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　　　　　　　　凡　　　　　　例

1．　本雑誌目録は当研究所が昭和40（1965）年12月末現在所蔵

　　している中国・朝鮮関係の雑誌（含新聞）’を収録したものである。

2．　収録の範囲

　　1．　中華人民共和国

　　皿．中華民国

　　　　m中国本土

　　　　②満　洲（含蒙古）

　　　　⑤台　湾

　　皿．韓　　国

　　w　朝鮮民主主議人民共和国

　　v　旧　朝　鮮

　　VI．其他（主に止記諸地域を含む東亜一般）

5　各項の中は中国文・欧文・日本文・朝鮮文に別け、雑誌名のABC

　　順に排列した。

4．記載は各雑誌の最新号によった。

5　現在継続中のものについては「～」を附してこれを示した。

6　この目録の編集を担当したのは資料室員常川静子である。
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1中華人民共和国

　　中国文

煤万ジ技求

　　煤窟技求編輯委員会　　北京　　煤炭工此出版社　　（月）　　26em

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（zxエーf）

　　1958（1～12）

煤炭工血
　　”煤炭工㎡編輯委員会　　北京　　煤炭工此出版社　　（旬）　　26cm

　　　1959（1～15噺　19～50）

武漢大学人文科学学報

　　武漢大学人文科学学報編揖委員会　　武漢　　新華書店　　26己m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－12）

　　1957川

地　理

　　中国地理学会・中国科学院i地理研究所　　北京　　科学出版社　　（年一6）

　　26cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXR－3）

　　1963（1～6），　1964（1～6）

地理学報
　　中国地理学会　　北京　　科学出版社　　（年一6）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXR－1）

　　25（1～6）（1959）

中国紡織
　　中国紡織編輯部　　北京　　紡織工典出版社　　（．月一2）　　26c∫n

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXエー6）

　　1957年17期～24貰月（1957：9～12）
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中国科学

　　　中国科学院　　北京　　（月）　　26cm　　　　　　　　（ZXS－↑）

　　　11（1～↑2）（り962），　｛2（1～12）（1963），

　　　13（マ吟し12＞（1964）

中国科学院歴史研究所第三所集刊
　　　中国科学院歴史研究所第三所編輯委員会　　北京　　科学出版社　　26em

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（zxq一イ）

　　　1（1954：7），　2（1955：7）

中国軽工止

　　中筆人民共和国軽エ叱部　　北京　　軽エ業出版社　　（月一2）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZX浮一7）

　　　1957（17～24），　1958（1～8，　↑↑，　14，　↑5，　1　7～20）

中国衣並科学

　　中国衣並科学院　　北京　　吹辿出板社　　（月）　　26cm

　　　］965（1］，　12）～

中国農報

　　中国農報編輯室　　北京　　宋並出販社　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXH－4）

　　　164～176（1957：1～12），　285～287↓1965：］～3）
　　　（停刊）

中国農報（増刊）

　　中国農報編輯室　　北京　　農業雑志社　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXH－5）

　　1957（7～12）

中国農塁

　　中国喪墨編輯室　　北京　　衷塁出版社　　（月一2）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXH－2）

　　1958（1～4，　6～］7）、　1959（1～24）

　　　　　　　　　　　　　　　　　一一2一



中国水利
　　中国水利編輯委員会　　北京　　水利出版社　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZX工・－2）

　1　5～1　6、　1　8～24　（1　957：f～4，　6～1　2），

　25～34（で958：1～10）

中央合作通訊

　中≦ξ全国供i省合作慧社　　北京　　財政経済出版社　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXH－1）

　1956（6～12），　1958（1～12）

大公報

　大公報社　　北京　　（口）　　55cm　　　　　　　　　　（ZXZ－2）

　1951年11，12月，1952年1～12月，1955年↑～10月，
　1954年1．月～↑957年12．月，　19［58年1～4，　8～12月，

　1959年1、12月，↑96］年4～10月，1963年1月～
　1965年12月～

屯力建設

　電力建設編輯委員会　　北京　　水利屯力出版社　　（月一2）　　26c皿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXエー4）

　　1958（1～4，　6～12）

学　習
　学習来志社　　北京　　同社　　（月一2）　　26c孤　　　　（ZXK－1）

　　1957（1～24），　1958（1～19）

人民中国（日本語版）

　人民中国編揖委員会　　北京　　外文出版社　　東京　　極東書店　　（月）

　　26c！n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－－108）

　　1954年1月～1957年4月，1959年1月～196・5年12月～
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人民日報
　　人民日報社　　北京　　（日）　　55c！n　　　　　　　　（Z又Z・一1）

　　1951年8～12月、　1952年1～12月、　1953年3～12月，

　　1954年1～11月令↑955年1月～†961年12月，1962年
　　1～6，8～12月、1963年1月～1965年12月～

人民日報索引

　　人民日援璽事館　　北京　　人民日報出版社　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（zxz－1）

　　1956年↑月倫～1959年11．弓仇1963年1～12月伶

計対経済
　　計窃経済編輯部　　北京　　計刈統計秦志社　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXB－3）

　　1957（4～12）、　1958（1～12）

　　〔1959年以降智白与統諸　と改題〕

計別与統計
　　計別与統計編輯部　　北京　　計別統計菜志社　　（月一2）　　26Cln

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXB－3）

　　1959（1，2）

　　（智割経済”の改題〕

経済研究

　　中国科学院経済研究編輯部　　北京　　経済研究茉志社　　　（月）　　26㎝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXB－2）

　　1（1955：4）～4，　6～44、　58～110（1965：12）～

　　〔附：関於我国過渡時期的経済規律問題討論専輯（1956年6月）〕

経済訳ム6
　　経済訣企編輯部　　北京　　科学出版社　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXB－5）

　　1957（1～12）～1959（1～12）
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建　築
　　中草人民共和国建筑工程部　　北京　　建筑工程出版社　　（月一2）

　　26cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ZX工一21）

　　95～118（1959：1～12）

紅　旗

　　紅旗妄志編輯委員会　　北京　　紅旗菜志社　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXK－－4）

　　1（1958：6）～171（1965：12）～

光明日報

　　光明日報社　　北京　　同社　　（日）　　55em　　　　（ZXZ－3）

　　1966年1月～

工商界

　　中隼全国エ商業聯合会　　北京　　財政経済出板社　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXD－1）

　　45～56（1957：1～12）

工程建設

　　工程建設編宇委貞会　　北京　　建筑工程出版社　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXエー5）

　　85～93（1957：4～1　2），　106～117（1959：1～12）

伶務根
　　袴暑扱編輯委員会　　北京　　沓暑筏社　　（年一6）　　26cm

　　1～4（1962：2～8）

民　報

　　民報編輯部　　東京　　民報発行部　　20cm　　〔科学出版社（北京）撮印。

　　合訂本〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－6）

　　1（↑～7）（1957），2（8～13，附一天討専号）㌻

　　3（14～20）う4（21《｝26）（1957）
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農業学報

　　中国農業学会　　北京　　科学出版社　　（季）　　26cm　（ZXH－5）

　　8｛2）（　］　9　5　7　：　5　），　9｛2）（　1　95　8　：　5　）

夜立技求

　　触技求編輯室　掠　↓月）　け・m　　　（ZXH－6）

　　275～286（1　965：］～1　2）～

北京大学学報（人文科学）

　　北京大学学報編輯委員会　　北京　　同大学　　（季）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－2）

　　↑　956（f～3），　↑　957（1～4），　↑　958（↑，　2）

歴史研究

　　房史研究編輯委員会　　北京　　后史研究条志社　　（月一2）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXQ－2）

　　で954（1・2，6），↑955（ド6）－9曽6仲～1イ），
　　1957t］～12），　1958，（1～12），　1959（1～］2），

　　1962（1～6）

上海工商資料
　上海市工商業聯合会　　上海　　同会　　17c辺　　　　　　　（ZXB－4）

　　〔1〕（1～100）（1950：↑～12），　2（1～104）（1951：
　　1～12），　3（1～1〔〕4）（1952：1～12）

新華月報

　新華月報社　　北京　　同社　　（月）　　26cm　　　　（ZXA－5）

　　1（1949：1重）～74（1955：↑2）

　　〔75、期（1956）以降徽華半月干lfと改題〕

新華半月刊

　新準半月刊社　　北京　　同社　　（月一2）　　26em　　（ZXA－5）

　　7　5（1956：1　）～166θ　↑　74～176，　185～189（i960：10）

　　〔敏華月報”の改題〕
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新建設

　　新建設3誌社　　北京　　同社　　（月）　　26cm　　　（ZXA－5）

　　100（1957：1）～135（1959：12）

水力笈屯

　　水力宝も編輯委員会　　北京　　水利亀力出版社　　（月一2）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（zxエー3）

　　55～74（1958：1～10）

天津大公報→大公報

統計研究

　　統計研究編揖委員会　　北京　　統計出版社　　（月．＞　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXL－2）

　　1958（1～9）

　　〔別に1958（1～4期）マイクロフィルム（AMF－L－8）あり〕

統計工作

　　統計工作編輯委員会　　北京　　計刻統計桑志社　　（月一2）　　26。m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXL－↑）

　　1957（1～24）◆　1958（1～24）

統計工作通訊

　　統計工作通訊編揖委員会　　北京　　計劾統計雑志社　　（月一2）

　　29cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXL－15　）

　　1956（5、　6，　10，　12，　15～19・　24）

財　政
　　財政出版社　　北京　　同社　　（月一2）　　26αn　　（ZXO－1）

　　16（り958：1）～27夕　29，，’31～54，　56～58（1960：2）

　　欧　　文

China｛4uarterly
　　　”Th・Chin・Quar七・nユy”L・nd。n（q）26・m（Z…4）

　　9（1962：Z）－24（1965：1弘）一
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China　Reconstracts
　　China　Welfareエnst三tu七e　Pθking　（M）　30㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－14）

2（6｝（1953治，3（い一6）（1954：ぢ，㌢弔，

4（1～12）（1955：1～f－2）｝　5（1～12）（1956），
6（2～12）（イ957）、　7（1～4）（1958）う10（12）（1961）

Contemporary　China
　　Dep七　〇f　Economlcs　and　Poli七iOaユ　Science，

　　Uni▽ersity　of　Hong　Kong　Hong　、Kong

　　Hong　Kong　UnivθrSitγPreSS　　（A）　250m（ZA－17）

1（1955）～5（1961／62）

DailyNews　Release
　　China　InfOrmatiOn　Bureau、　Press　Ad皿inistτa七ion
　　Peking　　　（Dl　　　2　6cn1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－9　）

244（1950：1）～891（1951：12）

Hsinhua　News　Agency　Release
　　peking　　（工）1　　26cm　　　　　　　　　　　　　　（ZA－18）

1956（Fθbruarア～Julユθ，　Auguet，　September）

Peking　RevieW
　　”P・kingR・▽i・w”P・king　画　2gcl・（ZR－2）

3（11亨　24～26，　28～31，　34，　36～52）（1960），

4（1～52）（1961）～8（1～52）（1965）～

People’s　China
　　Foreign　Languagθs　Press　　Pekユng　　　（Fl　　25c孤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（zA－一伯）

1　（1～5、　5～12）（f950：1～6），　2（1～12）（1950

：7～72），3（1～－12）（1951：1～6），4（1～で2）

（1951：7～12）令　1952（1、　3～15、 15～24）
（1952：1～12）　　1953（1＾》24）（1953：1～12）

QuarterlyEconomic　Review　of　China　and
　　Hong　KOng　はVI。其他（欧文の部）を見よ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－8一



Th・ee－M・nthlyE・・n・mi・R・vi・w　Chin・，

　　Hong　Kong，　NorthKoreaはVI．其他（欧文の部）を見よ。

　　日本文

アジア経済旬報（中国研究所）はVI．其他（日本文の部）を見よ。

アジア経済研究資料はVL其他（日本文の部）を見よ。

貿易委員会資料→　中研貿易委員会資料

中国経済情報

　神戸大学経済経営研究所　　神戸　　神戸商工会議所　　（月）

　　22～26cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－11　8）

　　1　（日召ラF025：で2）～117（昭禾日51：9）（停干：‖）

中国経済資料

　中国研究所　　東京　　（季）　　21～25cm　　　　（ZB－†59）

　　1（昭和31：4）～15／16（昭和36：3）

中国研究

　現代中国学会　　東京　　中国研究所　　く季）　　21cm　（ZA－74》

　　1（昭和22：6）～5，ア，8，f2～14（昭和26：6）

中国研究月報

　中国研究所　　東京　　（月）　　26cm　　　　　　　　（ZA－77）

　　146（昭和35：5）～214（昭和40：12）～

　　〔年国資料月報”の改題〕

中国研究所貿易委員会資料　→　中研貿易委員会資料

中国研究資料
　　大阪市立大学経済研究所中国研究班　　大阪　　26cm　　（ZA－125）

　　1（昭和50：5）～8（昭和30：12）

　　〔NO．9以降与ジア経済研究資料”と改題〕
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中国及びソヴエトの経済と貿易

