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あ

愛書趣味 ｱｲｼｮｼｭﾐ 大正14.10.26 1925/10/26 愛書趣味社 大正５

愛の泉 大正４

愛民 ｱｲﾐﾝ 明治22.04.10 1889/04/10 愛民社 明治１

青人草 ｱｵﾋﾄｸｻ 大正12.07.01 1923/7/1 井上右近方 大正４

青卷 ｱｵﾏｷ 大正15.05.01 1926/5/1 青巻社 大正６

青んぼ ｱｵﾝﾎﾞ 大正15.09.01 1926/9/1 青んぼ社 大正６

暁 ｱｶﾂｷ 大正02.12.03 1913/12/3 成錦会出版部 大正１

秋田考古会々誌 ｱｷﾀｺｳｺｶｲｶｲｼ 大正14.08.01 1925/8/1 秋田考古会 大正５

あけび ｱｹﾋﾞ 大正10.10.01 1921/10/1 政教社内あけび発行 大正３

アサヒグラフ（日刊） ｱｻﾋｸﾞﾗﾌﾆｯｶﾝ 大正12.01.26 1923/1/26 東京朝日新聞社 大正４

アサヒスポーツ ｱｻﾋｽﾎﾟｰﾂ 大正12.03.15 1923/3/15 朝日新聞社 大正４

アマチュア ｱﾏﾁｭｱ 大正11.07.01 1922/7/1 金星堂 大正３

歩む人 ｱﾕﾑﾋﾄ 大正13.04.01 1924/4/1 歩む人社 大正４

アルス（ＡＲＳ） ｱﾙｽ 大正04.04.01 1915/4/1 阿蘭陀書房 大正１

い・う

偉人之研究 ｲｼﾞﾝﾉｹﾝｷｭｳ 大正11.01.01 1922/1/1 現代堂 大正３

泉 ｲｽﾞﾐ 大正11.10.01 1922/10/1 叢文閣 大正３

一人文芸 ｲﾁﾆﾝﾌﾞﾝｹﾞｲ 大正14.11.10 1925/11/10 新書堂書店 大正５

伊予史談 ｲﾖｼﾀﾞﾝ 大正04.05.15 1915/5/15 伊予史談会 大正１

以良都女 ｲﾗﾂﾒ 明治20.07.09 1887/07/09 成美社 明治１

印章世界 ｲﾝｼｮｳｾｶｲ 大正05.11.20 1916/11/20 美芸社 大正１

韻文學 ｲﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 明治31.03.05 1898/03/05 鼓攻吟社 明治２

インヴェストメント（債

券協會雜誌 =

Investment）

ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ 大正14.01.10 1925/1/10 インヴェストメント

社 大正５

卯杖 ｳﾂﾞｴ 明治36.01.25 1903/1/25 秋声会出版部 明治２

え

映画 ｴｲｶﾞ 大正14.03.17 1925/3/17 映画研究会 大正５

英學生之友 = The

English student's

companion

ｴｲｶﾞｸｾｲﾉﾄﾓ 大正08.11.01 1919/11/1 英語普及会

大正２

映画芸術 ｴｲｶﾞｹﾞｲｼﾞｭﾂ 大正14.04.29 1925/4/29 映画芸術社 大正５

映画雑誌 ｴｲｶﾞｻﾞｯｼ 大正13.03.06 1924/3/6 映画雑誌社 大正４

映画時代 ｴｲｶﾞｼﾞﾀﾞｲ 大正15.07.01 1926/7/1 文芸春秋社 大正６

映画新潮 ｴｲｶﾞｼﾝﾁｮｳ 大正13.05.01 1924/5/1 映画新潮社 大正４

映画世界 ｴｲｶﾞｾｶｲ 大正13.04.01 1924/4/1 蒲田雑誌社 大正４

映画と探偵 ｴｲｶﾞﾄﾀﾝﾃｲ 大正14.12.01 1925/12/1 映画と探偵社 大正５

映画表現 ｴｲｶﾞﾋｮｳｹﾞﾝ 大正14.07.01 1925/7/1 映画表現社 大正５

頴才新誌 ｴｲｻｲｼﾝｼ 明治10.03.10 1877/03/10 製紙分社 明治１

エポック ｴﾎﾟｯｸ 大正11.10.01 1922/10/1 エポック社 大正３
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演芸 ｴﾝｹﾞｲ 大正09.01.01 1920/1/1 演芸社 大正２

演藝雜誌藝術界 ｴﾝｹﾞｲｻﾞｯｼｹﾞｲｼﾞｭﾂ 大正11.01.01 1922/1/1 演芸雑誌芸術界社 大正３

演芸と映画界 ｴﾝｹﾞｲﾄｴｲｶﾞｶｲ 大正15.04.01 1926/4/1 グラフィック社 大正６

演劇 ｴﾝｹﾞｷ 大正12.01.15 1923/1/15 演劇社 大正４

演劇 ｴﾝｹﾞｷ 大正12.01.15 1923/1/15 演劇社 大正４

演劇・映画 ｴﾝｹﾞｷｴｲｶﾞ 大正15.01.01 1926/1/1 プラトン社 大正６

演劇改造 ｴﾝｹﾞｷｶｲｿﾞｳ 大正15.04.01 1926/4/1 演劇改造社 大正６

演劇新潮 ｴﾝｹﾞｷｼﾝﾁｮｳ 大正13.01.01 1924/1/1 新潮社 大正４

演劇新潮 ｴﾝｹﾞｷｼﾝﾁｮｳ 大正15.04.01 1926/4/1 文芸春秋社 大正６

圓融生活 = Life of ｴﾝﾕｳｾｲｶﾂ 大正10.03.01 1921/3/1 円融倶楽部 大正３

お

歐洲戰爭實記 ｵｳｼｭｳｾﾝｿｳｼﾞｯｷ 大正03.08.25 1914/8/25 博文館 大正１

黄色人 ｵｳｼｮｸｼﾞﾝ 大正13.12.05 1924/12/5 動人社 大正４

大阪パック ｵｵｻｶﾊﾟｯｸ 明治39.11.03 1906/11/3 大阪パック社 明治２

大原社会問題研究所雑誌 ｵｵﾊﾗｼｬｶｲﾓﾝﾀﾞｲｹﾝ 大正12.08.20 1923/8/20 大原社会問題研究所 大正４

面白奇聞話乃太禰 ｵﾓｼﾛｷﾌﾞﾝﾊﾅｼﾉﾀﾈ 明治14.03.05 1881/03/05 万字堂 明治１

面白倶樂部 ｵﾓｼﾛｸﾗﾌﾞ 大正05.09.15 1916/9/15 講談社 大正１

をんな ｵﾝﾅ 明治34.01.31 1901/1/31 大日本女学会 明治２

女の世界 ｵﾝﾅﾉｾｶｲ 大正04.05.01 1915/5/1 実業之世界社 大正１

か

會館雜誌 ｶｲｶﾝｻﾞｯｼ 明治08.10. 1875/10/ 華族会館 明治１

開顯 ｶｲｹﾝ 大正10.06.01 1921/6/1 天業民報社内「開 大正３

外交時報 ｶﾞｲｺｳｼﾞﾎｳ 明治31.02.11 1898/02/11 外交時報社 明治２

改造 ｶｲｿﾞｳ 大正08.04.03 1919/4/3 清水書店 大正２

解放 ｶｲﾎｳ 大正08.06.01 1919/6/1 大鐙閣 大正２

雅楽堂好古雑誌 ｶﾞｶﾞｸﾄﾞｳｺｳｺｻﾞｯｼ 大正07.02.25 1918/2/25 杉浦丘園 大正２

我觀 ｶﾞｶﾝ 大正12.10.15 1923/10/5 我観社 大正４

学苑 ｶﾞｸｴﾝ 大正15.07.01 1926/7/1 聖山閣 大正６

各人 ｶｸｼﾞﾝ 大正15.11.01 1926/11/1 各人社 大正６

學生 ｶﾞｸｾｲ 明治43.05.05 1910/5/5 冨山房 明治２

学生運動 ｶﾞｸｾｲｳﾝﾄﾞｳ 大正15.10.01 1926/10/1 学生運動社 大正６

学生と保健 ｶﾞｸｾｲﾄﾎｹﾝ 大正15.05.01 1926/5/1 大日本学生保健協会 大正６

影！ ｶｹﾞ 大正13.12.09 1924/12/9 影！社 大正４

影 ｶｹﾞ 大正15.08.15 1926/8/15 三重詩人恊会 大正６

花月世界 ｶｹﾞﾂｾｶｲ 明治34.04.15 1901/4/15 花月社 明治２

活 ｶﾂ 明治24.09.15 1891/09/15 活眼社 明治１

合唱 ｶﾞｯｼｮｳ 大正09.04.10 1920/4/10 川添利基 大正２

合唱 ｶﾞｯｼｮｳ 大正14.05.01 1925/5/1 合唱社 大正５

活世界 ｶﾂｾｶｲ 明治23.12.23 1890/12/23 活世界社 明治１

家庭雜誌 = The home ｶﾃｲｻﾞｯｼ 明治25.09.15 1892/09/15 家庭雑誌社 明治１

家庭之園芸 ｶﾃｲﾉｴﾝｹﾞｲ 大正02.06.01 1913/6/1 家庭之園芸社 大正１

家庭の友 ｶﾃｲﾉﾄﾓ 明治36.04.03 1903/4/3 内外出版協会 明治２
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家庭文藝 ｶﾃｲﾌﾞﾝｹﾞｲ 明治40.01.01 1907/1/1 金港堂書籍株式会社 明治２

