンゲイ 昭和42年1月15日 林力 株式会社小学館
A-021 主婦と生活 シュフトセイカツ 昭和21年5月1日 栃木龍夫 株式会社新元社
A-023 趣味と川柳 シュミトセンリュウ 昭和22年2月1日 今村良之祐 趣味と川柳社
A-063 朱面 シュメン 大正13年11月20日 佐々木慰 朱面社
A-024 朱羅 シュラ 1970年4月1日 記載なし 朱羅の会
A-026 旬刊彗星 ジュンカンスイセイ 昭和21年7月1日 勝部武雄 彗星社
A-027 旬刊ちから ジュンカンチカラ 昭和19年9月1日 鈴木文四郎 朝日新聞社
A-026 殉皇 ジュンコウ 昭和18年12月28日 記載無し 豊橋第一陸軍予備士官学校高師会
A-023 春秋 シュンジュウ 明治34年2月11日 増島六一郎 春秋社
A-030 春秋 シュンジュウ 昭和2年5月1日 高橋龍司 春秋社
A-023 春秋 シュンジュウ 昭和21年1月1日 村田公亮 西日本出版株式会社
A-025 春秋生活学 シュンジュウセイカツガク 1987年10月30日 山崎晶春 小学館
A-026 純粋詩 ジュンスイシ 昭和21年3月1日 福田律郎 純粋詩社
A-028 純正輿論 ジュンセイヨロン 大正14年7月15日 福井茂一 純正輿論社
A-030 春泥 シュンデイ 昭和5年3月1日 阪倉金一 春泥社
A-026 春燈 シュントウ 昭和21年1月1日 安住敦 春燈社
A-027 初一国民教育 ショイチコクミンキョウイク 昭和16年4月1日 曾根松太郎 国民教育図書株式会社
A-028 小学一年生教育 ショウガクイチネンセイキョウイク昭和2年4月1日 相賀武夫 小学館
A-023 小学時代 ショウガクジダイ 昭和50年4月1日 根本峯好 株式会社欧文社
A-025 情況 ジョウキョウ 1968年8月1日 情況編集委員会 記載無し
A-024 小劇場 ショウゲキジョウ 昭和30年4月20日 記載なし 俳優座劇場
A-023 証言 ショウゲン 1953年7月15日 記載無し 記載無し
A-021 商工 ショウコウ 昭和21年2月1日 松尾精吉 株式会社時事通信社
A-061 商工案内 ショウコウアンナイ 昭和21年4月25日 霜鳥進 商工通信社
A-028 小国民世界 ショウコクミンセカイ 昭和21年7月1日 大橋貞雄 国民図書刊行会
A-026 小国民文学 ショウコクミンブンガク 昭和19年11月1日 河野淸一 みたみ出版株式会社
A-028 少女界 ショウジョカイ 明治35年4月1日 岡本常次郎 金港堂書籍株式会社
A-024 少女座 ショウジョザ 1985年12月1日 長田恵子 少女座編集室 2冊あり
A-028 少女世界 ショウジョセカイ 明治39年9月9日 巖谷季雄 博文館
A-030 小説・漫画　読物娯楽 ショウセツ・マンガ　ヨミモノゴラク昭和25年1月15日 鈴木陸郎 平書房
A-024 小説朝日 ショウセツアサヒ 昭和27年8月15日 山田静郎 小説朝日社
A-024 小説エース ショウセツエース 昭和43年10月1日 下野博 学習研究社
A-024 小説界 ショウセツカイ 昭和23年6月1日 北島宗人 小説界社 復刊号（海光改題）
A-028 小説怪物 ショウセツカイブツ 昭和53年11月1日 藤原薫 パルコ出版
A-026 小説季刊文潮 ショウセツキカンブンチョウ 昭和23年5月15日 水上勉 有限会社文潮
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A-026 小説倶楽部 ショウセツクラブ 昭和21年9月5日 岩崎純考 洋洋社
A-061 小説研究 ショウセツケンキュウ 1947年6月25日 道瀬幸雄 船形書院
A-022 小説現代Gen ショウセツゲンダイゲン 1977年6月1日 杉山博 株式会社講談社
A-029 小説現代Gen ショウセツゲンダイゲン 1977年6月1日 杉山博 株式会社講談社
A-027 小説公園 ショウセツコウエン 昭和25年1月1日 吉川晋 六興出版社
A-028 小説サロン ショウセツサロン 昭和25年2月15日 水上素夫 銀座出版社
A-025 小説山脈 ショウセツサンミャク 昭和24年4月1日 大野泰子 東方社
A-030 小説city ショウセツシティー 昭和62年1月1日 中村幸雄 株式会社廣済堂出版
A-027 小説ジュニア ショウセツジュニア 昭和41年4月15日 岡田朴 集英社
A-023 小説春秋 ショウセツシュンジュウ 昭和54年1月1日 平田稔 桃園書房
A-021 小説女性 ショウセツジョセイ 昭和44年1月1日 吉岡静子 株式会社檸檬社
A-029 小説女性 ショウセツジョセイ 昭和44年1月1日 吉岡静子 株式会社檸檬社
A-028 小説新潮 ショウセツシンチョウ 昭和22年9月1日 佐藤俊夫 株式会社新潮社
A-029 小説新潮スペシャル ショウセツシンチョウスペシャル昭和56年1月15日 菅原国隆 株式会社新潮社
A-029 小説すばる ショウセツスバル 1987年12月1日 安藤金次郎 集英社
A-027 小説世界 ショウセツセカイ 昭和23年7月1日 吉田暎二 株式会社北光書房
A-030 小説世界 ショウセツセカイ 昭和23年7月1日 吉田暎二 株式会社北光書房
A-024 小説と読物 ショウセツトヨミモノ 昭和21年3月1日 森本富藏 株式会社櫻菊書院
A-022 小説NON ショウセツノン 昭和61年6月1日 名倉潔 祥伝社
A-028 小説NON ショウセツノン 昭和61年6月1日 名倉潔 祥伝社
A-023 小説ファン ショウセツファン 昭和23年5月10日 近藤都紀雄 株式会社ナンバーワン社
A-029 小説フェミナ ショウセツフェミナ 1992年2月22日 細川正博 株式会社学習研究社
A-025 小説宝石 ショウセツホウセキ 昭和43年11月1日 大坪昌夫 株式会社光文社
A-030 小説読物街 ショウセツヨミモノガイ 昭和24年1月5日 野田重雄 株式会社高島屋出版部
A-030 小説読物街 ショウセツヨミモノガイ 昭和24年1月5日 野田重雄 株式会社高島屋出版部
A-024 小説歴史 ショウセツレキシ 昭和50年7月5日 田中満儀 新人物往来者
A-029 小説歴史 ショウセツレキシ 昭和50年7月5日 田中満儀 新人物往来社
A-027 松竹歌劇 ショウチクカゲキ 昭和22年1月1日 古谷太郎 松竹株式会社事業部
A-028 松竹画報 ショウチクガホウ 大正12年11月1日 藤本昌一 松竹画報社
A-023 象徴 ショウチョウ 昭和21年10月30日 結城信一 福村書店
A-021 象徴天皇制研究 ショウチョウテンノウセイケンキュウ1991年9月20日 反天皇制運動連絡会軌跡社
A-024 小天地 ショウテンチ 昭和21年3月1日 木村久一 平凡社
A-028 浄土 ジョウド 昭和10年5月1日 佐藤賢順 法然上人鑚仰会
A-023 湘南文学 ショウナンブンガク 平成3年4月6日 湘南文学編集委員会湘南短期大学
A-061 少年園 ショウネエン 明治21年11月10日 高橋七郎 少年園
A-030 情熱の泉 ジョウネツノイズミ 昭和24年12月10日 阪下秀雄 新世紀社
A-028 少年 ショウネン 明治36年10月1日 光吉荒次郎 時事新報社
A-026 少年 ショウネン 昭和21年11月1日 丸尾文六 株式会社光文社
A-027 少年朝日 ショウネンアサヒ 昭和25年1月1日 記載なし 記載なし 背表紙破損
A-022 少年KING ショウネンキング 昭和57年8月13日 戸田利太郎 株式会社少年画報社
A-027 少年倶楽部 ショウネンクラブ 記載なし 記載なし 北隆館 112ページまで。以降紛失
A-028 少年倶楽部 ショウネンクラブ 明治31年1月1日 八木定太郎 北隆館出版部
A-029 少年工作 ショウネンコウサク 昭和21年10月1日 小川良雄 科学教材社 2冊あり
A-024 少年少女 ショウネンショウジョ 昭和23年2月1日 栗本和夫 中央公論社
A-028 少年少女 ショウネンショウジョ 昭和23年2月1日 栗本和夫 中央公論社
A-028 少年少女桜 ショウネンショウジョサクラ 昭和21年7月1日 富田秀 大衆文芸社
A-028 少年少女ペン ショウネンショウジョペン 昭和24年1月1日 御園良平 株式会社土曜文庫
A-027 少年新誌 ショウネンシンシ 明治30年7月10日 井出光治 少年新誌社
A-027 少年世界 ショウネンセカイ 明治28年1月1日 巖谷季雄 東京博文館
A-022 少年チャンピオン ショウネンチャンピオン 昭和44年8月10日 成田清美 秋田書店
A-026 少年之友 ショウネンノトモ 明治24年2月20日 齋藤次郎 益友社
A-029 少年文庫 ショウネンブンコ 昭和21年5月10日 荻原四郎 鳳文書林
A-029 少年文武 ショウネンブンブ 明治23年1月15日 中川重麗 張弛館
A-026 少年保護 ショウネンホゴ 昭和11年1月17日 大坪與一 財団法人日本少年保護協会
A-030 少年読売 ショウネンヨミウリ 昭和21年10月1日 雨宮傭藏 読売新聞社
A-023 樟脳 ショウノウ 昭和23年4月1日 郷野不二男 財団法人日本樟脳協会
A-028 ジョーカー ジョーカー 昭和23年9月1日 西山舜之助、山田兼次合資会社廿世紀社
A-025 ショートショートランド ショートショートランド 昭和56年4月10日 宍戸芳夫 株式会社講談社
A-025 ショーペンハウアー研究 ショーペンハウアーケンキュウ1993年1月31日 茅野良男 日本ショーペンハウアー協会
A-030 女学雑誌 ジョガクザッシ 昭和38年6月15日 記載無し 文芸四季社
A-028 女学生読本 ジョガクセイドクホン 昭和10年7月1日 中川敏夫 女性教育協会
A-028 女学世界 ジョガクセカイ 明治34年1月5日 松原岩五郎 博文館
A-026 書鑑 ショカン 昭和21年10月15日 大淵甲子郎 駸々堂
A-028 書紀 ショキ 1975年3月1日 稲川方人、平出隆書紀書林
A-026 序曲 ジョキョク 昭和23年12月1日 椎名麟三 株式会社河出書房
A-021 食と生活 ショクトセイカツ 昭和21年5月1日 吉田英一 食と生活社
A-027 食と生活 ショクトセイカツ 昭和21年5月1日 吉田英一 食と生活社
A-022 諸君 ショクン 昭和44年7月1日 田中健五 株式会社文藝春秋 2冊あり
A-025 初原 ショゲン 昭和45年12月15日 内村剛介 株式会社現代思潮社
A-026 曙光 ショコウ 昭和22年3月1日 永井陽之助 少年科学研究会須賀川町連合青年会
A-026 女子英語 ジョシエイゴ 明治41年4月20日 内田正一 東西社
A-021 書誌索引展望 ショシサクインテンボウ 1977年5月 日本索引家協会 日米アソシエーツ株式会社
A-026 女子美術 ジョシビジュツ 昭和24年8月18日 弓座由美 「女子美術」編集部
A-024 女性 ジョセイ 大正11年5月1日 今村粲三郎 プラトン社
A-028 女性改造 ジョセイカイゾウ 大正11年10月1日 平田貫一郎 改造社
A-025 女性改造 ジョセイカイゾウ 昭和21年6月1日 山本俊太 改造社
A-030 女性科学 ジョセイカガク 昭和11年6月1日 井關智世 女性科学社
A-029 女性研究 ジョセイケンキュウ 昭和32年11月1日 森善次郎 女性研究社
A-026 女性詩 ジョセイシ 昭和21年4月25日 中村千尾 女性詩発行所
A-021 女性自身 ジョセイジシン 平成3年8月6日 横田可也 光文社
A-023 女性自身ヘルシービュー ジョセイジシンヘルシービューティー昭和59年2月21日 横田可也 光文社
A-029 女性時代 ジョセイジダイ 昭和5年11月1日 河井又平 女性時代社
A-021 女性線 ジョセイセン 昭和21年2月1日 吉田庄藏 吉田書房
A-062 女性展望 ジョセイテンボウ 昭和21年4月1日 田中實 三鳩社
A-023 女性と経験 ジョセイトケイケン 昭和31年4月25日 村井米子 女性民俗学研究会
A-028 女性日本 ジョセイニホン 昭和7年5月1日 小原国労 玉川学園出版部
A-021 女性の科学 ジョセイノカガク 昭和23年1月1日 大山茂雄 財団法人民生科学協会
A-028 女性文化 ジョセイブンカ 昭和9年5月1日 飯尾謙藏 交蘭社
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A-023 女性ライフ ジョセイライフ 昭和21年7月1日 野田靜子 女性ライフ社
A-023 女性ライフ ジョセイライフ 昭和31年1月15日 吉村元秀 富士評論社
A-026 敍説 ジョセツ 昭和22年12月10日 小山書店編集部 小山書店
A-026 書痴往来 ショチオウライ 昭和27年11月20日 齋藤昌三 書物展望社 挨拶号、第1冊、第2冊
A-026 書痴往来 ショチオウライ 昭和31年1月15日 峯村幸造 書痴往来社
A-025 書痴往来 ショチオウライ 昭和31年1月15日 峯村幸造 書痴往来社
A-022 書道 ショドウ 昭和19年6月1日 高木哲 株式会社東京雄山閣
A-025 初等三年 ショトウサンネン 昭和21年5月1日 信田秀一 二葉書店
A-025 初等四年 ショトウヨネン 昭和21年10月1日 信田秀一 二葉書店
A-024 初等ロシア語 ショトウロシアゴ 昭和28年8月1日 ロシア語委員会 五月書房
A-026 書評 ショヒョウ 昭和21年2月1日 田所太郎 日本出版協会
A-026 書評 ショヒョウ 昭和21年12月1日 田所太郎 日本出版協会
A-030 書評 ショヒョウ 昭和21年12月1日 田所太郎 日本出版協会
A-022 書物 ショモツ 昭和25年5月1日 飯島先勝 美松書房
A-021 書物往来 ショモツオウライ 大正13年8月20日 神代種亮 従吾所好社 再版
A-027 書物評論 ショモツヒョウロン 昭和9年7月5日 坂上眞一郎 建設社
A-029 女流詩人 ジョリュウシジン 昭和25年5月20日 片田芳子 新苑書房
A-027 志らさぎ シラサギ 昭和21年1月1日 高橋愛尚 白鷺社
A-023 白珠 シラタマ 昭和21年11月1日 安田喜一郎 白珠社
A-024 詩林 シリンセッカイ 昭和36年2月25日 伊東明弘 記載なし
A-029 シルエット シルエット 昭和22年11月10日 小川博之 株式会社テラス
A-023 白ばら シロバラ 昭和24年5月1日 松野志氣雄 株式会社星美出版社
A-027 試論 シロン 昭和8年3月25日 土居光知 東北帝国大学英文学会
A-026 時論 ジロン 昭和21年1月1日 田畑弘 株式会社大雅堂
A-024 JiN ジン 昭和55年5月21日 瀬戸内晴美 冥草舎
A-026 新岩手文学 シンイワテブンガク 昭和30年8月5日 田村忠博 新岩手文学会
A-027 新英米文学 シンエイベイブンガク 昭和7年2月1日 小野健人 新英米文学社
A-061 新英米文学 シンエイベイブンガク 昭和23年7月1日 築井健人 東西出版社 外国語・外国文化
A-026 新演芸 シンエンゲイ 昭和21年9月1日 石井俊夫 光友社 2冊あり
A-028 新演劇 シンエンゲキ 昭和21年9月1日 石井俊夫 光友社
A-025 新歌人 シンカジン 昭和22年8月1日 門野高子 新歌人社
A-021 新刊粋読 シンカンスイドク 昭和22年3月1日 花本正人 新刊粋読社 2冊あり
A-028 新喜劇 シンキゲキ 昭和10年9月1日 島村龍三 新喜劇社
A-027 新喜劇 シンキゲキ 昭和10年9月1日 島村龍三 新喜劇社
A-030 新紀元 シンキゲン 明治35年2月23日 津川家立 言文一致協会
A-024 新旧時代 シンキュウジダイ 大正14年2月20日 井上和雄 明治文化研究会
A-021 新教育 シンキョウイク 昭和12年6月30日 人見誠美 新教育社
A-029 新教育 シンキョウイク 昭和21年6月30日 人見誠見 新教育社
A-024 新教育研究 シンキョウイクケンキュウ 昭和21年7月15日 加藤勝也 日本綜合教育研究所
A-028 新教育研究 シンキョウイクケンキュウ 昭和21年7月15日 加藤勝也 日本総合教育研究会
A-028 新教育実践 シンキョウイクジッセン 昭和22年3月1日 田林義信 新教育研究会
A-027 新劇 シンゲキ 大正12年11月1日 寺南淸一 新劇社
A-028 新劇 シンゲキ 昭和29年4月1日 永野保方 株式会社白水社
A-025 新劇場 シンゲキジョウ 昭和26年6月1日 竹森久次 株式会社五月書房
A-026 新劇場 シンゲキジョウ 昭和26年6月1日 竹森久次 株式会社五月書房
A-029 進撃 シンゲキジン 昭和6年12月8日 羽田義朗 大衆日本社
A-029 新劇人 シンゲキジン 昭和11年1月1日 松本主税 新劇人社 2冊あり
A-025 新興 シンコウ 大正13年2月10日 中村直幸 新興社
A-024 信仰 シンコウ 昭和21年4月20日 淸水啓一郎 百華苑
A-022 新興藝術 シンコウゲイジュツ 昭和4年10月1日 記載無し 記載なし 奥付破損（77ページまであり）
A-025 新国劇 シンコクゲキ 昭和3年6月1日 俵藤丈夫 新国劇事務所
A-027 新古典 シンコテン 昭和11年4月1日 鹽月赳 昭森社
A-030 新作歴史文学 シンサクレキシブンガク 昭和23年7月10日 記載無し 株式会社万里閣
A-025 新雑誌Ｘ シンザッシエックス 昭和58年10月1日 坂口義弘 幸洋出版株式会社
A-026 新詩想 シンシソウ 昭和12年3月1日 平岡俊雄 新詩想社
A-022 新詩綜 シンシソウ 明治32年4月5日 森泰二郎 三李堂
A-028 新時代 シンジダイ 明治44年11月5日 龜谷聖啓 株式会社啓成社
A-025 新時代 シンジダイ 大正6年10月1日 杉中種吉 新時代社
A-029 新時代 シンジダイ 昭和4年7月1日 中村眞一 明詩社
A-061 新時代 シンジダイ 昭和25年7月1日 谷口二郎 新時代社
A-027 新思潮 シンシチョウ 明治40年10月1日 小山内薰 潮文閣
A-027 新思潮 シンシチョウ 明治43年9月5日 小山内薰 新思潮社
A-021 新思潮 シンシチョウ 昭和22年7月10日 記載無し 記載無し
A-028 新思潮 シンシチョウ 昭和22年7月10日 中井英夫 玄文社
A-025 新思潮 シンシチョウ 昭和36年2月10日 新思潮編集同人 晶文社 2冊あり
A-026 新思潮 シンシチョウ 昭和39年10月1日 新思潮同人 晶文社
A-023 真実 シンジツ 昭和21年6月1日 安部美本 合資会社協託会機関部
A-026 新詩派 シンシハ 昭和21年3月10日 平林敏久 一心読書会
A-027 新社会 シンシャカイ 昭和21年1月1日 儀我壮一郎 新社会社
A-023 新社会 シンシャカイ 昭和21年1月1日 儀我壯一郎 「新社会」社
A-026 新樹 シンジュ 昭和21年3月15日 朝倉峯夫 文芸新樹社
A-026 新樹 シンジュ 昭和21年5月1日 富山文雄 三鷹書房出版部
A-021 真珠 シンジュ 1947年4月28日 橋本善次郎 探偵公論社
A-030 新週刊 シンシュウカン 昭和36年5月11日 若林熈 株式会社新週刊社
A-023 新収時代古書目録 シンシュウジダイコショモクロク昭和26年7月1日 黒岩經雄 近畿巌松堂書店
A-026 心象 シンショウ 昭和23年7月15日 首藤三郎 心象社
A-024 新少女 シンショウジョ 昭和21年8月15日 三越左千夫 抒情文学社
A-021 新小説 シンショウセツ 昭和21年1月1日 松本太郎 株式会社春陽堂
A-062 新小説 シンショウセツ 昭和21年1月1日 松本太郎 春陽堂
A-024 新少年 シンショウネン 明治29年6月10日 吉田辰次郎 新少年社
A-022 新女苑 シンジョエン 昭和12年1月1日 增田儀一 実業之日本社
A-026 新人 シンジン 昭和21年2月1日 荒木巍 株式会社小学館 3冊あり
A-028 新性 シンセイ 大正13年1月1日 井田貞 新性社
A-028 新生 シンセイ 大正15年5月1日 伊勢專一郎 新生社
A-027 新星 シンセイ 昭和22年9月1日 岡田惠光 新星社
A-021 人生 ジンセイ 昭和30年3月1日 池田敏子 池田書店
A-026 人生 ジンセイ 昭和30年3月1日 池田敏子 池田書店
A-026 新生活 シンセイカツ 昭和32年6月1日 仲木都富 鱒書房株式会社
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A-030 新世紀 シンセイキ 昭和15年6月1日 多田基一 日満支文化協会
A-025 新世紀 シンセイキ 昭和21年4月1日 柳澤彦三郎 新世紀社