　　アジア貿易調査会　　東京　　（月）　　②4cm

　　1　（昭和29：3）本　3（昭弐029：5）

中国資料月報

　　中国研究所　　東京　　C月）　　21c江　　　　　　　　　（ZA－77）

　　］（日～ヨ矛日21：｛1）～4膏　36，　41⑨　42，45ひ47～49，　52，

　　55，　67，　71，　75，　78，　86～145ぐβ召矛055：5）

　　〔N・．146以降緬醐究月報”と改題〕〔N・，36」78まで騨行

　　書（Br・30－52）扱ひ。〕

中研貿易委員会資料

　　中国研究所貿易委員会　　東京　　21cm

　　2（ε召矛022：9）

人民中国（日本語版）は1．・中華人民共和国（中国文0）部）を見よ。

新中国研究一産業経済分析資料一

　　東亜経済研究会　　東京　　26cm　　　　　　　　　　　（ZA－148）

　　］（6召元日3日・：2）～7“　13～24（1コ召ラ印i57：10）

　　特集その1～13（昭和56：11～昭和弓7：6）

　　待集上，下（沼和36：3，4）

中国研究所所報

　中国研究所　　東京　　2↑cm　　　　　　　　　　　　　　（ZA－77）

　　1（日召矛022：5）～7号　10，　12ラ　15，　17，　21～23

　　（日召禾024　：　1　0　）

　待報1（昭和23：］2）～5（昭和24：5）
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　　　　　　　　　　1　中華民国

（1）中国本土

　中国文

安徽建設月刊

　安徽省建設庁秘書処編訳股　　〔安慶〕　　同庁　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZX卜9）

　5（5，6）（国民20〔1931〕）

文　　学

　生活書店　　上海　　（月）　　26cm　　　　　　　　　　（zxp－2）

　1（1～5）（民国22〔1955〕：7～9），5（1）（民国24〔1955〕

　：7），6（1～6）（民国25〔］936〕：1～6）

文学月報

　文学月報社　　上海　　光華書局　　（月）　　26c田　　　　（ZXP－3）

　1（1～6・）（民国21〔1932〕）

文学院季刊

　金陵大学文学院学生自治会季刊委員会　　南京　　（季）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXP－4）

　（2｛1）（．民国24〔1955〕：6）

文芸叢刊

　国立中央大学文学院　　南京　　（年一2）　　国立中央大学出版組

　260m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXP－5）

　2｛1）（民国24〔1935〕：6）

文化戦繕

　上海編輯人協会　　上海　　（旬）　　26cm　合訂本　　　　（ZXP－6）

　1／4（民国26〔1957〕：10），5／8（民国26〔19ろ7〕：11）

文　　摘

　復旦大学文摘社　　上海　　黎明書局　　（月）　　26。m　（ZXA－14）

　　1（2り　ろ，　5）（民国26〔1957〕：2，　5，　5），

　2（1．2）（民国26（1937〕：7，8）
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文摘（戦時旬刊）

　　復旦大学文摘社　　上海　　黎明書局　　（旬）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－－15）

　　1（民国26〔1957〕：12）～53（民国27〔1958〕：9）

文哲季刊

　国立武漢大学文哲季刊委員会　　武昌　　国立武漢大学出版部　　（季）

　　26crn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXP－1）

　　4（2，4）（民目司24〔1935〕）1　5（1～5）（民国24～25

　　〔1935～56〕）

地政月刊
　中国地政学会　　南京　　同会　　（月）　　21cm　　　　（ZXR－2）

　2（7～12）（民国23〔重934〕）

中外経済抜’率

　中国国民経済研究所　　上海　　同所　　（月）　　21～26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXB－8）

　1｛71（民国26〔1937〕），4（1～12）（民国29〔194D〕），

　5（1～12）（民国30〔1941〕）

中外経済統計彙報

　中国聯合準備銀行調査室　　北京　　同行　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXL－5）

　2（2，3）（民国29〔1940〕：8，9），
　5（2，3，5）（「ミ「誓31〔1942〕：2，　3， 5）亨

　6｛2｜（民1詞31　〔1　942〕　：8），

　9（1～6）（罠’蜀33（1944〕：1～6）フ

　10（1～6）（民嘩ヨ33〔1亨44〕：7～12）

中国経済

　中国経済研究会　　南京　　同会　　（月）　　26cm　　　（ZXB－9）

　1（1～8）（民詞22〔1933〕），2（1～6．9）（民国23
　〔1　934　〕　），　3（1、　1　1　）　（民国24　〔1　935〕　），　5（8）

　（民∫言目26〔1937〕）

　〔2巻ウ期：中国経済史研究専号（上）〕
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中国建設

　　中詞建設協会　　南京　　同会　　（月）　　26cm　　　（ZXI－8）

　　1｛5｝（民国19〔1930〕：5），　4（3，　6）（民！司20（↑931〕：

　　9，12）♪5（4，5）（民国21〔1932〕：4，5）

　　〔り巻5期：水利専号、4巻5期：動力専号〕

中国農村

　　中国窪村経済研究会　　上海　　新知書店　　（月）　　22cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXH－7）

　　1（1～12）（民国23〔1934〕：10～民国24〔1955）：9）
　　2｛3）（民国25〔1936〕：3），3｛3）（民国26〔1937〕：5）

中国社会

　　中国社会問題研究会　　南京　　正中書局　　26cm

　　1｛5、（民’司24〔1935）：1）

中国雑誌

　　中国雑誌社編輯部　　南京　　南京中国雑誌社　　（月）　　260m

　　1｛41（民国20〔1931〕：11）

中華法学雑誌（新編）

　　中華民国法学会　　南京　　正中書局　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXM－↑）

　　1（5／6～9）（民国26（］957）：2－5）

中華教育界

　　中笹書局　　上海　　26CE1　　　　　　　　　　　　　　（ZXP－7）

　　15｛8）（民国15〔1926〕：2、，16（11）（民国16〔↑927〕

　　：5），24（1，12）（民国25〔1936〕：7，民伺26〔↑937〕
　　：6）

中華民国外交部公報→外交部公報

ヰ華民国実業部月刊→　実業部月刊
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中華雑誌

　　中轡肩訳社編輯委員会　　広州　　同社　　26cm

　　2｛21（民国20臼931〕：2），3（1，5）（民国22〔1933〕
　　：1，伯）

中行月刊

　　中国銀行総管理処経済研究室　　上海　　同処　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXF－1．－A）

　　1（1～6）促萬19・臼950〕：7～12），2（7～12）国閣
　　26臼931〕：1～6），5（1～6）（民国20〔1931〕：7～
　　12）．　5（1～6）（民｝詞21〔1932〕：7～12），　6（1～6）＋

　　：7（1～6）（民・ヨ…］22〔19315〕：1～12）～f2（7～6），

　　］3（1～6）（民国25〔1936〕：1～12），　14（1～3¶　6）

　　（民1司26〔1937）：1～3、　6）

中央導報

　　中1司司民党中央執監委員会非常会議　　〔発行地不明〕　　同会　　　（週）

　　25cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ZXN－5）

　　1　（」篭1司20〔1931〕：7）～10，　14、　15（民日ミ】20〔1931〕

　　：10）

中央銀行月報

　　中央根行経済研究処　　上海　　司行　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXF－2）

　　4（5～12）（1毛司24〔1955〕），　5（1～12）（民国25

　　〔1936〕）．　6（1～7）（民司26〔1937〕　）

　　〔5巻1号：中司金強専号，5巻3号：司祭金融専号〕

中央半月刊

　　中司1司民党中央執行委員会宣伝部　　南京　　同会　　（弓一2）　　25cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXK－5．－A）

　　1（｛至…i詞16〔1927〕：6），　2，4～9， 11～16。　19～22
　　（民｝司17〔1928〕：5），　2（2，　3、　10）（疑司17〔1928〕
　　：　1　0，　1　1，　時認1　8〔1　929〕　：’2）
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中央研究院院務月報→　国立中央研究院院務月報

中央週刊

　中央週刊社　　重彊　　（週）　　26cm

　　1　（1～5）（、迂国27〔1938〕：7～9）

中聯銀行月刊

　　中国聯合準備銀行凋査窒　　北京　　司行・　（月）　　26cm

　　8（5、（民i葺ヨ33〔1　944〕：1　1　）

　　〔幾争経済専号〕

中等教育

　　中闇中等孜育協進社　　上海　　同托　　26em

　　2｛5｜（民国13〔1924〕：2）

中山文化教育館季刊
　　中山文化致育館　　南京　　同館　　（季）　　26cm　　　↓ZXP－8）

　　2（31（民国24〔19ろ5〕：秋季号），

　　3｛2）（民国25〔1936〕：夏季号）

中山大学文史学研究所月刊→国立中山大学文史学研究所月刊

中山大学語言歴史研究所週刊　→　　国立中山大学語言歴史研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　週刊

中山県政季報

　　中山県政府筆二科　　広州　　中山県政府庶務処　　（季）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXN－4）

　　1／2｝掴合τll（畏1素120〔il931〕：］　）

大中華

　　大中華雑誌社　　上海　　中華書局　　26cm

　　1｛4、（　民1司4　〔　1　9　1　5　〕　：　4　）

大民会報

　　大民会総本部　　南京　　同部　　　（月一2）　　21cm

　　13～1　7（民1詞28〔1　939〕：8～1　0）

　　　　　　　　　　　　　　　　－15一



大東亜

　　大東亜雑誌涌揖部　　上海　　大東亜雑誌経理部　　（月）　　26cm

　　1（1～4）（民国31〔1942〕：4～7）

独立評論

　　独立評論社　　北平　　同社　　（週）　　26cm　　　　（ZXN－5）

　　29（民国21〔1932〕：12），94、180，207～209、
　　212，226，227，244（民国26〔1937〕：7）

読書生活

　李公撲　　上海　　上海雑誌公司　　（月）　　26Cln　（ZXA－17）

　　2（8残　10，　11）（民1司24〔1955〕：8，　9，　1〔｝），

　　4（6，　7）（民1司25〔1936〕：7，8）

道路月刊

　　中華全国道洛建設協会　　上海　　同協会　　（月）　　23cm

　　5｛1｝（民司12〔1923〕：3），6｛21（民国12〔1925〕：7）

　　〔5巻1号：週年紀念号〕

燕京学報
　涜京大学恰仏燕京学社北京塀公処熊京学報編輯委員会　　北京　　同処

　　（年一2）　　26cm　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－1）

　　4（民国17〔1928〕：12）～11，19’28，29，31～39
　　（1950）

遠東貿易月報

　遠東貿易月報社　　東京　　同社　　（月）　　30cm

　　1（1～1　0）（民1司27〔1958〕），　2（2～9）（巨…1司28（1939〕）

婦女雑誌

　商務印書館　　上海　　（月）　　26cm　　　　　　　（ZXA－51）

　　12（11）（民国15〔1926〕）
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外交部公報

　中華民国外交部情報司　　南京　　同司　　（月）　　26αn

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXN－6）

　8（12）（民i司24〔1955〕），　9（1，5，7）（民・司25〔1936〕）

外交月報

　外交月根社　 4ヒ平　 同社　　（月）　　26cm　　　　（ZXN－7）

　5（61（民国23〔1935〕：12）、11｛1）（民司26〔1937）：7）

外交評論

　外交評論社　　南京　　同社　　（年一10）　　26c！n　（ZXN－8）

　　2（5、4）（民蜀22（1955〕：5，4），6（1｝（民「司25〔1936〕
　　：1　）、　7（2今　5，　5）　（晃国25〔1　956〕　：9，　1　0，　1　2），

　　9（11（民国26〔1937〕：7）

　　〔6巻1号：1956年世界政治経済功向専号、9巻↑号：5週年記念専号〕

合作月刊

　中国合作学社　　南京　　同社　　（月）　　26cm

　　6（2）（民国25〔1954〕：2）

合作与農村

　黎明書局　　上海　　（月）　　26em

　　13（民1ミヨ26〔1937〕：4）

翠弓
　　翠弓九臼刊社　　広州　　26cm

　　4（民目司22〔19三53〕：8），　2（5う6，8，　10，11）（民i司23

　　〔19ろ4〕：3～9）

現　代

　　現代書局　 上海　　（月）　　26cm

　　6｛31（民岡24〔1935）：4）
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現代仏教
　現代僧伽社　　庫門　　（年一10）　　26cm