金がかたき ｶﾈｶﾞｶﾀｷ 大正15.10.01 1926/10/1 金倫社 大正６

歌舞伎 ｶﾌﾞｷ 大正14.05.25 1925/5/25 歌舞伎座内歌舞伎発 大正５

歌舞伎研究 ｶﾌﾞｷｹﾝｷｭｳ 大正15.06.01 1926/6/1 歌舞伎座内歌舞伎出 大正６

鴎 ｶﾓﾒ 大正12.01.01 1923/1/1 鴎吟社 大正４

雅樂多 ｶﾞﾗｸﾀ 明治22.11.20 1889/11/20 咄珍社 明治１

カラタチ ｶﾗﾀﾁ 大正05.02.01 1916/2/1 三有社出版部 大正１

漢學 ｶﾝｶﾞｸ 明治43.05.05 1910/5/5 育英舎 明治２

寒菊 ｶﾝｷﾞｸ 大正15.01.01 1926/1/1 寒菊発行所 大正６

橄欖 ｶﾝﾗﾝ 大正11.09.01 1922/9/1 橄欖発行所 大正３

き

企業と社會 ｷｷﾞｮｳﾄｼｬｶｲ 大正15.04.01 1926/4/1 同文館 大正６

戯曲 = La Drama ｷﾞｷｮｸ 大正13.07.05 1924/7/5 戯曲社 大正４

戯曲時代 ｷﾞｷｮｸｼﾞﾀﾞｲ 大正13.10.01 1924/10/1 戯曲時代社 大正４

奇書珍藉 ｷｼｮﾁﾝｾｷ 大正08.10.01 1919/10/1 従吾所好社 大正２

基調 ｷﾁｮｳ 大正08.09.01 1919/9/1 基調社 大正２

棋道 ｷﾄﾞｳ 大正13.10.01 1924/10/1 日本棋院 大正４

驥尾團子 : 日本一誌 ｷﾋﾞﾀﾞﾝｺﾞ 明治11.10.09 1878/10/09 団団社 明治１

侠 ｷｮｳ 大正10.09.01 1921/9/1 大日本国粋社 大正３

教育画報 ｷｮｳｲｸｶﾞﾎｳ 大正04.09.01 1915/9/1 同文館 大正１

教育講談 ｷｮｳｲｸｺｳﾀﾞﾝ 大正11.04.01 1922/4/1 南光社 大正３

饗宴 ｷｮｳｴﾝ 大正14.09.01 1925/9/1 京文社 大正５

強健 ｷｮｳｹﾝ 大正06.06.01 1917/6/1 大日本強健会 大正１

共産主義研究 ｷｮｳｻﾝｼｭｷﾞｹﾝｷｭｳ 大正13.05.01 1924/5/1 朱文書店 大正４

暁鐘 ｷﾞｮｳｼｮｳ 大正10.04.05 1921/4/5 暁鐘社 大正３

暁声 ｷﾞｮｳｾｲ 明治37.11.15 1904/11/15 暁声雑誌社 明治２

郷土研究 ｷｮｳﾄﾞｹﾝｷｭｳ 大正02.03.10 1913/3/10 郷土研究社 大正１

暁明 ｷﾞｮｳﾒｲ 大正13.01.20 1924/1/20 暁明社 大正４

局外 ｷｮｸｶﾞｲ 大正12.05.01 1923/5/1 而立社 大正４

極東公論 ｷｮｸﾄｳｺｳﾛﾝ 大正05.04.01 1916/4/1 極東公論社 大正１

虚無思想 ｷｮﾑｼｿｳ 大正15.04.01 1926/4/1 虚無思想社 大正６

虚無思想研究 ｷｮﾑｼｿｳｹﾝｷｭｳ 大正14.07.01 1925/7/1 虚無思想研究社 大正５

キング = King ｷﾝｸﾞ 大正14.01.01 1925/1/1 大日本雄弁会講談社 大正５

銀行研究 ｷﾞﾝｺｳｹﾝｷｭｳ 大正10.10.01 1921/10/1 銀行研究社 大正３

銀座 ｷﾞﾝｻﾞ 大正14.05.01 1925/5/1 銀座社 大正５

近代思想 ｷﾝﾀﾞｲｼｿｳ 大正01.10.01 1912/10/1 近代思想社 大正１

近代風景 ｷﾝﾀﾞｲﾌｳｹｲ 大正15.11.01 1926/11/1 アルス 大正６

近代文芸 ｷﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｹﾞｲ 大正11.10.01 1922/10/1 近代文芸社 大正３

く

雲の柱 : 宗教・自然・社

會・藝術

ｸﾓﾉﾊｼﾗ 大正11.01.01 1922/1/1 近代文芸社
大正３

苦楽 ｸﾗｸ 大正13.01.01 1924/1/1 プラトン社 大正４
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グラフィック ｸﾞﾗﾌｨｯｸ 大正15.04.01 1926/4/1 グラフィック社 大正６