A-025 新青年 シンセイネン 大正9年1月1日 記載無し 記載無し
復刻本：「復刻 日本の雑誌」昭和
57年5月講談社発行。奥付無し。

A-023 新世界 シンセカイ 昭和21年10月1日 永田重弘 新世界新聞社
A-028 新世間 シンセケン 昭和22年4月1日 平井正衞 世間社 2冊あり
A-026 新世代 シンセダイ 昭和21年4月1日 菅藤高徳 新世代社
A-023 新世代 シンセダイ 昭和21年4月1日 菅藤高德 新世代社
A-029 新泉 シンセン 昭和21年2月10日 鹿兒島壽藏 新泉発行所
A-021 新鮮 シンセン 昭和52年11月1日 桜井秀勲 祥伝社
A-021 真相 シンソウ 1946年3月1日 佐和慶太郎 株式会社人民社
A-026 真相実話 シンソウジツワ 昭和24年5月1日 齋藤淨子 株式会社真相実話社
A-021 真相週報 シンソウシュウホウ 昭和21年5月15日 後藤登喜男 丸ビル週報社
A-027 真相徳島 シンソウトクシマ 昭和23年8月1日 朝三晴夫 真相徳島社
A-030 zinta ジンタ 昭和46年5月31日 川添孝 zinta編集室
A-027 新大衆文芸 シンタイシュウブンゲイ 昭和13年7月15日 脇坂敏郎 大衆文芸社
A-024 新中国 シンチュウゴク 昭和21年3月1日 内山基 株式会社実業之日本社
A-026 新中国文学 シンチュウゴクブンガク 1955年7月1日 相浦杲 又新社
A-029 新潮 シンチョウ 昭和26年1月15日 齋藤十一 株式会社新潮社
A-025 新潮45+ シンチョウヨンジュウゴプラス昭和57年5月1日 山田恭之助 新潮社
A-021 新地理 シンチリ 昭和22年5月3日 廣田夫 株式会社帝国書院
A-025 新地理 シンチリ 昭和22年5月3日 廣田夫 株式会社帝国書院
A-028 神道学雑誌 シントウガクザッシ 大正15年10月8日 田中義能 神道学会
A-028 神道宗教 シントウシュウキョウ 昭和23年7月15日 岩本德一 神道宗教学会
A-025 新日本 シンニホン 昭和13年1月1日 小山久二郎 小山書店
A-023 新日本 シンニホン 昭和20年9月22日 首藤恒 新日本社
A-021 新日本 シンニホン 昭和21年4月1日 保坂富士夫 新日本社
A-023 新日本 シンニホン 昭和21年4月1日 保坂富士夫 新日本社
A-028 新日本教育 シンニホンキョウイク 1950年4月1日 渡邊定夫 新日本教育社
A-023 新日本詩鑑 シンニホンシカン 昭和13年12月10日 村上成實 詩報発行所
A-021 新日本文学 シンニホンブンガク 昭和21年1月31日 藏原惟人 新日本文学社
A-026 新日本文学 シンニホンブンガク 昭和21年3月1日 藏原惟人 新日本文学会
A-028 新日本文学 シンニホンブンガク 昭和21年3月1日 藏原惟人 新日本文学会
A-029 新日本文学 シンニホンブンガク 昭和21年3月1日 藏原惟人 新日本文学界
A-023 新飛騨 シンヒダ 昭和22年2月1日 白木久七 新飛騨社 要確認：フリガナ
A-027 新風 シンプウ 昭和15年6月13日 丹羽文雄 中央公論社
A-023 新風 シンプウ 昭和21年1月28日 小暮健 大阪新聞社東京支社
A-021 新風 シンプウ 昭和21年1月28日 小暮健 大阪新聞社東京支社 2冊あり
A-025 新風小説 シンプウショウセツ 昭和55年6月1日 狛沢正邦 平和出版
A-061 新風土 シンフウド 昭和23年1月1日 永杉喜輔 小山書店
A-025 シンフォニー シンフォニー 昭和8年2月22日 萩原廣吉 宝塚交響楽協会
A-023 シンフォニー シンフォニー 昭和22年9月24日 東宝音楽協会 東宝音楽協会
A-029 新婦人 シンフジン 昭和21年5月1日 大原マツ 自由公論社
A-023 人物評論 ジンブツヒョウロン 昭和8年3月1日 宮島正男 人物評論社
A-027 人物評論 ジンブツヒョウロン 昭和21年1月1日 遠藤七郎 人物評論社
A-029 人物評論 ジンブツヒョウロン 昭和21年1月1日 遠藤七郎 人物評論社
A-027 人物論 ジンブツロン 昭和21年1月1日 細井健 人物論社
A-023 新文 シンブン 明治34年4月20日 言文一致会 言文一致会
A-024 人文 ジンブン 昭和22年1月1日 國松孝二 惇信堂
A-024 新文化 シンブンカ 昭和3年3月1日 森本巖夫 新文化建設者連合
A-024 新文化 シンブンカ 昭和22年2月1日 小杉淸四 新文化社
A-022 新文化 シンブンカ 昭和22年2月1日 中澤芳郎 新文化社
A-024 新聞街 シンブンガイ 昭和21年12月15日 平野岑一 さくら文化社
A-024 新聞街 シンブンガイ 昭和21年12月15日 平野岑一 さくら文化社
A-027 新文学 シンブンガク 昭和17年2月1日 菅藤高德 日本青年文学者会

A-024 新文学 シンブンガク 昭和19年11月1日 神屋敷民藏 株式会社全国書房
昭和19年11月号から昭和20年4
月号、昭和21年２、3月号、4・5月
号、合本

A-028 新文学 シンブンガク 明治26年2月7日 赤峰瀨一郎 新文学社
A-026 新文芸 シンブンゲイ 昭和21年1月1日 水上勉 合資会社紅書房
A-024 新文芸時代 シンブンゲイジダイ 昭和7年1月1日 福岡益雄 金星堂
A-021 人文研究 ジンブンケンキュウ 昭和24年11月3日 記載無し 記載無し
A-023 新文庫 シンブンコ 昭和22年5月15日 武川重太郎 鉄道弘済会新文庫社
A-024 新聞雑誌 シンブンザッシ 明治4年5月 記載なし 日新堂 第１号及び４２号から５０号
A-027 新聞前衛 シンブンゼンエイ 昭和4年4月7日 齋藤虚巳 新聞前衛社
A-062 新聞投書家列伝 シンブントウショカレツデン 明治14年6月2日 津田權平 武蔵屋
A-021 進歩 シンポ 昭和9年6月1日 隅福壽 現代文化社
A-024 進歩 シンポ 昭和9年6月1日 隅福壽 現代文化社
A-030 新漫画 シンマンガ 昭和21年6月1日 芳谷勝 臼田書店
A-030 人民 ジンミン 昭和20年12月15日 佐和慶太郎 人民社
A-027 人民会議 ジンミンカイギ 昭和20年12月20日 石村倉吉 人民会議社 2冊あり
A-027 人民戦線 ジンミンセンセン 昭和20年12月15日 中西伊之助 人民戦線社 ３冊あり
A-027 人民川柳 ジンミンセンリュウ 昭和24年5月12日 石上太郎 人民川柳社
A-023 人民叢書 ジンミンソウショ 昭和20年10月10日 松本健二 人民社 第3集もあり
A-023 人民短歌 ジンミンタンカ 昭和21年2月1日 渡邊順三 新興出版社
A-024 人民短歌 ジンミンタンカ 昭和21年2月1日 渡邊順三 新興出版社
A-026 人民評論 ジンミンヒョウロン 昭和20年11月1日 伊藤長夫 株式会社伊藤書店
A-024 人民文学 ジンミンブンガク 昭和25年11月1日 柴崎公三郎 人民文学社
A-024 深夜批評 シンヤヒヒョウ 昭和39年11月1日 斉藤慎爾 深夜叢書社
A-026 新読物 シンヨミモノ 昭和21年9月1日 工藤恒 公友社

A-024 診療室 シンリョウシツ 昭和24年10月15日 今田見信 日本医学雑誌株式会社
昭和24年10月より昭和25年12月
まで合本

A-026 心霊研究 シンレイケンキュウ 昭和22年2月15日 脇長男 日本心霊科学協会
A-021 新歴史 シンレキシ 昭和21年6月1日 内藤民治 新歴史協会
A-024 進路 シンロ 昭和21年4月30日 荒井精一 世界文化協会
A-062 新ロシア文学 シンロシアブンガク 昭和24年5月10日 太田朝男 民友社 2冊あり
A-022 新論 シンロン 昭和30年7月1日 奥西保 新論社
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A-031 翠丘文学 スイキュウブンガク 昭和2年3月1日 記載なし 東高文芸研究会
A-031 随筆 ズイヒツ 昭和21年6月1日 金指正三 矢代書店
A-031 随筆 ズイヒツ 昭和21年8月1日 大久保絢子 農民芸術社 2冊あり
A-031 随筆 ズイヒツ 昭和26年4月1日 富永次郎 作家クラブ・二十七日会

A-031 随筆 ズイヒツ 昭和27年1月1日 重村力 随筆舎

A-031 随筆雑誌文体 ズイヒツザッシブンタイ 昭和8年7月15日 岩本和三郎 文体社
A-031 随筆四季 ズイヒツシキ 昭和21年6月1日 臼井喜之介 臼井書房
A-031 随筆中国 ズイヒツチュウゴク 昭和22年4月20日 上條寛雄 東方書局
A-031 随筆人 ズイヒツビト 昭和21年3月1日 川崎文治 株式会社文華協会
A-031 推理 スイリ 昭和24年5月20日 国際文化出版部 国際文化出版部
A-031 推理小説研究 スイリショウセツケンキュウ 昭和40年11月10日 中島河太郎 社団法人日本推理作家協会
A-031 Swinger スインガー 昭和54年10月1日 田中浩 株式会社SES
A-031 Swing Journal スイングジャーナル 昭和21年4月5日 長尾正士 株式会社三葉社
A-031 数学教育 スウガクキョウイク 昭和22年12月1日 鍋島信太郎 社団法人　日本数学教育会
A-031 スーパーマン スーパーマン 昭和53年1月1日 小熊俊行 （株）マーベリック出版
A-031 ZOOM-UP SELF ズームアップセルフ 昭和52年11月1日 末井昭 株式会社セルフ出版
A-031 ZOOM IN ズームイン 昭和55年1月1日 ピック・プランニング株式会社檸檬社
A-031 すきなみち すきなみち 昭和2年10月25日 （宮武）外骨 半狂堂
A-031 スクープ スクープ 昭和22年11月1日 大井戸東洋 スクープ社
A-031 スクールアート スクールアート 昭和24年1月1日 三苫正雄 芸術科学社
A-031 スクランブル スクランブル 1983年3月10日 本橋信宏 新英出版株式会社
A-031 スクリーン・ステージ スクリーン・ステージ 昭和22年6月20日 日色惠 スクリーン・ステージ新聞社
A-031 スコール スコール 1930年4月1日 平野甲策 スコール社
A-031 スコラ スコラ 昭和57年4月22日 高橋克章 スコラ・講談社
A-031 鈴鹿文学 スズカブンガク 昭和21年8月10日 武藤和夫 鈴鹿文学編集会
A-031 スタート スタート 昭和21年5月1日 辻秀雄 スタート社
A-031 スタイル読物版 スタイルヨミモノバン 昭和24年12月1日 宇野千代 スタイル社
A-031 STUDENTS ステゥーデント 昭和23年6月1日 栗本瀇 ステゥーデント社
A-031 ステエジ ステエジ 昭和21年10月1日 水盛源一郎 紅書房
A-031 素敵な女性 ステキナジョセイ 昭和54年10月1日 山口儀子 婦人生活社
A-031 ステップ ステップ 昭和55年7月1日 伊藤太郎 旺文社
A-031 ステレオ ステレオ 昭和58年6月1日 目黒三策 音楽之友社
A-031 ストーリー ストーリー 昭和21年6月1日 大橋進一 株式会社博文館
A-031 STRIP・PICTORIAL ストリップ・ピクトリアル 昭和24年12月31日 記載なし 東宝株式会社事業部
A-031 Stray Sheep ストレイシープ 昭和59年7月5日 佐々木裕昭 株式会社大洋社
A-031 素直 スナオ 昭和21年9月15日 外村繁 赤坂書店
A-031 素直 スナオ 昭和24年5月25日 外村繁 留女書店 復刊第1号
A-031 スバル スバル 昭和22年12月1日 後藤竹志 萬国新報社 2冊あり
A-031 すばる スバル 1970年6月1日 安引宏 集英社
A-031 スプートニク スプートニク 昭和41年2月1日 池田恒雄 恒文社
A-031 スペクトラム スペクトラム 昭和63年1月1日 生駒俊明 丸善株式会社
A-031 スポーツ スポーツ 昭和21年6月1日 大谷要三 株式会社体育日本社
A-031 スポーツクラブ スポーツクラブ 昭和23年7月1日 吉永芳之 イースタン・ライト社
A-031 スポーツグラフ スポーツグラフ 昭和30年4月1日 勝沼多実保 スポーツグラフ社
A-031 スポーツフラッシュ スポーツフラッシュ 昭和21年11月1日 鈴木健二 スポットライト出版社
A-031 スポーツライフ スポーツライフ 昭和21年12月10日 廣堅太郎 スポーツ出版社
A-031 スポットライト スポットライト 昭和21年6月25日 坂井浅太郎 スポットライト出版社
A-031 相撲文化 スモウブンカ 昭和24年3月30日 彦山討九 相撲文化研究所
A-031 相撲別冊 スモウベッサツ 昭和32年5月25日 池田恒雄 ベースボール・マガジン社
A-031 スラッガー スラッガー 昭和22年11月25日 金田榮之助 スポーツ出版社
A-031 XXX スリー・エックス 昭和33年10月1日 七月社 記載なし
A-031 スリーエス スリーエス 昭和41年3月1日 中西一夫 なみ木書房 2冊あり
A-031 寸鐵 スンテツ 大正8年1月1日 白石實三 博文館 2冊あり
A-033 政界アサヒ セイカイアサヒ 昭和23年12月1日 笠原眞太郎 青銅社
A-033 政界ジープ セイカイジープ 昭和21年8月1日 二木秀雄 ジープ社
A-033 性科学研究 セイカガクケンキュウ 昭和11年1月1日 太田武夫 性科学研究会 3冊あり
A-033 生活学校 セイカツガッコウ 昭和21年10月1日 波多野一 巖松堂書店 2冊あり
A-032 生活者 セイカツシャ 昭和21年2月10日 三浦宗太郎太郎 生活社

A-062 生活と科学 セイカツトカガク 昭和21年9月1日 弟子丸保 生活科学研究会
A-032 生活と経済 セイカツトケイザイ 昭和24年4月1日 西川伍朔 株式会社経済社
A-032 生活と芸術 セイカツトゲイジュツ 昭和21年2月10日 佐藤一郎 協和出版社
A-033 生活と住居 セイカツトジュウキョ 昭和21年2月1日 小川菊松 誠文堂新光社
A-032 生活と文化 セイカツトブンカ 昭和21年1月1日 佐野完 生活文化社 2冊あり
A-032 生活と文学 セイカツトブンガク 昭和30年11月1日 野間宏 百合出版株式会社
A-032 生活の光 セイカツノヒカリ 昭和25年2月1日 山高しげり 財団法人日本民生文化協会出版部
A-032 生活文化 セイカツブンカ 昭和21年1月1日 池田佐次馬 株式会社旺文社
A-032 生活文化 セイカツブンカ 昭和28年2月15日 記載無し 生活文化資料研究会
A-032 世紀 セイキ 昭和21年4月1日 土田隆 千染堂
A-033 世紀 セイキ 昭和21年4月1日 土田隆 千染堂
A-032 世紀 セイキ 昭和24年4月1日 岡田純一 エンデルレ書店
A-033 世紀 セイキ 昭和24年4月1日 岡田純一 エンデルレ書店
A-032 世紀文学 セイキブンガク 昭和2年10月1日 上田吉郎 稲門堂書店
A-033 政経春秋 セイケイシュンジュウ 昭和20年12月20日 岩田正人 政経春秋社
A-032 青玄 セイゲン 昭和24年10月1日 日野克修 青玄俳句会
A-033 制作 セイサク 大正7年12月1日 山田直三郎 芸艸堂
A-032 生産 セイサン 昭和21年11月30日 小野常雄 日本能率協会生産技術者連盟
A-033 静思 セイシ 昭和15年1月1日 坂上眞一郎 建設社
A-033 政治 セイジ 昭和23年12月1日 吉井哲三 政治社
A-033 政治学経済学叢論 セイジガクケイザイガクソウロン大正8年1月1日 高木庄太郎 同志社大学法学会
A-032 青春 セイシュン 昭和21年4月1日 淸水準藏 桃源社
A-033 青春 セイシュン 昭和23年10月1日 小野洸 株式会社文化社
A-032 清談 セイダン 昭和4年2月10日 横川毅一郎 清談社
A-033 清談 セイダン 昭和11年10月15日 山中正史 東京清談会 創刊号第2版
A-032 青鞜 セイトウ 明治44年9月1日 中野初 青鞜社
A-033 性と恋愛 セイトレンアイ 大正10年7月1日 小林喜一 性愛社
A-032 青年運動 セイネンウンドウ 1963年10月1日 記載無し 日本民主青年同盟中央委員会
A-032 青年作家 セイネンサッカ 昭和16年4月20日 遠藤節 厚生閣

ス＊

セ＊
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A-032 青年作家 セイネンサッカ 昭和17年2月1日 記載無し 青年作家社
A-032 青年時代 セイネンジダイ 昭和21年8月5日 石附忠平 株式会社櫻菊書店
A-032 青年評論 セイネンヒョウロン 大正4年1月1日 浅間淸丸 青年評論社
A-032 青年評論 セイネンヒョウロン 昭和21年7月1日 小端靜順 青年評論社
A-032 青年文化 セイネンブンカ 昭和21年5月1日 宮西豊逸 創生社
A-033 青年文化 セイネンブンカ 昭和21年5月1日 宮西豐逸 創生社
A-032 性の知識 セイノチシキ 大正13年10月1日 澤田意禰 性の知識社
A-032 生物 セイブツ 昭和21年2月28日 牧野佐二郎 株式会社北方出版社
A-033 生物学綜報 セイブツガクソウホウ 昭和22年2月10日 文部省学術編集会議丸善出版株式会社
A-032 西部美術 セイブビジュツ 昭和21年4月5日 池原丈太郎 株式会社西日本新聞社
A-033 性文化 セイブンカ 昭和22年2月26日 金光好雄 畝傍書房
A-032 性問題の研究 セイモンダイノケンキュウ 昭和30年12月1日 日本性学会 株式会社久保書店
A-032 性猟奇 セイリョウキ 昭和22年5月25日 藤江良三 大雅社 No.1～No.8まであり
A-032 正論 セイロン 昭和48年11月1日 天野陽三 産経新聞出版局
A-032 世界革命 セカイカクメイ 1970年1月 前衛編集委員会 前衛社
A-032 世界画報 セカイガホウ 昭和21年1月1日 越壽雄 世界画報社
A-032 世界経済 セカイケイザイ 昭和21年1月15日 安間德勝 世界経済調査会
A-033 世界経済評論 セカイケイザイヒョウロン 昭和21年5月1日 脇山康之助 綜合アメリカ研究所
A-032 世界経済報 セカイケイザイホウ 昭和21年4月1日 木村孫八郎 株式会社日本通信社 2冊あり
A-032 世界思潮 セカイシチョウ 昭和21年4月1日 伊藤文次郎 世界思潮社
A-032 世界春秋 セカイシュンジュウ 昭和24年11月1日 橘谷次郎 株式会社世界出版社
A-033 世界小説 セカイショウセツ 昭和23年3月1日 鵜殿正元 新人社 3月創刊号から9月号まで合本
A-032 世界人 セカイジン 昭和23年2月10日 金璟秀 世界人社 2冊あり
A-033 世界知識 セカイチシキ 昭和6年10月1日 仲摩照久 新光社
A-033 世界知識 セカイチシキ 昭和21年2月1日 小川菊松 誠文堂新光社
A-032 世界通 セカイツウ 明治41年3月21日 記載無し 記載無し 破損の為表紙・奥付なし
A-032 世界の動き セカイノウゴキ 昭和21年4月1日 相馬基 毎日新聞社
A-033 世界美術 セカイビジュツ 昭和22年6月30日 森谷均 昭森社
A-032 世界評論 セカイヒョウロン 昭和21年2月1日 小森田一記 世界評論社
A-032 世界グラフ セカイブラフ 昭和23年2月1日 杉山淸 株式会社世界通信社
A-032 世界文化 セカイブンカ 昭和21年2月1日 水島治男 日本電報通信社
A-032 世界文学 セカイブンガク 大正13年4月3日 前田晁 金星堂
A-033 世界文学 セカイブンガク 昭和21年4月15日 君塚好一 川柳祭社
A-061 世界文芸 セカイブンゲイ 昭和10年10月15日 世界文芸大事典編集部中央公論社 外国語・外国文化
A-033 世界名作小説特集 セカイメイサクショウセツトクシュウ昭和23年4月15日 大久保康雄 株式会社岡倉書房
A-033 石炭 セキタン 昭和21年7月1日 久保山雄三 久保山石炭研究所
A-032 世間 セケン 昭和23年1月1日 藤掛寅七 株式会社世間書房
A-033 世代 セダイ 昭和11年4月18日 大野正夫 世代社
A-032 世代 セダイ 昭和21年7月1日 遠藤麟一朗 株式会社目黒書店
A-033 性 セックス 大正13年1月1日 河野實 東洋性学会出版部
A-033 セックス セックス 大正15年10月1日 中井修 文抗社
A-032 絶体絶命 ゼッタイゼツメイ 昭和52年10月1日 滝井圀夫 株式会社幻影城
A-032 瀬戸内海 セトナイカイ 昭和21年7月1日 田邊耕一郎 濱根汽船株式会社出版部
A-033 セルパン セルパン 昭和6年5月1日 長谷川巳之吉 第一書房
A-033 セレナーデ セレナーデ 昭和23年7月1日 杉原榮一郎 セレナーデ社
A-033 １９３２年 センキュウヒャクサンジュウニネン昭和7年5月1日 西村豐吉 中外書房
A-032 全国同人雑誌銘鑑 ゼンコクドウジンザッシメイカン記載無し 記載無し 全国同人雑誌連盟
A-061 専修大学論集 センシュウダイガクロンシュウ昭和27年1月10日 専修大学学会 専修大学学会
A-033 前進 ゼンシン 昭和21年2月1日 川崎公弘 前進社