5（5｝（民1ヨ司21　〔1952〕：ろ）

現代評論

　現代評論社　　北京　　（週）　　26cm　　　　　　　（ZXA－55）

1（1～26）（民司13〔1924〕：12～民国14〔1925〕：6），

3（65，74）（民国15〔1926〕：3，5），4（85～93，95～
104），（民1ヨ司15〔1926〕：7～12），　5（105，　106）（莞1司

15〔1926〕：12）

現代生産雑誌
　現代生産雑誌社　　広州　　（月）　　26cm

2nl（民国25〔1　936〕　：1　）

現代社会経済
　i現代社会経済社　　　上海　　　同社　　　（月）　　　26cm　　（ZXB－11）

1（3）（民i詞21〔1932〕：11）

月報→開明書店月報

銀行月刊
　北平銀行月刊社　　北平　　同社　　（月）　　26cm　　　（ZXF－5）

1（1～12）（民国10〔1921〕）～8（1～12）（民国17〔1928〕）

銀行週報
　銀行週報社　　上海　　同社　　（週）　　26cm　　　　　（ZXF－4）

10週年稔刊（異司16〔1927〕：10），16（41’，42）（醐
21〔1932〕：10う　11），　19（24う　28～50）（民国24

〔1935〕：6～12）う20（1～50）（民国25〔1936〕：1～
12）、　21（1～3，5～35，57，　38，40～43）（民国26〔1957〕：1～11），

22（1～6，　3D）（尾司27〔1938〕：1～8），　24（1～40，　42，　43，　45～50）

（亮「司29〔1940〕：1～12），25（1～7，9～50）（民国30〔1941〕：1～

12），　26（1／2～23／24）（民日ヨ三51〔1942〕：1～6）、　27（25／26～

33／54，57／38～47／48）（民国32臼945〕：7～12），28（1／2～

9／10）（民1司53〔↑943〕：1～3）
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銀銭界

　　銀銭界社　　上海　　同社　　（月）　　26cm　　　　　（ZXF－5）

　　4（2～11／12）（民司29、〔1940〕）

軍事政治月刊

　軍事政治月刊社　　〔不明〕　　（月）　　26cm

　　2（民国15〔1926〕：2）》8（民国15〔1926〕：8）

辺事研究

　　辺事研究会　　南京　　同会　　（月）　　26cm　　　　（ZXN－9）

　　2｛11（民1司24〔1　955〕　：6）

法学叢刊

　　法学護刊社　　南京　　（月）　　同社　　21cm　　　　　（ZXM－2）

　　5（1，　5／6．7，9／10～12，（民ほ‖24〔1955〕：1～民1詞

　　25〔1936〕：1），4（1，2／3玉5，8／9）（民国25〔1956〕
　　：2～9）

　　〔3巻5／6号：破産法専号〕

輔仁学誌

　　輔仁大学輔仁学誌編輯委員会　　北平　　同大学図書館　　（年一2）

　　26cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXQ，－3）

　　8（1，2）（民国28〔1959〕：6，12），

　　9（1，2）（民国29〔1940〕：6，12）

北平大学学報→国立北平大学学報

法令週報
　　静　衛（編）　上海　　上海法学書局　　（週）　　26cm

　　23（民国24〔19ろ5〕：6）～29，31～35（民国24
　　〔1935〕：8）
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法令週刊

　上海法学編輯社　　上海　　会文堂新記薄局　　（週）　　26cm

　　（合訂本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXM－4）

　　1（1～26）（民国19〔1950〕：7～12），　5（53～78）

　　（民国20〔1931〕：7～12）～7（157、182）（民国22
　　〔1933〕：7～12）覧　9（2G9～254）（民国25〔1934〕
　　：7～12）～115（515～326）（民1詞25〔1936〕：7～9）

法律評論

　法律評論社　　北京　　（圃）　　26cm　　　　　　　　（ZXM－5）

　8（』毫・詞12〔1925〕：8）＞　10，　17》25～三52，35（民国15

　　〔1924〕：2）

法声週刊

　国立広東法科学院学生自治会出版委員会　　広州　　（週）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXM－5）

　1　（1～4）（民E司24〔1935〕：4～5）

評論之評論

　　評論之評論社　　上海　　蒸東図書局　　26cm

　　1｛11（民国9〔1920〕：12）

時代公論

　　時代公論社　　南京　　（週）　　26cm　　　　　　　（ZXA－19）

　　34（民周21〔1952〕：］］）～57，39，42，43，45～47，
　　64，　75～76，　88，　96、　102（民［i司23〔1954〕：3）

見童世界

　　商務印書館　　長沙　　（月一2）　　18cm

　　39（8／9／10）（民国26〔1937〕：12）

時事月報

　　時事月報社　　南京　　llE中書局　　（月）　　26cm　　（ZXA－20）

　　8（1～4）（民1遍22〔1933〕：1～4），10（2～4）（民国23
　　〔↑934）：2～4），　16（↑，　3～6）（民日ヨ26〔1937〕：↑，

　　3～6），18（5）（民国27〔1958〕：5）
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時事類編

　　中山文化教育館　　南京　　（旬）　　26Cln　　（ZXA－21．－A）

　　1　（1，　2，　4～6タ　9，　1　0，　1　2，　1　4）　（民βヨ22〔1　935〕　：8～

　　12），2（2，4，6，7，9～22724，25，27，28）（民国
　　25〔1954〕二1～⑫），5（1～10，12－5パ9）（民国24〔1955〕

　　：1～11），4（2，4，14～18，21）（民国25〔195・6〕：

　　　1～12），5（2～4，11，15）（民国26〔1937〕：1～8），特F‖－9，10（掴
　　　27〔1938〕：2）

仁　愛

　　広東仁愛善堂宣化部　　広州　　仁逆月刊社　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXP－9）

　　1（1，2，4，5，7／8）（民国24（1935〕：5～12

自修大学

　　平　　心（編）　　上海　　上海雑誌公司　　（月一2）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ZXA－22）

　　1巻1輯（1～8号）（民国26〔1937〕：1～5），

　　1巻2輯（11，13号）（民国26〔1937〕：6，7）

実業部月刊

　　中華民国実業部統計処　　南京　　実業部総務司第四科　　（月）

　　26cm

　　1（6｝（民国25〔1936〕：9）

実業部広州商品検験局彙刊→広州商晶検験局彙刊

実業統計

　　中華民国実業部統計長榊公処　　南京　　同処　　（年一6）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXL－6．－A）

　　1（1，2，3／4，5／6）（民国22〔1953〕：2～12）
　　2（1～6）（民国25〔1934〕：2～12）
　　3（11（民国24（1935〕：2）

　　〔2巻5号：物価金融専号〕
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実業特刊
　　広州実業聯合会　　広州　　同会

　　1（発行年月不明）

実業雑誌
　　広東実業団　　広州　　同実業団　　（月）　　26cm

　　1（民国6〔1917〕：7），51（民国9〔1920〕：5）

女師大学術季刊
　　国立北平大学女子師範学院図書出版委員会　　北平　　同会　　（季）　26。m

　　2（1）（民国20〔1951〕：4）

科　学

　　中国科学社　　上海　　同社　　（月）　　260m　　　　　　（ZXS－2）

　　12（11）（民国16〔1927〕：11），15｛11（民国17〔1928〕
　　：1），14｛4）（民国18〔1929）：12）

科学生活

　　科学生活社　　上海　　同社　　（月）　　26cm

　　5（3／4～6）（民国29〔1940〕：7～11）

華互月報

　　華互月報編輯部　　広州　　華僑互助社広州分社　　（月）　　26αn

　　1｛2）（民国20〔1951〕：2）

華北合作

　　華北合作編輯室　　北京　　華北合作事業総会　　（月）　　26cm

　　9（1～6）（民国52〔1943〕：1～12），

　　10（1）（民国35〔1944〕：2）

華北農業

　　日華農学会　　北京　　同会　　26Cm

　　1（↑，2）（民国29〔f940〕：1，4）
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河北財政公報
　　河北省財政庁第四科　　天津　　同庁庶務科　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（zxc－3）

　　30（民国21〔1932〕：5），35，34，58～40，42，43，
　　64（民国24〔1955〕：1）

開発西北

　　開発西北協会　　南京　　正中書局　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－23）

　　2（2，5）（民国25〔1954〕：8，9）

　　〔2巻2期：西康専号，2巻3期：年会専号〕

海関進出口貿易統計月報

　　上海総税務司署統計科　　上海　　（月）　　27cm　　　（ZXL－14）

　　民国21〔1932〕年1月～民国25〔1956〕年9月戊

　　民国26〔1937〕年1～12月，民国27〔1938〕年1～6月，

　　10～12月，民国28〔1959〕年1月～民国50〔1941〕年10月

華僑実業月刊

　　華僑実業月刊社　　広州　　（月）　　26c皿　　　　　（ZXB－12）

　　1（1～4）（民1ミヨ20〔1951　〕：6角～10）

　　〔1巻4期：国貨専号〕

囲明書店月報

　　開明書店　　上海　　（月）　　26cm　　　　　　　　（ZXA－18）

　　1　（1～4）　（民国26〔1957〕）

華　年

　　華年週刊社　　上海　　同社　　（週）　　26cm　　　（ZXA－24）

　　3（21～23も25，26胃39～43）（民国25〔1954〕：
　　5～10）

館棄→北京近代科学図書館刊
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汗血月刊
　　汗血月刊社　　上海　　汗1血書店　　（月）　　26cm　　（ZXA－25）

　　3（2，　3）（民国23〔1954〕：5⑨　6）

漢口商業月刊

　　漢〔1市商会商業月刊社　　漠口　　漢口市商会　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXB－15）

　　1（61（民国23〔1954〕：6）

漢口賞務月刊
　　中国国民量漢口特別市鷺部臨時整理委員会宣伝部　　漢口　　同部　　（月）

　　26cm

　　6（民国19〔1950〕：11）

　　〔総理誕辰紀念専号〕

関　声

　　全国海関外班華員倶楽部総部宣伝科　　上海　　（月）　　26em

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－26）

　　2（3、　6，　8～10，　12）（民1詞21〔1932〕：12～民違122

　　〔1953）：9）、　3（　1，　2，　4～12）（民1国22（1955〕：10

　　～民国24〔1935〕：3），4（1～12）（民国24〔1955〕：7
　　～民1詞25〔19三～6〕：6），　5（1～12）（民国25〔1956〕：7

　　～民国26〔1957〕：6）

貰撤評論
　　貫激評論社　　広州　　同社　　（月一2）　　26cm　　（ZXA－27）

　　1（2～12）（民国27〔19辞〕：4～9），
　　2（1，　2）（民国27〔1938〕：9，10）

広東平教

　　中国国民党広東省党部青年部平民教育委員会　　広州　　同委員会

　　（月）　　26cm

　　2，　3（民！玉】1　6〔1　927〕　：1　0，　1　1　）
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広東印花税務彙刊

　広東印花税局省河分局第一一股　　広州　　広東印花藩酒税局省河印花税分局

　26cm

　1（民国19〔1930〕：12）

広東経済建設月刊
　国民経済建設運勃委員会広東省分会・広東省建設庁　　広州　　広東経済建設

　月干lj社　　 （月）　　26cn1　　　　　　　　　　　　　　　（ZXB－14）

　1（民国26〔1937〕：1）～4、6～8（民国27〔1958〕：4）

広東建設

　広東建設庁編輯処　　広州　　　（月）　　26cm　　　　　（ZXエー13）

　　4（10，11）（民国18〔1929〕：11，12）》

　5（1，4／5，6）（民国19〔1930〕：2～7）

　　〔4巻11期：統計号之1，5巻1期：公洛専号，4／5胡：水産特刊〕

広東建設庁鉱業専号

　広東建設庁技術室鉱冶組　　広州　　26cm　　　　　　（ZXI－17）

　　2（民国25〔1956〕：4）

広東建設月刊

　広東建設庁　　広州　　同庁　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXI一寸2．－A）

　　1（1～12）（民国21〔1932〕：11～民国22〔1933〕：10），

　　2（1，2、4）（民国22〔1タ55〕：11～民国25〔1936〕：．
　　10）

広東建設公報

　広東建設庁編揖処　　広州　　同処　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZX工一14）

　　1　（5／6㊥　7／8）　（民国1　5〔1　926〕　：1　2、　民国16〔1927〕

　　：1）、2（1＞3／4，7）（民国16〔1927〕：ア，11g民国17
　　〔1928〕：1），4（1，2）（民国18〔1929〕：1，2）
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広東禁煙季利