黒潮 ｸﾛｼｵ 大正05.11.03 1916/11/3 太陽通信社 大正１

軍事彙報 ｸﾞﾝｼﾞｲﾎｳ 明治31.12.15 1898/12/15 軍事彙報社 明治２

軍事画報 ｸﾞﾝｼﾞｲﾎｳ 明治31.12.15 1898/12/15 兵林館 明治２

君子と淑女 ｸﾝｼﾄｼｭｸｼﾞｮ 明治21.10.01 1888/10/01 ゆう々社 明治１

け

経済往来 ｹｲｻﾞｲｵｳﾗｲ 大正15.03.05 1926/3/5 日本評論社 大正６

経済学研究 ｹｲｻﾞｲｶﾞｸｹﾝｷｭｳ 大正09.01.01 1920/1/1 東京帝国大学経済学 大正２

經濟研究 ｹｲｻﾞｲｹﾝｷｭｳ 大正13.10.15 1924/10/15 岩波書店 大正４

経済評論 ｹｲｻﾞｲﾋｮｳﾛﾝ 大正14.12.01 1925/12/1 青山学院高等学部学 大正５

經濟論叢 ｹｲｻﾞｲﾛﾝｿｳ 大正04.07.01 1915/7/1 京都法学会 大正１

藝術 ｹﾞｲｼﾞｭﾂ 大正02.04.01 1913/4/1 芸術社 大正１

芸術運動 ｹﾞｲｼﾞｭﾂｳﾝﾄﾞｳ 大正14.09.01 1925/9/1 芸術運動社 大正５

芸術改造 ｹﾞｲｼﾞｭﾂｶｲｿﾞｳ 大正13.10.05 1924/10/5 芸術改造社 大正４

芸術解放 ｹﾞｲｼﾞｭﾂｶｲﾎｳ 大正13.02.01 1924/2/1 芸術解放社 大正４

芸術教育 ｹﾞｲｼﾞｭﾂｷｮｳｲｸ 大正12.04.01 1923/4/1 集成社 大正４

芸術社会 ｹﾞｲｼﾞｭﾂｼｬｶｲ 大正14.02.01 1925/2/1 新田書房 大正５

芸術自由教育 ｹﾞｲｼﾞｭﾂｼﾞﾕｳｷｮｳｲｸ 大正10.01.01 1921/1/1 アルス 大正３

藝術春秋 ｹﾞｲｼﾞｭﾂｼｭﾝｼﾞｭｳ 大正14.07.01 1925/7/1 綜合芸術社 大正５

警世 ｹｲｾｲ 大正15.10.18 1926/10/18 警世社 大正６

藝文 ｹﾞｲﾌﾞﾝ 明治43.04.01 1910/4/1 開成館出版部 明治２

ケオス ｹｵｽ 大正13.09.01 1924/9/1 伊藤緑良 大正４

劇壇 ｹﾞｷﾀﾞﾝ 大正13.06.01 1924/6/1 小西書店

劇壇 ｹﾞｷﾀﾞﾝ 大正13.06.01 1924/6/1 小西書店 大正４

劇壇グラヒック ｹﾞｷﾀﾞﾝｸﾞﾗﾋｯｸ 大正11.11.10 1922/11/10 劇壇グラヒック社 大正３

劇壇縦横 ｹﾞｷﾀﾞﾝｼﾞｭｳｵｳ 大正14.10.01 1925/10/1 劇壇縦横社(松竹合名 大正５

劇ト信仰 = Drama ｹﾞｷﾄｼﾝｺｳ 大正12.01.15 1923/1/15 劇ト信仰社 大正４

劇と其他 ｹﾞｷﾄｿﾉﾀ 大正13.01.01 1924/1/1 駸々堂内『劇と其 大正４

劇と評論 ｹﾞｷﾄﾋｮｳﾛﾝ 大正11.06.01 1922/6/1 玄文社 大正３

月刊浅草 ｹﾞｯｶﾝｱｻｸｻ 大正15.01.01 1926/1/1 月刊浅草社 大正６

月刊日本 ｹﾞｯｶﾝﾆﾎﾝ 大正14.04.03 1925/4/3 行地社 大正５

月曜 ｹﾞﾂﾖｳ 大正15.01.03 1926/1/3 恵風館 大正６

ＧＥＲＭＡＮＩＡ ｹﾞﾙﾏﾆｱ 大正13.05.01 1924/5/1 独逸語発行所 大正４

原始 ｹﾞﾝｼ 大正14.01.01 1925/1/1 原始社 大正５

懸賞雑誌 ｹﾝｼｮｳｻﾞｯｼ 明治32.01.01 1899/01/01 東京懸賞堂本店 明治２

建設者 ｹﾝｾﾂｼｬ 大正11.10.01 1922/10/1 建設者同盟 大正３

健全 ｹﾝｾﾞﾝ 明治40.02.11 1907/2/11 内外出版協会 明治２

現代 ｹﾞﾝﾀﾞｲ 大正09.10.01 1920/10/1 大日本雄弁会 大正２

現代之美術 ｹﾞﾝﾀﾞｲﾉﾋﾞｼﾞｭﾂ 大正07.06.01 1918/6/1 済美画会 大正２

現代俳句 ｹﾞﾝﾀﾞｲﾊｲｸ 大正14.04.01 1925/4/1 素人社 大正５

玄洋 ｹﾞﾝﾖｳ 大正14.10.11 1925/10/11 関東玄洋社 大正５

原理日本 ｹﾞﾝﾘﾆﾎﾝ 大正14.11.07 1925/11/7 文省社 大正５

東京大学大学院　法学政治学研究科附属

近代日本法政史料センター 明治新聞雑誌文庫
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こ

恋と愛 ｺｲﾄｱｲ 大正11.01.01 1922/1/1 天下堂書房 大正３

好 ｺｳ 大正15.04.25 1926/4/25 美術図書出版部 大正６

郊外 ｺｳｶﾞｲ 大正12.04.01 1923/4/1 郊外社 大正４

工業生活 ｺｳｷﾞｮｳｾｲｶﾂ 大正04.11.01 1915/11/1 大日本工業学会 大正１

黄犬 ｺｳｹﾝ 大正14.07.01 1925/7/1 黄犬社 大正５

江湖 ｺｳｺ 明治41.03.20 1908/3/20 江湖社 明治２

講座 ｺｳｻﾞ 大正12.01.01 1923/1/1 大村書店 大正４

向日 ｺｳｼﾞﾂ 大正10.03.01 1921/3/1 向日社 大正３

公娼 ｺｳｼｮｳ 大正15.10.10 1926/10/10 公娼制度研究会 大正６

光線 ｺｳｾﾝ 大正15.12.01 1926/12/1 光線社 大正６

講談倶樂部 ｺｳﾀﾞﾝｸﾗﾌﾞ 明治44.11.05 1911/11/5 講談社 明治２

皇民会報 ｺｳﾐﾝｶｲﾎｳ 大正09.11.03 1920/11/3 財団法人皇民会 大正２

蝙蝠 ｺｳﾓﾘ 大正02.06.01 1913/6/1 蝙蝠発行所 大正１

紅陽 ｺｳﾖｳ 大正15.05.10 1926/5/10 紅陽社 大正６

行楽 ｺｳﾗｸ 大正14.04.01 1925/4/1 行楽社 大正５

紅欄 ｺｳﾗﾝ 大正10.01.05 1921/1/5 紅欄社 大正３

行路 ｺｳﾛ 大正12.06.01 1923/6/1 星月堂 大正４

国語と国文学 ｺｸｺﾞﾄｺｸﾌﾞﾝｶﾞｸ 大正13.05.01 1924/5/1 至文堂 大正４

國際時報 ｺｸｻｲｼﾞﾎｳ 大正15.04.25 1926/4/25 外務省情報部 大正６

国詩 ｺｸｼ 大正11.05.01 1922/5/1 国詩社 大正３

國粹 ｺｸｽｲ 大正09.10.01 1920/10/1 国粋出版社 大正２

黒点 ｺｸﾃﾝ 大正15.04.01 1926/4/1 黒点社 大正６

国民小説 ｺｸﾐﾝｼｮｳｾﾂ 明治23.10.30 1890/10/30 民友社 明治１

國民之友 ｺｸﾐﾝﾉﾄﾓ 明治20.02.15 1887/02/15 民友社 明治１

国民之友 ｺｸﾐﾝﾉﾄﾓ 明治20.11． 1887/11． 精文堂 明治１

国民文芸 ｺｸﾐﾝﾌﾞﾝｹﾞｲ 大正03.10.17 1914/10/17 国民文芸社 大正１

古今文學 ｺｺﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 明治33.02.03 1900/2/3 古今文学会 明治２

互助 ｺﾞｼﾞｮ 大正14.12.01 1925/12/1 財団法人宮内省互助 大正５

國家社會主義 ｺｯｶｼｬｶｲｼｭｷﾞ 大正08.04.01 1919/4/1 売文社出版部 大正２

国華写真 ｺｯｶｼｬｼﾝ 大正03.07.01 1914/7/1 国華写真普及会 大正１

滑稽界 ｺｯｹｲｶｲ 明治40.08.22 1907/8/22 楽天社 明治２

骨董雑誌 ｺｯﾄｳｻﾞｯｼ 明治29.11.20 1896/11/20 骨董雑誌社 明治１

古東洋 ｺﾄｳﾖｳ 大正02.07.30 1913/7/30 古東洋社 大正１

此花 ｺﾉﾊﾅ 明治43.01.01 1910/1/1 雅俗文庫 明治２

さ

才媛文壇 ｻｲｴﾝﾌﾞﾝﾀﾞﾝ 大正06.04.01 1917/4/1 東亜堂雑誌部 大正１

財界研究 ｻﾞｲｶｲｹﾝｷｭｳ 大正15.06.10 1926/6/10 野村証券株式会社調 大正６

財界と新聞 ｻﾞｲｶｲﾄｼﾝﾌﾞﾝ 大正15.05.08 1926/5/8 新聞公論社 大正６

財政経済時報 ｻﾞｲｾｲｹｲｻﾞｲｼﾞﾎｳ 大正03.02.01 1914/2/1 財政経済時報社 大正１

砂丘 ｻｷｭｳ 大正05.03.25 1916/3/25 明星社 大正１

作と評論 ｻｸﾄﾋｮｳﾛﾝ 大正09.11.01 1920/11/1 朱雀社 大正２

東京大学大学院　法学政治学研究科附属

近代日本法政史料センター 明治新聞雑誌文庫
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The Japan punch ｻﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟﾝﾁ 文久02.05.25 1862/05/25 ［チャールズ・ワー 明治１

蠍 ｻｿﾘ 大正14.06.01 1925/6/1 酒井清一 大正５

さつき ｻﾂｷ 大正15.04.21 1926/4/21 さつき発行所 大正６

襍攷　江戸時代 ｻﾞｯｺｳｴﾄﾞｼﾞﾀﾞｲ 大正15.10.05 1926/10/5 江戸時代社 大正６

雑草 ｻﾞｯｿｳ 大正11.10.15 1922/10/15 九州歯科医学専門学 大正３

雜談 ｻﾞﾂﾀﾞﾝ 大正15.03.16 1926/3/16 東日雑談会 大正６

仙人掌 ｻﾎﾞﾃﾝ 大正15.06.01 1926/6/1 さぼてん社 大正６

珊瑚 ｻﾝｺﾞ 大正03.01.01 1914/1/1 珊瑚社 大正１

山上 ｻﾝｼﾞｮｳ 大正15.07.01 1926/7/1 山上社 大正６

サンデー毎日 ｻﾝﾃﾞｰﾏｲﾆﾁ 大正11.04.02 1922/4/2 大阪毎日新聞社 大正３

三百諸侯 ｻﾝﾋﾞｬｸｼｮｺｳ 明治27.03.21 1894/03/21 博文館 明治１

山門 ｻﾝﾓﾝ 大正15.02.03 1926/2/3 山門社 大正６

し

詩歌時代 ｼｲｶｼﾞﾀﾞｲ 大正15.05.01 1926/5/1 創作社 大正６

潮騒 ｼｵｻｲ 大正04.01.01 1915/1/1 武庫短歌会 大正１

詩界 ｼｶｲ 大正03.10.10 1914/10/10 桜雲吟社 大正１

史學界 ｼｶﾞｸｶｲ 明治32.02.26 1899/02/26 冨山房 明治２

詩神 ｼｼﾝ 大正14.09.01 1925/9/1 聚芳閣 大正５

自然科学 ｼｾﾞﾝｶｶﾞｸ 大正15.01.01 1926/1/1 改造社 大正６

思想 ｼｿｳ 大正10.10.01 1921/10/1 岩波書店 大正３

詞藻園 ｼｿｳｴﾝ 明治26.12.26 1893/12/26 詞藻園会 明治１

史談文藝 ｼﾀﾞﾝﾌﾞﾝｹﾞｲ 大正06.01.01 1917/1/1 史談文芸社 大正１

七人 ｼﾁﾆﾝ 大正12.04.01 1923/4/1 七人社 大正４

思潮 ｼﾁｮｳ 大正06.05.01 1917/5/1 岩波書店 大正１

思潮界 ｼﾁｮｳｶｲ 大正07.05.15 1918/5/15 中外出版社内思潮界 大正２

実業往来 ｼﾞﾂｷﾞｮｳｵｳﾗｲ 大正15.08.01 1926/8/1 実業往来社 大正６

実業画報 ｼﾞﾂｷﾞｮｳｶﾞﾎｳ 明治39.02.15 1906/2/15 近事画報社 明治２

児童界 ｼﾞﾄﾞｳｶｲ 明治32.01.01 1899/01/01 研玉社 明治２

史文 ｼﾌﾞﾝ 大正06.06.15 1917/6/15 春秋会 大正１

島根評論 ｼﾏﾈﾋｮｳﾛﾝ 大正13.09.15 1924/9/15 島根評論社 大正４

シムーン ｼﾑｰﾝ 大正11.04.01 1922/4/1 シムーン社 大正３

社會及國體研究録 ｼｬｶｲｵﾖﾋﾞｺｸﾀｲｹﾝｷｭ 大正08.03.15 1919/3/15 巣園学舎社会学研究 大正２

社会学研究 ｼｬｶｲｶﾞｸｹﾝｷｭｳ 大正14.04.25 1925/4/25 社会学研究発行所 大正５

社会学雑誌 ｼｬｶｲｶﾞｸｻﾞｯｼ 大正13.05.01 1924/5/1 日本社会学会 大正４

社会学評論 ｼｬｶｲｶﾞｸﾋｮｳﾛﾝ 大正15.01.20 1926/1/20 東洋社会学研究所 大正６

社會思想 ｼｬｶｲｼｿｳ 大正11.04.01 1922/4/1 社会思想社 大正３

社会主義研究 ｼｬｶｲｼｭｷﾞｹﾝｷｭｳ 大正13.05.01 1924/5/1 日本フェビアン協会 大正４

社會主義研究 ｼｬｶｲｼｭｷﾞｹﾝｷｭｳ 大正08.04.21 1919/4/21 平民大学 大正２

社會問題研究 ｼｬｶｲﾓﾝﾀﾞｲｹﾝｷｭｳ 大正08.01.20 1919/1/20 弘文堂書房 大正２

釋門哲學叢誌 ｼｬｸﾓﾝﾃﾂｶﾞｸｿｳｼ 明治18.01.20 1885/01/20 鴻盟社 明治１

写真芸術 ｼｬｼﾝｹﾞｲｼﾞｭﾂ 大正10.06.01 1921/6/1 東新商店出版部 大正３

東京大学大学院　法学政治学研究科附属

近代日本法政史料センター 明治新聞雑誌文庫
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ジャパンタイムス邦文パ