A-033 全信主義 ゼンシンシュギ 大正11年12月1日 佐々平二 同信社
昭和3年7月号よりタイトル「信」に
改変。創刊号から昭和3年11月号
までの合本

A-032 前線 ゼンセン 昭和6年6月10日 米田正弘 第二文戦打倒同盟
A-033 戦争文化 センソウブンカ 昭和14年3月1日 今藤茂樹 戦争文化研究所 ５冊あり
A-032 禅の風 ゼンノカゼ 昭和56年3月1日 岡田巳成 曹洞宗宗務庁
A-033 禅の友別冊禅の風 ゼンノトモベッサツゼンノカゼ昭和56年3月1日 岡田巳成 曹洞宗宗務庁
A-032 全貌 ゼンボウ 昭和27年11月1日 水島毅 全貌社
A-032 川柳研究 センリュウケンキュウ 昭和21年12月15日 關口正男 川柳研究社

A-032 川柳時代 センリュウジダイ 昭和55年7月1日 山本克夫 （株）叢文社
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A-034 蒼 ソウ 昭和36年11月10日 蒼同人会 記載無し 2冊あり
A-034 創 ソウ 昭和46年11月1日 大渕武美 綜合評論社 2冊有り
A-034 ソヴエート芸術 ソヴエートゲイジュツ 昭和4年6月1日 淡屋貞藏 日露芸術協会
A-034 ソヴェト映画 ソヴェトエイガ 昭和25年2月15日 新沼杏三 北星商事株式会社

A-034 ソヴェト知識 ソヴェトチシキ 昭和27年6月15日 廣島定吉 ソヴェト研究者協会

A-034 ソヴェト文化 ソヴェトブンカ 昭和21年5月5日 ソヴェト研究者協会ソヴェト文化社
A-034 蒼穹 ソウキュウ 昭和21年2月 記載なし 記載無し
A-034 造形 ゾウケイ 昭和21年9月18日 滑川淸 番町書房
A-034 造形芸術 ゾウケイゲイジュツ 昭和14年9月1日 藤本韶三 造形芸術社
A-061 創元 ソウゲン 昭和21年12月30日 小林秀雄 創元社
A-034 草原 ソウゲン 昭和39年1月20日 秋谷豊 地球社・草原の会
A-034 総合 ソウゴウ 昭和32年5月1日 斎藤幸治 東洋経済新報社
A-034 綜合宣伝 ソウゴウセンデン 昭和21年6月15日 山田長司 綜合宣伝社
A-034 綜合文化 ソウゴウブンカ 昭和22年7月10日 中野達彦 眞善美社
A-034 創作 ソウサク 昭和21年5月10日 村上義人 創作相互研究会
A-034 増産の家 ゾウサンイエ 昭和21年10月1日 石津忠 全国食料増産同志会
A-034 創造と思考 ソウゾウトシコウ 1991年2月20日 記載なし 湘南短期大学国語国文学会
A-034 相談 ソウダン 昭和8年11月1日 下中彌三郎 株式会社平凡社
A-034 早晩廃刊雑誌 ソウバンハイカンザッシ 大正15年4月1日 （宮武）外骨 有限社
A-034 創美 ソウビ 昭和22年12月1日 伊藤光敏 株式会社創美書院
A-034 双眸 ソウボウ 昭和21年6月15日 井上泰男 北大双眸会
A-034 相望 ソウボウ 昭和21年7月15日 五味三勇 想望同人会
A-034 蒼陵 ソウリョウ 昭和21年10月6日 左藤惠 帝塚山青年文化会
A-034 狙撃者 ソゲキシャ 1970年12月17日 記載なし 黒翔社
A-034 祖国 ソコク 昭和3年10月1日 多田憲一 学苑社 3冊有り
A-034 祖国 ソコク 昭和24年9月15日 玉井一郎 まさき会・祖国社
A-034 SOPHIA ソフィア 1952年2月1日 J.ロゲンドルフ 上智大学出版部
A-061 蘇峯会誌 ソホウカイシ 昭和19年5月25日 相澤熈 蘇峯会
A-034 Ｓｏｌｅｉｌ ソレイユ 昭和21年8月15日 金山重教 ヒマワリ社

A-034 存在 ソンザイ 昭和23年1月1日 中川章 存在社

A-036 ダ・ヴィンチ ダ・ヴィンチ 平成6年5月6日 長薗安浩 リクルート
A-036 Darlin' ダーリン 昭和58年12月25日 小田嶋忠宏 SLIP・KID　桜桃書房
A-035 体温 タイオン 昭和13年4月1日 龜井精安 国府台病院
A-036 大学 ダイガク 昭和22年5月1日 竹井博友 大学文化社

A-035 大学と社会 ダイガクトシャカイ 昭和6年4月1日 關根喜太郎 東京刀江書院

A-035 大学マガジン ダイガクマガジン 昭和54年11月1日 佐々木宏治 芳文社 2冊あり
A-035 大学論叢 ダイガクロンソウ 昭和38年5月20日 記載無し 東京大学学生問題研究会
A-035 大華芸文 タイカゲイブン 昭和22年10月1日 加納義郎 日本印刷文化振興会
A-036 醍醐 ダイゴ 昭和22年3月20日 松岡貞總 だいご社
A-036 第三革命 ダイサンカクメイ 1966年1月 大山東竜 日本ニーチェ主義党
A-035 第十九教室 ダイジュウキュウキョウシツ昭和15年 記載無し 第一早高
A-036 大衆経済 タイシュウケイザイ 昭和23年7月1日 石栗良雄 大衆経済社
A-035 大衆の友 タイシュウノトモ 昭和7年2月5日 山内謙吾 日本プロレタリア文化連盟出張所 2冊あり
A-036 大衆文芸 タイシュウブンゲイ 大正15年1月1日 久保田朝興 二十一日会
A-035 大衆文芸 タイシュウブンゲイ 昭和14年3月1日 和田英雄 新小説社
A-035 大正および大正人 タイショウオヨビタイショウジン昭和52年9月1日 深見喜久男 株式会社大正文化

A-036 大正農報 タイショウノウホウ 大正4年1月1日 大村重次郎 大正奨農会
第1巻第1号、3号～12号、第2巻1
号～4号、9号合本

A-035 大地 ダイチ 昭和21年5月20日 武川重太郎 赤坂書店
A-036 大地 ダイチ 昭和57年10月1日 大志社編集部 大志社
A-036 胎動 タイドウ 昭和23年2月25日 近藤達夫 文化書院 2冊有り
A-035 胎動 タイドウ 昭和23年3月1日 近藤達夫 株式会社文化書院 2冊あり
A-035 大同 ダイドウ 中華民国36年7月1日孫德輝 中華民国留学生在日文化研究所
A-035 大日本青年 ダイニホンセイネン 昭和13年4月1日 石原博 大阪毎日新聞社
A-035 太平 タイヘイ 昭和20年12月1日 松尾淸吉 株式会社時事通信社
A-035 大法輪 ダイホウリン 昭和9年10月1日 石原俊明 大法輪閣
A-036 TIMES タイムズ 1946年5月11日 首藤恒 銀座出版社
A-036 DIAMOND Zai ダイヤモンド・ザイ 平成12年5月1日 藤岡久左志 株式会社ダイヤモンド社
A-036 DIAMOND BOX ダイヤモンド・ボックス 昭和55年4月1日 曾根宏道 （株）ダイヤモンド社
A-035 DIAMONDポピュラーサイエン ダイヤモンドポピュラーサイエンス昭和56年11月1日 江見澤洋 （株）ダイヤモンド社
A-035 太陽 タイヨウ 昭和21年1月7日 古瀨長榮 太陽社 2冊あり
A-035 太陽 タイヨウ 昭和22年3月1日 木田道太郎 太陽社
A-035 太陽 タイヨウ 昭和32年10月1日 吉田晁 筑摩書房
A-036 太陽 タイヨウ 昭和38年6月12日 谷川健一 株式会社平凡社
A-035 太陽系 タイヨウケイ 昭和21年5月1日 水谷勢二 太陽系社
A-035 大陸 タイリク 昭和13年6月1日 山本三生 改造社
A-035 大陸開拓文芸 タイリクカイタクブンゲイ 昭和14年4月20日 近藤春雄 大陸開拓文芸懇話会
A-035 大和 ダイワ 昭和22年2月28日 奥村鐵男 大和本社
A-036 大和 ダイワ 昭和22年2月28日 奥村鐡男 大和本社
A-035 ダカーポ ダカーポ 昭和56年11月20日 甘糟章 平凡出版株式会社
A-035 宝くじニュース タカラクジニュース 昭和53年9月25日 佐藤哲信 オハヨー出版 2冊あり
A-035 宝島 タカラジマ 昭和37年11月1日 神保光太郎 日本大学芸術学部文芸学科研究室
A-035 宝塚グラフ タカラヅカグラフ 昭和22年2月20日 萩原廣吉 宝塚歌劇団
A-036 Touch タッチ 昭和61年11月4日 植松國雄 小学館
A-036 たね タネ 1964年1月10日 椎名麟三 たねの会
A-035 愉しきかな俳句 タノシキカナハイク 昭和22年4月1日 金田幸三郎 松尾書房
A-035 たびっくる タビックル 1997年3月19日 長南一義 日本ハイカ株式会社広報室
A-035 旅と温泉 タビトオンセン 昭和6年10月1日 西村豊吉 全国温泉旅行協会
A-036 旅と温泉 タビトオンセン 昭和21年12月1日 山口得三 温泉新聞社
A-035 旅の手帖 タビノテチョウ 昭和52年4月1日 記載無し 弘済出版社
A-036 旅の友 タビノトモ 昭和22年1月1日 近藤龍美 旅の友協会
A-036 多磨 タマ 昭和10年6月1日 北原白秋 アルス
A-036 玉虫 タマムシ 昭和22年4月1日 島部一夫 飛鳥書房
A-035 民の声 タミノコエ 昭和21年4月1日 山口蒔雄 株式会社新日本
A-036 田宮虎彦研究 タミヤトラヒコケンキュウ 1994年9月1日 山崎行雄 田宮虎彦研究会
A-035 短歌 タンカ 昭和29年1月1日 角川源義 角川書店
A-035 断崖 ダンガイ 1972年8月10日 岸田幸四郎 皆美社

ソ＊

タ＊
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A-035 短歌季刊 タンカキカン 昭和22年1月1日 中村正爾 株式会社アルス
A-036 短歌季刊 タンカキカン 昭和22年1月1日 中村正爾 株式会社アルス
A-035 短歌クラブ タンカクラブ 昭和22年7月1日 蒔田やよひ 此声社
A-036 短歌クラブ タンカクラブ 昭和22年7月1日 蒔田やよひ 此声社
A-035 短歌研究 タンカケンキュウ 昭和6年10月12日 山本三生 改造社
A-035 短歌研究 タンカケンキュウ 昭和19年11月1日 木村捨録 日本短歌社
A-035 短歌研究 ダンカケンキュウ 昭和7年10月1日 山本三生 改造社
A-036 短歌現代 タンカゲンダイ 昭和52年7月1日 石黒清介 短歌新聞社
A-035 短歌作品 タンカサクヒン 昭和25年1月1日 石川信雄 短歌作品社
A-035 短歌新人 タンカシンジン 昭和21年8月1日 根本任 短歌新人連盟
A-036 短歌新人 タンカシンジン 昭和21年8月1日 根本任 短歌新人連盟
A-035 短歌声調 タンカセイチョウ 昭和25年1月1日 大橋松平 短歌声調社
A-035 談奇党 ダンキトウ 昭和6年9月1日 鈴木辰雄 書局洛成館
A-035 団結 ダンケツ 昭和46年3月18日 日本共産主義革命党中央委員会日本共産主義革命党中央委員会
A-036 探検 タンケン 昭和17年8月5日 新島章男 朋文堂
A-061 炭鉱戦線 タンコウセンセン 昭和24年10月1日 横山敏司 炭鉱文化出版社
A-035 短詩文芸 タンシブンゲイ 昭和23年12月1日 奥野保夫 短詩文芸社
A-036 ダンス ダンス 昭和22年2月20日 森軌外 舞踏研究会近代社
A-035 男性自身 ダンセイジシン 昭和54年7月20日 安藤英夫 株式会社双葉社
A-035 丹頂 タンチョウ 昭和23年4月1日 難破仙衞 株式会社丹頂書房 2冊あり
A-036 丹頂 タンチョウ 昭和23年4月1日 難波仙衛 丹頂書房
A-035 探訪 タンポウ 昭和6年11月1日 花田鉄太郎 ロケット社
A-036 たんぽぽ タンポポ 昭和22年2月10日 樋口義高 児童文化研究会出版局

A-035 暖流（科学と芸術） ダンリュウ（カガクトゲイジュツ）昭和23年6月1日 神田重隆 大地書房

A-037 ちうべつ チウベツ 昭和22年4月25日 天野市太郎 旭川市読書連盟 2冊あり
A-037 地下水 チカスイ 1975年7月30日 志村久止　真木能之「地下水」同人会
A-038 地球船 チキュウセン 昭和22年4月1日 上田幸法 地球船詩社
A-038 千切れ雲 チギレグモ 昭和22年3月5日 須田穣 風光長崎短歌会

A-037 ちくま チクマ 昭和55年7月1日 柏原成光 株式会社筑摩書房

A-037 知識 チシキ 1949年4月1日 玉城肇 日本民主主義文化連盟
A-038 知識人 チシキジン 昭和23年11月1日 小山久二郎 小山書店
A-037 知四明 チシメイ 昭和10年12月20日 向島諦宣 知四明会
A-038 地上 チジョウ 昭和13年3月1日 森下才一郎 地上社
A-037 知性 チセイ 昭和13年5月1日 中村正幸 河出書房
A-037 知性 チセイ 昭和29年8月1日 河出孝雄 株式会社河出書房
A-037 秩序 チツジョ 1952年1月31日 小檜山俊 白林社

A-037
チッチ愛の絵本　いつかどこ
かで

チッチアイノエホン イツカドコカデ昭和50年4月1日 みつはしちかこ 立風書房

A-037 知と行 チトギョウ 昭和21年1月18日 岩野眞雄 大東出版社
A-037 血と薔薇 チトバラ 昭和43年11月1日 内藤三津子 天声出版
A-037 地に坐る者 チニスワルモノ 昭和9年2月15日 田中耕三 同朋社
A-037 知の考古学 チノコウコガク 昭和50年3月1日 田村研平 社会思想社
A-061 地方公僕 チホウコウボク 昭和25年12月5日 小出年信 北旺社
A-038 ヂムナスト ヂムナスト 昭和23年7月20日 野上十郎 岸体育館内日本体操協会
A-037 チャンス チャンス 昭和24年9月5日 中川仁史 中央文庫
A-037 中央気象台　離島調査時報 チュウオウキショウダイ　リトウチョウサジホウ昭和24年7月25日 離島事務室技術係離島事務室
A-037 中央公論　歴史と人物 チュウオウコウロン　レキシトジンブツ昭和46年9月1日 粕谷一希 中央公論社

A-037
中央公論社創業100年記念
中央公論第一号　婦人公論
第一号　復刻版（昭和六十年

チュウオウコウロンシャソウギョウヒャクネン　チュウオウコウロンダイイチゴウ　フジンコウロンダイイチゴウ　フッコクバン昭和60年10月 中央公論社 編集発行空欄で。

A-038 中央討論 チュウオウトウロン 昭和22年9月1日 須郷登世治 中央討論社
A-038 中央美術 チュウオウビジュツ 昭和23年3月1日 郡山三郎 中央美術学園
A-037 中央文学 チュウオウブンガク 大正6年4月1日 細田源吉 春陽堂

A-037 中央労働時報 チュウオウロウドウジホウ 昭和21年9月15日 富崎龜太郎 財団法人中央労働学園
1・9・10・11・14・15・16・19・20の
合本

A-037 中外廣問新報 チュウガイコウモンシンポウ明治12年12月18日 堀江六郎 四通社
第1～10・第21～30・第50～59・
第60～69号までの4冊。

A-038 中外新論 チュウガイシンロン 大正6年10月1日 渡邊寛一 株式会社中外新論社
A-037 中学 チュウガク 昭和21年10月15日 鈴木政雄 修文館
A-062 中学生 チュウガクセイ 昭和23年1月1日 山本三郎 新教育研究会
A-038 中学生の母 チュウガクセイノハハ 昭和9年11月1日 稻井俊明 奎文館
A-037 中学文林 チュウガクブンリン 明治38年9月10日 木下祥眞 内外出版協会
A-038 中国公論 チュウゴクコウロン 昭和23年6月1日 陳蕚芳 留日華僑総会
A-037 中国山脈 チュウゴクサンミャク 昭和23年7月1日 木島順平 中国山脈文学会
A-062 中国山脈 チュウゴクサンミャク 昭和23年7月1日 木島順平 中国山脈文学会
A-038 中国資料 チュウゴクシリョウ 昭和21年11月1日 渡部和子 財団法人中日文化研究所
A-038 中国通信 チュウゴクツウシン 昭和32年2月20日 記載無し 日中文化流通会
A-037 中国と日本 チュウゴクトニホン 昭和22年7月1日 川名達潤 復興印書館
A-037 中国評論 チュウゴクヒョウロン 昭和21年6月1日 鈴木三男吉 株式会社日本評論 2冊あり
A-037 中国文化 チュウゴクブンカ 昭和21年3月10日 栗原貞子 中国文化連盟機関紙中国文化発行所
A-037 中国文化 チュウゴクブンカ 昭和21年3月10日 栗原貞子 「中国文化」復刻刊行の会
A-037 中国文化 チュウゴクブンカ 1947年6月25日 邱玉成　陳昆銀 中国文化協会
A-037 中国よみもの チュウゴクヨミモノ 昭和23年10月1日 鐘明炫 株式会社中華国際新聞社
A-037 痴遊雑誌 チユウザッシ 昭和10年5月23日 川村慶吉 話術倶楽部
A-037 中等学生指針 チュウトウガクセイシシン 明治39年4月23日 森本樵作 大日本中等学生会
A-037 中等教育 チュウトウキョウイク 昭和21年1月15日 波多野精 中等学校教科書株式会社
A-061 中部文学 チュウブブンガク 昭和21年10月10日 石原文雄、石井計記高須書房 2冊あり
A-038 蝶 チョウ 昭和47年11月20日 葉山修平 ニトリア書房
A-037 弔旗 チョウキ 昭和28年10月10日 脇敬之助 学習院大学文芸部弔旗同人会
A-037 調査部報 チョウサブホウ 昭和25年1月30日 上田保一 兵庫県教職員組合
A-062 長風 チョウフウ 昭和32年6月1日 鈴木幸輔 長風短歌会
A-038 長編小説雑誌小説 チョウヘンショウセツザッシショウセツ昭和22年5月5日 渡部武男 かもめ書房
A-037 潮流 チョウリュウ 昭和2年1月1日 吉田庄藏 吉田書房
A-037 潮流ジャーナル チョウリュウジャーナル 昭和42年5月7日 池田恒雄 恒文社 2冊あり
A-037 著者と編集者 チョシャトヘンシュウシャ 昭和44年12月1日 千葉勝也 株式会社東洋出版 4冊あり
A-061 著書及蔵書 チョショオヨビゾウショ 大正14年2月27日 金子勝男 著書及蔵書社
A-037 地理学研究 チリガクケンキュウ 昭和17年1月5日 矢島一三 中興館
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高橋新太郎文庫所蔵リスト（創刊号コレクション）
（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） 出版年 編集人 出版社 備考

A-037 地理学新報 チリガクシンポウ 大正14年5月18日 小林竹雄 文学社

A-038 追求 ツイキュウ 昭和21年4月1日 河合安夫 追求発行所
A-038 つぎねふ ツギネフ 昭和21年7月1日 佐々木留三郎 つぎねふ会
A-038 つぐみ ツグミ 昭和23年11月1日 尾崎光利 昭和書院
A-038 ツデーズウーマン ツデーズウーマン 昭和27年9月1日 佐藤金六 [等] 株式会社東西南北社