　広東省禁煙委員会　　広州　　（季）　　同会　　26cm　　（ZXK－7）

　創刊号（発行年弓不明）

広東公路月刊

　広東省公路処編査股　　広州　　同処　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Z）ζ工一15）

　2（民国27〔1958〕：5）

広東民族

　広東省立民衆教育館　　広州　　同館　　26cm

　1（11｝（民国25〔1956〕：11），　2（5／6）（発行乍月不明）

広東農林月報
　広東省地方農林試駿場　　広州　　同試駿場　　（月）　　26cm

　3川（民国8〔1919〕：12）

広東農林季刊

　広東公立農業専門学校校友会編輯部　　広州　　同会　　　（季）　　26em

　1川（民国12〔1923〕：1）

広東留日学生雑誌

　広東留日学生雑誌編輯部　　広州　　広東留日学生同郷会　　26cm

　創干ll号（民｛詞1　1　〔1　922　〕　：5　）

広東慧声

　広東全省鷲業改良実施区総区　　広州　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXH－8）

　1（6，9，11，12）（民国24〔1955〕，2（1，2，495）
　（民国25〔1936〕）

広東青年

　中司国罠党広東省執行委員会青年部　　広州　　同部　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXK－6）

　4～15／16（民国16〔1927〕：4～9）

　　　　　　　　　　　　　　　　－26一



広東省調査統計局統計月刊→統計月刊

広東省参議会月刊

　広東省参議会秘書処　　広州　　（月）　　？6cm　　　　（ZXN－10）

　　L　2）5，6（民国24〔1935〕：5＄4，7，8）

広東省政府建設庁鉱業専号　→広東建設庁鉱業専号

広東省政府統計彙刊→統計彙刊

広東水利

　広東治河委貝会　　広州　　26cm　　　　　　　　　　　（ZX工一16）

　　1（民国19〔1950〕：6），5（民国21〔1932〕：12）

広東財政公報

　　広東財政庁秘書室　　広州　　広東財政庁公報室　　（週）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXC－5）

　　民国17〔1928〕（86期，1，05期，115期，114期，），
　　民国26〔1957〕（醐，3期，6期）

華商紗廠聯合会季刊
　　華商紗廠聯合会　　上海　　同会　　（季）　　26cm

　　1川（民国8〔1919〕：9）

壌海潮音

　　南海迅報社　　海口　　（月）　　26cm

　　5（6～9，12）（民国31〔1942〕），4（1～9，11，12）
　　（民国32〔1943〕）

経　済

　　国立中山大学経済研究会　　広州　　同会　　26cm

　　創刊号（曳1司24〔1935〕：4）

一 27一



経済学季刊

　　中国経済学社　　上海　　同社　　（季）　　26Cm　　　（ZXB－15）

　　2｛2｝（民国2　0　〔　1　9　31　〕　：　6　）

　　〔2巻2期：営業税専号〕

経済評論

　　中国経済評論社　　漢口　　同社　　　（月）　　26（m

　　2（10）（民国24〔1955〕），5（10）（民国25〔1936〕）

経済旬刊

　　江西省政府秘書処統計室　　　〔出版地不明〕　　（旬）　　26αn

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXB－16）

　　7（1～18）（民国25〔1936〕：7～12）

経済研究
　　中国経済研究会　　上海　　（月）　　同会　　26cm　　（ZXB－17）

　　1（1～12）（民国28〔1939〕：9～民国29〔1940〕：8），
　　2（1～12）（民国29〔1940〕：9～民国50〔1941〕：8），
　　5（1～12）（民国30〔1941〕：9～民国51〔1942〕：8），

　　4川（民国51〔1942〕：8）

経済研究
　　全国経済委員会経済調査研究所　　上海　　同所　　（月）　　26c皿

　　1（1、2）（民国33〔1944〕）

経済之研究

　　嶺南大学経済学会　　広州　　同会　　（月）　　22cm

　　4号（民国12〔1925〕：4／5）う2｛1）（民国12〔1925〕：10）

経済資料

　　中国経済研究所　　上海　　同所　　26cm　　　　　　　（ZXB－7）

　　創刊号（民国32〔1943〕：1）

経済資料両月刊→経済資料
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経済統計

　上海銀行週報社　　上海　　（月）　　18cm　　　　　　（ZXL－16）

　民国20〔1931〕年1月～10月、12月，

　民国21〔1952〕年1月～12月

経済統計月誌

　中国経済統計研究所　　上海　　（月）　　26cm　　　　　　（ZXL－7）

　　1（1～12）（民国23〔1934〕：1～12）～5（1～12）
　民国25〔1956〕：1～12）．4（1～4）（民国26〔1957〕：
　　1～4）

建　設

　建設ネ±　 ＿ヒ～毎　 同社　　（月）　　26cm　　　　　 （ZX工一18）

　　1（1～6）（民国8〔1919〕：8～民国9〔1φ20〕：1），2（1～

　5）（民国〔1920〕：2～6），5（1）（民国9〔1920〕：12）

建設季利

　建設委員会設計処　　南京　　同会　　（季）　　26cm　　（ZXI－19）

　　11（民liiヨ20〔1951〕：4）

　　〔西北専号〕

期刊索引

　中山文化教育館　　上海　　中国図書服務社　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－28）

　　1（1～5）（民国22〔1953〕：］1，民国23〔1934〕：5）

金陵学報

　　金陵大学金陵学報偏輯委員会　　南京　　同大学及中国文化研究所

　　（年一2）　　26cm　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－9）

　　1（1，　2）（民1司20〔り951〕：5，　11）～4（1，　2）

　　（民国23〔1934〕：5，11）

　　〔3巻1期：農業科学専号，4巻1期：理科専号〕

金融物価月刊
　　広東省調査統計局　　広東　　（月）　　26α田

　　1（7／9）（民国25〔1956〕）
　　　　　　　　　　　　　　　　－29一



金融導報

　　銀行学会　　上海　　同会　　（月）　　26cm　　　　　（ZXF－－6）

　　　2（］～12）（民国29〔1940〕）亨3（1～10）（民国50

　　　〔1941〕）

金融経済月刊

　　広州市立銀行経済調査室　　広州　　同室　　（月）　　26cm

　　　1（41（民国26（1957〕：10）今2（1）（民国27〔1958〕：7）

金融週報

　　中央銀行経済研究処　　上海　　同処　　（週）　　26cm　　（ZXF＿7）

　　　1（14）（民国25〔1956〕：4）？2（10）（民国25
　　　〔1936〕：9）

董察調査統計叢刊

　　窒察政務委員会秘書処第三組第三科　　北平　　同科　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXL－8）

　　　1（1～6）（民国25〔1936〕：7～12）う

　　　2（1，5～6）（民国26〔1957〕：115～6），
　　　3（1｝（民国26〔1957〕：7）

楯燈月刊→娩燈彙輯

椀燈彙輯

　　艦隊司令部特別党部　　〔出版地不明〕　　（月）　　26Cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXN－24）

　　17（民国25〔1954〕：5）～22，28～52，
　　　41～48（民国25〔1936〕：8）

国貨月刊

　　広州市提眉国貨委員会編輯股　　広州　　同委員会　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXB－18）

　　5（民国23〔1954〕：5）～5，7，週年紀念号、

　　2（8～11／12）， 3（1， 8， 11）（民国26〔1957〕：5）

一 30一



国貨月報
　高伯時（編）　　上海　　国貨月報社　　（月）　　26cm

　1｛4）（民国23〔1934〕：5）

国華半月刊

　国華半月刊編輯部　　広州　　国華報社　　（月一2）　　26Cln

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－29）

　1（1～5，　8、　10，　13、　16～19）（1亮国25〔1936〕：12～

　民国26〔1937〕：9）

国貨彙刊

　広東婦女提儂国貨会　　広州　　26cm　　　　　　　　　（ZXB－19）

　創刊号（民国20〔1951〕：7）

国貨研究月刊

　天津国貨研究所　　天津　　同所　　（月）　　26c孤　　　（ZXB－26）

　1（5～7）（民国21〔1932〕：10～12）

国貨商業特刊

　嶺東国貨商業特刊社　　汕頭　　同社　　（月一2）　　26em

　2（民国24〔1955〕：6）

国防論壇

　国防論壇社　　上海　　同社　　（月一2）　　26cm

　4（9／10）（民国24〔1935〕：10）

国聞週報

　国聞週報社　　上海　　同社　　26cm　　　　　　　　　（ZXN－11）

　2｛71（民国14〔1925〕：3），10（14），14（6～8，10～

　15令20，50）（民国26〔ig37〕：8）

国学季刊
　北京大学国学季刊編輯委員会　　北京　　北京大学出版部　　（季）

　26Cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－8）

　1（1～4）（民国12〔1923〕：1～10）、2｛1）（民国14

　〔コ925〕：12）
　　　　　　　　　　　　　　　　－31一



国　訊

　　張雪澄（編）　　上海　 国訊社　　（旬）　　26Cm

　　91（民国24〔1955）：4）

国民政府立法院統計処統計月報→統計月報

国民政府主計処統計局統計月報→統計月報

国立中央研究院院務月報

　　国立中央研究院文書処　　南京　　同院総桝事処　　（月）　　26Cm

　　1（2）（民国1　8　〔　1　9　2　9　〕　：　8　）

国立中山大学文史学研究所月刊

　　国立中山大学文史学研究所　　広州　　同大学出版部倦書処　　（月）

　　26cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXP－1　0）

　　2（5／4）（民国23〔1934〕：1），3｛1｝（民国25〔1954〕
　　：3）

国立中山大学語言歴史学研究所週刊

　　国立中山大学語言歴史学研究所　　広州　　（週）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXP－11）

　　10（110～120）（民国18〔1929〕：12）～民国19〔1930〕
　　：2）、11（121～125／4）（民国19〔1930）：5）

国立北平大学学報

　　国立北平大学工学院　　北平　　国立北平大学校長桝公処　　（年一1）

　　26cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－30）

　　1（11：医学年刊（民国21〔1932〕：5）

　　1｛21：法学専刊（民国22〔1955〕：4）

　　1（3）：農学専刊（民国25〔1954〕：4）

　　1（4）：文理専刊（民国24（1935〕：3）

　　1（5）：工学専刊（民国25〔1956〕：12）

国立北京大学国学季刊→国学季刊

国立北京大学社会科学季刊→社会科学季刊
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国立漸江大学季刊

　国立漸江大学季刊編輯委員会　杭州　　同大学　　（季）　　26αn

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－11）

　創刊号（民国26〔1937〕：6）

国際貿易導報

　実業部上海商品検験局　　上海　　実業部国際貿易局　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXD－3．－A）

　　1（1～7，9）（民国19〔1950〕：4～12），2（1～6，

　　8～10，12）（民国20〔1951〕：1～12），5（2／4）（民国
　　21〔1952〕：4），4（1，3）（民国21〔1932〕：6，8），
　　6（1／2，ろ，11）（民国25〔19ろ4〕：2，11），7（41（民国

　　24〔1935〕：4），9｛6）（民国26〔1937〕：6）

　　〔4巻1号：縣業問題専号，4巻3号：参加芝加嵜博覧会専号〕

国際評論
　　国際評論社　　南京　　正中：書局　　（季》　　26αn

　　1（21（民国26〔1957〕：1）

光　明

　　生活書店　　上海　　（月一2）　　26cm

　　5（5｝（民国26〔1937〕：8）

湖南合作

　　湖南合作協会　　長沙　　同協会　　（月）　　26cm

　　1（民国23〔1954〕：5）＞3／4（民国23〔1934〕：8）

漉農
　　上海市農会　　上海　　同会　　（月）　　26αn

　　1（1～5）（民国22〔1935〕：7～11）

更生評論
　　更生評論社　　広州　　同社　　（旬）　　26cm　　（合訂本）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXN－12）

　　5（1～12）（民国27〔1938〕：4～8）

　　　　　　　　　　　　　　　　－55－一



抗　戦
　　輪　　　奮（編）　　　上海　　　抗戦三日干｛1社　　　　（3日干ID　　　　26cm

　　（合訂本）　　　　　　　　　　　　　（ZXN－15）

　　26（民国〔1957〕：11）～50（民国27〔1958〕：5）

　　〔”抵抗”の改題にして，8醐以降”銀週刊1”と合併”全民繊”として

　　　新たに発刊さる〕

工　商

　　香港中華淵述公司工商雑誌社　　香港　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXD－5）

　　1（5～6）（民国11〔1922〕：9～12）

工商半月刊

　　実業部国際貿易局　　上海　　同局　　（月一2）　　26Cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXD－7．－A）

　　1（1～24）（民国18〔1929〕：1～12），2（1～24）（民国
　　1　9〔1　950〕：1～1　2），　3　（1　2～1　5，　1　7，　20～22’）　（民国