ンフレット通信

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｲﾑｽﾎｳﾌﾞﾝ

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾂｳｼﾝ

大正14.09.01 1925/9/1 ジャパンタイムス社

邦文パンフレット通

信部

大正５

宗教と科學 ｼｭｳｷｮｳﾄｶｶﾞｸ 大正14.05.01 1925/5/1 厚生閣 大正５

宗教と藝術 ｼｭｳｷｮｳﾄｹﾞｲｼﾞｭﾂ 大正09.12.01 1920/12/1 宗教と芸術社 大正２

秀才文芸 ｼｭｳｻｲﾌﾞﾝｹﾞｲ 大正15.05.01 1926/5/1 秀才文芸社 大正６

柔道 ｼﾞｭｳﾄﾞｳ 大正04.01.01 1915/1/1 柔道会本部事務所 大正１

主観 ｼｭｶﾝ 大正15.05.01 1926/5/1 主観社 大正６

淑女かゝみ ｼｭｸｼﾞｮｶｶﾞﾐ 明治44.12.01 1911/12/1 朝報社内入念舎 明治２

主潮 ｼｭﾁｮｳ 大正08.04.01 1919/4/1 春秋社、冬夏社 大正２

出版月評 ｼｭｯﾊﾟﾝｹﾞｯﾋﾟｮｳ 明治20.08.25 1887/08/25 月評社 明治１

主婦の友 ｼｭﾌﾉﾄﾓ 大正06.03.01 1917/3/1 東京家政研究会 大正１

趣味之友 ｼｭﾐﾉﾄﾓ 大正05.01.01 1916/1/1 趣味之友社 大正１

朱門 ｼｭﾓﾝ 大正14.10.01 1925/10/1 東京帝国大学文芸部 大正５

旬刊朝日 ｼﾞｭﾝｶﾝｱｻﾋ 大正11.02.25 1922/2/25 朝日新聞社 大正３

詩洋 ｼﾖｳ 大正13.10.05 1924/10/5 南風堂書店 大正４

商学研究 ｼｮｳｶﾞｸｹﾝｷｭｳ 大正10.05.10 1921/5/10 同文館 大正３

商学討究 ｼｮｳｶﾞｸﾄｳｷｭｳ 大正15.07.05 1926/7/5 小樽高等商業学校研 大正６

獎棋新誌 ｼｮｳｷﾞｼﾝｼ 大正14.01.01 1925/1/1 大野万歳館 大正５

尚志会雑誌 ｼｮｳｼｶｲｻﾞｯｼ 明治25.01.13 1892/01/13 尚志会本部 明治１

少女界 ｼｮｳｼﾞｮｶｲ 明治35.04.11 1902/4/11 金港堂書籍株式会社 明治２

少女倶樂部 ｼｮｳｼﾞｮｸﾗﾌﾞ 大正12.01.01 1923/1/1 大日本雄弁会 大正４

少女星 ｼｮｳｼﾞｮｾｲ 大正13.08.01 1924/8/1 大阪開成館 大正４

少女文藝 ｼｮｳｼﾞｮﾌﾞﾝｹﾞｲ 大正15.04.01 1926/4/1 新報社 大正６

小説倶楽部 ｼｮｳｾﾂｸﾗﾌﾞ 大正10.01.01 1921/1/1 民衆文芸社 大正３

少年倶樂部 ｼｮｳﾈﾝｸﾗﾌﾞ 大正03.11.01 1914/11/1 大日本雄弁会 大正１

少年世界 ｼｮｳﾈﾝｾｶｲ 明治28.01.01 1895/01/01 博文館 明治１

少年の友 ｼｮｳﾈﾝﾉﾄﾓ 大正12.06.01 1923/6/1 文武堂書店 大正４

少年文集 = Young

people's miscellany

ｼｮｳﾈﾝﾌﾞﾝｼｭｳ 明治28.07.08 1895/07/08 博文館
明治１

小令女 ｼｮｳﾚｲｼﾞｮ 大正15.06.01 1926/6/1 宝文館 大正６

女学雑誌 ｼﾞｮｶﾞｸｻﾞｯｼ 明治18.07.20 1885/07/20 万春堂 明治１

女學世界 ｼﾞｮｶﾞｸｾｶｲ 明治34.01.05 1901/1/5 博文館 明治２

女鑑 ｼﾞｮｶﾝ 明治24.08.08 1891/08/08 国光社 明治１

食 ｼｮｸ 大正14.04.01 1925/4/1 緑葉社 大正５

女子文芸 ｼﾞｮｼﾌﾞﾝｹﾞｲ 大正07.03.01 1918/3/1 女子文芸社 大正２

女子文壇 ｼﾞｮｼﾌﾞﾝｹﾞｲ 大正07.03.01 1918/3/1 女子文芸社 明治２

抒情詩歌 ｼﾞｮｼﾞｮｳｼｲｶ 大正14.10.20 1925/10/20 日本詩人恊会 大正５

抒情文学 ｼﾞｮｼﾞｮｳﾌﾞﾝｶﾞｸ 大正08.03.01 1919/3/1 抒情文学社 大正２

處女地 ｼｮｼﾞｮﾁ 大正11.04.01 1922/4/1 処女地社 大正３

処女文壇 ｼｮｼﾞｮﾌﾞﾝﾀﾞﾝ 大正06.05.01 1917/5/1 処女文壇社 大正１

女性 ｼﾞｮｾｲ 大正11.05.01 1922/5/1 プラトン社 大正３

東京大学大学院　法学政治学研究科附属

近代日本法政史料センター 明治新聞雑誌文庫



「大宅壮一文庫創刊号コレクション」　収録雑誌一覧

※創刊号のみ全文がパソコンで利用できます。　閲覧票に記入し掛員に提出してください。

2014/9/18

8/16

書名 ヨミ
創刊号発行日

（和暦）
西暦 発行所 収録CD

女性改造 ｼﾞｮｾｲｶｲｿﾞｳ 大正11.10.01 1922/10/1 改造社 大正３

女性日本人 ｼﾞｮｾｲﾆﾎﾝｼﾞﾝ 大正09.09.01 1920/9/1 政教社 大正２

書道及畫道 ｼｮﾄﾞｳｵﾖﾋﾞｶﾞﾄﾞｳ 大正05.10.05 1916/10/5 書道及画道社 大正１

書物往来 ｼｮﾓﾂｵｳﾗｲ 大正13.05.05 1924/5/5 従吾所好社 大正４

時流 ｼﾞﾘｭｳ 大正14.01.01 1925/1/1 時流社 大正５

史林 ｼﾘﾝ 大正05.01.01 1916/1/1 宝文館 大正１

白孔雀 ｼﾛｸｼﾞｬｸ 大正11.03.01 1922/3/1 稲門堂書店 大正３

詩を生む人 ｼｦｳﾑﾋﾄ 大正13.11.01 1924/11/1 詩を生む人社 大正４

新紀元 ｼﾝｷｹﾞﾝ 明治38.11.10 1905/11/10 新紀元社 明治２

新舊時代 ｼﾝｷｭｳｼﾞﾀﾞｲ 大正14.02.20 1925/2/20 明治文化研究会 大正５

仁侠 = The jinkyo ｼﾞﾝｷｮｳ 大正14.01.01 1925/1/1 雑誌仁侠社 大正５

新劇 ｼﾝｹﾞｷ 大正12.11.01 1923/11/1 新劇社 大正４

新興 ｼﾝｺｳ 大正13.02.10 1924/2/10 新興社 大正４

心光 ｼﾝｺｳ 明治37.05.28 1904/5/28 真宗東京中学制心会 明治２

新興 ｼﾝｺｳ 大正15.01.20 1926/1/20 横手産業興信社 大正６

新興童話 ｼﾝｺｳﾄﾞｳﾜ 大正14.12.01 1925/12/1 新興童話聯盟 大正５

新興文学 ｼﾝｺｳﾌﾞﾝｶﾞｸ 大正11.11.01 1922/11/1 新興文学社 大正３

新興文芸 ｼﾝｺｳﾌﾞﾝｹﾞｲ 大正15.01.01 1926/1/1 新興文芸社 大正６

新詩運動 ｼﾝｼｳﾝﾄﾞｳ 大正15.07.01 1926/7/1 新詩運動社 大正６

新詩綜 ｼﾝｼｿｳ 明治32.04.05 1899/04/05 三李堂 明治２

新時代 ｼﾝｼﾞﾀﾞｲ 大正06.10.01 1917/10/1 新時代社 大正１

新樹 ｼﾝｼﾞｭ 大正13.12.01 1924/12/1 新樹社 大正４

新小説[第二期] ｼﾝｼｮｳｾﾂ 明治29.07.27 1896/07/27 春陽堂 明治１

新生活 ｼﾝｾｲｶﾂ 大正04.06.15 1915/6/15 文学普及会 大正１

人生創造 ｼﾞﾝｾｲｿｳｿﾞｳ 大正13.06.01 1924/6/1 大阪屋号書店 大正４

新青年 ｼﾝｾｲﾈﾝ 大正04.10.01 1915/10/1 新青年社 大正１

新青年 ｼﾝｾｲﾈﾝ 大正09.01.01 1920/1/1 博文館 大正２

陣痛時代 ｼﾞﾝﾂｳｼﾞﾀﾞｲ 大正15.01.01 1926/1/1 陣痛時代社 大正６

新東洋 ｼﾝﾄｳﾖｳ 大正06.06.01 1917/6/1 新東洋社 大正１

新日本 ｼﾝﾆﾎﾝ 明治44.04.03 1911/4/3 冨山房 明治２

新日本之実業 ｼﾝﾆﾎﾝﾉｼﾞﾂｷﾞｮｳ 大正02.02.01 1913/2/1 新日本之実業社 大正１

審農雜誌 ｼﾝﾉｳｻﾞｯｼ 明治31.04.18 1898/04/18 審農雑誌社 明治２

新佛教 ｼﾝﾌﾞｯｷｮｳ 明治33.07.01 1900/7/1 仏教清徒同志会 明治２

新文藝 ｼﾝﾌﾞﾝｹﾞｲ 大正09.10.01 1920/10/1 新文芸社 大正２

人文地理 ｼﾞﾝﾌﾞﾝﾁﾘ 大正15.07.01 1926/7/1 人文地理学会 大正６

新文林 ｼﾝﾌﾞﾝﾘﾝ 大正01.12.01 1912/12/1 大日本文章学会 大正１

人民 ｼﾞﾝﾐﾝ 明治21.11.20 1888/11/20 日本書籍会社 明治１

心理学研究 ｼﾝﾘｶﾞｸｹﾝｷｭｳ 大正15.04.10 1926/4/10 岩波書店 大正６

す

彗星 : 江戸生活研究 ｽｲｾｲｴﾄﾞｾｲｶﾂｹﾝｷｭｳ 大正15.04.08 1926/4/8 春陽堂 大正６

隨筆 ｽﾞｲﾋﾂ 大正12.11.10 1923/11/10 随筆発行所 大正４

スター ｽﾀｰ 大正14.12.01 1925/12/1 スター社 大正５
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寸鐡 ｽﾝﾃﾂ 大正08.01.01 1919/1/1 博文館 大正２