A-038 椿 ツバキ 昭和21年11月1日 西谷操 操書房

A-038 つばさ ツバサ 昭和5年4月1日 大坪市助 つばさ発行所
A-038 妻の生活 ツマノセイカツ 昭和25年8月1日 石神安雄 妻の生活社
A-038 釣場案内 ツリバアンナイ 昭和13年5月1日 奥川榮 釣之研究社
A-038 つり人 ツリビト 昭和21年7月1日 鈴木晃 つり人社

A-038 つりBOY ツリボーイ 昭和56年4月1日 栗田香 株式会社岳洋社

A-038 ディア・ダブリュ ディア・ダブリュ 昭和60年8月1日 東口敏郎 株式会社福昌堂
A-038 ティーンルック ティーンルック 昭和43年4月25日 井上清 主婦と生活社
A-038 ディオゲネス ディオゲネス 1967年5月25日 記載無し 河出書房
A-038 低温科学 テイオンカガク 昭和21年11月10日 北海道帝国大学低温科学研究所岩波書店

A-038 帝劇 テイゲキ 記載無し 記載無し 東宝発行所

A-038 帝国青年 テイコクセイネン 大正5年2月11日 記載無し 記載無し 破損のため不明
A-038 帝国文学 テイコクブンガク 明治28年1月10日 太田資順 大日本図書株式会社
A-038 ディック ディック 昭和59年12月1日 西園寺佳隆 株式会社大洋書房
A-038 低路 テイロ 昭和3年8月5日 西山勇太郎 愚人連盟 全コピー
A-038 テーゼ テーゼ 1980年11月15日 同時代思想編集委員会同時代思想編集委員会 2冊あり
A-061 手紙雑誌 テガミザッシ 明治37年3月26日 安孫子貞次郎 有楽社
A-038 哲学季刊 テツガクキカン 昭和21年4月1日 記載無し 株式会社秋田屋
A-038 哲学研究 テツガクケンキュウ 大正5年4月1日 寶嚴方治 宝文館
A-062 哲学叢書 テツガクソウショ 明治33年10月 記載無し 記載無し 表紙奥付破損
A-038 哲学評論 テツガクヒョウロン 昭和12年3月13日 稻毛徹 法蓮寺
A-038 哲学評論 テツガクヒョウロン 昭和21年9月10日 太田朝男 合資会社民友社
A-038 鉄塔 テットウ 昭和7年10月1日 小林勇 鉄塔書院 2冊あり
A-038 鉄道文芸 テツドウブンゲイ 大正12年1月1日 岡村貫一 鉄道文芸社
A-038 デマ デマ 昭和58年9月1日 幸森軍也 日本筒井党
A-038 デモクラート デモクラート 昭和23年2月1日 伊藤廣三 「デモクラート」社
A-038 デラックスマーガレット デラックスマーガレット 昭和42年8月1日 若葉正 集英社
A-038 デラべっぴん デラベッピン 昭和60年12月1日 黒木茂 英知出版
A-062 テレビ芸能 テレビゲイノウ 昭和28年10月1日 記載無し テレビ芸能新聞社 2冊あり
A-038 田園倶楽部 デンエンクラブ 昭和22年1月15日 樋本一郎 田園倶楽部社 2冊あり
A-038 伝記 デンキ 昭和22年4月1日 小暮杢太郎 菁柿堂
A-038 電気技法 デンキギホウ 昭和19年7月25日 阿部勝治 日本電気製造協会
A-038 天狗 テング 昭和23年7月1日 岩谷滿 岩谷書店 2冊あり
A-038 電信電話 デンシンデンワ 昭和24年10月1日 藤倉啓次郎 日東出版社
A-038 伝説 デンセツ 大正15年6月1日 藤澤衞彦 日本伝説学会
A-062 伝説 デンセツ 記載無し 藤澤衛彦 日本伝説学会
A-038 天地 テンチ 昭和22年1月1日 重永潜 天地社

A-062
「天皇機関説」に対する我等
の態度

テンノウキカンセツ　ニタイスルワレラノタイド昭和10年4月29日 記載無し 養正時評社書籍部

A-038 電波科学 デンパカガク 昭和20年1月1日 奥屋熊郎 大日本放送出版協会
A-038 展望 テンボウ 昭和21年1月1日 臼井吉見 筑摩書房 3冊あり
A-038 展望 テンボウ 昭和39年10月1日 岡山猛 筑摩書房
A-038 天理文芸 テンリブンゲイ 昭和24年4月18日 磯田義三郎 天理時報社

A-038 天狼 テンロウ 昭和23年1月1日 西東三鬼 養德社

A-039 ドイツ表現主義 ドイツヒョウゲンシュギ 1964年4月10日 表現主義研究会 株式会社白水社
A-039 独逸文学 ドイツブンガク 昭和22年10月15日 舟木重信 生活社
A-040 塔 トウ 昭和24年1月1日 堀木克三 羽田書店
A-039 東亞解放 トウアカイホウ 昭和14年8月1日 草野心平 東亞解放社

A-040 東海文学 トウカイブンガク 昭和22年9月1日 杉山文男 東海文学社

A-063 闘魚 トウギョ 昭和8年5月20日 有馬潤 闘魚社
A-039 東京 トウキョウ 昭和22年4月1日 靑山虎之助 新生社 3冊あり
A-063 東京感化院雑記 トウキョウカンカインザッキ 　　明治27年2月11日高瀬恭介 東京感化院　院司
A-040 東京女子大学 論集 トウキョウジョシダイガク ロンシュウ昭和25年9月10日 齋藤勇 東京女子大学学会
A-040 東京専門学校講義録 トウキョウセンモンガッコウコウギロク明治30年10月8日 高田早苗 東京牛込早稲田東京専門学校
A-039 東京独立雑誌 トウキョウドクリツザッシ 明治31年6月10日 内村鑑三 東京独立雑誌社 復刻版

A-039
東京都古書籍商業協同組合
機関紙

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昭和22年5月3日 和田淸 東京都古書籍商業協同組合 創刊号・第２号あり

A-039 東京２５時 とうきょうニジュウゴジ 1970年3月1日 宮崎研究会 アグレマン社
A-040 東京放送局彙報 トウキョウホウソウキョクイホウ大正14年6月25日 記載無し 社団法人東京放送局
A-039 東京遊覧雑誌 トウキョウユウランザッシ 大正13年10月1日 二宮敬子 東京遊覧雑誌社
A-040 桃源 トウゲン 昭和21年11月1日 韓吉昌 吉昌社
A-040 東光 トウコウ 1947年8月30日 西谷能雄 弘文堂書房
A-039 東光 トウコウ 昭和22年8月30日 西谷能雄 弘文堂
A-039 東光 トウコウ 昭和28年6月1日 野崎源兵衞 東光会
A-039 東国 トウゴク 昭和21年12月1日 酒井松男 上毛新聞社
A-039 東国民衆史 トウゴクミンシュウシ 昭和53年12月5日 東国民衆史研究会武蔵書房
A-040 東西 トウザイ 昭和21年4月1日 牧野弘之 株式会社弘文社
A-061 同志社美学 ドウシシャビガク 昭和29年7月1日 片山慶次郎、岸田博忠同志社美学会 芸術
A-039 陶磁味 トウジミ 昭和22年4月25日 澤田虹路 博雅書房
A-040 冬樹 トウジュ 昭和40年5月1日 福田龍生、若山幸男冬樹社
A-039 同人雑誌 ドウジンザッシ 昭和39年6月1日 清水信 同人雑誌センター
A-039 東大歌舞伎 トウダイカブキ 昭和15年3月 秋田喜男 東大歌舞伎研究会
A-039 道徳運動 ドウトクウンドウ 昭和13年8月1日 大月隆仗 道德運動社
A-039 同伴者 ドウハンシャ 昭和4年3月5日 川崎長太郎 同伴者発行所
A-062 東方学 トウホウガク 昭和26年3月10日 山本正宜 東方学会
A-039 東北文学 トウホクブンガク 昭和21年1月1日 三原良吉 河北新報社
A-039 東北文化研究 トウホクブンカケンキュウ 昭和3年9月1日 山本升 史誌出版社
A-040 冬眠 トウミン 昭和23年1月25日 藤岡登美夫、坂本眞三神戸外事専門学校文芸部
A-039 東洋学苑 トウヨウガクエン 昭和8年2月25日 松本良三 東洋大学学友会
A-039 東洋婦人画報 トウヨウフジンガホウ 明治40年8月1日 鷹見久太郎 東京社
A-039 東洋文化 トウヨウブンカ 1949年5月1日 金玄模 東洋文化社
A-040 東洋文化の問題 トウヨウブンカノモンダイ 昭和24年6月10日 重澤俊郎 甲文社
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A-039 東洋文化の問題 トウヨウブンカノモンダイ 昭和24年6月10日 重澤敏郎 甲文社
A-039 同和 ドウワ 昭和24年10月1日 齋藤輝夫 同和研究協会
A-039 童話日本 ドウワニッポン 昭和21年8月1日 重政重職 第一出版社
A-040 独学と受験 ドクガクトジュケン 昭和24年11月1日 岩田謙治 七星社
A-039 独語文化 ドクゴブンカ 昭和13年5月1日 川村義雄 日光書院
A-039 読者のための文庫目録 ドクシャノタメノブンコモクロク昭和59年11月1日 森浩太郎 文庫の会
A-062 読者の為の文庫目録 ドクシャノタメノブンコモクロク昭和59年11月1日 森浩太郎 文庫の会

A-039
特集文庫１　甘党・から党・う
まいもの

トクシュウ ブンコ 1 アマトウ・カラトウ・ウマイモノ昭和28年11月1日 長谷川国雄 自由国民社

A-040 特集小説 トクシュウショウセツ 昭和55年1月1日 茂渡英士 日本文華社
A-040 特集マガジン 男の医学読本 トクシュウマガジン オトコノイガクドクホン昭和37年3月10日 小泉了 家庭新社
A-039 読書 ドクショ 昭和21年5月25日 古野健雄 東京都中央図書館
A-039 読書裏街道 ドクショウラカイドウ 昭和38年6月8日 斉藤夜居 此見亭書屋 第2号有り
A-040 読書科学 ドクショカガク 昭和31年10月25日 石山脩平 株式会社牧書店
A-040 読書倶楽部 ドクショクラブ 昭和21年7月1日 中野淳 読書研究会
A-040 読書権 ドクショケン 1978年7月15日 市橋正晴 視読障害者読書権保障協議会
A-039 読書雑誌 ドクショザッシ 昭和21年7月1日 野口正章 有限会社日本読書購買利用組合
A-040 読書雑誌 ドクショザッシ 昭和21年7月1日 野口正章 有限会社日本読書購買利用組合 2冊あり
A-039 読書春秋 ドクショシュンジュウ 昭和25年4月1日 五十嵐祐宏 春秋会
A-040 読書人 ドクショジン 昭和16年12月1日 増山新一 株式会社東京堂
A-039 読書展望 ドクショテンボウ 昭和21年9月1日 八幡良一 社団法人日本自由出版協会 2冊あり
A-061 読書と文献 ドクショトブンケン 昭和16年12月1日 八木敏夫 日本古書通信社
A-039 特選男の遊楽街 トクセンオトコノユウラクガイ昭和61年5月1日 白石宏 株式会社大亜出版
A-039 特選街 トクセンガイ 昭和54年4月1日 牧野武朗 マキノ出版・特選出版
A-039 徳田球一研究会会報 トクダキュウイチケンキュウカイカイホウ1978年1月28日 記載無し 徳田球一研究会
A-040 独立 ドクリツ 昭和23年1月1日 鈴木俊郎 日本図書株式会社
A-039 独立評論 ドクリツヒョウロン 明治36年1月1日 淺川是勝 独立評論社
A-040 都市 トシ 昭和44年12月15日 田村隆一、守谷耀子株式会社都市出版社
A-040 図書案内 トショアンナイ 昭和9年3月25日 記載無し 古典社
A-039 図書案内 トショアンナイ 昭和9年3月25日 古典社編集部 古典社
A-040 図書及図書館 トショオヨビトショカン 大正11年10月1日 大信田金次郎 著作年報社、龍吟社
A-039 図書評論 トショヒョウロン 1948年1月1日 廣中俊雄 学生書房内自由出版集団
A-039 毒皷 ドック 大正8年11月1日 外崎諭 師士王文庫
A-039 ＴＯＰ トップ 昭和21年5月1日 今豊一 印象社
A-039 トップ トップ 昭和21年5月1日 前田豊秀 前田出版社 コピー
A-039 トップ小説 トップショウセツ 昭和54年4月1日 井口弘哉 株式会社九十九社
A-039 トップライト トップライト 昭和21年7月1日 木村健一 世界社
A-039 ともしび トモシビ 昭和22年10月30日 紫由利 宝塚ゆかり会
A-039 土曜評論 ドヨウヒョウロン 昭和37年12月1日 中村正利 土曜通信社
A-039 銅鑼 ドラ 昭和34年10月1日 長島健 銅鑼の会
A-040 とらばーゆ トラバーユ 昭和55年3月7日 多田弘実 就職情報センター
A-039 土龍 ドリュウ 大正11年8月10日 田中喜太郎 土龍俚謡社
A-040 どるめん ドルメン 1973年9月1日 どるめん編集室 萩書房
A-040 ドレスメーキング ドレスメーキング 昭和24年5月1日 長谷川映太郎 株式会社鎌倉書房
A-039 どん ドン 昭和60年4月12日 常盤井猷麿 どんの会

A-039 どんちょう ドンチョウ 昭和26年8月12日 大塚君雄 どんちょう社

A-040 内務省納本月報 ナイムショウノウホンゲッポウ昭和5年10月5日 木村武雄 大阪屋号書店 2冊あり

A-040
NATIONAL GEOGRAPHIC 日
本版

ナショナル ジオグラフィック ニホンバン1995年4月 大河原暢彦 日経ナショナル ジオグラフィック社

A-040
NATIONAL GEOGRAPHIC 日
本版

ナショナル ジオグラフィック ニホンバン1995年 大河原暢彦 日経ナショナル ジオグラフィック社

A-040 7人 ナナニン 昭和31年1月1日 7人の会 7人の会

A-040 何を読むべきか ナニヲヨムベキカ 昭和24年11月1日 藤本良造 金曜社 2冊あり
A-040 那波 ナワ 昭和21年10月5日 栗原仁 名和村男女青年団
A-040 南奥文化 ナンオクブンカ 昭和21年5月15日 佐藤瀧治 福島文化連盟事務所
A-040 No.1 ナンバーワン 昭和22年3月1日 阪田義和 株式会社ナンバーワン雑誌社
A-040 南方語雑誌 ナンポウゴザッシ 昭和18年1月1日 藤原嘉治 株式会社蛍雪書院 2冊あり
A-040 南方文芸 ナンポウブンゲイ 昭和14年3月20日 川根守 南方文芸発行所
A-040 南北 ナンボク 昭和21年12月1日 竹澤照雄 南北社 2冊あり
A-040 南北 ナンボク 昭和41年7月1日 常住郷太郎 株式会社南北社

A-042 新潟水俣病研究 ニイガタミナマタビョウケンキュウ1982年1月28日 横田伊佐秋 新潟水俣病研究会
A-042 新潟民主文学 ニイガタミンシュブンガク 1981年10月 記載無し 新潟民主文学の会
A-041 NEW WORLD ニウ・ワールド 昭和21年3月1日 河野善博 亜細亜社出版部
A-041 匂へる園 ニオヘルソノ 昭和7年7月1日 竹内道之助 日本愛書家協会

A-041 にぎたま ニギタマ 昭和21年5月10日 藤原哲夫 にぎたま発行所

A-042 肉体 ニクタイ 昭和22年6月10日 柳澤賢三 暁社
A-042 にじ ニジ 昭和22年10月1日 藤田圭雄 実業之日本社
A-041 虹鱒 ニジマス 1976年10月1日 山崎行雄、上村泰次、鈴木斌方法の会 2冊あり
A-042 20世紀文学 ニジュッセイキブンガク 1964年9月20日 20世紀アメリカ文学研究会20世紀アメリカ文学研究会
A-041 二陣 ニジン 昭和21年9月1日 長谷川慶泊 二陣社
A-041 2600展 ニセンロッピャクテン 昭和15年6月1日 德田戯二 二六○○展社
A-041 日曜日 ニチヨウビ 昭和26年9月1日 記載無し 雄鶏社 別冊付録雄鶏通信付き
A-041 日輪 ニチリン 昭和21年6月1日 田母神寂昭 日輪閣
A-042 日華評論 ニッカヒョウロン 大正12年1月1日 鷹野福保 日華評論社 2冊あり
A-041 日刊ゲンダイ ニッカンゲンダイ 昭和50年10月27日 記載無し 株式会社講談社
A-042 日経エンタテインメント！ ニッケイエンタテインメント！1997年4月4日 品川英雄 日経BP社
A-042 日経トレンディ ニッケイトレンディ 昭和62年12月1日 清水保三 日経ホーム出版社
A-042 日光 ニッコウ 昭和23年9月1日 小川一雄 株式会社同志社
A-042 日産旗 ニッサンハタ 昭和21年6月1日 照山公司 日産重工業従業員組合 1～5号まで
A-041 日中 ニッチュウ 昭和46年7月15日 河合昭 日中書林
A-042 日本 ニッポン 昭和33年1月1日 佐藤鐵男 株式会社大日本雄弁会講談社 裏表紙破損
A-043 日本ペンクラブ資料 ニッポンペンクラブシリョウ 昭和23年11月10日 安藤英夫 日本ペンクラブ
A-041 日本 政経研究 ニホン セイケイケンキュウ 昭和22年4月20日 齋藤倉之進 日本政経研究会
A-041 日本音楽 ニホンオンガク 昭和19年7月10日 藤田俊一 日本音楽社
A-041 日本学 ニホンガク 昭和58年5月5日 西澤楯雄 名著刊行会
A-041 日本歌人 ニホンカジン 昭和9年6月1日 前川佐美雄 日本歌人発行所
A-042 日本教育雑誌 ニホンキョウイクザッシ 明治25年7月5日 土谷忠治 博文館 再版

ナ＊

二＊
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A-041 日本近代文学 ニホンキンダイブンガク 昭和39年11月1日 成瀬正勝 株式会社三省堂
A-041 日本語 ニホンゴ 昭和16年4月1日 福田恆存 財団法人日本語文化協会
A-041 日本語学 ニホンゴガク 昭和57年11月10日 三樹彰 株式会社明治書院
A-041 日本国体新講座 ニホンコクタイシンコウザ 昭和10年2月11日 明治会講座部 師子王文庫 2冊あり
A-042 日本国民 ニホンコクミン 昭和7年5月1日 記載無し 記載無し 破損の為奥付無し
A-042 日本語ジャーナル ニホンゴジャーナル 昭和61年5月1日 Terutoshi Nishioka株式会社アルク
A-041 日本語文法 ニホンゴブンポウ 平成13年9月30日 日本語文法学会 日本語文法学会
A-041 日本詩 ニホンシ 昭和19年6月1日 北村秀雄 株式会社宝文館 2巻1号までの合本
A-041 日本詩 ニホンシ 昭和19年6月1日 北村秀雄 株式会社宝文館
A-041 日本詩学 ニホンシガク 昭和10年8月28日 田村禎佑 日本詩学会平仄社
A-042 日本史研究 ニホンシケンキュウ 昭和21年5月30日 記載無し 秋田屋
A-041 日本詩壇 ニホンシダン 昭和8年4月1日 吉川則比古 日本書房
A-041 日本児童文学 ニホンジドウブンガク 1946年9月1日 關 英雄 新世界社
A-041 日本児童文学研究 ニホンジドウブンガクケンキュウ昭和51年5月10日 五十嵐康夫、河村洋子日本児童文学研究会
A-041 日本週報 ニホンシュウホウ 昭和20年12月9日 湯川洋藏 日本週報社 8号までの合本
A-041 日本小説 ニホンショウセツ 昭和22年5月1日 和田芳惠 大地書房
A-042 日本小説 ニホンショウセツ 昭和22年5月1日 和田芳惠 大地書房
A-042 日本諸学 ニホンショガク 昭和17年3月30日 日本諸学振興委員会内閣印刷局
A-061 日本食糧 ニホンショクリョウ 昭和24年3月5日 前金良平 株式会社日本食料研究会
A-042 日本人 ニホンジン 昭和8年11月3日 寺一研造 ムケイ社

A-042 日本人 ニホンジン 明治21年4月3日 志賀重昴 政教社
「復刻 日本の雑誌」昭和57年5月
講談社

A-042 日本精神 ニホンセイシン 昭和13年12月1日 赤尾敏 大日本愛国党・建国会
A-041 日本世界観大学学友会会報 ニホンセカイカンダイガクガクユウカイカイホウ昭和17年2月15日 加納祐五 精神科学研究所事務所
A-041 日本創造 ニホンソウゾウ 昭和41年10月1日 中浦新一朗 株式会社京極書院
A-042 日本ダイジェスト ニホンダイジェスト 昭和21年6月1日 坪井正 協同出版社 3冊あり
A-042 日本読者友の会通信 ニホンドクシャトモノカイツウシン1952年12月 記載無し 日本読書友の会
A-041 日本農業資料総覧 ニホンノウギョウシリョウソウラン昭和22年7月31日 河野信一 恒春閣
A-042 日本の家庭 ニホンノカテイ 明治33年1月1日 中村虎吉 家庭教育社
A-042 日本のコトバ ニホンノコトバ 昭和29年7月1日 柏瀬正之 教学社出版部
A-041 日本の宗教 ニホンノシュウキョウ 昭和48年12月15日 柳田邦夫 東洋堂出版社
A-041 日本の底流 ニホンノテイリュウ 昭和58年3月 上川陸造、ユージン・ラングストン、ケネス・ビー・パイル、トーマス・ジー・ロスキー、須原禎一、和田清治有限会社日本の底流
A-042 日本の美学 ニホンノビガク 昭和59年5月20日 今道友信 株式会社ぺりかん社
A-042 日本発見 ニホンハッケン 昭和38年7月1日 長谷川龍生 日本発見の会
A-041 日本発見 ニホンハッケン 1963年7月1日 長谷川龍生 日本発見の会
A-042 日本PTA ニホンピーティーエー 昭和41年7月1日 田村彬 産経新聞出版局 2冊あり