　　20〔1951〕：6～11），4（1～24）（民国21〔1952〕：
　　1～12），附一1／2巻・3／4巻分類総目

　　〔5巻12号：実業建設専号〕

広州学報
　　広州市立中山図書館　　広州　　26cm　　　　　　　　（ZXA－31）

　　1（11（民国26〔1957〕：1）

広州興寧学会季刊
　　広州興寧学会学術股　 広州　　同会　　（季）　26cm

　　1（11（民国25〔1934〕：5）

広州詩壇

　　広州詩壇社　　上海　　同社　　26cm

　　2（民国26〔1957〕：8）
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広州市教育月刊
　広州市教育月刊編揖委員会　　広州　　広州市教育月刊経理処　　（月）

　　26　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　ZX王）－1　2　）

　　1　（↑～3）（民1ヨ目21〔1932〕：10｛－12）今　2（1，　5～1　0）

　　（民国22〔1953〕：1～10），3（81（民国23〔1954〕：8）

広州市政府市政公報→市政公報

広州市政府統計週刊→統計週刊

広州商品検験局彙刊

　　実業部広州商品検験局　　広州　　26cm　　　　　　　　（ZXI）－8）

　　2（民国21〔1932〕：5）

江蘇省政府秘書処
　　江蘇省政府秘書処　　蘇州　　同処　　　（週）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXN－15）

　　105（民国29〔1940〕：6）～125，125～12ろ
　　129～184（民国50〔1941〕：12）

工程季刊

　　陳良士（編）　　広州　　広東土木エ程師会　　（季）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZX工一20）

　　1｛11（民国21〔1932〕：10），

　　2（2，5）（民国22〔1933〕：6，民国23〔1934〕：3）

教育月刊

　　挾西省教育庁編審委員会　　西安　　同委員会　　（月）　　26cm

　　5（71（民国26〔1937〕：11）

教育研究
　　広州国立中山大学教育学研究所教育学系　　広州　　同所　　（月）

　　26cm　　（合訂本）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXP－15）

　　8（29～52）（民1詞20〔1951〕：9～12）
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教育建設

　　陳端志（嬬　　　南京　　中国教育建設協会　　（月）　　26cm

　　1（5¶4）（民国29〔1940〕：12，民国50（1941〕：1），
　　2（2・¶5）（民国30〔1941〕：5、8），5（5，6）（民国31

　　〔1942〕：29　5），　4（1／2～6）（巨…｜司51〔1942〕：5～

　　9㌧　5（1／2）（民国51〔1942〕：11）

教育叢刊

　　北京師範大学　　上海　　中華書局　　26Cm　　　　　　（2XP－15）

　　4（5｝（民国12〔1923〕：9）う5｛21（民国15〔1924〕：4）

教育雑誌
　　教育雑誌社　　上海　　同社　　（月）　　26cm　　　（ZXP－14）

　　14（9，10）（民国11〔1922〕），16（12）（民国15
　　〔1924）），

　　復刊25（21（民国24〔1955〕）

僑　声

　　北京華僑協会僑務科　　北京　　同科　　（月）　　26cm

　　創刊号（民国28〔1959〕：1）

民鐘季刊

　　民鐘季刊編輯室　　広州　　広東国民大学文法学院学術研究社　　（季）

　　26αn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－32）

　　1（1～4）（民国24〔1935〕）う2（1，4）（民国25〔1936〕）

民鐸雑誌

　　民鐸雑誌社　　上海　　学術研究会　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXI）－16）

　　2｛51（民国10〔1921〕：2）弓3（1｝（民国10〔1921〕：12），

　　5｛51（民国15〔1924〕：5），6｛4｝（民国14〔1925）：4）
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民　族

　何柄賢（編）上海民族雑誌社（月）26cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXO－2）

　1（2）（民国22〔1933〕），3（7，11）（民国24〔1935〕），

　4（8，10，12）（民国25〔1936〕）

民族文化
　民族文化研究会　　広州　　同会　　（月一2）　　26cm

　創刊号（民国27〔1938〕：8）

民族雑誌→民　族

南　大
　嶺南大学　　広州　　同大学　　（季）　　22cm

　6（1，2）（民国11〔1922〕：春㌧夏）

南海県政季報
　南海県政府漏輯処　　広州　　（季）　　26c皿

　4（民国19〔1930〕：9）

南嶺鋤声
　国立北平大学農学院南嶺鋤声社　北平　　国立北平大学農学院両広同学会

　26cm

　1｛21（民国26〔1957〕：4）

日用経済
　環球信託公司研究部　　上海　　同部　　（月）　　2601n

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXB－20）

　　2（7～12）（民国29〔1940〕），5（1～11）（民国50
　　〔1941〕）

二十世紀
　二十世紀社　　　」二海　　　同社　　　22cm　　　　　　　　　　　（ZXP－17）

　　1（1～8）（1951～52）g　2（1～8）（1932～54）
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農業建設
　湖南第二農事試倹場　　長沙　　同試験場　　（月）　　26cm

　　1｛7）（民国26〔1957〕：9）

農　報
　実業部中央農業実験所農報社　　南京　　同所　　（旬）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXH－9）

　　ろ（1～4，6～15，15～17，19、20，22～56）（民国25
　　〔1936）：1～12），　4（1～10，　12～16，　18～22）（民国

　　26〔1937〕：1～8）

農林季刊
　　広東公立農業専門学校校友会編輯部　　広東　　同会　　（季）　　26cm

　　1（41（民国↑2〔1923〕：12）

農　声

　　国立中山×学農学院農声福揖処　　広州　　同学院推広部　　（月）

　　26Cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXH～1　2　）

　　120（民国1　8〔1929〕：4），　1　54，　寸　39，　144／5，　165う

　　1　7　1，　1　7　6／7～1　81／2，　1　84／5，　1　86，　2　05／4，

　　205／6（民国26〔1957〕：4）

　　（154：園芸専号，159：農林化学専号ン144／5：昆虫専号，

　　　181／2：護政研究特揖，203／4：畜牧専号〕

農　村

　　江西農村改進社　　南昌　　同社　　（月）　　26cm

　　1（4｝（民国25（1934〕：2）

　　（経済・享号〕

農村導報
　　陸村導報社　　広州　　同社　　26cm

　　2（民国27〔1958）：4）

農村合作
　　中国農村合作出版社　　武昌　　（月）　　26cm　　　　（ZXH－10）

　　9（8，9）（民国26〔1957〕：3，4）
　　　　　　　　　　　　　　　　－58一



農村経済

　農村経済月刊社　　鎮江　　同社　　（月）　　26cm　　　（ZXH－11）

　5（1～6）（民国24〔イ935〕：11）～民国25〔1956〕：4）

俄羅斯研究

　俄羅斯研究社　　南京　　俄羅斯研究雑誌社　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－34）

　2（民国19〔1950〕：3），5，5／6，7，2（6／7）（民国20
　〔1931〕：7）

北京銀行月刊→銀行月刊

北京近代科学図書館館刊
　北京近代科学図書館　　北京　　同館　　26cm

　6（民国28〔1939〕：7）

嶺南農刊
　広州嶺南大学農学院農学会　　広州　　広州嶺南大学農学院嶺南農刊経埋部

　26αn

　1（4｝（民国24〔1935）：12）、

旅行雑誌

　中国旅行社　　上海　　同社　　（月）　　26cm

　5（4，6，9，12）（民国18〔1929〕，5（10）（民国20
　〔1931〕），7（91（民国22〔1933〕），8（5，6）（民国

　23〔1934〕），9（71（民国24〔1955〕）

三民主義月刊

　劉　薦隠（編）　　広州　　三民主義月Fll社　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXN－16，－A）

　1（1，6）（民国22〔1933〕：1，6），2（1，6）（民国22
　〔1933〕：7，　1　2），　5（1，　2，　5，　6）（・忌国23〔1954〕：1，

　1，5，6），4（1～5）（民国23〔1954〕：7～11），5（5，4，
　5，6）（民国24〔1935〕：5、4、5，6），6（1～6）（民国24
　〔1955〕：7～12），　7（1、6）（｝篭国25〔1956〕：1～6）

　〔7巻6号：胡先生専号）

　　　　　　　　　　　　　　　　－59一



西　風
　　西風月刊社　　上海　　（月）　　22cm　　　　　　　　（ZXA－35）

　　26（民国27〔1958〕：10）づ47～59，61～65（民国31
　　〔1942〕：1）

清華学報
　　国立清華大学清華学報編輯部　　北平　　同大学出版事務所　　（季）

　　26cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－10）

　　9（1～4）（民国23〔1954〕：1～10）

生路月刊
　　生絡月刊社編輯部　　上海　　同社発行部　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXB－21）

　　1｛2｜（民臼ヨ2　2　〔　1　9　3　3　〕　：　1　）

　　〔統制経済興国防専号（上）〕

精誠月刊

　　笥5湘川辺区勤匪総司令部精誠月刊社　　沙市　　（月）　　22Cln

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXK－9）

　　2（8／10）（民国24〔1935〕：11）

世界文学

　　黎明書局　　上海　　（年一6）　　26cm

　　創干｛1号（民｛i司2　5　〔1　934〕　：1　0　）

世界文化

　　世界文化社　　上海　　（月一2）　　26cm　　（合訂本）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXN－17）

　　1（1～12）（民国25〔1956〕：11～民国26〔1937〕：5）

一一 40一



世界知識
　世界知識社　　上海　　（月一2）　　26cm　　　（ZXA－56．－A）

1（1．8，11）（民国23〔1934〕：9，民国24〔4955〕：1，
2），　2（1，　5～11）（民［司24（1935〕：3～8），　3（6～9，

11、12）（民国24〔1955〕：12～民国25〔1956〕：5），
4（1，3～12）（民国25〔1936）：5～9㌧　5（1～11）（民国

25〔1956〕：10～民国26〔↑937〕：2），6（1～6）（民国
26〔1937〕：3～11），7（1，5，7～11）（民国26〔1957〕
：11～民国27〔1958〕：6），8（1　5，6）（民国27〔1938〕
：7，9）

漸江庁建設月刊→漸江建設

漸江大学季刊→国立漸江大学季刊

漸江建設

　　漸江省建設庁第一科編揖股　　椀W　　同庁　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXN－1）

14（民国17〔1928〕：7），18／19，2り～29，32～56
（民国19〔1950〕：5），4（2，8／9～12）（民国］9〔19ぎ0〕

：8～民国20〔1951〕：6），5（2．8），6（2，5。6，8，
11・12），7（5），8（1，5，4，6，9，12），9（1～4，7），

10（5，　4，　6，　11）（民国25〔1936〕：9～民国26（i1937〕
：5）

〔4巻2号：合作運勃専号，4巻10号：鉱産専号，4巻11号：建設行政会

議専号、6巻2号：合作運動専号，6巻5号：建設会議専号，6巻11号：水

利専号，8巻5号：農村建設専号，8巻6号：農業改良専号，8巻9号：畜牧

獣医専号，8巻12号：略政専号，9巻3号：百期紀念号，10巻11号：本

庁成立十週年紀念専号〕

漸江建設月刊→漸江建設

漸江工商

　　渚江省建設庁工商管理処　　杭州　　同処　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXB－24）

1（1／2）（民国25〔1936〕：10）

〔漸江経済計劃特輯〕
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漸江民政

　　湘江省民政庁秘書観　　杭旧　i司庁　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXN－19、

　　5（1，　5）（民βヨ24〔19う5〕：5，　5）

　　〔5巻1期：漸江民政検討専号，3胡：県政改革寧号）

漸江民政月刊
　　漸江省民政庁編纂室　　杭州　　同庁　　（月）　　26c狙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXN－20）

　　39（民国20〔1931〕：2）

　　〔統計専号〕

漸江省建設月刊　→漸江建設

漸江商務

　　漸江省商務菅埋局　杭州　　同局　　（月）　　26cm

　　1（51（民国25〔1936〕：5）

漸江財政

　　湘江省財政庁編輯室　　杭州　　同庁第四科　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXC－6）

　　4（6、7）（年月不明），5（5／5、6／7，10／12）（民国21

　　〔1932〕：5，10，12）、6（1／2，8／9），8（7／8，

　　9／10），9（3，5，7／9～11／12）（民国25〔1936〕：
　　5，　7ダ　9う　1　2）

　　．〔4巻6号：漸江省営業税専号，4巻7号：漸江省公債専号，5巻5／5号：

　　田賦専号、5巻6／7号：営業税専号続編，5巻10／12号：各県市地方財

　　政収入淳号、6巻1／2号：一年来之漸江財政，6巻8／9号：田賦専号続編ラ

　　8巻7／8号：会計・享号、8巻9／10号：営業税導号，9巻7／9号：統計

　　専4琴ち　9巻11／1　2号：i預算ξ享号〕

漸江財政月刊→漸江財政
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銭業月報

　銭業月報社　　上海　　上海市銭業同業公会　　（月）　　260m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXB－22◆－A）