せ

生活者 ｾｲｶﾂｼｬ 大正15.05.01 1926/5/1 生活者発行所 大正６

世紀 ｾｲｷ 大正13.10.01 1924/10/1 世紀社 大正４

青春時代 ｾｲｼｭﾝｼﾞﾀﾞｲ 大正11.01.01 1922/1/1 甲寅出版社 大正３

精神科学 ｾｲｼﾝｶｶﾞｸ 大正15.07.05 1926/7/5 イデア書院 大正６

聖潮 ｾｲﾁｮｳ 大正13.10.01 1924/10/1 浅草寺出版部 大正４

生長する星の群 ｾｲﾁｮｳｽﾙﾎｼﾉﾑﾚ 大正10.04.01 1921/4/1 新しき村出版部　曠 大正３

青鞜 ｾｲﾄｳ 明治44.09.01 1911/9/1 青鞜社 明治２

青銅時代 ｾｲﾄﾞｳｼﾞﾀﾞｲ 大正13.01.17 1924/1/17 青銅時代社 大正４

生徒世界 ｾｲﾄｾｶｲ 明治24.07.30 1891/07/30 学生館 明治１

性と戀愛 ｾｲﾄﾚﾝｱｲ 大正10.07.01 1921/7/1 性愛社 大正３

青年 ｾｲﾈﾝ 明治40.01.01 1907/1/1 青年社 明治２

西洋雜誌 ｾｲﾖｳｻﾞｯｼ 慶応03.10. 1867/10/ 江戸開物社 明治１

政理叢談 ｾｲﾘｿｳﾀﾞﾝ 明治15.02.20 1882/02/20 仏学塾出版局 明治１

星流 ｾｲﾘｭｳ 大正15.01.01 1926/1/1 星流社 大正６

蜻蛉洲 ｾｲﾚｲｼｭｳ 明治35.12.28 1902/12/28 万象館 明治２

世界映画 ｾｶｲｴｲｶﾞ 大正15.10.01 1926/10/1 世界映画社 大正６

世界趣味写真帖 ｾｶｲｼｭﾐｼｬｼﾝﾁｮｳ 大正11.12.01 1922/12/1 世界趣味写真社 大正３

世界之日本 ｾｶｲﾉﾆﾎﾝ 明治29.07.25 1896/07/25 開拓社 明治１

世界文學 ｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 大正13.04.03 1924/4/3 金星堂 大正４

赤甕 ｾｷﾖｳ 大正04.03.11 1915/3/11 赤甕会 大正１

赤榕樹 ｾｷﾖｳｼﾞｭ 大正12.10.01 1923/10/1 赤榕樹社 大正４

世間 ｾｹﾝ 大正14.02.01 1925/2/1 経済倶楽部社 大正５

世事畫報 ｾｼﾞｶﾞﾎｳ 明治31.07.13 1898/07/13 温古堂 明治２

赤旗 ｾｯｷ 大正12.04.01 1923/4/1 赤旗社 大正４

セックス ｾｯｸｽ 大正15.10.01 1926/10/1 文杭社 大正６

前衛 ｾﾞﾝｴｲ 大正11.01.01 1922/1/1 前衛社 大正３

先駆 ｾﾝｸ 大正09.02.01 1920/2/1 新人会 大正３

先駆 ｾﾝｸ 大正11.06.01 1922/6/1 日本教育者協会 大正２

潜在 ｾﾝｻﾞｲ 大正10.12.20 1921/12/20 潜在社 大正３

戰時畫報 ｾﾝｼﾞｶﾞﾎｳ 明治37.02.21 1904/2/21 近事画報社 明治２

戰車 ｾﾝｼｬ 大正15.03.01 1926/3/1 十方社 大正６

全真 ｾﾞﾝｼﾝ 大正13.01.01 1924/1/1 全真発行所 大正４

そ

層雲 ｿｳｳﾝ 明治44.04.20 1911/4/20 層雲社 明治２

造園学雑誌 ｿﾞｳｴﾝｶﾞｸｻﾞｯｼ 大正14.11.10 1925/11/10 日本造園学会 大正５

創作 ｿｳｻｸ 大正11.04.01 1922/4/1 創作社 大正３

創詩時代 ｿｳｼｼﾞﾀﾞｲ 大正15.06.01 1926/6/1 創詩時代社 大正６

騷人 ｿｳｼﾞﾝ 大正15.04.01 1926/4/1 騒人社 大正６

創造文芸 ｿｳｿﾞｳﾌﾞﾝｹﾞｲ 大正14.07.01 1925/7/1 創造文芸社 大正５

相談 ｿｳﾀﾞﾝ 大正13.07.01 1924/7/1 日本相談社 大正４
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早晩廢刊雜誌 ｿｳﾊﾞﾝﾊｲｶﾝｻﾞｯｼ 大正15.04.01 1926/4/1 有限社 大正６

草露 ｿｳﾛ 大正11.04.01 1922/4/1 草露詩社 大正３

祖國 ｿｺｸ 大正14.11.01 1925/11/1 祖国社 大正５

蘇比耶 ｿﾌｨｱ 大正15.04.05 1926/4/5 上智大学々友会 大正６

た

大亜細亜 ﾀﾞｲｱｼﾞｱ 大正11.10.01 1922/10/1 大亜細亜協会出版部 大正３

第一通信 ﾀﾞｲｲﾁﾂｳｼﾝ 大正06.04.01 1917/4/1 第一通信社 大正１

大觀 ﾀｲｶﾝ 大正07.05.01 1918/5/1 大観社 大正２

体験 ﾀｲｹﾝ 大正14.04.01 1925/4/1 体験社 大正５

大公論 ﾀﾞｲｺｳﾛﾝ 大正14.01.01 1925/1/1 大公論社 大正５

大衆 ﾀｲｼｭｳ 大正14.11.01 1925/11/1 大衆劇作家聯盟 大正５

大衆文藝 ﾀｲｼｭｳﾌﾞﾝｹﾞｲ 大正15.01.01 1926/1/1 二十一日会 大正６

大正詩文 ﾀｲｼｮｳｼﾌﾞﾝ 大正04.11.10 1915/11/10 雅文会 大正１

大正婦女社會 ﾀｲｼｮｳﾌｼﾞｮｼｬｶｲ 大正02.01.01 1913/1/1 大正婦女社会発行所 大正１

體性 ﾀｲｾｲ 大正10.12.01 1921/12/1 朝香屋書店 大正３

大東公論 ﾀﾞｲﾄｳｺｳﾛﾝ 大正12.07.01 1923/7/1 大東公論社 大正４

大日本醫事全誌 = Total

medical journal in

Japanese recorded

ﾀﾞｲﾆﾎﾝｲｼﾞｾﾞﾝｼ 明治18.05.25 1885/05/25 大日本医事全誌社

明治１

大日本消防恊會雜誌 ﾀﾞｲﾆﾎﾝｼｮｳﾎﾞｳｷｮｳｶ 明治36.07.30 1903/7/30 大日本消防協会 明治２

太陽 = The sun ﾀｲﾖｳ 明治28.01.05 1895/01/05 博文館 明治１

竹馬 ﾀｹｳﾏ 大正15.11.01 1926/11/1 渡辺篤後援会事務所 大正６

戦へ ﾀﾀｶｴ 大正14.03.01 1925/3/1 戦へ社 大正５

種蒔く人 : cahiers

idealistes des jeunes

ﾀﾈﾏｸﾋﾄ 大正10.02.15 1921/2/15 種蒔き社
大正３

ダムダム ﾀﾞﾑﾀﾞﾑ 大正13.11.10 1924/11/10 南天堂書房 大正４

達磨禅 ﾀﾞﾙﾏｾﾞﾝ 大正06.01.01 1917/1/1 仏心会本部 大正１

探檢世界 ﾀﾝｹﾝｾｶｲ 明治39.05.15 1906/5/15 成功雑誌社 明治２

探偵文藝 ﾀﾝﾃｲﾌﾞﾝｹﾞｲ 大正14.03.01 1925/3/1 奎運社 大正５

ち

地球 ﾁｷｭｳ 大正13.02.11 1924/2/11 内外出版株式会社 大正４

千葉県婦人脩養と文芸 ﾁﾊﾞｹﾝﾌｼﾞﾝｼｭｳﾖｳﾄ 大正06.05.20 1917/5/20 修養と文芸社 大正１

中央學術雜誌 ﾁｭｳｵｳｶﾞｸｼﾞｭﾂｻﾞｯｼ 明治18.03.10 1885/03/10 団団社支店 明治１

中央公論 ﾁｭｳｵｳｺｳﾛﾝ 明治32.01.15 1899/01/15 反省社 明治２

中央史壇 ﾁｭｳｵｳｼﾀﾞﾝ 大正09.05.01 1920/5/1 国史講習会 大正２

中外 ﾁｭｳｶﾞｲ 大正06.10.01 1917/10/1 中外社 大正１

中外新論 : the chiugai ﾁｭｳｶﾞｲｼﾝﾛﾝ 大正06.10.01 1917/10/1 中外新論社 大正１

中學生 ﾁｭｳｶﾞｸｾｲ 大正05.05.01 1916/5/1 研究社 大正１

中學世界 ﾁｭｳｶﾞｸｾｶｲ 明治31.09.10 1898/09/10 博文館 明治２

朝鮮写真画報 ﾁｮｳｾﾝｼｬｼﾝｶﾞﾎｳ 大正04.05.11 1915/5/11 朝鮮写真通信社 大正１

潮流 ﾁｮｳﾘｭｳ 大正14.05.01 1925/5/1 潮流社 大正５

地理と歴史 ﾁﾘﾄﾚｷｼ 明治33.03.16 1900/3/16 地理歴史学会 明治２
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地霊 ﾁﾚｲ 大正15.10.12 1926/10/12 地霊社 大正６