A-042 日本評論 ニホンヒョウロン 明治23年3月8日 植村正久 日本評論社
「復刻 日本の雑誌」昭和57年5月
講談社

A-062 日本服装小史 ニホンフクソウショウシ 昭和21年9月25日 記載無し 臼井書房
A-042 日本婦人 ニホンフジン 昭和17年11月1日 高樹嘉一 大日本婦人会
A-042 日本物理学会誌 ニホンブツリガッカイシ 昭和22年6月5日 淸水武雄 日本物理学会
A-042 日本物理学会誌 付録 ニホンブツリガッカイシ フロク昭和22年2月10日 淸水武雄 日本物理学会
A-041 日本舞踊 ニホンブヨウ 昭和24年1月 日本舞踊友の会 日本舞踊友の会
A-041 日本文学 ニホンブンガク 昭和27年11月1日 長積安明 御茶の水書房
A-041 日本文学教室 ニホンブンガクキョウシツ 1950年 志村和久 蒼明社
A-041 日本文学研究 ニホンブンガクケンキュウ 昭和24年6月1日 日本文学研究会 株式会社誠和書院
A-041 日本文学 ニホンブンガクケンキュウ 昭和24年7月1日 近藤忠義 日本文学協会
A-042 日本文学研究 ニホンブンガクケンキュウ 昭和29年12月1日 早稲田大学大学院内日本文学研究同人会早稲田大学大学院内日本文学研究同人会
A-041 日本文学者 ニホンブンガクシャ 昭和19年4月1日 篠崎正 日本青年文学者会
A-061 日本文芸の様式 ニホンブンゲイノヨウシキ 昭和13年3月25日 記載無し 教学局
A-042 日本未来派 ニホンミライハ 昭和22年6月1日 池田克己 日本未来派発行所 1～12の合本
A-061 日本民芸 ニホンミンゲイ 昭和23年10月10日 村岡景夫 日本民芸協会
A-042 日本名作小説 ニホンメイサクショウセツ 昭和23年10月15日 増永善吉 家庭社 2冊あり
A-042 日本ユーモア ニホンユーモア 昭和21年10月1日 指方龍二 株式会社文学社
A-041 日本歴史 ニホンレキシ 昭和21年6月1日 松川二郎 有限会社日本歴史社
A-042 日本浪漫派 ニホンロマンハ 昭和10年3月1日 前田信 武蔵野書院
A-041 日本浪曼派研究 ニホンロマンハケンキュウ 昭和41年11月25日 大久保典夫 審美社
A-042 日本を見る目 ニホンヲミルメ 昭和5年11月10日 平尾久則 人人社
A-041 ニュー エポック ニュー エポック 昭和24年4月1日 築井健人 東西出版社 2冊あり
A-042 NEW サラリーマン ニュー サラリーマン 昭和22年9月1日 堀經道 株式会社日本通信社
A-041 ニュー ヒストリー ニュー ヒストリー 昭和25年5月1日 長坂一雄 株式会社雄山閣 2冊あり
A-041 NEW MUSIC MAGAZINE ニュー ミュージック マガジン1969年4月1日 中村とうよう ニューミュージック マガジン社
A-041 ニュー・ストォリー ニュー・ストォリー 1947年7月25日 大森忠行 文学地帯社
A-041 ニュース ニュース 昭和21年1月20日 築井健人 東西出版社 2冊あり
A-062 ニュース ニュース 昭和21年1月20日 築井健人 東西出版社
A-062 新頁 ニューページ 昭和22年7月25日 小生第四郎 新頁発行所 2冊あり
A-042 乳幼児 ニュウヨウジ 昭和2年9月15日 岸田欣一 大阪乳幼児保護協会
A-042 NY文芸 ニューヨークブンゲイ 1955年5月20日 あべよしお 記載無し
A-041 女人芸術 ニョニンゲイジュツ 昭和3年7月1日 素川絹子 女人芸術社
A-041 女人短歌 ニョニンタンカ 昭和24年9月1日 北見志保子 記載無し
A-024 女人評論 ニョニンヒョウロン 昭和21年10月1日 吉澤潤 鮎書房
A-042 人形人 ニンギョウジン 昭和10年12月1日 有坂與太郎 建設社
A-042 人形の家 ニンギョウノイエ 昭和23年8月1日 亀井寛太郎 人形の家
A-042 人間 ニンゲン 昭和21年1月1日 木村德三 株式会社鎌倉文庫
A-042 人間科学 ニンゲンカガク 昭和21年9月1日 田中寛一 株式会社柏書院
A-041 人間科学 ニンゲンカガク 昭和21年9月1日 田中貫一 株式会社柏書院 2冊あり
A-041 人間形成 ニンゲンケイセイ 昭和23年10月1日 矢口新 山王書房
A-042 人間小説集 ニンゲンショウセツシュウ 昭和22年12月1日 木村德三 鎌倉文庫
A-041 人間探求 ニンゲンタンキュウ 昭和25年5月1日 奥田十三生 第一出版社
A-042 人間の科学 ニンゲンノカガク 昭和38年7月5日 山口武彦 株式会社誠信書房
A-041 人間美学 ニンゲンビガク 昭和23年4月1日 北村千秋 臼井書房
A-041 人間連邦 ニンゲンレンポウ 昭和44年11月1日 青山虎之助 人間連邦社
A-042 人間連邦 ニンゲンレンポウ 昭和44年11月1日 青山虎之助 人間連邦社

A-042 人情地理 ニンジョウチリ 昭和8年1月1日 八柳吉次郎 武俠社

A-043 年刊こがね蟲 ネンカンコガネムシ 1987年3月10日 飯島耕一 金子光晴の会

A-043 ノイエ・ザハリヒカイト ノイエ・ザハリヒカイト 昭和10年9月1日 武田忠哉 ノイエ・ザハリヒカイト学会
A-043 脳 ノウ 昭和2年1月1日 菊地甚一 精神衛生学会

ネ
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A-043 能 ノウ 昭和22年1月1日 三宅襄 農学協会
A-043 農学 ノウガク 昭和22年3月1日 平野喜久二 株式会社朝倉書店 2冊あり
A-043 農業朝日 ノウギョウアサヒ 昭和21年1月1日 小倉敬二 朝日新聞東京本社
A-043 農業評論 ノウギョウヒョウロン 昭和21年2月25日 東浦庄治 協同出版社
A-043 農耕之友 ノウコウノトモ 昭和21年7月1日 森島修 農耕之友社
A-043 農村文化 ノウソンブンカ 昭和21年1月1日 古瀬傳藏 社団法人農村漁村文化協会 宮沢賢治未発表遺稿「詩一篇」あ
A-043 農村保健 ノウソンホケン 昭和21年10月15日 山口左右平 三和書房

A-062 農民解放 ノウミンカイホウ 昭和20年3月1日 中村吉次郎 農業協同組合研究会
A-061 農民芸術 ノウミンゲイジュツ 昭和21年5月30日 村上圭吾 農民芸術社
A-043 農民短歌 ノウミンタンカ 昭和22年7月1日 星野隆 新日本農民歌人連盟 2冊あり
A-043 農民文学 ノウミンブンガク 1955年5月1日 和田伝 日本農民文学会
A-062 農薬 ノウヤク 昭和22年4月30日 河野嘉純 社団法人農薬協会
A-043 ノーサイド ノーサイド 1991年7月1日 藤野健一 株式会社文芸春秋 2冊あり
A-043 伸びて行く ノビテイク 昭和23年10月1日 小春久一郎 昭和出版株式会社
A-043 ノラ ノラ 昭和52年7月1日 藤森正一 株式会社婦人生活社

A-043 乗合船 ノリアイブネ 昭和20年5月20日 矢倉年 養徳社内乗合船刊行所

A-044 場 バ 1955年1月15日 記載無し 場の会
A-044 媒 バイ 昭和59年10月1日 記載無し 「媒」の会
A-044 灰色の男 ハイイロノオトコ 昭和23年9月1日 高橋修一 英国映画文庫
A-044 バイオテク バイオテク 1970年10月1日 高畠雅映 構文社

A-044 俳句 ハイク 昭和21年12月5日 村上峰保 愛媛新聞社 2冊有り
A-044 俳句 ハイク 昭和27年6月1日 角川源義 角川書店
A-044 俳句往来 ハイクオウライ 昭和25年12月1日 古川克己 株式会社泰光堂 2冊有り
A-044 俳句界 ハイクカイ 昭和21年8月1日 田中嘉秋 星雲社
A-045 俳句芸術 ハイクゲイジュツ 昭和23年7月20日 記載無し 桃蹊書房
A-045 俳句研究 ハイクケンキュウ 昭和19年11月1日 井上洗耳 目黒書店
A-045 俳句現代 ハイクゲンダイ 平成10年12月1日 佐川広治 角川春樹事務所
A-044 俳句人 ハイクジン 昭和21年11月1日 栗林農夫 民報社
A-044 俳句と批評 ハイクトヒヒョウ 大正8年6月1日 矢田義勝 俳句と批評社
A-045 俳句と文学 ハイクトブンガク 昭和23年5月30日 西垣隆滿 新俳句社
A-044 俳句の国 ハイクノクニ 昭和21年1月1日 井上洗耳 株式会社目黒書店
A-044 ハウ ハウ 昭和47年4月1日 清野栄男 新風出版社
A-044 白山の会紀要 ハクサンノカイキヨウ 1996年12月10日 鵜飼久市 白山の会
A-044 拍車 ハクシャ 記載無し 記載無し 国文科1年の会
A-044 バクショー バクショー 昭和13年4月27日 柴田三郎 爆笑社
A-044 白象 ハクゾウ 昭和24年11月30日 巽聖歌 白象社 2冊あり
A-044 歯車 ハグルマ 昭和28年11月25日 岩崎勝海 歯車の会
A-044 白路 ハクロ 昭和21年10月1日 森本治吉 白路社
A-044 暴露 バクロ 1947年8月1日 大黑千代藏 春秋社
A-044 方舟 ハコブネ 昭和23年7月1日 原田義人 河出書房
A-045 はじかみ ハジカミ 昭和19年9月20日 安藤俊雄 はじかみ会
A-044 パソコン・マガジン パソコン・マガジン 平成2年1月1日 橋本五郎 （株）日本ソフトバンク
A-062 働く婦人 ハタラクフジン 昭和21年4月5日 宮本百合子 日本民主主義文化連盟
A-044 破竹 ハチク 記載無し 記載無し 海軍経理学校８期会 破損あり
A-044 ８ミリマガジン ハチミリマガジン 昭和53年11月1日 那須正和 株式会社檸檬社
A-044 BACCHUS バッカス 1951年7月17日 吉田暁 バッカス社
A-044 BACCHUS バックス 昭和62年5月1日 木村昇 TBSブリタニカ
A-044 ８０００万人 ハッセンマンニン 昭和22年1月1日 中村正利 白鷗社 2冊あり
A-044 鳩よ！ ハトヨ！ 昭和58年12月1日 蝦名芳弘 株式会社マガジンハウス
A-044 花 ハナ 昭和22年3月1日 靑山虎之助 新生社 ２冊有り
A-044 花形世界　スター・ロマンス ハナガタセカイ　スター・ロマンス昭和23年7月1日 福井桂一 松竹出版部
A-045 話 ハナシ 昭和8年4月1日 菊池寛 文芸春秋社 2冊あり
A-045 話の泉 ハナシノイズミ 記載無し 山岡久次 日本服飾文化協会
A-044 話の王国 ハナシノオウコク 昭和11年3月15日 森田益雄 話の王国社 2冊あり
A-044 話のスクープ ハナシノスクープ 昭和55年5月1日 坂上正一 株式会社新英社
A-044 話のチャンネル ハナシノチャンネル 昭和46年8月28日 君島廣美 株式会社日本文芸社
A-044 話の特集 ハナシノトクシュウ 昭和41年2月1日 矢崎泰久 日本社
A-044 はにかみすと ハニカミスト 昭和46年10月21日 矢口真平 創造集団「脱落者」
A-045 ぱぴろす パピロス 昭和24年5月1日 伊藤滋 青楊社
A-044 濱 ハマ 記載無し 大野正 濱発行所
A-044 薔薇族 バラゾク 昭和46年7月30日 伊藤文学 第二書房
A-044 楽園 パラダイス 昭和22年2月1日 有馬金三郎 日本観光社
A-044 薔薇の小部屋 バラノコベヤ 昭和53年6月1日 本間真左夫 第二書房
A-045 婆羅門 バラモン 昭和23年3月1日 石川道雄 昭森社

A-062
「パルチザン伝説」出版弾圧
事件

パルチザンデンセツ　シュッパンダンアツジケン昭和59年4月20日 反天皇制運動連絡会反天皇制運動連絡会

A-044 バレーボール バレーボール 昭和22年7月15日 前田豐 スポーツ出版社
A-044 パレス パレス 昭和22年6月1日 淺野保 パレス社
A-044 晩夏 バンカ 昭和22年6月18日 高橋幸雄 晩夏社
A-045 萬教歸一 バンキョウキイツ 昭和11年6月1日 柴田武福 萬教歸一社
A-044 汎皇化 ハンコウカ 大正12年8月1日 遠藤正次 皇化倶楽部
A-045 犯罪科学 ハンザイカガク 昭和5年6月1日 杉山淸太郎 武俠社
A-044 犯罪学研究 ハンザイガクケンキュウ 昭和9年1月1日 上野豪彦 新光閣
A-045 犯罪公論 ハンザイコウロン 昭和7年4月20日 田中直一 四六書院
A-044 犯罪実話 ハンザイジツワ 昭和22年7月1日 金光好雄 畝傍書房
A-044 犯罪と医学 ハンザイトイガク 昭和24年4月1日 桑島直樹 日本医学雑誌株式会社
A-044 犯罪読物 ハンザイヨミモノ 昭和22年3月30日 指方龍二 犯罪科学社
A-044 反省会雑誌 ハンセイカイザッシ 明治20年8月 小原松千代 反省会本部 復刻版
A-045 半世界 ハンセカイ 昭和32年10月10日 田畑麦彦 半世界社
A-044 PANTHEON パンテオン 昭和3年4月3日 長谷川巳之吉 第一書房
A-045 半どん ハンドン 昭和28年10月10日 小林武雄 半どんの会
A-044 パンの随筆 パンノズイヒツ 記載無し 記載無し 全日本パン協同組合連合会
A-062 パンフレット パンフレット 1926年5月1日 岸秀雄 記載無し
A-044 万緑 バンリョク 昭和21年10月1日 中村草田男 三誠堂

A-045 萬暦 バンレキ 昭和22年2月1日 記載無し 萬暦社

A-046 ひ　新しき村 ヒ　アタラシキムラ 大正15年3月25日 川島傳吉 新しき村出版部
A-045 piacere RAKAN ピアチェーレ ラカン 昭和61年4月25日 田栗和親 株式会社ラカンプレス
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高橋新太郎文庫所蔵リスト（創刊号コレクション）
（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） 出版年 編集人 出版社 備考

A-045 P・Bファン ピー・ビーファン 昭和10年11月1日 日下雄 彌生座宣伝部
A-045 PHPインタナショナル ピーエイチピーインタナショナル昭和50年4月1日 青山光雅 国際PHP研究所

A-046 ＢＳザテレビジョン ビーエスザテレビジョン 2001年8月1日 木島淳一 角川書店

A-046 BSfan ビーエスファン 1991年11月1日 井又道博 （株）協同通信社
A-046 PHP ピーエッチピー 昭和22年4月1日 苗加修二 PHP研究所
A-046 ピエロ ピエロ 昭和24年11月1日 川嶋龍一 ピエロ社
A-045 pionner ピオネ 1948年3月1日 出海溪也 詩郷社
A-045 比較文学年詩 ヒカクブンガクネンシ 昭和40年3月15日 記載無し 理想社
A-046 光 ヒカり 昭和20年10月1日 丸尾文六 株式会社光文社
A-046 光の子供 ヒカリノコドモ 昭和22年5月15日 石島三郎 株式会社香柏書房
A-046 悲劇喜劇 ヒゲキキゲキ 昭和3年10月1日 岸田國士 第一書房
A-046 眉山 ビザン 昭和21年11月5日 張南海・二宮和雄・曾我部劒峯国際新聞徳島支局眉山編縜部
A-046 ビジネスパソコン研究 ビジネスパソコンケンキュウ昭和59年1月1日 ビジネス・パソコン研究会株式会社コロナ社
A-045 ビジネスマン ビジネスマン 昭和44年12月1日 市川順一 （株）学習研究会
A-046 美術及工芸 ビジュツオヨビコウゲイ 昭和21年8月15日 高村豐周 寶雲舎 2冊あり
A-045 美術公論 ビジュツコウロン 昭和21年10月10日 松村徹三 美術公論社
A-046 美術評論 ビジュツヒョウロン 昭和27年1月1日 大下正男 美術出版社
A-046 美術文化 ビジュツブンカ 1955年 記載無し 記載無し
A-046 微笑 ビショウ 昭和46年5月22日 桜井秀勲 小学館
A-046 ヒストリーズラン ヒストリーズラン 昭和60年12月1日 清水達夫 株式会社マガジンハウス
A-045 ビッグコミック ビッグコミック 昭和43年4月1日 小西湧之助 株式会社小学館
A-046 ビックコミックスピリッツ ビックコミックスピリッツ 昭和55年11月15日 白井勝也 小学館
A-046 BIGMAN ビックマン 昭和56年7月1日 名取稔 （株）世界文化社 4冊あり
A-045 ヒッチコックマガジン ヒッチコックマガジン 昭和34年8月1日 中原弓彦、大坪直行宝石社
A-046 ビデオでーた ビデオデータ 昭和62年10月24日 井川浩 角川書店
A-046 ビデオボーイ ビデオボーイ 昭和59年5月1日 青木茂晴 英知出版
A-046 一つの世界 ヒトツノセカイ 昭和22年3月1日 所三男 財団法人世界恒久平和研究所
A-046 一橋文芸 ヒトツバシブンゲイ 昭和29年12月26日 西村潔 一橋大学一橋文芸編集部 復刊第一号
A-046 人と人 ヒトトヒト 大正10年4月1日 宮澤説成 財団法人協調会 創刊号・5月号・6月号・7月号合本
A-062 美之国 ビノクニ 昭和21年12月10日 石川宰三郎 美之国社
A-045 日の出 ヒノデ 昭和7年8月1日 佐藤義夫 新潮社
A-046 日の出 ヒノデ 昭和7年8月1日 佐藤義夫 新潮社
A-045 火の鳥 ヒノトリ 昭和3年10月1日 竹島きみ子 火の鳥編集所
A-045 火の鳥 ヒノトリ 昭和21年9月25日 小林武雄 詩人集団「火の鳥」
A-045 火の花 ヒノハナ 昭和36年7月12日 火の花編集委員会火の花編集委員会
A-045 ひのもと ヒノモト 昭和18年6月10日 北川隆造 株式会社大和書院 3冊あり
A-046 火花 ヒバナ 昭和23年1月10日 轟晴夫 大阪新ペンクラブ
A-045 批判 ヒハン 昭和21年3月5日 坪井正 協同書房
A-045 批判と紹介 ヒハントショウカイ 昭和21年6月1日 古川静江 文芸復興社
A-045 批判と展望 ヒハントテンボウ 1961年7月25日 大学評論社 大学評論社
A-045 批評 ヒヒョウ 昭和14年8月1日 吉田健一 批評発行所
A-046 批評 ヒヒョウ 昭和32年11月5日 桑原幹夫 批評研究会
A-046 批評 ヒヒョウ 昭和33年11月15日 佐伯彰一 株式会社現代社
A-062 批評 ヒヒョウ 昭和40年4月1日 佐伯彰一 株式会社南北社 2冊あり
A-045 批評精神 ヒヒョウセイシン 1981年3月25日 天野恵一 有限会社批評社
A-046 批評文学 ヒヒョウブンガク 昭和45年7月25日 批評文学会 大光社 2冊あり
A-046 被服文化 ヒフクブンカ 昭和24年6月 蛯子亙祥 財団法人文化服装学院出版局
A-045 美貌 ビボウ 昭和21年10月1日 櫻井小一郎 近代女性社
A-045 向日葵 ヒマワリ 大正13年5月1日 鈴木白羊子 向日葵詩社
A-046 向日葵 ヒマワリ 昭和22年1月1日 河原久仁於 向日書館
A-046 ひまわり ヒマワリ 昭和22年1月1日 中原啓一 ヒマワリ社 2冊あり
A-045 ひむがし ヒムガシ 昭和16年11月5日 下村威 短歌維新の会

A-046 ひめゆりの炎 ヒメユリノホノオ 1975年12月15日 記載無し
皇太子沖縄上陸阻止戦犯天皇糾弾
闘争を支持する会

A-046 百万人の週報 ヒャクマンニンノシュウホウ 昭和23年8月25日 崎山喬司 創美社
A-045 ビューティ・マガジン ビューティ・マガジン 昭和42年2月1日 内山幸一 株式会社辰巳書房
A-046 表現 ヒョウゲン 昭和23年2月5日 角川原義 角川書店