　1（1～12）（民国10〔1921〕：2～民国11〔1922〕：1）～
　4（1～12）、 7（1～12），8（1～12，∠1寺…干ll），　12（1～12）

　～16（1～12），17（り～7）（民国26〔1957〕：1～7）

社会学刊

　中国社会学社　　上海　　世界書局　　（季）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXK－10）

　1（1～4）（民国18〔1929〕～民国19〔1950〕），

　2（1～4）（民国19（1950）～民国20〔1931〕）

社会月刊

　上海市社会局　　上海　　（月）　　同局　　26cm　　　（ZXK－11）

　2（3，　4、　9）　（民国19〔1950〕：9，　1　0？　圭迂ほヨ20〔1931　〕

　：5）

社会科学

　国立清華大学社会科学編輯部　　北平　　同大学出版事務所　　（季）

　26cln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXK－12）

　1（1～4）（民国24〔1935〕：10，民国25（1936〕：1，4，
　7）

社会科学季利
　国立北京大学法学院社会科学季刊編輯委員会　　北京　　同委員会　　（季）

　21cm

　1｛21（民国51〔1942〕：夏季），2（1，2）（民国32〔1945〕
　　：春季う夏季）

社会科学季刊
　国立北京大学社会科学季刊編輯委員会　　北平　　同大学出版組　　（季）

　26cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXK－5）

　1（2，3）（罵国12〔1923〕：2，5）6｛2｝（民国25〔1956〕
　　：6）
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社会科学叢刊
　国立中央大学社会科学叢刊編輯委員会　　南京　　同大学出版組発行部

　　（年一2）　　1～6Cm　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXK－15）

　　2（2）（民国25〔1956〕：1）

社会科学運動季刊
　中国社会科学会社会科学運動季刊編輯部　上海　　同会　　（季）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXK－14）

　創刊号（民国24〔1955〕：8）

社会科学雑誌

　国立中央研究院社会科学研究所　　南京　　（季）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXK－15）

　6（1，4）（民国24〔1935〕：5，↑2）

社会経済月報
　社会経済調査所　　上海　　同所　　（月）　　26cm　　（ZXB－25）

　1　（3，　4／5）　（民1…司25〔1　934〕　）

社会与敦育
　広州市社会局社会与教育月刊出版委員会　　広州　　同局　　（月）

　26Cln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXP－18）

　1・（7，　8）（民国26〔1937〕）

社会雑誌

　社会雑誌社　　南京　　同社　　（月）　　26cm　　　（ZXK－16）

　1（1～3）（民国20〔1931〕）

上海物価月報
　国定税則委員会　　上海　　（月）　　27～56cm　　（ZXL－17）

　4（1～11）（民国17〔1928．〕），6（1～12），7（1～12）
　（民ド司20〔1951〕），

　臨時増刊：上海生活費指数号（民国19〔1930〕：6）

上海銀行週報社経済統計→経済統計

　　　　　　　　　　　　　　　　一44一



上海貨価季刊
　国定税則委員会　　上海　　（季）　　2gcm　　　　　　　（ZXL－g）

　民国12〔1925〕（1～4季刊），民国15〔1926〕（1／2季合刊）

　民国16〔1927〕（1／2ヤ3／4季合刊）～民国21〔］952〕
　　（1～4季TII）

上海特別市政府市政公報→市政公報

之江経：済二期刊

　之江文理学院経済学会　　杭州　　26cm　　　　　　　　　（ZXB－6）

　　創刊号（民国23〔1954〕：1）

新亜細亜
　　新亜細亜月刊社編揖部　　南京　　同社発行部　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－57）

　　1（1，3，4，6）（民国19〔］930〕：10～民国20〔1931〕
　　：5），13｛41（民国26〔1957〕：4）

新中国
　　大民会宣伝部　　南京　　同部　　（月）　　21em

　　2（5／6， 7／8）（民匡128〔1939〕：7， 9）

新中国
　　新中国雑誌社　　北京　　同社　　（月）　　2’6cm　　　（ZXA－59）

　　1（1～3，5～8）（民国8〔1919〕：9～12），2（1，5・5）

　　（民国9〔1920〕：1～5）

　　〔2巻5号：週年紀念号〕

新中国雑誌→新中国（新中国雑誌社）
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新中華

　　中華書局　　上海　　（月一2）　　26αn　　　（ZXA－40，－A）

　　1　（1～4，　7～15，　17～2C，　22～24）（民1ヨq22〔195ろ〕：

　　1～12），　2（1，　5，　8～11，　24），　5（1，　5，　9～14｝　↑8，

　　20》　21），　4（7，　16，　19），　5（8，　11）（民1詞26〔1957〕

　　：6）

　　〔1巻2号：紀念松蕊抗日戦争，1巻13号：摩托救国専号、3巻1号：国際興

　　中国，ろ巻13号：中国経済全貌，4巻7号：文学専号〕

新中華雑誌→新中華

新薯
　　新曽刊社　　　広州　　　同社　　　（月一2）　　　26Cln　　　　　（ZXN－21）

　　2（2，　4、　7～9）（民自ヨ27〔1958〕：2～5）

新婁週刊

　　新曽週刊社　　広州　　同社　　（週）　　26cm　　　　（ZXN－21）

　　1（4，7／8）（毘｛司26〔193ア〕：7，8）

新学識
　　新学識社　　．ヒ海　　（月一2）　　26cm　　　　　　　（ZXA－58）

　　1　（8，　9，　1　1　）　（民国26〔1　937〕　：5，　6，　7）

新書
　　新董雑誌社　　上海　　同社　　（月）　　26cm　　　　　（ZXK－19）

　　1｛三51（1迂1玉］9〔1920〕：1）

新広西

　　新広西旬報社　　南寧　　広西省政府内旬報社　　（旬）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－52）

　　2（］2メ18）（民国17〔1928〕：8，10）
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新広東

　　新広東月刊社　　広州　　同社　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－4ろ，－A）

　　5（民1司22（19155〕：3）～18，　21～24，　28／29，　三52／55，

　　56、37，42（民国25〔1956〕：6）

農　光
　　北京中国大学農光雑誌社　　北京　　同社　　26。m

　　1｛41（民国11〔1922〕：11）

農光雑誌→農　光

新　民
　　明徳社　　広州　　（月）　　26cm　　　　　　　　　（ZXA－42）

　　1（11（民国24〔1955〕：5）ヲ2（2）（民国25〔1956〕：4）

新民学院季刊
　　国立新民学院季刊編輯委員会　　」ヒ京　　同学院　　26cm

　　1（4）（民国32〔1943〕：1），2（1｝（民国52〔1943〕：5）

新民月刊→新　民

新民国

　　北京新民国雑誌社　　北京　　同社　　26cm

　　1（6｝（民国13〔1924〕：6）

新民週刊
　　新民会中央指導部宣伝科　　北京　　同部　　（週）　　26cm

　　12（民国27〔1938〕：11）～17，19～51，33，56／37
　　～40　43　44（民国28〔1959〕：12）

　　〔28期：興亜建設運動週専号、31期：響応注精衛先生七月九日声明専号

　　44期：慶祝本会成立第二年紀念淳号〕
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新農業

　　広東仲榿農工学校学生自治会　　広州　　（月）　　26㎝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXH－15）

　　1（5，4）（民国26〔1957〕：5，6）

　　〔1巻3期：磯時糧食澗題研究専号）

串報月刊

　　申報館発行部　　上海　　（月）　　26Cm　　　　　　（ZXA－45）

　　1（2～5）（民国21〔1932〕：8～11），2（1～4，7）（民国

　　22〔1953〕），ろ（5，7，12）（民国25〔1934〕）戸4（1，

　　3ハ4，6，7，11）（民国24〔1935〕）

　　〔2巻7号：中国現代問題号〕

農報副鑑

　　鎌侵社　　北京　　同社　　（月）　　52cm

　　52（民国15〔1926〕：2），53，55，”，69～71（民国
　　16〔1957〕：9）

新生命

　　新生命月刊社　　上海　　同社　　（月）　　26cm　　　（ZXA－41）

　　5（4，5，　11，　12）（民｛蜀19〔1950〕）

新青年

　新青年社　　広州　　同社　　（月）　　26cm

　　9｛1）（民ほヨ10〔1921〕：5）

新生路月刊
　新生路月刊社　　広州　　（月）　　26Cm　　　　　　　（ZXK－17）

　　2（民国25〔り9ろ6〕：12），5，5／6，2（1，2）（民国26
　　（1　937　〕　：6，　7　）

　　〔2巻2期：中周復輿寧号〕

信託季刊

　信託季刊社　　上海　　（季）　　26cm　　　　　　　　　（ZXF－8）

　　5（1／2，3／4）（民国29〔1940〕：6，12）
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新東方

　　新東方雑誌社編揖部　　上海　　同社経理部　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－46）

　　1（1～8）（民題29〔1940〕：2～9），2（1～8）（民国29
　　〔1940〕：11～民国50〔1941〕：12），5（1）（民国5り

　　〔↑942〕：1）

新東方

　　東方問題研究会　　北平　　新亜州書局　　（月）　　23cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXN－22）

　　1（1，5／7，8～12）（民国19〔↑950〕），週年紀念特刊

　　〔民国20〔1951　〕：6）

新東方雑誌→新東方（新東方雑誌社）

新宇宙

　　訴宇宙半月刊社　　広州　　同社　　（月一2）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－44）

　　1　（6，　7，　9～11）（民〔詞24〔1935〕：三5～6），

　　2（1，2）（民国24〔1935〕：7），5（6，9）（民国25

　　〔1936〕：3，5）

市政公報

　　広州市政府議揖股　　広州　　同編輯股　　　（旬）　　26αn

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXN－14）

　　526（掴25〔1956〕：2），527／529，530，544／45・
　　547（民国25〔1936〕：9）

市政公報

　　上海特別市政府秘書処　　上海　　同処　　（月）　　26cm

　　1（民国30〔1941〕：1）～18（民国51〔1942〕：6）

商学季刊
　　北京中国大学商学季刊編輯委員会　　北京　　同大学出版部　　（季）

　　26cm

　　1（1～4）（民1詞12〔1925〕：2，　5，　8，　11），

　　2（1，2）（民国14（1925〕：1・5）
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商学護誌

　　天津河北商学会　　天津　　同学会　　（乍一10）　　22cm

　　5（1／5）（民ほヨ9〔1920〕：4）

商学叢刊

　　大夏大学商学会　　上海　　26cm　　　　　　　　　　　（ZXB－25）

　　3（民国25〔1936〕：9）

商学雑誌→商学護誌

商業月刊

　　上海商業月刊社　　上海　　同社　　（月）　　26cm　　（ZXD－9）

　　1（1，4～6／7）（民国20〔1931〕：ら～9），

　　2｛11（民国21〔1952〕：12）

　　〔倦6／7期：湘専号，2巻1号：国貨専号〕

商業月報
　　上海商業月報社　　上～毎　　同社　　（月）　　26cm　　（ZXD－10）

　　20（1～12）（民国29〔1940〕），21（1～9）（民国ろ0
　　〔1941〕）

商業雑誌
　　商業雑誌社　　上海　　泰東図書局　　（月）　　26⑳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXD－11）

　　4（4，8～10）（民国18〔1929〕）

食貨（中国社会史専攻刊物）

　　食貨社　　北平　　同‡土　　（月一2）　　26cm　　　 （ZXK－18）

　　4（1～↑2）（民国25〔19156〕：6～1で）， 5（1～8）（民国

　　26〔1937〕：1～4），　6｛1、（民巨ヨ26〔1957〕：7）

食貨半月刊→食　貨

商務印書館出版周刊　→出版周刊
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小説月報
　商務印書館　　上海　　同館　　（月）　　260m　　　　（ZXP－19）

4｛5）（剛2〔1915〕：9），5（1～6．，9，11）・6（1，2～4，
8～12），　7（1～6，　12），　8（8～10，　12），　9（1，　3～12），