つ

通人倶楽部 ﾂｳｼﾞﾝｸﾗﾌﾞ 大正15.06.01 1926/6/1 通人倶楽部社 大正６

築地小劇場 ﾂｷｼﾞｼｮｳｹﾞｷｼﾞｮｳ 大正13.06.13 1924/6/13 築地小劇場 大正４

翔 ﾂﾊﾞｻ 大正15.11.01 1926/11/1 鳥取文芸聯盟 大正６

て

テアトル ﾃｱﾄﾙ 大正15.03.01 1926/3/1 十五年社 大正６

手紙雜誌 ﾃｶﾞﾐｻﾞｯｼ 明治37.03.26 1904/3/26 有楽社 明治２

テスト研究 ﾃｽﾄｹﾝｷｭｳ 大正13.03.01 1924/3/1 テスト研究会 大正４

哲學會雜誌 ﾃﾂｶﾞｸｶｲｻﾞｯｼ 明治20.02.05 1887/02/05 哲学書院 明治１

伝説 ﾃﾞﾝｾﾂ 大正15.06.01 1926/6/1 日本伝説学会 大正６

天地人 ﾃﾝﾁｼﾞﾝ 大正13.05.08 1924/5/8 三才社 大正４

と

東亞藝術 ﾄｳｱｹﾞｲｼﾞｭﾂ 大正03.04.01 1914/4/1 東亜芸術社 大正１

痘医月報 ﾄｳｲｹﾞｯﾎﾟｳ 明治26.04.10 1893/04/10 痘医月報社 明治１

踏影 ﾄｳｴｲ 大正11.11.25 1922/11/25 踏影会 大正３

淘宮術二七会々報 ﾄｳｷｭｳｼﾞｭﾂﾆﾅﾅｶｲｶｲ 大正13.09.12 1924/9/12 木村卓 大正４

東京 ﾄｳｷｮｳ 大正04.04.05 1915/4/5 雑誌『東京』社 大正１

東京 ﾄｳｷｮｳ 大正13.09.01 1924/9/1 実業之日本社 大正４

東京經濟雜誌 ﾄｳｷｮｳｹｲｻﾞｲｻﾞｯｼ 明治12.01.29 1879/01/29 経済雑誌社 明治１

東京独立雑誌 ﾄｳｷｮｳﾄﾞｸﾘﾂｻﾞｯｼ 明治31.06.10 1898/06/10 東京独立雑誌社 明治２

東京パック ﾄｳｷｮｳﾊﾟｯｸ 明治38.04.15 1905/4/15 有楽社 明治２

同志 ﾄﾞｳｼ 大正05.04.15 1916/4/15 同志発行所 大正１

同人社文學雜誌 ﾄﾞｳｼﾞﾝｼｬﾌﾞﾝｶﾞｸ 明治09.07.08 1876/07/08 同人社 明治１

冬星 ﾄｳｾｲ 大正13.05.05 1924/5/5 冬星発行所 大正４

投地 ﾄｳﾁ 大正10.01.01 1921/1/1 投地社 大正３

東方公論 ﾄｳﾎｳｺｳﾛﾝ 大正15.01.01 1926/1/1 東方公論社 大正６

東洋學藝雜誌 ﾄｳﾖｳｶﾞｸｹﾞｲｻﾞｯｼ 明治14.10.10 1881/10/10 東洋学芸社 明治１

東洋晝報 ﾄｳﾖｳｶﾞﾎｳ 明治36.03.10 1903/3/10 敬業社 明治２

東洋奇術新報 ﾄｳﾖｳｷｼﾞｭﾂｼﾝﾎﾟｳ 明治23.07.15 1890/07/15 ［東洋社］ 明治１

東洋經濟新報 ﾄｳﾖｳｹｲｻﾞｲｼﾝﾎﾟｳ 明治28.11.15 1895/11/15 東洋経済新報社 明治１

東洋思想研究 ﾄｳﾖｳｼｿｳｹﾝｷｭｳ 大正11.11.01 1922/11/1 亜細亜文化協会研究 大正３

東洋時論 ﾄｳﾖｳｼﾞﾛﾝ 明治43.05.01 1910/5/1 東洋経済新報社 明治２

東洋戰爭實記 ﾄｳﾖｳｾﾝｿｳｼﾞｯｷ 明治33.07.05 1900/7/5 博文館 明治２

東洋文化 ﾄｳﾖｳﾌﾞﾝｶ 大正13.01.15 1924/1/15 東洋文化学会 大正４

童話 ﾄﾞｳﾜ 大正09.04.01 1920/4/1 コドモ社 大正２

時の人 : 人物評論雜誌 :

the who's who

magazin

ﾄｷﾉﾋﾄ 大正13.08.01 1924/8/1 時の人社

大正４

獨立評論 ﾄﾞｸﾘﾂﾋｮｳﾛﾝ 明治36.01.01 1903/1/1 独立評論社 明治２

毒鼓 = The Dokku ﾄﾞｯｸ 大正08.10.21 1919/10/21 師子王文庫 大正２

取引所研究 ﾄﾘﾋｷｼﾞｮｹﾝｷｭｳ 大正14.01.01 1925/1/1 取引所研究社 大正５
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トルストイ研究 ﾄﾙｽﾄｲｹﾝｷｭｳ 大正05.09.01 1916/9/1 新潮社 大正１

な

なかま ﾅｶﾏ 大正15.05.01 1926/5/1 なかま社 大正６

ナツメ ﾅﾂﾒ 大正15.06.01 1926/6/1 ナツメ発行所 大正６

浪花文學 ﾅﾆﾜﾌﾞﾝｶﾞｸ 明治26.02.23 1893/02/23 図書出版株式会社 明治１

南欧文学 ﾅﾝｵｳﾌﾞﾝｶﾞｸ 大正13.05.01 1924/5/1 三田書房 大正４

南島 ﾅﾝﾄｳ 大正15.07.01 1926/7/1 京浜沖縄県学生会 大正６

南方ノ花 ﾅﾝﾎﾟｳﾉﾊﾅ 大正01.10.01 1912/10/1 南方の花社 大正１

に

にしき ﾆｼｷ 大正10.01.01 1921/1/1 薩南と人物刊行会 大正３

日曜学校 ﾆﾁﾖｳｶﾞｯｺｳ 大正03.09.15 1914/9/15 日本日曜学校協会 大正１

日曜画報 ﾆﾁﾖｳｶﾞｯｺｳ 大正03.09.15 1914/9/15 日本日曜学校協会 明治２

日露戰爭實記 ﾆﾁﾛｾﾝｿｳｼﾞｯｷ 明治37.02.18 1904/2/18 育英舎 明治２

日光 ﾆｯｺｳ 大正13.04.01 1924/4/1 日光社 大正４

日清戰爭實記 ﾆｯｼﾝｾﾝｿｳｼﾞｯｷ 明治27.08.30 1894/08/30 博文館 明治１

日本一 ﾆﾎﾝｲﾁ 大正04.10.01 1915/10/1 南北社 大正１

日本魂 : 國民精神作興雜

誌 : 青少年團研究機関 :

新宗教至誠教機関

ﾆﾎﾝｺﾝ 大正05.06.01 1916/6/1 日本魂社

日本映画 ﾆﾎﾝｴｲｶﾞ 大正13.06.10 1924/6/10 キネマ旬報社 大正４

日本楽曲会誌 ﾆﾎﾝｶﾞｯｷｮｸｶｲｼ 明治23.09. 1890/09/ 日本楽曲会 明治１

日本魂 ﾆﾎﾝｺﾝ 大正05.06.01 1916/6/1 日本魂社 大正１

日本写真会会報 ﾆﾎﾝｼｬｼﾝｶｲｶｲﾎｳ 明治40.10.31 1907/10/31 日本写真会 明治２

日本人. 第1次 ﾆﾎﾝｼﾞﾝ 明治21.04.03 1888/04/03 政教社 明治１

日本赤十字 ﾆﾎﾝｾｷｼﾞｭｳｼﾞ 明治24.12.29 1891/12/29 経世新報社 明治１

日本道徳叢誌 ﾆﾎﾝﾄﾞｳﾄｸｿｳｼ 明治27.11.30 1894/11/30 日本道徳会 明治１

日本之時事 =

Japanese times

ﾆﾎﾝﾉｼﾞｼﾞ 明治21.04.25 1888/04/25 博文館
明治１

日本美術 ﾆﾎﾝﾋﾞｼﾞｭﾂ 明治31.10.23 1898/10/23 日本美術院 明治２

日本評論 : 政治文學宗教

經濟社交上の要報評論

ﾆﾎﾝﾋｮｳﾛﾝ 明治23.03.08 1890/03/08 日本評論社
明治１

日本文化 ﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶ 大正15.02.01 1926/2/1 里見日本文化研究所 大正６

人間 ﾆﾝｹﾞﾝ 大正08.11.10 1919/11/10 玄文社 大正２

人間社会 ﾆﾝｹﾞﾝｼｬｶｲ 大正06.08.05 1917/8/5 魁文社 大正１

人間的 ﾆﾝｹﾞﾝﾃｷ 大正11.02.01 1922/2/1 人間的詩社 大正３

人情倶楽部 ﾆﾝｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ 大正07.04.01 1918/4/1 文教社 大正２