A-045 表現研究 ヒョウゲンケンキュウ 昭和40年3月10日 今井文男
金城学院大学文学部国文学研究室
内 表現学会事務局

A-046 瓢山会雑誌 ヒョウザンカイザッシ 昭和24年8月25日 柵木佐太四郎 瓢山会
A-045 表象 ヒョウショウ 昭和33年9月5日 新井寛 日本文学美術協会 2冊あり
A-046 へうたん ヒョウタン 記載無し 記載無し 浦和高等学校排球部
A-046 評論 ヒョウロン 昭和21年2月1日 田邊典夫 河出書房 3冊あり
A-046 評論新誌国心民報 ヒョウロンシンシコクシンミンポウ昭和21年10月6日 指谷勝稔 国心民報社
A-061 日吉論文集 ヒヨシロンブンシュウ 昭和40年2月10日 日吉論文集編集委員会日吉論文集編集委員会
A-046 ビルダーズ・ブレテン ビルダーズ・ブレテン 昭和22年1月25日 原田蓮三 ブレテン社
A-046 昼と夜 ヒルトヨル 昭和22年10月5日 内海正喜 協同出版社
A-045 ビルマ ビルマ 昭和19年3月25日 金子豊治 ビルマ協会
A-046 天鵞絨 ビロード 昭和21年7月15日 井上芳夫 浦高文芸部パンの会
A-046 廣津柳波研究 ヒロツリュウロウケンキュウ昭和61年3月25日 広津柳波研究会 記載無し
A-046 ひろば ヒロバ 昭和22年4月1日 木村亨 世界画報社

A-046 ピンアップ ピンアップ 昭和21年8月10日 池上輝雄 国際文化興業社

A-049 ファイナンス・ダイジェスト ファイナンス・ダイジェスト 昭和22年11月1日 井上譲二 社団法人中央統計社
A-047 FIVE6SEVEN ファイブ シックス セブン 昭和40年2月1日 池田恒雄 ベースボール・マガジン社
A-050 FASHION NODE ファッションモード 昭和21年9月7日 市万田禮子 ファッションモード社
A-047 ファミコン通信 ファミコンツウシン 昭和61年6月20日 小島文隆 株式会社アスキー

A-047 Fantasy・PRESS ファンタジー・プレス 昭和59年8月1日 大田憲考 （株）YOU

A-047 フィガロ フィガロ 1951年9月5日 鈴木八郎 フィガロの会
A-061 諷歌新聞 フウカシンブン 記載無し 記載無し 記載無し
A-049 風光 フウコウ 昭和22年2月15日 本橋錦市 風光短歌会
A-047 風刺 フウシ 昭和22年10月1日 高暢民 株式会社自由批判社
A-048 風刺文学 フウシブンガク 昭和22年4月20日 伊藤逸平 株式会社イヴニングスター社
A-047 Who'sWhoTODAY フーズ・フー・トゥデイ 昭和63年6月7日 吉成勇 株式会社新人物往来社
A-047 風雪 フウセツ 昭和22年1月15日 寺崎浩 風雪社澤本書房
A-047 風雪 フウセツ 昭和22年9月1日 記載無し 風雪社
A-049 風雪 フウセツ 昭和38年12月30日 東洋大学大学院国文学第一研究室東洋大学大学院国文学第一研究室
A-048 風俗志林 フウゾクシリン 記載無し 冨塚齊 風俗研究会
A-047 風土と論理 フウドトロンリ 1962年9月1日 大塚明 風土と論理研究会
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高橋新太郎文庫所蔵リスト（創刊号コレクション）
（タイトルの50音順）
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箱番号 タイトル タイトル（フリガナ） 出版年 編集人 出版社 備考

A-047 夫婦生活 フウフセイカツ 昭和24年6月1日 記載無し 記載無し 破損のため奥付無し
A-048 風報 フウホウ 昭和22年9月1日 山本博吉 株式会社新生活社
A-049 風流 フウリュウ 昭和42年4月5日 風流倶楽部 出版風流社
A-050 笛 フエ 昭和21年2月1日 松本考 笛発行所
A-047 FEMINA フェミナ 昭和22年8月5日 荒川竹志 河出書房 2冊あり
A-050 フェミニスト フェミニスト 昭和52年8月15日 渥美育子 フェミニスト
A-047 フォアレディ フォアレディ 昭和56年1月1日 渡邊静夫 小学館
A-047 FOCUS フォーカス 昭和56年10月30日 後藤章夫 株式会社新潮社 2冊あり
A-047 フォトプレイ フォトプレイ 昭和24年5月1日 加藤勝一 ロマンス社
A-049 部外者 ブガイシャ 昭和32年2月1日 桜井幸男、居関実株式会社学風書院
A-050 不可思議 フカシギ 昭和58年5月1日 稲田三良 株式会社文明社
A-048 武俠世界 ブキョウセカイ 明治45年1月1日 押川方存 興文社
A-049 福音と時代 フクイントジダイ 昭和21年1月25日 秋山憲兄 株式会社新教出版社
A-049 福音と世界 フクイントセカイ 昭和27年4月1日 福田正俊 新教出版社
A-048 冨士 フジ 昭和3年1月1日 中島民千 大日本雄弁会講談社
A-047 不二 フジ 昭和21年5月5日 藤井一郎 不二出版社 2冊あり
A-047 藤蔭 フジカゲ 昭和10年12月15日 所武雄 藤蔭会事務所 2冊あり
A-049 不思議な雑誌 フシギナザッシ 昭和38年6月1日 唐沢政雄 日本文芸社
A-047 プシケ プシケ 昭和27年7月31日 林富士馬、瀬古隆一郎プシケ社
A-049 不死鳥 フシチョウ 昭和24年1月1日 海老池俊治 株式会社新月社

A-047 不二評論 フジヒョウロン 昭和5年11月1日 上田恒吉 日本不二通信社
第2巻第4号不二評論改題太陽
（第１・２巻合本）

A-049 婦人 フジン 大正6年1月1日 福岡易之助 白水社
A-049 婦人 フジン 昭和22年7月1日 堺誠一郎 世界評論社
A-048 婦人朝日 フジンアサヒ 昭和21年2月1日 小倉敬二 朝日新聞東京本社
A-061 婦人朝日 フジンアサヒ 昭和21年2月1日 小倉敬二 朝日新聞東京本社
A-061 婦人画報 フジンガホウ 明治38年7月1日 国木田哲夫 合資会社近事画報社
A-048 婦人画法 フジンガホウ 明治38年7月1日 國木田哲夫 合名会社近事画報社 復刻版「発行／婦人画報社」

A-047 婦人くらぶ フジンクラブ 大正9年10月1日 太田稠夫 大日本雄弁会
「復刻 日本の雑誌」昭和57年編
集 日本近代文学館 刊行講談社

A-047 婦人くらぶ フジンクラブ 大正9年10月1日 太田稠夫 大日本雄弁会
A-048 婦人雑誌 フジンザッシ 昭和8年1月1日 佐藤まち子 婦人雑誌発行所
A-050 婦人サロン フジンサロン 昭和4年9月1日 鈴木氏亨 株式会社文芸春秋社
A-048 婦人春秋 フジンシュンジュウ 昭和21年3月1日 神崎考治 政経春秋社
A-049 婦人春秋 フジンシュンジュウ 昭和21年3月1日 神崎考治 政経春秋社
A-062 婦人生活 フジンセイカツ 昭和22年5月1日 田中定雄 同志社
A-048 婦人政治週報 フジンセイジシュウホウ 昭和21年2月24日 浦口静子 婦人政治問題研究会
A-048 婦人世界 フジンセカイ 昭和22年10月1日 熊谷寛 ロマンス社
A-050 婦人の国 フジンノクニ 昭和22年1月1日 おくづけみあたらない 要確認
A-062 婦人の世紀 フジンノセイキ 昭和22年2月20日 内山本 実業之日本社 2冊あり
A-049 婦人の花 フジンノハナ 明治40年11月15日 記載無し 明治堂
A-047 婦人文化 フジンブンカ 昭和21年9月1日 久城慶子 婦人文化社
A-049 婦人文芸 フジンブンゲイ 昭和31年11月10日 記載無し 婦人文芸の会
A-049 婦人文庫 フジンブンコ 昭和21年5月1日 岡澤一夫 株式会社鎌倉文庫
A-050 ふたりの部屋 フタリノヘヤ 昭和54年1月1日 上原巌 株式会社主婦の友社
A-048 復活 フッカツ 昭和23年11月1日 鈴村辰芳 暁書房
A-048 仏教児童文学 ブッキョウジドウブンガク 昭和47年1月1日 平川了大 仏教児童文学会
A-048 仏教文化 ブッキョウブンカ 昭和20年10月1日 記載無し 財団法人信道会館 第2巻第1号もあり
A-047 ブック・レヴィウ ブック・レヴィウ 昭和22年2月10日 倉澤修之 東洋経済新報社
A-047 ブックエンド通信 ブックエンドツウシン 1978年12月28日 記載無し 記載無し
A-049 ブッククラブ情報 ブッククラブジョウホウ 昭和45年7月1日 岩淵鉄太郎 株式会社全日本ブッククラブ
A-048 BOOKMAN ブックマン 昭和57年10月1日 武谷進 イデア出版局
A-048 ブディスト マガジン ブディスト マガジン 昭和25年6月1日 野々村揚劒 伝道協会ブディスト・マガジン刊行会
A-050 不同調 フドウチョウ 大正14年7月1日 中村武羅夫 不同調社
A-047 不同調 フドウチョウ 昭和22年7月1日 堀木克三 不同調社
A-049 不同調 フドウチョウ 昭和22年7月1日 堀木克三 不同調社
A-062 船 フネ 昭和23年3月1日 城田瓊與 学芸書院
A-047 麓 フモト 昭和21年6月1日 石川大助 ふもと社 3冊あり
A-050 FUSION PRODUCT フュージョン プロダクト 1981年7月1日 可部達郎 ラポート（株）
A-049 FLYDAY フライデー 昭和54年11月1日 椿芳人 辰巳出版株式会社 2冊あり
A-048 FRIDAY フライデー 昭和59年11月23日 伊藤寿男 株式会社講談社
A-047 プライド プライド 昭和21年9月1日 奥村雄相 プライド社
A-048 ぶらく ブラク 昭和32年7月1日 記載無し 慶應義塾大学部落問題研究会 第2号あり
A-047 部落解放史ふくおか ブラクカイホウシフクオカ 昭和50年3月31日 福岡部落史研究会福岡部落史研究会 第二版（昭和50年8月10日）

A-049
PRACTICAL ENGLISH
CONVERSATION 実用英会話

プラクティカル イングリッシュ カンバセーション ジツヨウエイゴカイワ昭和20年10月25日 池田幸雄 日本放送出版協会

A-050 ブラック ブラック 昭和24年4月10日 西江紀與志 文芸新社
A-047 FLASH フラッシュ 昭和61年11月19日 森元順司 光文社
A-047 PLANET プラネット 昭和23年7月1日 並河亮 国際出版株式会社
A-050 PLAN プラン 1948年2月15日 前川設計研究所 株式会社雄鶏社
A-050 Free フリー 昭和58年7月1日 残間里江子 株式会社平凡社 3冊あり
A-050 BRUTUS ブルータス 昭和55年7月1日 木滑良久 平凡出版株式会社
A-048 ふるさと風土記 フルサトフウドキ 昭和48年8月1日 青蛙の会 青蛙の会
A-047 Play＆プレイ プレイアンドプレイ 昭和46年9月1日 渡部明美 株式会社隆成館
A-049 プレイボーイ プレイボーイ 昭和41年11月1日 五十嵐洋 集英社
A-047 プレイボーイアイズ プレイボーイアイズ 昭和57年10月1日 田村幸弘 集英社
A-049 ふれっしゆ フレッシユ 昭和23年6月1日 中尾富藏 近畿出版
A-049 フレンド フレンド 昭和21年3月1日 鈴木實 フレンド社 2冊あり
A-047 フレンド フレンド 昭和25年1月1日 橘谷次郎 世界出版社
A-047 プロセス思想 プロセスシソウ 1985年9月15日 山本誠作 日本ホワイトヘッド・プロセス学会
A-049 プロメテ プロメテ 昭和21年10月25日 野上彰 有限会社大地書房
A-050 プロメテ プロメテ 昭和21年10月25日 野上彰 有限会社大地書房
A-050 プロレタリア プロレタリア 昭和5年12月5日 黒島傳治 プロレタリア社
A-050 プロレタリア科学研究 プロレタリアカガクケンキュウ昭和6年5月10日 プロレタリア科学研究所プロレタリア科学研究所
A-048 プロレタリア芸術 プロレタリアゲイジュツ 昭和2年7月1日 久枝榮二郎 マルクス書房
A-050 プロレタリア詩 プロレタリアシ 昭和6年1月1日 橋本正一 プロレタリア詩社
A-050 プロレタリア文学 プロレタリアブンガク 昭和7年1月1日 江口渙 日本プロレタリア作家同盟
A-048 プロンプト プロンプト 昭和60年4月1日 記載無し 日刊工業新聞社
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A-049 文炎 ブンエン 昭和16年1月1日 岡本正雄 文炎社
A-050 文化 ブンカ 大正9年1月1日 土田茂 記載無し
A-050 文化 ブンカ 昭和8年7月1日 吉川與志次 世界文化協会
A-047 文化 ブンカ 昭和20年11月5日 山中榮次郎 新日本建設文化連盟出版部 2冊あり
A-049 文化 ブンカ 昭和20年12月5日 山中榮次郎 新日本建設文化連盟出版部
A-049 文華 ブンカ 昭和20年12月30日 濱中助三郎 北国毎日新聞
A-050 文科 ブンカ 昭和34年1月1日 中村勝哉 記載無し
A-048 文化会議 ブンカカイギ 1946年1月20日 記載無し 文化会議
A-048 文化革命 ブンカカクメイ 昭和22年3月1日 川口浩 鮎澤書店 2冊あり
A-047 文化画法 ブンカガホウ 大正12年9月1日 針重敬喜 文化研究会
A-050 文化画報 ブンカガホウ 大正15年2月11日 岸田蒔夫 株式会社同文館
A-048 文化京都 ブンカキョウト 昭和22年5月1日 宗川磯雄 京都文化団体協議会
A-049 文学 ブンガク 昭和6年7月15日 岩波茂雄 岩波書店
A-049 文学 ブンガク 昭和8年4月1日 長田幹雄 岩波書店 表紙破損
A-050 文楽 ブンガク 昭和21年12月1日 古典芸能研究会 誠光社
A-050 文学界 ブンガクカイ 明治44年2月20日 峯間玄琢 文学協会
A-049 文学界 ブンガクカイ 昭和8年10月1日 田中直一 合資会社文化公論社
A-050 文学界 ブンガクカイ 昭和8年10月1日 田中直一 合資会社文化公論社
A-048 文学会議 ブンガクカイギ 昭和22年4月30日 竹越和夫 株式会社大日本雄弁会講談社
A-050 文学学校 ブンガクガッコウ 1957年9月15日 笠啓一 日本文学学校事務局
A-049 文学季刊 ブンガクキカン 昭和21年8月1日 内山基 実業之日本社
A-049 文学季刊牧神 ブンガクキカンボクシン 1975年1月10日 菅原貴緒 牧神社
A-061 文学紀要 ブンガクキヨウ 昭和27年5月12日 記載無し 富山大学文理学部文学会
A-048 文学研究 ブンガクケンキュウ 昭和4年9月1日 鐵村大二 文学研究社
A-048 文学研究 ブンガクケンキュウ 昭和7年3月10日 須川彌作 岩波書店
A-047 文学建設者 ブンガクケンセツシャ 昭和9年2月1日 橋本正一 歩行社
A-048 文学51 ブンガクゴイチ 昭和26年5月1日 大草實 株式会社日本社
A-048 文学公論 ブンガクコウロン 昭和6年5月1日 酒井義雄 文学公論社
A-048 文学サークル ブンガクサークル 昭和22年11月15日 小堺政信 東京地方文学サークル協議会
A-049 文学サークル ブンガクサークル 昭和25年11月5日 呉隆 東京地方文学サークル協議会
A-049 文学塹壕 ブンガクザンゴウ 1971年8月1日 君本昌久 市民の学校
A-047 文学散歩 ブンガクサンポ 昭和36年1月1日 野田宇太郎 雪華社
A-049 文学散歩 ブンガクサンポ 昭和36年1月1日 野田宇太郎 雪華社
A-048 文学史 ブンガクシ 1954年6月20日 越智治雄 東京大学国文研究室内文学史研究会
A-048 文学時標 ブンガクジヒョウ 昭和23年2月5日 佐多稻子 文学時標
A-050 文学者 ブンガクシャ 昭和14年1月1日 岡部千葉男 「文学者」発行所
A-047 文学集団 ブンガクシュウダン 昭和23年5月1日 三好貞雄 草原書房
A-048 文学集団 ブンガクシュウダン 昭和23年5月1日 三好貞雄 草原書房
A-048 文学生活 ブンガクセイカツ 昭和25年2月1日 中澤芳郎 新文化社
A-048 文学前衛 ブンガクゼンエイ 1948年7月1日 中城龍雄 真理社
A-047 文学通信 ブンガクツウシン 昭和15年11月25日 記載無し 株式会社ぐろりあそさえて
A-050 文学通信 ブンガクツウシン 昭和21年4月1日 坂本仲一 冬日社
A-049 文学的立場 ブンガクテキタチバ 昭和40年7月1日 小田切秀雄 日本近代文学研究所
A-048 文学の家 ブンガクノイエ 昭和21年6月1日 妻木新平 文学の家出版部
A-047 文学評論 ブンガクヒョウロン 1952年12月1日 斎藤吉之 記載無し
A-048 文学風景 ブンガクフウケイ 昭和5年5月1日 奥村五十嵐 天人社
A-048 文化熊本 ブンカクマモト 昭和21年4月16日 山口白陽 熊本文化協会
A-047 文化芸術 ブンカゲイジュツ 昭和27年1月1日 当眞嗣光 文学芸術社
A-047 文化娯楽 ブンカゴラク 昭和21年5月10日 小嶺嘉太郎 株式会社泰文館 2冊あり
A-048 文化史研究 ブンカシケンキュウ 昭和22年9月15日 佐久間信 株式会社北隆館
A-048 文化集団 ブンカシュウダン 昭和8年5月27日 松澤太平 文化集団社
A-050 文化旬報 ブンカシュンホウ 昭和20年12月15日 並木洪太 復興工房
A-049 文化人 ブンカジン 昭和21年1月1日 西村勝弘 関西文化人倶楽部
A-047 文化人の科学 ブンカジンノカガク 昭和21年4月25日 村上卓 構想社
A-048 文化生活 ブンカセイカツ 昭和21年3月1日 川又一郎 財団法人文化普及会
A-047 文化批判 ブンカヒハン 昭和2年5月1日 岡田五郎 文化批判社
A-061 文化批判 ブンカヒハン 昭和2年5月1日 岡田五郎 文化批判社
A-047 文化評論 ブンカヒョウロン 昭和21年6月1日 藤田親昌 文化評論社
A-049 文化評論 ブンカヒョウロン 昭和21年6月1日 藤田親昌 文化評論社
A-049 文化評論 ブンカヒョウロン 昭和36年12月1日 秋山良照 日本共産党中央委員会
A-050 文化評論 ブンカヒョウロン 昭和36年12月1日 秋山良照 日本共産党中央委員会 2冊あり
A-047 文化連合 ブンカレンゴウ 昭和21年7月1日 平石義親 文化連合社
A-050 文化連合 ブンカレンゴウ 昭和21年7月1日 平石義親 文化総合社
A-050 文芸 ブンゲイ 昭和8年11月1日 石塚一德 改造社 2冊あり
A-048 文芸 ブンゲイ 昭和19年11月1日 野田宇太郎 河出書房
A-048 文芸 ブンゲイ 昭和37年3月1日 坂本一亀 株式会社河出書房新社
A-050 文芸往来 ブンゲイオウライ 昭和24年1月1日 巖谷大四 株式会社鎌倉文庫
A-048 文芸界 ブンゲイカイ 明治35年3月15日 佐々政一 金港堂書籍株式会社
A-049 文芸界 ブンゲイカイ 明治35年3月15日 佐々政一 金港堂書籍株式会社
A-048 文芸学資料 ブンゲイガクシリョウ 昭和14年10月30日 荒正人 「文芸学資料月報」発行所
A-048 文芸倶楽部 ブンゲイクラブ 明治28年1月25日 宮澤春文 博文館
A-047 文芸公演集 ブンゲイコウエンシュウ 明治39年9月4日 松本順吉 文禄堂
A-047 文芸抗争 ブンゲイコウソウ 昭和5年12月1日 橋本政尾 文芸抗争社
A-050 文芸講談 ブンゲイコウダン 大正15年10月1日 村上龜市 ポケット講談社
A-050 文芸公論 ブンゲイコウロン 昭和24年5月1日 難波仙衞 株式会社丹頂書房
A-048 文芸雑誌 ブンゲイザッシ 大正5年4月1日 生方敏郎 日本文芸協会
A-049 文芸雑誌 ブンゲイザッシ 昭和21年12月20日 藤澤桓夫 三島書房
A-048 文芸市場 ブンゲイシジョウ 大正14年11月1日 金子洋文、梅原北明文芸市場社 第2巻第4号あり
A-050 文芸時代 ブンゲイジダイ 昭和23年1月1日 西大助 株式会社新世代社
A-048 文芸集団 ブンゲイシュウダン 昭和22年9月30日 記載無し 東宝撮影所文芸集団
A-049 文芸春秋 ブンゲイシュンジュウ 昭和6年4月1日 菊池寛 株式会社文芸春秋社
A-049 文芸新風 ブンゲイシンプウ 昭和26年2月1日 大野田五郎 文芸新風社
A-050 文芸精進 ブンゲイセイシン 昭和2年10月20日 林龍三郎 文芸精進社
A-049 文芸世界 ブンゲイセカイ 昭和21年6月20日 東清次郎 文芸世界社
A-047 文芸創作養成講座 ブンゲイソウサクヨウセイコウザ記載無し 市川靖己 文芸と創作研究会
A-047 文芸草紙 ブンゲイソウシ 昭和14年7月10日 高橋一作 文芸草紙社
A-050 文芸大学 ブンゲイダイガク 昭和22年12月1日 竹井博友 大学文化社
A-050 文芸台湾 ブンゲイタイワン 昭和15年1月1日 西川滿 台湾文芸家協会
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A-048 文芸手帳 ブンゲイテチョウ 昭和31年4月1日 竹内富子 三笠書房
A-049 文芸展望 ブンゲイテンボウ 昭和48年5月15日 柏原成光 株式会社筑摩書房
A-050 文芸と宗教 ブンゲイトシュウキョウ 大正13年2月1日 山脇一人 萠文社
A-047 文芸と批評 ブンゲイトヒヒョウ 昭和11年4月25日 稲垣達郎 早稲田大学国文学会
A-050 文芸日本 ブンゲイニッポン 昭和14年6月1日 牧野吉晴 文学と美術社
A-049 文芸之友 ブンゲイノトモ 明治27年2月25日 岩澤左衛門 心声社
A-047 文芸評論 ブンゲイヒョウロン 昭和23年12月30日 川口央 株式会社好学社
A-050 文芸復興 ブンゲイフッコウ 昭和12年6月1日 尼子静 文芸復興社
A-050 文芸復興 ブンゲイフッコウ 昭和22年12月1日 金田一昌三 交文社
A-050 文章往来 ブンショウオウライ 大正15年1月1日 西村豊吉 春陽堂
A-048 文章倶楽部 ブンショウクラブ 昭和23年7月1日 鈴木實 株式会社読書展望社
A-047 文戦 ブンセン 昭和26年5月1日 中井正晃 文戦作家クラブ
A-048 文体 ブンタイ 昭和22年12月20日 宇野文雄 文体社
A-050 文体 ブンタイ 昭和22年12月20日 宇野文雄 文体社
A-049 文体 ブンタイ 昭和52年9月1日 高井有一 株式会社平凡社
A-047 文壇 ブンダン 昭和21年12月25日 原二郎 文壇社
A-047 文潮別冊大衆文潮 ブンチョウベッサツタイシュウブンチョウ昭和24年1月1日 安井德雄 有限会社文潮社
A-049 文は人なり ブンハヒトナリ 昭和21年12月1日 渥美守雄 「文は人なり」発行所
A-047 文明 ブンメイ 昭和21年2月1日 田宮虎彦 文明社
A-048 文明評論 ブンメイヒョウロン 昭和15年6月28日 伊藤長藏 株式会社ぐろりあそさえて