1　0（1～4，　6～1　2）ラ　1　1　（1～99　1　2），　1　2（1フ　2，　4，　5，

8）， 14（11）， 15（5，　6，8，9）タ　17（1～4》8，　9タ12），

18（7～12），19｛1㌧、20（7～12），21（12），22（5、11）

（民国21〔1952〕：11）

集　納

　集納週報社　　上海　　同社　　（週）　　26cm　　　　（ZXA－47）

1（1，3～6）（民国26〔1937〕：12～民国27〔1958〕：1）

出版周刊
　商務印書館　　上海　　同館　　（週）　　26cm　　　　（ZXA－48）

75（民国25〔1954）：5）～77，79，87，97，110，
115～118，　121，　122，　124～1三50，　152～134，　147，
149～156，　158，　161，　16ろタ　164，　166，　168，　169，
1　71，　1　74，　1　76，　1　787　1　80～1　83，　］　87～1　91，

195～196／　198，　205，　2082　209／　211，　217，　220／

222，226，227／251～233，235～240，（民！封26
〔1957〕：7）

首都国貨週報

　首都国貨週報社　　南京　　（週）　　26Cln

1（民国24〔1955〕：7）

村　治

　村治月刊社　　北平　　同社　　（月）　　26cm　　　　（ZXN－23）

1（1～12）（民1司19〔1950〕：6～11），2（1～7）（民国

19〔19ろ0〕：12～民国20〔1931〕：11）

蘇　農

　江蘇省農民銀行　　鎮江　　（月）　　26em　　　　　（ZXH－14）

1（1～12）（民国19〔1950〕），2（1～11）（民国20
〔1931〕）
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太平洋
　　太平洋雑誌社　　上海　　同社　　（年一10）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－49）

　　1（3，7）（民喝6〔1917〕：5，10），2（1，3）（民国8
　　〔1919〕：11，民巳ヨ9〔192ζ〕〕：1），　5（4｝（民1司11〔1922〕

　　：2），　4（8，　10）（民｛司13〔1924〕：9，㌔民1詞14（1925〕

　　：6）

抵　抗
　　払　　奮（編）　　上海　　抵抗三日刊社　　（3日刊）　　26cm

　　（合訂本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXN－13）

　　1（民国26〔1957〕：8）～25（民国26〔1957〕：11）

　　〔26号以降”抗磯”と改題〕

挺進月刊
　　広州培英中学挺進文学研究社　　広州　　（月）　　26cm

　　民国24〔19ろ5〕年5月号

鉄路雑誌

　　中華全国鉄洛協会鉄略雑i誌編揖委員会　　南京　　同協会　　　（月）

　　26c亘］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZX（｝－1）

　　2（9～12）（民国26〔了937〕：2～5）

　　（2巻9期：鉄洛専科学校専号〕

東亜聯盟

　　東亜聯盟中題総会広州分会出版社　　広州　　同社　　（月）　　21cm

　　民国29／ろ0〔19ユ0／411〕：（12／1月合輯号4／5月合輯，

　　6月号，8月号，12月号），

　　2（1～3，5，8～10，12）（民国51〔1942〕）

東亜聯盟画報
　　東亜聯盟中国総会広州分会　　広州　　（月）　　30Cm

　　2～12（民国50〔1941〕），2（1～8）（民国31〔1942〕）

東亜連盟月刊→東亜聯盟

　　　　　　　　　　　　　　　　一52一



東方画報（32巻1～11，15～24号）は”東方雑誌（32巻）”に合冊さ

　れている

東方雑誌

　商務印書館　　上海　　（月一2）　　26cm　　（ZXA－50．－A）

8（2，7，8，9）（宣統5〔1911〕），13（6，8，9）ヌ

14（1～10，12），15（3，5，6，8，9㌧17（1～16），
18（1，2，4～20，22，24），19（1～3，5，6，21，24），

20（6，7～23），21（1，4，5，15，17－8，20～24）ノ
22（1，3，4，7，9，10，14，酬事件臨時増刊，16，19，
20＄　22，　24），　23（1～24），　24（　5，　6～8，　1　0，　1　1，

15，17ク19，22，24），25（1，2，5～8，11，16～21，
25・24），26（1～3，5～7，10，18パ9，23）ノ
27（1～3，10，12，14～16，18，21），28（4，14，
22），29（2，4～8），50（パ2，4～24），51（2，4，5，
7，　8メ　11，　1　59　20，　21戊　23），　52（1～1　1／　1　5，

15～24・附東方画報32（1～11，15，24），ろ5（4，5～24），

54（1～15）（民国26〔1957〕）

統一戦巖

　統一戦線社　　広州　　同社　　（旬）　　26cm

8（民国27〔1958〕：5），13／14（民国27〔1958〕：ブ）

統計月刊

　広東省調査統計局　　広州　　同局庶務処　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXL－10）

1（1，6，12）（民国23〔1934〕：11，民国24〔1935〕：
4，10），5（1｝（民1週26〔1937〕：1）

〔1巻6号：広州市物価指数専号〕

統計月報

　国民政府立法院統計処　　南京　　同処　　（月）　　26cm

2（12）（民国19〔1930〕：12）
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統計月報

　　閤漠政府主計処統計局　　南京　　同局　　（月）　　26囎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXL－12）

　　］（民国20〔1951〕：10）～10（三完国22〔1953〕：5／4）

統計彙刊

　　広東省調査統計局　　広州　　同局　　26Cm

　　1　（民1亘｝23〔1954〕：1
）

統計彙刊

　　広東省政府統計処　　広州　　（月）　　26cm　　　　　（ZXL－13）

　　1（1，　5，6）（民！問19〔1930〕）

統計週刊

　広州市政府統計股　　広州　　同股　　（週）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXL－↑1．－A）

　　1（1、41）（民国19〔1930〕：三～～12），　2（2，　7，　8，

　　1　〔〕～17，　19）（罠匡§20〔19ろ1）：1～5）

宇宙風

　　宇宙風社　　上海　　（旬）　　26Cm　　　　　　　　　（ZXP－26）

　　56（民1玉12ア〔1938〕：1），　57，　59～61，　63（民［ξ127

　　〔1958〕：3）

宇宙風（乙刊）

　宇宙風社　　上海　　（月一2）　　26cm

　　26（民国29〔1940〕：7）～30、52～57．46～56（民国
　　30〔1941〕：12）

畠貢
　禺貢学会　　北平　　（月一2）　　26cm　　　　　　　（ZXR－4）

　　6（8／9）（民1詞26〔1957〕：1）

　　〔南洋研究専号〕
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財政月刊

　　財政部統計科　　北京　　同科　　（月）　　26cm　　　　（ZXC－7）

　　5三5（」迂！司5〔1916〕：9）～1　45（民に勇15〔1926〕：1　）

　　〔”税務月刊”の改題〕

財政公報→広東財政公報

税務月刊

　　財政部統計科　　北京　　同科　　（月）　　26cm　　　（ZXC－7）

　　1（民国3〔1914〕：1）～32（民1：司5〔1916〕：8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　〔35弓以降　財政月刊　と改題〕

全民抗戦

　　全民抗戦社　　漢口　　（5日刊）　　26cm

　　1（民国27〔1938〕：7），5～14，17，18．25，24（酬
　　27〔1938〕：9）

　　〔”全民週刊”，”抗戦”の合併したものである〕

全民週刊

　　全民週刊社　　漢口　　（週）　　26Cm

　　1　（4，　5、　7，　1　0，　1　2，　1　7，　1　9、　23，　24）　（民1詞27

　　〔1　958〕　：1～5），　2｛5）（民ぽヨ27〔1　9三～8〕　：7　）

　　〔2巻6期以降”抗戦”と合併、”全民抗翰”として新たに発刊さ一る〕

　　欧　　文

Central　Bank　of　Chilla　Bulletin
　　Oentral　Bank　of　Ohina　　　8hanghai　　　（Q》
　　28cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－1　7　）

　　1（1935：3），　2（19三55：9）、　2（1，　ろ）（1936：5，9）！

　　3（1～4）（1937：3、　6、　9，　12）
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China　Journal
　　　China　Jourrlaユ　Publi6hing　Oo．，　Ltd．　　　Shanghai
　　　（M）　　　24cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－54　）

6｛1｜（1　927：1　）＾】55｛5｝（1　941　：11　）

〔”China」。u・n・ユ・f　S・i・n・θ＆A・七・”の改題〕

China　Jollrnal　of　Science　＆　Arts

　　China　Journaユ　Publishing　C　o．，　Ltd．　　　Shanghai
　　（M）　　　24cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－34　）

1　（1～6）（1923：1，　3，　5，　7，　9，　11　），　2（1～6）

（1924），　5（1～6）（1925）う　4（1～6）（1926：1～6），

5（1～6）（．1926：7～12）

〔VOエ．6以降”China　JOurnaユ”と改題〕

China　、Veekly　Review
　　”Th・。hina　W・・kユyR・▽i・w”　Sh・ngh・i「（W）

　　50Cln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－54）

93（6～10，15，14）（1940：7，8），94（1～15）
（1940：9～11）ラ　95（1～5う　7～15）（1940：12，

1941：1～3）

Chinese　Econornic　Journal　and　Bulletin
　　Bureau　Of　ForθユgC　Trad巳，　Mi口istry　Of　工ndustr夕

　　Shangha工　（M）　　25cm　　　　　　　　　　 （ZB－55）

1　（1～12）（1927）、　2（1～6），　3（1～6）（1928：1～

12）⇔～18（1～6），　19（1～6）（19156：1～12）亨

20（1～6’）（1937：1～6）

Chinese　Social　and　political　Science
　　Ghinθse　SOciaユ　and　PC：Liticaユ　ScienCθ

　　Associa七ion　　王）θking　　（Q）　　23cm　　（ZK－27）

1　0（1、　5，　4，　special　suPPlement　No．5）（1926），

11（2～4）（1927），12い～4）（1928），．
1、3｛イ、（ig2φ）
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Finarlce　and　Commerce
　　　”Finan・e＆・。mm…G”　Sh・ngh・i　（W）

　　　38c狙　　　』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Z穴一16）

19（30，32，55，．36，40βろr57）（1929：12，
1　950：1～1　2，　1　951　：1～1　2，　］　952：窪～6），　20（1～

1　0，　12～31　）（1932：6～12ア　1　955：1　），　21　（1～25）

（1933：1～6），　22（1～26）（1ウ135：ア＾」12）夕

23（1～26）（1954：1～6），　24（1～26）（寸954：7～
12）ヲ　25（1～26）（19三55：1～6），　26（1～26）

（1935：7～12），　27（1～26）（1956：1～6）ア
28（1～27）（1956：7～12））　29（1～26）（1957：1
～6），　50（1～24）（1957：7～12），　31（1～26）

（1938：1～6），　52（1～26）（1958－7～12）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

35（1～26）（1939：1～6），　54（1～26）（19さ9：7～
12）戊55（1～26）（1940：1～6），36（1～26）
（1940：7～12）ノ　37（1～26）（1941：1～6），
　　　　　　　　　へ38（1～25戊（1941：7～12）

Monllmenta　Serica
　　　Catholic　Uni▽θrsitアOf　pθking　　Peking
　　　（S－A）　　28cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Zq－］3）

1（1，　2）（19三～5），　2（1936／57）～8（1943）

Nankai．S・cial＆Ec・n・・ηic　Quarter】y
　　　Nankai　InstitU七θof　Ecollolnics．　Nankai

　　　Uni▽e「sity　　Tientsin　　（q）　　25．cm　　（ZB－54）

8（11（1935），　9（1～4）（1936／57），　1　0（1，　2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

（1957）

〔”Nank。i　Week1アSt・ti・ti・a1　Sθrvi・θ，1928～55

andM。・七hユyBuU・ti亘・n　E・・n・mi』c　China，1954”

の改題〕

North－China－Herald
　　　NOrth－Ohina　Daiユ）r　News　　Shlanghai　　（W）

（ZZ－5）

1940（July）～1941（December）
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Oriemal　AffairsはVI．其他（欧文の部）を見よ。

Returns　　of　　Trade　　and　　Trade　　Reports

（Par七　　2二Por七　Tra（1θ　Stat工s七工cθand．　RepoF七θ）

　　　工mperia1　江ari七ime　OUs七〇n〕s，　Chiコa　　　Shanghai

　　　（A）　　27αn　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－39）

VOユ．1：NOr七hθrn　　POr℃s　　－　　　1905～1912
Voユ．2：Centraユ　　　　Por七s　　　－　　　　1905～1912

▽01．3：Yang七zθ　　　POr七s　　－　　 1905～1912

Vo：L。4：Southθrn　　Coas七ports－1905～1912
Voユ．5：Fron七ier　　Ports　　－　　　1905～1912

Shanghai　Mollthly　　Retu．rns　　of　　Floreign　Trade

　　　Sta七i日七ieaユDθpar七men七　〇f　七hg　工nspec七〇ra七θ

　　　Genθral　of　Cus七〇ms　　　Shanghai　　　（M）　　　24cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－57）