人情世界 ﾆﾝｼﾞｮｳｾｶｲ 明治29.07.28 1896/07/28 日本館本部 明治１

の

農業経済研究 ﾉｳｷﾞｮｳｹｲｻﾞｲｹﾝｷｭｳ 大正14.04.01 1925/4/1 岩波書店 大正５

農事雜報 ﾉｳｼﾞｻﾞｯﾎﾟｳ 明治31.07.14 1898/07/14 農事雑報社 明治２

は
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煤烟 ﾊﾞｲｴﾝ 明治42.07.01 1909/7/1 煤烟発行所 明治２

俳界 ﾊｲｶｲ 大正06.03.20 1917/3/20 俳界社 大正１

俳諧正風倶楽部 ﾊｲｶｲｾｲﾌｳｸﾗﾌﾞ 明治30.05.05 1897/05/05 俳諧正風倶楽部 明治１

俳句と批評 ﾊｲｸﾄﾋﾋｮｳ 大正08.06.01 1919/6/1 俳句と批評社 大正２

ハガキ文學 ﾊｶﾞｷﾌﾞﾝｶﾞｸ 明治37.10.01 1904/10/1 日本葉書会 明治２

白山文学 ﾊｸｻﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 大正14.07.01 1925/7/1 白山文学社 大正５

白鳥 ﾊｸﾁｮｳ 大正14.03.01 1925/3/1 白鳥詩社 大正５

芭蕉 ﾊﾞｼｮｳ 大正13.12.01 1924/12/1 芭蕉発行所 大正４

馬上大学 ﾊﾞｼﾞｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 大正02.04.07 1913/4/7 馬上大学社 大正１

話の世界 ﾊﾅｼﾉｾｶｲ 大正08.06.01 1919/6/1 日新閣 大正２

花乃園生 ﾊﾅﾉｿﾉﾌ 明治24.02.28 1891/02/28 仏教花園婦人会本部 明治１

蕃界 ﾊﾞﾝｶｲ 大正02.01.15 1913/1/15 生蕃研究会 大正１

反響 ﾊﾝｷｮｳ 大正15.04.01 1926/4/1 文化生活研究会 大正６

汎信州 ﾊﾝｼﾝｼｭｳ 大正14.01.01 1925/1/1 信濃協会 大正５

反省會雜誌 ﾊﾝｾｲｶｲｻﾞｯｼ 明治20.08 1887/08/ 反省会本部 明治１

ひ

火戯 ﾋｱｿﾋﾞ 大正15.08.01 1926/8/1 火戯発行所 大正６

光 ﾋｶﾘ 明治43.03.20 1910/3/20 写友会事務所 明治２

彼岸 ﾋｶﾞﾝ 大正14.03.01 1925/3/1 聚芳閣 大正５

美術 ﾋﾞｼﾞｭﾂ 大正15.10.01 1926/10/1 美術社 大正６

美術月報 ﾋﾞｼﾞｭﾂｹﾞｯﾎﾟｳ 大正14.10.01 1925/10/1 美術通信社 大正５

美術新論 ﾋﾞｼﾞｭﾂｼﾝﾛﾝ 大正15.11.01 1926/11/1 美術新論社 大正６

ひとみ ﾋﾄﾐ 大正13.06.15 1924/6/15 お江戸吟社 大正４

独り行く者 ﾋﾄﾘﾕｸﾓﾉ 大正12.12.05 1923/12/5 アジャンタ社 大正４

表現 ﾋｮｳｹﾞﾝ 大正10.11.03 1921/11/3 二松堂書店 大正３

兵庫文芸 ﾋｮｳｺﾞﾌﾞﾝｹﾞｲ 大正06.04.18 1917/4/18 緑猗軒 大正１

ふ

風俗 ﾌｳｿﾞｸ 大正05.09.01 1916/9/1 風俗社 大正１

風俗畫報 ﾌｳｿﾞｸｶﾞﾎｳ 明治22.02.10 1889/02/10 東陽堂 明治１

武侠世界 ﾌﾞｷｮｳｾｶｲ 明治45.01.01 1912/1/1 興文社 明治２

不二 ﾌｼﾞ 大正13.04.01 1924/4/1 不二社 大正４

婦女界 ﾌｼﾞｮｶｲ 明治43.03.01 1910/3/1 同文館 明治２

婦人界 ﾌｼﾞﾝｶｲ 明治35.07.01 1902/7/1 金港堂書籍株式会社 明治２

婦人畫報 ﾌｼﾞﾝｶﾞﾎｳ 明治38.07.03 1905/7/3 近事画報社 明治２

婦人くらぶ ﾌｼﾞﾝｸﾗﾌﾞ 大正09.10.01 1920/10/1 大日本雄弁会 大正２

婦人公論 ﾌｼﾞﾝｺｳﾛﾝ 大正05.01.01 1916/1/1 中央公論社 大正１

婦人週報 ﾌｼﾞﾝｼｭｳﾎｳ 大正04.11.05 1915/11/5 婦人週報社 大正１

婦人世界 ﾌｼﾞﾝｾｶｲ 明治39.01.03 1906/1/3 実業之日本社 明治２

婦人評論 ﾌｼﾞﾝﾋｮｳﾛﾝ 大正01.09.15 1912/9/15 朝報社 大正１

舞臺 ﾌﾞﾀｲ 大正07.04.05 1918/4/5 桔梗書房 大正２

舞台裏 ﾌﾞﾀｲｳﾗ 大正13.02.15 1924/2/15 舞台芸術研究所 大正４

葡萄樹 ﾌﾞﾄﾞｳｼﾞｭ 大正11.08.05 1922/8/5 葡萄樹社 大正３
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不同調 ﾌﾄﾞｳﾁｮｳ 大正14.07.01 1925/7/1 不同調社 大正５

不平 = The huhei ﾌﾍｲ 大正07.08.01 1918/8/1 公平会 大正２

不滅 ﾌﾒﾂ 大正13.02.20 1924/2/20 六人社 大正４

芙蓉 ﾌﾖｳ 明治23.05.21 1890/05/21 芙蓉会 明治１

フラーモ ﾌﾗｰﾓ 大正14.01.27 1925/1/27 フラーモ社 大正５

ブラックリスト ﾌﾞﾗｯｸﾘｽﾄ 大正15.06.08 1926/6/8 無差別社 大正６

仏蘭西語 ﾌﾗﾝｽｺﾞ 大正12.05.01 1923/5/1 仏蘭西語発行所 大正４

古壺 ﾌﾙﾂﾎﾞ 大正15.06.01 1926/6/1 古壺発行所 大正６

文化 ﾌﾞﾝｶ 大正09.01.01 1920/1/1 日本文化学院 大正２

文学界 ﾌﾞﾝｶﾞｸｶｲ 大正06.04.25 1917/4/25 愛人社 大正１

文學世界 ﾌﾞﾝｶﾞｸｾｶｲ 大正11.10.01 1922/10/1 文学世界社 大正３

文化雜誌 ﾌﾞﾝｶｻﾞｯｼ 大正11.10.01 1922/10/1 日本文化社 大正３

文芸運動 ﾌﾞﾝｹﾞｲｳﾝﾄﾞｳ 大正13.06.10 1924/6/10 文芸運動社 大正４

文芸界 ﾌﾞﾝｹﾞｲｶｲ 明治35.03.15 1902/3/15 金港堂書籍株式会社 明治２

文藝界 ﾌﾞﾝｹﾞｲｶｲ 明治35.03.15 1902/3/15 金港堂書籍株式会社 大正５

文藝講談 ﾌﾞﾝｹﾞｲｺｳﾀﾞﾝ 大正15.10.01 1926/10/1 ポケット講談社 大正６

文芸行動 ﾌﾞﾝｹﾞｲｺｳﾄﾞｳ 大正15.01.01 1926/1/1 文芸行動社 大正６

文藝時代 ﾌﾞﾝｹﾞｲｼﾞﾀﾞｲ 大正13.10.01 1924/10/1 金星堂 大正４

文藝春秋 ﾌﾞﾝｹﾞｲｼｭﾝｼﾞｭｳ 大正12.01.01 1923/1/1 文芸春秋社 大正４

文芸城 ﾌﾞﾝｹﾞｲｼﾞｮｳ 大正15.11.01 1926/11/1 文芸城社 大正６

文芸新潮 ﾌﾞﾝｹﾞｲｼﾝﾁｮｳ 大正14.06.01 1925/6/1 文芸新潮社 大正５

文藝道 ﾌﾞﾝｹﾞｲﾄﾞｳ 大正15.03.01 1926/3/1 文芸進路社 大正６

文芸日本 ﾌﾞﾝｹﾞｲﾆﾎﾝ 大正14.04.01 1925/4/1 文芸日本社 大正５

文芸ノ先駆 ﾌﾞﾝｹﾞｲﾉｾﾝｸ 大正13.12.01 1924/12/1 新詩壇社 大正４

文芸批評 ﾌﾞﾝｹﾞｲﾋﾋｮｳ 大正14.11.01 1925/11/1 文芸批評社 大正５

文芸復興 ﾌﾞﾝｹﾞｲﾌｯｺｳ 大正14.02.01 1925/2/1 文芸復興社 大正５

文章 ﾌﾞﾝｼｮｳ 明治25.11.10 1892/11/10 芙蓉閣 明治１

文章 ﾌﾞﾝｼｮｳ 明治31.01.25 1898/01/25 益友社 明治２

文章往來 ﾌﾞﾝｼｮｳｵｳﾗｲ 大正15.01.01 1926/1/1 春陽堂 大正６

文章倶樂部 ﾌﾞﾝｼｮｳｸﾗﾌﾞ 大正05.05.01 1916/5/1 新潮社 大正１

文章世界 ﾌﾞﾝｼｮｳｾｶｲ 明治39.03.15 1906/3/15 博文館 明治２

文星 ﾌﾞﾝｾｲ 明治33.05.10 1900/5/10 四海堂 明治２

文鳥 ﾌﾞﾝﾁｮｳ 大正11.02.01 1922/2/1 オワシス新聞社 大正３

吻土 ﾌﾝﾄﾞ 大正12.07.01 1923/7/1 吻土社 大正４

文明雜誌 ﾌﾞﾝﾒｲｻﾞｯｼ 明治26.03.03 1893/03/03 文明雑誌社 明治１

文明批評 ﾌﾞﾝﾒｲﾋﾋｮｳ 大正07.01.01 1918/1/1 文明批評社 大正２

へ

平民新聞 ﾍｲﾐﾝｼﾝﾌﾞﾝ 明治36.11.15 1903/11/15 平民社 明治２

霹靂 ﾍｷﾚｷ 大正09.03.20 1920/3/20 建設社 大正２

變態・資料 ﾍﾝﾀｲｼﾘｮｳ 大正15.09.15 1926/9/15 文芸資料編輯部 大正６

變態心理 ﾍﾝﾀｲｼﾝﾘ 大正06.10.10 1917/10/10 日本精神医学会 大正１

ほ
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冒險世界 ﾎﾞｳｹﾝｾｶｲ 明治41.01.01 1908/1/1 博文館 明治２