A-050 文林 ブンリン 昭和24年6月 加藤好雄 慶応義塾大学文学部会

A-052 平安 ヘイアン 昭和22年5月1日 神谷正也 株式会社平安出版部
A-052 平凡 ヘイボン 昭和3年11月1日 下中彌三郎 平凡社
A-052 平凡 ヘイボン 昭和20年12月5日 淸水達夫 凡人社
A-051 HEIBONパンチDELUXE ヘイボンパンチデラックス 昭和40年9月15日 伊勢田謙三 平凡出版株式会社

A-051 平和 ヘイワ 昭和27年6月1日 淡德三郎 青木書店

A-051 平和研究 ヘイワケンキュウ 1976年4月5日 記載無し 日本平和学会
A-051 ベースボール旬報 ベースボールジュンポウ 昭和23年4月1日 倉澤秀夫 有限会社ベースボール旬報社

A-051
ベースボールマガジン　登山
とスキー

ベースボールマガジン　トザントスキー昭和31年5月10日 池田恒雄 ベースボール・マガジン社

A-052 天馬 ペガサス 昭和24年1月1日 津川溶々 株式会社苦楽社
A-051 碧 ヘキ 大正12年2月15日 河東秉五郎 「碧」発行所
A-052 ベストセラー ベストセラー 昭和26年5月1日 西田義郎 日米通信社
A-051 BESEA ベセア 昭和62年6月1日 今井健一郎 学習研究社
A-051 別冊いんなぁとりっぷ ベッサツインナァトリップ 昭和49年10月10日 大坪直行 いんなぁとりっぷ社
A-052 別冊奇譚クラブ ベッサツキタンクラブ 昭和35年10月5日 吉田稔 天星社
A-052 別冊教育技術 ベッサツキョウイクギジュツ 昭和47年10月1日 渡部定三 小学館
A-052 別冊芸術　小説特集 ベッサツゲイジュツ　ショウセツトクシュウ昭和24年3月15日 亀島貞夫 株式会社八雲書店 裏表紙　剥離
A-051 別冊サンデー毎日読物専科 ベッサツサンデーマイニチヨミモノセンカ昭和43年8月1日 松村英男 毎日新聞社 2冊あり

A-051
別冊少女フレンドコミック　ラ
ブリーフレンド

ベッサツショウジョフレンド　ラブリーフレンド昭和49年6月1日 大島与作 株式会社講談社

A-051 別冊フレンドDX Juliet ベッサツショウジョフレンドデラックス　ジュリエット昭和59年5月1日 高橋好三 株式会社講談社
A-051 別冊新日本文学 ベッサツシンニホンブンガク昭和36年7月1日 長谷川四郎 新日本文学会 2冊あり
A-052 別冊風雪 ベッサツフウセツ 昭和23年10月15日 大門一男 株式会社六興出版部
A-061 別冊文学の友 ベッサツブンガクノトモ 昭和29年4月1日 記載無し 記載無し 奥付破損
A-052 別冊文学の友 ベッサツブンガクノトモ 昭和29年4月1日 柴崎公三郎 人民文学社
A-052 別冊宝石 ベッサツホウセキ 昭和46年11月1日 大坪昌夫 光文社
A-051 別冊山と渓谷　ウッディ・ライ ベッサツヤマトケイコク　ウッディ・ライフ1978年10月25日 松本保彦 山と渓谷社

A-051
別冊U COMUNICATION
MAGAZINE NO.1 Our Sweet
Baby

ベッサツユー　コミュニケーションマガジンナンバーワン　アワスイートベイビー昭和59年12月6日 柴田敬三 (株）一ツ橋メディア・レップ

A-051 ヘルシートリビューン ヘルシートリビューン 昭和49年5月1日 後藤克夫 ライフエージェンシー株式会社
A-052 ペン ペン 昭和22年10月1日 伊藤眞三 文化雑誌ペン刊行所
A-052 ペン ペン 昭和23年7月25日 日本ペン・クラブ東北支部河北新報社
A-051 辺境 ヘンキョウ 昭和45年6月1日 井上光晴 豊島書房
A-052 邊疆文学 ヘンキョウブンガク 昭和24年1月1日 菊池一雄 邊彊文学社
A-051 PENGUIN? ペンギンクエスチョン 1983年10月1日 中西昭雄 株式会社現代企画室
A-052 弁証法研究 ベンショウホウケンキュウ 昭和24年12月20日 宮崎友一郎 双流社 2冊あり
A-052 変態性欲 ヘンタイセイヨク 大正11年5月1日 中村蓊 日本精神医学会 2冊あり
A-051 PENTHOUSE ペントハウス 昭和58年5月1日 名田屋昭二 株式会社講談社

A-053 母音 ボイン 昭和22年4月20日 丸山豊 母音発行所
A-053 貿易タイムス ボウエキタイムス 昭和21年11月1日 川内敬五 貿易経済研究所
A-053 彷書月刊 ホウショゲッカン 1989年12月25日 田村治芳 株式会社弘隆社
A-053 方寸 ホウスン 昭和21年5月1日 池田信治 方寸発行所

A-053 望星 ボウセイ 昭和45年6月10日 尾郷良幸 東海教育研究所

A-053 法政新誌 ホウセイシンシ 明治30年1月15日 佐藤幸太郎 法政学会
A-053 宝石 ホウセキ 昭和21年4月1日 岩谷滿 岩谷書店
A-053 宝石 ホウセキ 昭和40年10月1日 伊賀弘三良 光文社 2冊あり
A-053 房総 ボウソウ 昭和22年3月30日 本間光雄 房総通信社
A-053 放送ニュース解説 ホウソウニュースカイセツ 昭和12年10月21日 和田利彦 社団法人日本放送協会
A-053 放送文化 ホウソウブンカ 昭和21年6月1日 榮谷平八郎 社団法人日本放送協会
A-053 法哲学四季報 ホウテツガクシキホウ 昭和23年11月15日 尾高朝雄 株式会社朝倉書店
A-053 法の研究 ホウノケンキュウ 昭和8年11月11日 山本三生 改造社
A-053 邦文外国雑誌 ホウブンガイコクザッシ 昭和6年3月1日 藤川卯作 邦文社 裏表紙破損
A-053 法律春秋 ホウリツシュンジュウ 大正15年9月1日 小池則之 南郊社
A-053 望楼 ボウロウ 昭和21年4月15日 小林珍雄 ソフィア書院
A-053 Poesie ポエジイ 昭和5年7月20日 桜井淸 ポエジイ発行社
A-053 ホープ ホープ 昭和21年1月1日 尾崎八十助 実業之日本社
A-053 ホーム ホーム 昭和22年12月1日 本郷綾 ハンドブック社
A-053 ホーム・リスナー ホーム・リスナー 昭和23年12月15日 並河亮 リスナー社
A-053 ホームサイエンス ホームサイエンス 昭和21年11月1日 磯川繁男 財団法人食品化学研究所
A-053 HomeVideo ホームビデオ 昭和57年7月1日 古川博三 ヘラルド・エンタープライズ株式会社
A-053 ホームラン ホームラン 昭和21年12月1日 田中幸利 蒼穹社
A-053 北越詩人 ホクエツシジン 昭和22年2月25日 西方稻吉 北越詩人社
A-053 北苑 ホクエン 昭和33年6月20日 宮城正俊 北苑社
A-053 北支 ホクシ 昭和14年6月1日 加藤新吉 第一書房
A-053 ぼくら ボクラ 昭和8年11月25日 福永剛 詩の仲間社

ヘ＊

ホ＊
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A-053 ポケット ポケット 大正7年9月27日 濱田德太郎 博文館
A-053 Pocket パンチOH! ポケットパンチオー！ 昭和43年6月1日 石橋謙三 平凡出版株式会社
A-053 保健同人 ホケンドウジン 昭和21年6月1日 大渡順二 保健同人社
A-053 保健と助産 ホケントジョサン 昭和22年1月1日 草間弘司 日本産婆会
A-053 北海道文学 ホッカイドウブンガク 昭和21年8月10日 下村保太郎 北海道文学会
A-053 ポップコーン ポップコーン 昭和55年4月10日 藤掛寅七 光文社
A-053 ポップコミック ポップコミック 昭和47年6月1日 岡田国夫 株式会社芸文社
A-053 PoP-TeeN ポップテーン 昭和55年11月1日 土井尚道 富士見書房
A-053 北方詩人 ホッポウシジン 1951年3月15日 生石保 北方詩人社
A-053 北方風物 ホッポウフウブツ 昭和21年1月1日 代田茂 北日本社 第1巻1号～第2巻3号合本
A-053 北方文芸 ホッポウブンゲイ 昭和43年1月1日 小笠原克 北方文芸社
A-053 POPEYE ポパイ 昭和51年8月1日 木滑良久 平凡出版株式会社
A-053 ほまれの家 ホマレノイエ 昭和14年6月10日 淸水登 恩腸財団軍人援護会
A-053 BOMB!! ボム！！ 昭和54年4月1日 小向正司 株式会社学習研究社
A-053 ホラーハウス ホラーハウス 昭和61年12月1日 塚田友宏 （株）大陸書房
A-053 ホリデイ ホリデイ 昭和36年12月1日 記載無し 早川書房
A-046 ホワイト ホワイト 昭和21年1月25日 山形三郎 さゝ舟会
A-053 本 ホン 昭和39年2月20日 堀内達夫 麦書房
A-053 本郷 ホンゴウ 平成7年1月1日 記載無し 吉川弘文館
A-053 ほんとうの時代 ホントウノジダイ 平成2年11月1日 樋口督 PHP研究所
A-053 本の手帖 ホンノテチョウ 昭和26年3月1日 森谷均 昭森社

A-053 ホンの虫 ホンノムシ 昭和46年6月20日 斎藤夜居 愛書家くらぶ

A-054 マーケット マーケット 昭和22年3月1日 池谷與一郎 貿易経済情報社
A-054 my rail マイ・レイル 1978年7月 岡田徹也 株式会社エリエイ出版部　プレス・アイゼンバーン
A-054 マイアニメ マイアニメ 昭和56年4月1日 織田訓好 秋田書店 切り抜きあり
A-054 MICOMBOY マイコンボーイ 昭和58年5月1日 石川卓司 旺文社

A-054 MICOMLIFE マイコンライフ 昭和56年10月1日 坪田良彦 学習研究社 ２冊あり（内１冊は付録付き）
A-054 マイホーム マイホーム 昭和36年12月1日 金井武志 光文社
A-054 ＭＩＮＥ マイン 昭和62年10月10日 持田克己 講談社
A-054 鱒 マス 昭和22年1月1日 宮崎讓 赤絵書房
A-054 マスカットノート マスカットノート 昭和60年9月1日 児玉貞治郎 （株）大洋書房
A-054 マスコット マスコット 昭和24年1月1日 中野淳 銀柳書房
A-054 マダム マダム 昭和23年2月1日 遠山孝 マダム出版社
A-054 松潮 マツシオ 昭和24年1月20日 高里・鈴木・浜・佐藤（修）・中島・江口兼松株式会社東京支店
A-054 松下政経塾報 マツシタセイケイジュクホウ昭和60年6月1日 （財）松下政経塾 財団法人　松下政経塾
A-054 マッセッズ マッセズ 昭和21年12月25日 山室太柁雄 文化社
A-054 松本清張研究 マツモトセイチョウケンキュウ1996年9月1日 田中伸和 砂書房
A-062 松本清張研究 マツモトセイチョウケンキュウ1996年9月1日 田中伸和 砂書房
A-062 松本清張研究 マツモトセイチョウケンキュウ1999年3月31日 田中伸和 北九州市立松本清張記念館 2冊あり
A-062 松本清張研究 マツモトセイチョウケンキュウ2000年3月31日 田中伸和 北九州市立松本清張記念館
A-054 マドモアゼル マドモアゼル 昭和21年9月1日 藤井田鶴子 スタア社
A-054 マドモアゼル マドモアゼル 昭和35年1月1日 桜田正樹 株式会社小学館
A-054 真昼 マヒル 昭和31年4月1日 真昼同人 記載無し
A-054 丸 マル 昭和23年3月1日 黑宮愼造 連合プレス社
A-054 マルクス主義の旗の下に マルクシュシュギノハタノモトニ昭和5年6月10日 中村德二郎 白揚社 ２冊あり
A-054 マルクス主義芸術学研究 マルクスシュギゲイジュツガクケンキュウ昭和6年6月5日 伊東山三郎 内外社
A-054 MANGA　話のタネ本 マンガ　ハナシノタネホン 昭和38年12月24日 唐沢政雄 KK相互日本文芸社
A-054 漫画ギャンブル王国 マンガギャンブルオウコク 昭和50年12月1日 三澤豊 （株）海潮社
A-054 漫画クラブ マンガクラブ 昭和21年2月1日 福地恒男 株式会社共立社出版部 2冊あり
A-054 漫画劇場 マンガゲキジョウ 昭和38年7月1日 林録良 株式会社普通社
A-054 まんがタイム マンガタイム 昭和56年6月1日 古島當夫 芳文社
A-054 漫画文芸 マンガブンゲイ 昭和38年2月1日 高橋休四郎 高橋書店
A-054 まんがホーム マンガホーム 昭和62年12月1日 古島當夫 芳文社
A-054 まんがマン マンガマン 昭和21年5月20日 江上喜行 関西マンガマンクラブ
A-054 漫画Mr.ルパン マンガミスタールパン 昭和61年2月1日 沢井真之介 三和出版株式会社
A-054 漫狂 マンキチ 1979年3月25日 山崎邦紀 現代マンガ図書館

A-054 マントップ マントップ 昭和45年11月22日 飯田隆彬 株式会社交通タイムス社

A-055 Ms. ミズ 昭和48年5月1日 古賀孜 株式会社河合玲デザイン研究所
A-055 ミス・スポーツ ミス・スポーツ 昭和7年5月1日 岩崎四郎 黎明社
A-055 みすず ミスズ 昭和34年4月1日 記載無し 株式会社みすず書房 2冊あり
A-055 ミステリー ミステリー 昭和22年1月1日 中島親 ミステリークラブ

A-055 三田歌舞伎研究 ミタカブキケンキュウ 昭和9年2月5日 川口裕通 慶応歌舞伎研究会

A-055 迪 ミチ 昭和16年7月5日 高橋正信 迪発行所
A-055 未名 ミメイ 1975年10月 三井貴之 記載無し
A-055 都の花 ミヤコノハナ 明治21年10月21日 中根淑 記載無し
A-055 宮武骸骨解剖 ミヤタケガイコツカイボウノカイ昭和52年1月25日 吉野孝雄 崙書房
A-055 MUSIC ミュージック 昭和21年11月1日 末正久左衞門 アポロ出版社
A-055 ミュウズ ミュウズ 大正14年10月1日 伊津野直 アポロン社

A-055 明星 ミョウジョウ 大正10年11月1日 與謝野寛 「明星」発行所
１巻１号のみ2冊あり。他１巻４号
まで１冊ずつ。

A-055 明星 ミョウジョウ 昭和22年1月1日 與謝野光 明星発行所
A-055 明星 ミョウジョウ 昭和22年3月1日 三浦宗正 三浦書房
A-055 未来 ミライ 昭和23年7月20日 吉田庄藏 潮流社
A-055 魅惑クラブ ミワククラブ 昭和25年10月12日 須賀勇 魅惑クラブ社
A-055 みをつくし ミヲツクシ 昭和4年10月1日 伊藤長藏 ぐろりあそさえて
A-055 民衆の旗 ミンシュウノハタ 昭和21年2月15日 中野重治 日本民主主義文化連盟
A-055 民主教育 ミンシュキョウイク 昭和21年4月1日 藤原喜代藏 日本経国社
A-055 民主主義科学 ミンシュシュギカガク 昭和21年3月1日 松村一人 彰考書院 2冊あり
A-055 民主新論 ミンシュシンロン 昭和23年4月15日 升川淸雄 民主新論編集局
A-055 民主朝鮮 ミンシュチョウセン 1946年4月1日 金元基 民主朝鮮社
A-055 民主評論 ミンシュヒョウロン 昭和20年11月25日 有賀新 民主評論社 2冊あり
A-055 民主文化 ミンシュブンカ 昭和21年1月1日 藤田三夫 中外出版株式会社 2冊あり
A-055 民主文学 ミンシュブンガク 昭和40年12月1日 佐藤静夫 株式会社新日本出版社 2冊あり
A-055 民族 ミンゾク 大正14年11月1日 岡村千秋 民族発行所
A-055 民族と歴史 ミンゾクトレキシ 大正8年1月1日 芦田伊人 日本学術普及会
A-055 民論 ミンロン 昭和21年1月1日 廣瀬健一 民論社
A-055 民論 ミンロン 昭和22年8月5日 井上成章 民論社
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A-055 民話 ミンワ 昭和33年10月1日 西谷能雄 未来社

A-056 MOVIE TEXT ムービィ・テキスト 昭和22年3月1日 大須賀鐘二 林檎書院
A-056 昔話研究 ムカシバナシケンキュウ 昭和10年5月5日 萩原正德 三元社
A-056 むさしの ムサシノ 昭和22年7月20日 福井玉夫 株式会社刀水書房 ２冊あり
A-056 武蔵野叢譚 ムサシノソウタン 昭和21年11月10日 記載無し 武蔵野叢譚会

A-056 無産者法律 ムサンシャホウリツ 昭和6年5月1日 山崎今朝彌 解放社

A-056 無聲 ムセイ 明治２６年１月１５日遠藤安五郎 無聲社
A-056 無線雑誌 CQ ham radio ムセンザッシ　シーキュー　ハムラジオ昭和21年9月1日 大河内正陽 株式会社科学振興社
A-056 睦月 ムツキ 昭和20年11月1日 太田せつ 睦月発行所
A-056 陸奥の子 ムツノコ 昭和21年11月1日 佐藤米次郎 青い森社
A-056 睦 ムツミ 昭和21年8月20日 荘子直 記載無し
A-056 無名鬼 ムメイキ 昭和39年10月31日 記載無し 「無名鬼」発行所
A-056 無名派 ムメイハ 昭和27年9月1日 無名派編輯部 無名派同人会
A-056 村 ムラ 昭和21年4月1日 大西肇 農村文化協会

A-056 むら ムラ 昭和21年8月1日 楠正克 「村」刊行会

A-061 名家談叢 メイカダンソウ 明治28年11月15日 荒木竹次郎 談叢社
A-056 明昻 メイコウ 昭和21年3月17日 大越町青年団体文芸部大越町青年団体
A-056 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昭和24年7月7日 村松定孝 東京堂
A-056 明治文学 メイジブンガク 昭和8年10月18日 來島正時 明治文学会

A-056 明治文学東もやう メイジブンガクアズマモヤウ明治２４年１１月１５日加藤孫次郎 錦繡会

A-056 明治文学研究 メイジブンガクケンキュウ 昭和9年1月1日 神崎淸 耕進社
A-056 メロドラマ メロドラマ 昭和24年10月1日 野村二郎 Ｍ・Ｄ・Ｃ

A-056 MEN メン 昭和22年9月1日 荒木誠太郎 スタア社

A-056 モア モア 昭和52年7月1日 茅野力造 集英社
A-063 蒙彊文学 モウキョウブンガク 昭和17年6月1日 赤塚欣二 蒙彊文藝懇話会
A-056 毛沢東思想研究 モウタクトウシソウケンキュウ昭和41年10月15日 ぬやま・ひろし 毛沢東思想研究会
A-056 モーターマガジン モーターマガジン 昭和30年8月1日 記載無し 合資会社　日刊自動車新聞社

A-056 モダン モダン 昭和9年12月1日 余島周 モダン銀座社

A-056 モダンアート モダンアート 1961年3月1日 城所昌夫 三彩社
A-056 モダンエイヂ モダンエイヂ 昭和10年4月1日 牧野律太 モダン・エイヂ社
A-056 モダンシネマ モダンシネマ 昭和21年6月1日 片岡悦雄 モダン・シネマ社
A-056 モダン小説 モダンショウセツ 昭和23年10月1日 近藤達夫 モダン画報社
A-056 モダン日本読物シリーズ モダンニホンヨミモノシリーズ昭和22年10月25日 長井壽助 新太陽社
A-056 モデル モデル 昭和24年9月20日 鎌田正夫 出版社モデル ２冊あり
A-056 モデル小説特集号 モデルショウセツトクシュウゴウ昭和23年12月5日 福良洋之介 有規文庫株式会社
A-056 モノ・マガジン モノ・マガジン 昭和57年7月1日 飯島和男 ＫＫワールドフォトプレス ２冊あり
A-056 物語 モノガタリ 昭和21年12月1日 小出義男 中部日本新聞社
A-056 森脇メモ モリワキメモ 昭和29年4月21日 森脇将光 安全投資株式会社出版部 ２冊有り
A-056 問題写真 モンダイシャシン 昭和59年8月10日 梶史成 （株）松文館

A-057 やきもの ヤキモノ 昭和23年2月1日 日本陶磁協会 太和堂
A-057 野球ファン ヤキュウファン 昭和22年5月1日 大和杢衛 野球ファン社 2冊あり
A-057 役者 ヤクシャ 昭和22年6月5日 齋藤竹治 万粧クラブ
A-057 八雲 ヤクモ 昭和16年3月3日 府立高等学校報国団総務部府立高等学校報国団総務部

A-057 八雲 ヤクモ 昭和21年12月1日 久保田正文 株式会社八雲書店

A-057 八雲 ヤクモ 昭和23年4月1日 橋本晴介 株式会社八雲書店
A-057 山 ヤマ 昭和22年9月1日 垣内政彦 社団法人日本山岳会 3冊あり
A-057 山形民俗 ヤマガタミンゾク 昭和62年3月30日 記載無し 山形県民族研究協議会
A-057 山小屋 ヤマゴヤ 昭和6年11月1日 高畑棟材 朋文堂
A-057 大和 ヤマト 昭和10年1月1日 柏木欽次郎 大和発行所
A-057 山とスキー ヤマトスキー 昭和19年7月1日 川崎吉藏 株式会社山とスキー社
A-057 大和文学 ヤマトブンガク 昭和22年12月10日 瀧井芳次 株式会社養徳社
A-057 山彦 ヤマビコ 昭和21年11月1日 坂本秀雄 山彦文化会
A-057 YOUNG ヤング 昭和21年10月1日 内田武一郎 東光社
A-057 YOUNG JUMP ヤングジャンプ 昭和54年7月6日 中野祐介 （株）集英社 2冊あり
A-057 YOUNG magagine ヤングマガジン 昭和55年7月7日 宮原照夫 （株）講談社 3冊あり
A-057 唯物史観 ユイブツシカン 昭和22年11月15日 記載無し 河出書房
A-057 唯物論 ユイブツロン 1973年12月10日 湯川和夫 汐文社
A-057 唯物論研究 ユイブツロンケンキュウ 昭和7年11月1日 福田久道 木星社書院
A-057 唯物論研究 ユイブツロンケンキュウ 昭和22年10月15日 唯物論研究所 三笠書房

A-057 唯物論研究 ユイブツロンケンキュウ 1979年11月25日 小倉修 株式会社汐文社

A-057 唯物論者 ユイブツロンシャ 昭和26年7月30日 古在由重 学芸社
A-057 遊 ユウ 昭和46年9月1日 松岡正剛、高橋秀元、定森義雄、上杉義隆工作舎
A-057 you ユー 昭和46年8月1日 藤岡義只 株式会社ブロンズ社
A-057 USA ユーエスエー 昭和21年4月5日 有光成德 革新社
A-057 悠久 ユウキュウ 昭和23年1月5日 三上茂 神社同攷会
A-057 雄叫 ユウキョウ 昭和21年3月1日 近松友二 株式会社雄叫社出版部
A-057 幽玄 ユウゲン 昭和22年6月20日 森田實 株式会社積善館
A-057 ゆうとぴあ ユウトピア 昭和21年9月30日 岩谷滿 岩谷書店 2冊あり
A-057 雄弁 ユウベン 明治43年2月1日 村田五郎 大日本図書株式会社 2冊あり
A-057 有名無名 ユウメイムメイ 明治45年4月1日 宮武外骨 雅俗文庫
A-057 ユーモア ユーモア 昭和23年9月20日 牧野武之助 春陽堂
A-057 融和 ユウワ 昭和10年5月5日 増田哲治 融和修養団
A-061 雪国 ユキグニ 昭和23年12月25日 赤波享 雪国文芸協会
A-057 雪解 ユキドケ 昭和21年5月1日 矢島進 矢島書房
A-057 ゆく春 ユクハル 昭和2年10月1日 室積尚 ゆく春発行所
A-057 指 ユビ 昭和25年12月1日 赤岩榮 日本基督教団上原教会
A-057 ユマニテ ユマニテ 昭和23年2月1日 加藤美雄 河原書店
A-057 ゆまにて ユマニテ 昭和41年1月15日 真野律太 関西書房
A-057 ゆもりすと ユモリスト 昭和2年2月1日 生方敏郎 ゆもりすと社
A-057 ゆり ユリ 1964年 上田静江 記載無し
A-057 ユリイカ ユリイカ 昭和31年10月1日 伊達得夫 書肆ユリイカ

A-057 ユリイカ ユリイカ 昭和44年7月1日 清水康雄 青土社

A-058 夜遊隊 ヨアソビタイ 平成2年7月1日 小林孝之 （株）メディアックス
A-058 妖精 ヨウセイ 昭和24年11月10日 北田英穗 妖精の泉社
A-058 幼年ブック ヨウネンブック 昭和22年1月1日 大橋貞雄 国民図書刊行会
A-058 陽明 ヨウメイ 昭和22年6月15日 水谷川忠麿 株式会社大化堂

A-058 ヨーロッパ ヨーロッパ 昭和22年5月1日 鍛代利通 鎌倉文庫
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A-058 余情 ヨジョウ 昭和21年9月1日 長谷川銀作 千日書房 2冊あり
A-061 世の噂 ヨノウワサ 1870年4月 記載無し 記載無し パリ版
A-058 読売評論 ヨミウリヒョウロン 昭和24年10月1日 楢崎勤 読売新聞社
A-058 読切雑誌 ヨミキリザッシ 昭和21年10月1日 高山菊次 教材社
A-058 読切読物と実話 ヨミキリヨミモノトジツワ 昭和23年9月1日 安田夢生 耽美社
A-058 読物市場 ヨミモノイチバ 昭和21年3月1日 平柳秀三 中国新報社
A-058 読物街 ヨミモノガイ 昭和23年1月1日 土屋賢一 読物出版社
A-058 読物倶楽部 ヨミモノクラブ 昭和21年7月20日 一杉章 株式会社新世紀社
A-058 読物と講談 ヨミモノトコウダン 昭和21年2月1日 井上正也 公友社
A-058 読物楽園 ヨミモノラクエン 昭和25年12月1日 山野由太郎 読物楽園社
A-058 輿論科学 ヨロンカガク 昭和21年2月1日 神谷茂 社団法人輿論調査研究所
A-058 ＢＢＢＢ ヨンビー 昭和24年11月1日 江崎誠致 冬芽書房

A-058 四面記事 ヨンメンキジ 昭和50年4月1日 星野健太郎 株式会社新星社

A-058 ライターズ ライターズ 昭和42年11月1日 大垣肇 日本放送作家協会
A-058 落語 ラクゴ 昭和54年8月1日 井上正弘 弘文出版株式会社
A-058 洛味 ラクミ 昭和21年9月10日 宮崎小次郎 洛味社
A-061 洛味 ラクミ 昭和25年4月10日 宮崎小次郎 臼井書房

A-058 ラジオ・スタア ラジオ・スタア 昭和30年7月1日 岡田寿美 株式会社鱒書房

A-058 ラジオ研究 ラジオケンキュウ 昭和24年7月1日 記載無し 財団法人ラジオ教育研究所
A-058 ラジオ少年 ラジオショウネン 昭和23年4月1日 逸見源太郎 新教育研究会
A-062 ラジオテキスト英語会話 ラジオテキストエイゴカイワ 昭和21年2月1日 池田幸雄 日本放送出版協会
A-058 ラジオと実験 ラジオトジッケン 昭和24年4月1日 山川春秋 株式会社鳳文書林
A-058 ラジオとテレビジョン ラジオトテレビジョン 昭和25年3月25日 奥屋熊郎 日本放送出版協会
A-058 La STUDENTO VERDA ラスチューデントベルド 昭和7年1月1日 記載無し 早稲田大学エスペラント会
A-058 裸像 ラゾウ 昭和23年2月10日 袖岡光助 出版研究社
A-058 裸体美 ラタイビ 大正13年11月15日 江利川勝次郎 東西美術社
A-058 ラヂオアマチュア ラヂオアマチュア 昭和21年7月1日 佐々木信四郎 株式会社科学出版社

A-058 LOVELY ラブリイ 昭和22年9月25日 宇佐美稔 新浪漫派社

A-058 リアン リアン 昭和4年3月1日 潮田武雄 上田屋書店 2冊あり
A-058 リーダース　ダイジェスト リーダース　ダイジェスト 昭和21年6月1日 鈴木文四郎 リーダース・ダイジェスト日本支社
A-058 リーブル リーブル 昭和53年10月10日 藤沼裕司 出版センター
A-058 陸軍 リクグン 昭和8年4月1日 林信寛 陸軍発行所

A-058 立教大学 リッキョウダイガク 昭和4年7月1日 矢澤賢一 立教大学雑誌部

A-058 リテレール リテレール 1992年6月1日 安原顯 （株）メタローグ
A-058 りびどう リビドウ 昭和45年8月15日 山崎正夫 外苑書房
A-058 リフレクター リフレクター 昭和23年7月1日 堀見俊吉 国際出版株式会社
A-058 リベルテ リベルテ 昭和23年11月1日 リベルテ編輯部 リベルテ発行所
A-063 Ribbon リボン 昭和23年5月1日 野上八郎 能加美出版株式会社
A-058 りぼん リボン 昭和25年5月5日 栗原正 株式会社近代芸術社
A-058 りぼんデラックス リボンデラックス 昭和50年9月20日 徳永孝雄 集英社
A-058 龍 リュウ 昭和23年4月1日 大屋典一 開明社
A-058 龍池会報告 リュウチカイホウコク 明治16年10月6日 記載無し 龍池会
A-058 流動 リュウドウ 昭和44年12月1日 小山敦彦 東亜経済研究所 2冊あり
A-058 猟 リョウ 昭和22年11月12日 山本米藏 株式会社鹿水館 2冊あり
A-058 猟奇 リョウキ 昭和21年10月15日 加藤幸雄 茜書房
A-058 猟奇 リョウキ 昭和22年5月1日 花町一郎 猟奇館
A-058 猟奇実話 リョウキジツワ 昭和23年4月1日 中川澄 世相社
A-058 猟奇ゼミナール リョウキゼミナール 昭和23年1月1日 伏屋勘吉 世相研究社
A-058 緑地 リョクチ 昭和21年10月1日 古賀實 再現社
A-058 旅行倶楽部 リョコウクラブ 昭和24年8月5日 中村三郎 日本交通公社日本旅行倶楽部
A-058 LYRICA リリカ 昭和51年11月1日 辻信太郎 株式会社サンリオ
A-058 理論 リロン 昭和7年11月20日 吉田松次郎 啓松堂
A-058 理論 リロン 1947年2月1日 甘粕石介 株式会社日本評論社 2冊あり
A-058 理路 リロン 昭和22年2月10日 久保研一郎 理路社
A-058 理論 リロン 昭和22年4月15日 小宮山量平 理論社
A-058 リング リング 昭和21年 森内隆朝 リング社
A-058 輪唱 リンショウ 昭和24年7月18日 定時制高校文化部定時制高校文化部
A-058 臨床心理 リンショウシンリ 昭和27年2月20日 臨床心理研究会 株式会社日本文化科学社

A-058 林泉寺座禅会会報　坐る リンセンジザゼンザダンカイカイホウ　スワル1988年5月22日 曹洞宗林泉寺坐禅会曹洞宗林泉寺坐禅会

A-058 ル・イブウ ル・イブウ 大正2年2月1日 渡邊元 木兎社
A-058 LE COMPAS ル・コンパ 昭和21年2月1日 關根喜太郎 東京Ｐ.U.C
A-058 ルネサンス ルネサンス 昭和21年5月1日 長田恒雄 暁書房 2冊あり
A-058 Representation ルプレザンタシオン 1991年4月20日 高橋康也・渡邊守章・蓮實重彦筑摩書房

A-058 ルポタージュ ルポタージュ 昭和60年6月25日 早川登 （有）同時代舎

A-059 Ray レイ 昭和63年7月1日 村田耕一 （株）主婦の友

A-059 令女界 レイジョカイ 大正11年4月1日 武原久之助 宝文館
「復刻 日本の雑誌」昭和57年5月
編集日本近代文学館 刊行講談

A-061 黎明 レイメイ 昭和21年1月1日 廣瀬彦策 東京ひかり社
A-059 Rail Magazine レイル・マガジン 昭和59年2月1日 笹本健次 （株）企画室ネコ

A-059 レーニン研究 レーニンケンキュウ 昭和6年12月1日 鈴木厚 南北書院

A-059 歴史 レキシ 昭和22年12月20日 牧隱 史学社
A-059 歴史 レキシ 昭和27年1月1日 淸川豊 春歩堂 破損のため発行人不明
A-059 歴史Eye レキシアイ 平成3年12月1日 安部林一郎 株式会社日本文芸社
A-059 歴史学研究 レキシガクケンキュウ 昭和8年11月3日 三島一 歴史学研究会
A-059 歴史感覚 レキシカンカク 昭和36年5月15日 記載無し 歴史感覚社
A-059 歴史公論 レキシコウロン 昭和7年11月1日 湊元克己 雄山閣
A-059 歴史公論 レキシコウロン 昭和50年12月1日 芳賀章内 雄山閣出版
A-059 歴史小説 レキシショウセツ 昭和23年10月1日 彌吉三光 株式会社竹内書房
A-059 歴史と社会 レキシトシャカイ 1982年10月15日 長幸男、松本三之介、宮崎犀一、中山茂、大野英二、上山安敏、内田芳明（株）リブロポート
A-059 歴史百科 レキシヒャッカ 昭和55年3月1日 吉成勇 株式会社百年社
A-059 歴史評論 レキシヒョウロン 昭和21年10月5日 田代正夫 丹波書林 2冊あり
A-059 暦象 レキショウ 昭和26年10月25日 中村嘉一 暦象詩社
A-059 歴程 レキテイ 昭和22年7月10日 草野心平 十字屋書店 2冊あり
A-059 レコード レコード 大正6年9月1日 武内宗三郎 レコード社
A-059 レコード音楽 レコードオンガク 昭和22年2月1日 比良正弘 名曲堂出版部
A-059 レコード文化 レコードブンカ 昭和16年11月11日 青木誠意 レコード文化社
A-059 列島 レットウ 昭和27年3月10日 井手則雄 列島
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高橋新太郎文庫所蔵リスト（創刊号コレクション）
（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） 出版年 編集人 出版社 備考

A-061 恋愛講座 レンアイコウザ 大正9年11月10日 北野千加 性之研究会

A-059 連携 レンケイ 昭和14年秋 破損のため詳細不明
A-059 老人クラブ幹部読本 ロウジンクラブカンブドクホン昭和56年9月1日 藤村昌男 社会保険出版社
A-059 労働史研究 ロウドウシケンキュウ 昭和59年4月15日 論創社編集部 論創社
A-059 労働者文学 ロウドウシャブンガク 1979年6月30日 神田貞三 労働者文学会議
A-059 労働政策評論 ロウドウセイサクヒョウロン 昭和20年12月5日 安野昌俊 労働政策評論社

A-059 労働評論 ロウドウヒョウロン 昭和21年7月1日 若松宗一郎 労働協会 2冊あり
A-059 労働問題研究 ロウドウモンダイケンキュウ昭和21年10月1日 川口芳太郎 財団法人中央労働学園
A-059 蝋人形 ロウニンギョウ 昭和21年6月1日 門田穣 二葉書店
A-059 LOTUS ロータス 昭和56年3月31日 野谷士 日本フェノロサ学会事務局
A-059 LOGiN ログイン 昭和57年6月1日 吉崎武 （株）アスキー出版
A-059 六年のカリキュラム ロクネンノカリキュラム 昭和25年4月1日 石山脩平 株式会社誠文堂新光社
A-059 6‐3教室 ロクノサンキョウシツ 昭和22年7月1日 周郷博 社団法人新教育協会
A-059 ロゴス ロゴス 昭和21年5月1日 結城信一 汎美社
A-062 玫瑰珠 ロザリヨ 大正15年6月15日 久能木愼治 玫瑰珠社
A-059 ロシヤ語 ロシヤゴ 昭和25年5月1日 日ソ親善協会 新星社
A-059 LOCK ロック 昭和21年3月1日 成田義雄 筑波書林
A-059 ロボチックス ロボチックス 昭和58年3月1日 井上明 株式会社サンエイ出版
A-059 ろまねすく ロマネスク 昭和23年1月1日 本多高明 ろまねすく社
A-059 浪曼 ロマン 昭和47年11月1日 西川議浩 株式会社浪曼
A-059 ロマン・ロラン研究 ロマン・ロランケンキュウ 昭和26年11月10日 兵藤正之助 ロマン・ロラン協会 2号もあり
A-059 浪漫古典 ロマンコテン 昭和9年4月1日 根岸秀次郎 昭和書房
A-059 ロマンス ロマンス 昭和21年6月1日 田中勝美 ロマンス社
A-059 ロマン派 ロマンハ 昭和53年5月15日 内城輝雄 （株）創生社
A-059 ロリコン地下ビデオ通信 ロリコンチカビデオツウシン昭和60年9月10日 記載無し ピーチプレス

A-059 論争 ロンソウ 昭和34年6月20日 大池文雄 論争社 2冊あり
A-060 ワールド・リスナー ワールド・リスナー 1947年11月11日 矢部周 リスナー社 2冊あり
A-060 若い暮らし ワカイクラシ 昭和32年5月1日 鈴木次郎 株式会社雄鶏社
A-060 若い芸術 ワカイゲウジュツ 昭和34年5月1日 青江舜二郎 若い芸術社 2冊あり
A-060 若い朝鮮と日本 ワカイチョウセントニホン 1964年2月1日 若い朝鮮と日本の会若い朝鮮と日本の会

A-060 若い人 ワカイヒト 昭和21年2月28日 相澤諒 若い人社文学同盟

A-060 若い夫婦 ワカイフウフ 昭和37年2月1日 小泉了 家庭新社
A-060 若き日本 ワカキニホン 昭和21年12月1日 森山市一 若き日本社
A-060 若櫻 ワカザクラ 昭和19年5月1日 岩本新作 株式会社大日本雄弁会講談社
A-060 和光雑誌 ワコウザッシ 明治11年9月15日 河野一郎 記載無し
A-060 わしズム ワシズム 2002年5月10日 小林よしのり 株式会社幻冬社
A-060 早稲田文学 ワセダブンガク 昭和9年6月1日 井上英三 早稲田文学社
A-060 私共連合 ワタクシドモレンゴウ 1976年3月1日 篠沢純太 私共連合 2冊あり
A-060 私たちの言葉 ワタシタチノコトバ 昭和24年6月1日 社団法人日本放送協会株式会社日本放送出版協会
A-060 私の大学 ワタシノダイガク 昭和21年2月1日 北條淸一 ユマニテ社 2冊あり
A-060 私の部屋 ワタシノヘヤ 昭和47年3月1日 平沢啓子 株式会社婦人生活
A-060 わたしは女 ワタシハオンナ 昭和52年7月1日 石井慎二 JICC出版局 3冊あり
A-060 私は知りたい ワタシハシリタイ 昭和32年12月1日 長谷川國雄 株式会社自由国民社 2冊あり
A-060 わだつみのこえ ワダツミノコエ 1957年11月17日 山下肇 日本戦歿学生記念会
A-060 われらエディター ワレラエディター 昭和58年7月1日 西谷方徳 （株）日本エディターズ
A-060 ワンダーライフ ワンダーライフ 昭和63年9月5日 志波秀宇 小学館
A-060 ワンダーランド ワンダーランド 昭和48年8月1日 植草甚一 ワンダーランド

A-060 をだまき草 ヲダマキクサ 昭和3年12月5日 河崎夏子 文化学院
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