芳譚雜誌 ﾎｳﾀﾝｻﾞｯｼ 明治11.07.01 1878/07/01 愛善社 明治１

法廷より社会へ ﾎｳﾃｲﾖﾘｼｬｶｲﾍ 大正09.06.01 1920/6/1 社会法律社 大正２

暴風雨の中に立ちて ﾎﾞｳﾌｳｳﾉﾅｶﾆﾀﾁﾃ 大正11.03.01 1922/3/1 国友社出版部 大正３

法友 ﾎｳﾕｳ 大正10.09.01 1921/9/1 法友会 大正３

法律春秋 ﾎｳﾘﾂｼｭﾝｼﾞｭｳ 大正15.09.01 1926/9/1 南郊社 大正６

放浪 ﾎｳﾛｳ 大正14.09.01 1925/9/1 中京文芸社 大正５

ポケット ﾎﾟｹｯﾄ 大正07.09.01 1918/9/1 博文館 大正２

母多比 ﾎﾞﾀﾋ 大正10.05.17 1921/5/17 母多比会 大正３

ボルズン ﾎﾞﾙｽﾞﾝ 大正15.06.20 1926/6/20 ボルズン社 大正６

ま

街 ﾏﾁ 大正13.11.08 1924/11/8 京都同志社大学内街 大正４

街 ﾏﾁ 大正15.04.01 1926/4/1 稲門堂書店 大正６

学の燈 ﾏﾅﾋﾞﾉﾄﾓｼﾋﾞ 明治30.03.15 1897/03/15 丸善株式会社書店 明治１

マルキシズムの旗の下に ﾏﾙｷｼｽﾞﾑﾉﾊﾀﾉﾓﾄﾆ 大正15.05.05 1926/5/5 ［白揚社］ 大正６

團團珍聞 ﾏﾙﾏﾙﾁﾝﾌﾞﾝ 明治10.03.14 1877/03/14 団団社 明治１

漫画の畑 ﾏﾝｶﾞﾉﾊﾀｹ 大正11.04.01 1922/4/1 漫画の畑社 大正３

み

未知 ﾐﾁ 大正11.07.01 1922/7/1 未知社 大正３

道 ﾐﾁ 大正14.06.01 1925/6/1 親鸞聖人研究発行所 大正５

緑の兜 ﾐﾄﾞﾘﾉｶﾌﾞﾄ 大正09.08.01 1920/8/1 緑の兜社 大正２

脈 ﾐｬｸ 大正13.04.01 1924/4/1 三四会文芸部 大正４

みやこ趣味 ﾐﾔｺｼｭﾐ 大正07.10.01 1918/10/1 志摩出版部 大正２

明星 ﾐｮｳｼﾞｮｳ 大正10.11.01 1921/11/1 「明星」発行所 大正３

未来人 ﾐﾗｲｼﾞﾝ 大正15.12.06 1926/12/6 未来人社 大正６

民間雑誌 ﾐﾝｶﾝｻﾞｯｼ 明治07.02. 1874/02/ 慶応義塾出版社 明治１

民族 ﾐﾝｿﾞｸ 大正14.11.01 1925/11/1 民族発行所 大正５

民本主義 = ﾐﾝﾎﾟﾝｼｭｷﾞ 大正08.03.01 1919/3/1 民本主義社 大正２

む

無我ノ愛 = The

Anatman love

ﾑｶﾞﾉｱｲ 明治38.06.10 1905/6/10 無我苑
明治２

無限 ﾑｹﾞﾝ 大正12.08.10 1923/8/10 無限支社 大正４

村雲 ﾑﾗｸﾓ 大正13.01.16 1924/1/16 北友雑誌社 大正４

め・も

明暗 ﾒｲｱﾝ 大正15.11.01 1926/11/1 明暗社 大正６

名家談叢 ﾒｲｶﾀﾞﾝｿｳ 明治28.09.20 1895/09/20 談叢社 明治１

明治豪傑譚 ﾒｲｼﾞｺﾞｳｹﾂﾀﾝ 明治24.10.22 1891/10/22 東京堂 明治１

明六雑誌 ﾒｲﾛｸｻﾞｯｼ 明治07.03. 1874/03/ 明六社 明治１

藻塩艸 ﾓｼｵｸﾞｻ 大正05.01.10 1916/1/10 藻塩艸会 大正１

や・ゆ

大倭心 ﾔﾏﾄｺﾞｺﾞﾛ 明治29.09.10 1896/09/10 女教社 明治１

優生運動 ﾕｳｾｲｳﾝﾄﾞｳ 大正15.11.01 1926/11/1 優生運動社 大正６
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雄辯 ﾕｳﾍﾞﾝ 明治43.02.01 1910/2/1 大日本図書株式会社 明治２

有名無名 ﾕｳﾒｲﾑﾒｲ 明治45.04.01 1912/4/1 雅俗文庫 明治２

ユウモア ﾕｳﾓｱ 大正15.12.01 1926/12/1 図画教育研究会雑誌 大正６

遊樂雜誌 : The ﾕｳﾗｸｻﾞｯｼ 明治39.03.20 1906/3/20 近事画報社 明治２

ゆにてりあん ﾕﾆﾃﾘｱﾝ 明治23.03.01 1890/03/01 惟一社 明治１

夢の世界 ﾕﾒﾉｾｶｲ 大正07.04.03 1918/4/3 あきらめ倶楽部 大正２

よ

妖怪學雜誌 ﾖｳｶｲｶﾞｸｻﾞｯｼ 明治33.04.10 1900/4/10 妖怪学雑誌社 明治２

養生雜誌 ﾖｳｼﾞｮｳｻﾞｯｼ 明治13.09.20 1880/09/20 ［養健舎］ 明治１

幼年雜誌 ﾖｳﾈﾝｻﾞｯｼ 明治24.01.03 1891/01/03 博文館 明治１

世の中 ﾖﾉﾅｶ 大正04.10.01 1915/10/1 実業之世界社 大正１

夜の幕 ﾖﾙﾉﾏｸ 大正10.05.01 1921/5/1 夜の幕社 大正３

り・れ

理化少年 ﾘｶｼｮｳﾈﾝ 大正07.01.01 1918/1/1 日本少年理化学会 大正２

六合雑誌 ﾘｸｺﾞｳｻﾞｯｼ 明治13.10.11 1880/10/11 東京青年会雑誌局 明治１

流行 ﾘｭｳｺｳ 明治32.09.15 1899/09/15 流行社 明治２

流行グラフ ﾘｭｳｺｳｸﾞﾗﾌ 大正14.04.01 1925/4/1 流行グラフ社 大正５

流行の流行 ﾘｭｳｺｳﾉﾘｭｳｺｳ 明治43.01.25 1910/1/25 東京流行社 明治２

猟人 ﾘｮｳｼﾞﾝ 大正13.06.01 1924/6/1 全芸術社 大正４

臨済大学学報 ﾘﾝｻﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸｶﾞｸﾎｳ 大正06.03.22 1917/3/22 向上会 大正１

令女界 ﾚｲｼﾞｮｶｲ 大正11.04.01 1922/4/1 宝文館 大正３

ろ

勞働者 ﾛｳﾄﾞｳｼｬ 大正15.12.01 1926/12/1 労働者社 大正６

勞働世界 ﾛｳﾄﾞｳｾｶｲ 明治30.12.01 1897/12/01 労働新聞社 明治１

露西亞藝術 ﾛｼｱｹﾞｲｼﾞｭﾂ 大正10.09.18 1921/9/18 露西亜芸術社 大正３

露西亜評論 ﾛｼｱﾋｮｳﾛﾝ 大正07.03.01 1918/3/1 進文館 大正２

ロシヤ研究 ﾛｼﾔｹﾝｷｭｳ 大正12.04.01 1923/4/1 春陽堂 大正４

ロシヤ文學 ﾛｼﾔﾌﾞﾝｶﾞｸ 大正10.09.05 1921/9/5 露西亜文学研究会 大正３

わ

惑星 ﾜｸｾｲ 大正15.04.01 1926/4/1 惑星社 大正６

早稻田講演 ﾜｾﾀﾞｺｳｴﾝ 明治43.05.26 1910/5/26 早稲田大学出版部 明治２

早稲田政治経済学雑誌 ﾜｾﾀﾞｾｲｼﾞｹｲｻﾞｲｶﾞｸ 大正14.05.18 1925/5/18 早稲田大学政治経済 大正５

早稲田叢誌 ﾜｾﾀﾞｿｳｼ 大正08.03.07 1919/3/7 早稲田大学 大正２

藁筆 ﾜﾗﾌﾃﾞ 大正15.09.01 1926/9/1 藁筆発行所 大正６

我等 : 政治・社會・教

育・文藝の批判

ﾜﾚﾗ 大正08.02.11 1919/2/11 我等社
大正２
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