　1　937（Dece！nber），

　1958（January・～D6cθlnber），

1959（APriユ～Decθmber），

　1940（January～Dece』nber），
　1　941　（Jarluary～NO▽θmber）

日　本　文

青島埠頭統計月報

　　　青島埠頭’株式会社　　青島　　（月）　　26～51cm　　（ZL－126）

1（昭和13：9）～49（昭和17：9）

青島経済統計月報
　　　青島日』本商工会議所　　青島　　（月）　　26Cln　　　　　．（ZL－5）

2（6， 7，　9～12）（日召ラF015：6、7，　9～12），　3（1～12），

4（1～12）ノ5（1～3）（昭和18．：3～5）

〔青島日本商工会議所〕経済時報

　　同所　青島　21cm　　　　　　　　（ZD－7）

13（昭和14：5）～31（昭和19：1）
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青島日本商工会議所所報

　　河　所　 青島　　（月）　　22～26cln　　　　　　　（ZD－6）

　　1（昭和14：11）～42，44～54（昭擢19：8）

　　〔NO．42：所報・月報合併号〕

〔青島守備軍民政部鉄道部〕調査資料
　　同　　部　　　青鳥　　　　22cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－1　）

　　1　（　大正7　　）～3＄　5～9，　11～17，　19～22＄　24～51

　　（　大正11　）

青島取引所月報

　　同所　青島　（月）　26cm

　　47（昭和17：5）～53（昭和17：11）

調査資料（青島守瞳軍鴫政部鉄道部）→青島守備軍民政部鉄道部調査資料

〔月刊〕中国

　　黄土仕　　東京　　（月）　　21Cln　　　　　　　　　　　（ZA－80）

　　1　（　1～5　）　（1瑠矛日21　：6，　9，　1　1　）

中国文化情報
　　上海自然科学研究所　　上海　　21cm　　　　　　　　　　　（ZP－3）

　　2　1　（B召矛日1　5　：1　）～31　（日召矛口↑　6　：　1　2　）

中国評論

　　日本評論社　　東京　　（月）　　21cm　　　　　　　　（ZA一ア3）

　　ヨ召矛日21年6月～昭禾日22年2月

中国研究所　：アジア経済旬報はV工其他（日本文の部）を見よ。

中国研究所　：中国経済資得・中国研究月霰・中国資料月報．中国研究所所報．

　　中研貿易委員会資料は工，中華入民共和憩（日本文の部）を見よ。

中国資料

　　中日文化研究所　　東京　　（弓）　　26cm　　　　　　（ZA一ア6）

　　1（昭和21：11）～3（昭和22：8）
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中南支経済統計季報

　　南満洲鉄道昧式会仕上海事務所詞査室　　」：完　　（季＞　　25cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－7）

　　1（昭利］15：11）～3（li呂：手口］6：9）

月刊中国→中国

編訳簡報
　　中支建設資科整備事務所　　上海　　22cm　　　　　　　　　（ZB－8）

　　↑（2～7）（昭和16：7），2（1，2）〈昭細7：12）

北支経済統計季報

　　南満洲鉄道株式会社北支経済調査所　　北京　　（季）　　25cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－191）

　　8（日召矛日て5：4）

華北電信電話株式会社研究雑誌
　　同社　　北京　　（季）　　21㎝　　　　　　　　　　　　　（ZG－4）

　　1（1，夏季号，秋季’号，4）（民国50〔昭和16〕：2，8，12，民題

　　51〔昭矛日17〕：4），2（1／2）， 5（1仏2）（民国52〔昭矛日18〕

　　：8，12）

華北航業

　　華北統業総公会　　青島　　（月）　　21～26cm　　　　　（ZG－5）

　　1　2　（昭矛日1　6　：1　0　）～22，　25～5　1　（日召矛01　9　：　7　）

改造評論

　　改造日報館　　上海　　（月）　　21cm　　　　　　　　（ZA－86）

　　篇IH二ll号（民i玉155〔1946〕：6）

華興商業銀行経済彙刊→経済集刊

漢口日本商工会議所報

　　同所　　漢口　　（月）　　26c1n　　　　　　　　　　　（ZD－54）

　　1（「｝召禾［116：10）～23，　25う　26タ　28～56（｝i召和19：1〔｝）

　　　　　　　　　　　　　　　　－60一



経済月報
　　上海日本商工会議所　　上海　　（月）　　21～25cm　　（ZD－－78）

　　156（昭和15：4），157，159－61，164、167，168，
　　1　7〔〕～1　75，　1　79～1　8ろ亨　1　85～1　87，　19〔｝～204，

　　206～211（昭和19：11）

経済彙刊

　　華興商業銀行　　上海　　（月一2）　　26c皿　　　　（ZB－195）

　　1（1～20）（民国29〔昭和15〕：5～12）本2（1～23，臨時増
　　刊号）（民国50〔昭和16〕：1～宅2）

経済時報（青島日本商工会議所）→青島日本商工会議所経済時報

満鉄支那月誌
　　南満洲鉄道株式会社上海事務所　　上海　　同所　　（月）　　21c堕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－23）

　　6（2フ　5）（｛沼禾04：11，　12），　7（1～9／　12），　8（1～12）タ

　　9（1～7，11，12），10（1／2／5）（昭和8：5）

　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　
　　〔　北泉満鉄月報　の改題〕

日満支石炭時報

　　日満支石炭聯盟　　東京　　（月）　　26cm　　　　　　　（Zエー25）

　　170（昭和15：5）～182，202～205（昭和18：4）

日華学報
　　日華学会　　東京　　（月）　　21Cln　　　　　　　　　　（ZP－10）

　　82（沼和15：11）～96（昭和19：6）

大阪市立大学経済研究所：アジア経済研究資料・アジア研究資料はv工其他

　　（日本文の部）を見よ。

大阪市立大学経済研究所：中国研究資料はL中華人民共和国（日本文の部）を

　　見よ。
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北京満鉄月報

　　鉄満洲鉄道株式会社北京公所研究室　　北京　　（月）　　21cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－25）

　　り（1～6）（大臼5：5～1川，2（］～7），3（1、5～6），
　　4（4，6），　6（11（｝］召矛狸4：8）

　　（6巻2号以降”満鉄支那月誌”と改題〕

北京日本商工会議所所報

　　同所　　北京　　（月）　　26Cm　　　　　　　　　　（ZD－69）

　　5（昭和14：2）～7パ0～58，40～61（昭和19：1），
　　附録5～7

済南日本商工会議所所報

　　同所　　済南　　（月）　　21～25cm　　　　　　　　（ZD－71）

　　ll召和16年6～12月，・召和17年1～6／　8～10，　12月，

　　昭和18年1～5ク7～12月，昭和］9年1～5月

漸江文化研究

　　漸江文化研究社　　杭州　　（月）　　24cm　　　　　　（ZP－11）

　　33（昭和18：11）～ろ6（昭和19：2）

鮮満支財界彙報はV．旧朝鮮（日本文の部）を見よ。

上　海
　　．と海雑誌社　　上海　　（月）　　21cm　　　　　　　　　（ZA－43）

　　1002（昭和16：1）～1039（昭和19：2）

上海満鉄季利
　　南満洲鉄道株式会社上海事務所　上海　（季）　21・m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ZA－129）

　　1｛1）（昭矛日12：4）

上海日本商工会議所経済月報→経済月報
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上海特別市中央市場月報
　同市場　　」二海　　（月）　　26cm　　　　　　　　　　（ZD－77）

　　〔15〕（民国50〔昭和16〕：5）～39（民国32〔昭和18〕：2）

上海特別市中央市場統計月報

　1司了盲場　　上海　　 （月）　　26cm　　　　　　　　　 （Z工・－190）

　民国32〔昭和18〕年1～9月

支　那

　東亜同文会　　東京　　（月）　　21cm　　　　　　　　　（ZA－44）

　　26｛1｝（昭和10：1）～35｛51（昭和19：5）

支那調査報告書

　　東亜同文会調査編纂部　　東京　　（月一2）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－157）

　　1　（1～1　5　）　（明治45　：7～1　2　），　2　（1～1　2，　1　4，　1　7～24　）

　　（明治44　：1～†　2　）

支那学

　　弘文堂書房　　京都　　（年一4）　　21cm　　　　　　（ZA－66）

　　2（1～12）（大正10：9～大正11：8），4（1～4），5（1～4），
　　8　（　1～4　），　1　1｛4｝，　1　2　（　1／2　）　（昭禾021　：　9　）

支那研究

　　東亜同文書院支那研究部　　上海　　22cm　　　　　　　（ZA－54）

　　18（日召禾日5：2），　19，　30，　41，　54，　55タ　57～60，

　　62（昭和17：3）ノ附一趨時増刊号（研究旅行報告輯）：1～3

創　造

　　創造社　　東京　　（月）　　21cm

　　11｛7）（日召禾［116：6）

　　〔臨時増刊号：北支那現状報告〕
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天津経済新報

　　天津経済新報社　　天津　　（旬）　　26斑

　　21（604，　605，　607か　6｛〕9～611，　613～616）（ほ召矛日15

　　：6～11），　22（619～629．　632～637，　659～642）
　　（日召矛日16：1～］2）

天津日本商工会議所月報

　　同所　　天津　　（月）　　23～26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－84）

　　昭和15年3月，昭和16年1～7，9～12月，昭和17年1～3，

　　6～8月，昭和18年1～9月

特調班月報
　　｛二海日本総領事特別調査班　　上海　　（月）　　22cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－131）

　　1（1～12）（昭和14：9～昭和15：9），2（1～5）｝
　　5（1～12），　4（1～5）（r｝召矛日17・：t～〔5〕）

通　訊

　　上海日本総領事館特別調査班　上海　　（旬）　1gcm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZN－17）

　　1（1～12）（H召ラ印15：9～12），　2（パ1～29），3（1～19），

　　4（1～15），5（1～5）（昭和19：1，2）〉

　　附一臨時待輯1～5（昭和18：10，11）

揚子江

　　湯子江社　　東京　　（月）　　26cm　　　　　　　　　（ZA－62）

　　1（1～，5）・（1］召矛日13：9，　11タ12），2（1，7，8）＞ 5・（5＞

　　5～11　），　4（］～り2））　5（1～12）（！｝召禾日17：1～12），

　　77（｝］召手日20：1　0）
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②満洲（含蒙古）

　中　　国　　文

調査月刊

　吉林省公署総務庁調査料　　吉林　　（月）　　26cm　　　　（ZXN－2）

　　2（2，3，5．6）（大同3〔1934〕～康徳1〔1934〕）

中東半月刊
　中東経済月刊・中東半月刊編揖部　　吟爾浜　　同部　　（月一2）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZX工一10）

　　2（10～15，15，16，23／24）（民国20〔］951〕：6～民題
　　21〔1932〕：1　），　3（1，　2，　4～11，　15）（民i司21　〔1952〕

　　：1～大同1〔1952）：フ）

中東経済月刊
　　中東経済月刊・中東半月刊編揖部　　恰戚浜　　同部　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZX工一11）

　　7（7～10）（民国20〔1951〕：7～10），8（2～5）（民国21
　　〔1952〕：2～大同1〔1952〕：5）

吉林省公署調査月刊→調査月刊

　内外経済情報
　　日満実業協会満洲支部　　大連　　同支部　　（月）　　26cm

　　1｛41（康徳2〔1935〕：5）

振　亜
　　満洲国協和会　　新京　　22cm

　　1（2声4～6）（大同2〔1933〕：6，1．0，1㌔　12），2（1）
　　3，4）（大同3〔1954）：1，康徳〔1934〕：5／5）

　　〔1巻2号：日訳版〕

　　日　本　文

　撫順商工月報
　　撫順商工公会　　撫順　　（月）　　21cm　　　　　　　（ZD－159）

　　3（7～11）（康徳7〔昭和15〕）
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地　政
　　嶽雄副i雪務院地政総局　　新京　　21αu

　　8（1， 2）（康i徳10〔i↓召矛日18〕：2，　4）

調査月報　（奉天商エ公会）→奉天商工公会嗣査月報

調査月報　（昭和製鋼所）→昭和製鋼所調査月報

調査彙報　（満洲中央銀行）→満洲中央銀行動査薬報

調査奨報　（昭和製鋼所）→昭和製鋼所調査粟報

調査資料　（満洲電業株式会（土）→満洲電業株式会社調査資料

〔大同学院〕論叢
　　同学院　　新京　　満洲行政学会　　22cm

　　1（康徳6〔昭和14〕：10）～5（康徳7〔昭和15〕：12）

大連（Dalren）はTalrθnを見よ。

’ヨニ　　　燈

亀　　　屯

　　電々一心会　　所京　　（月）　　26cm　　　　　　　　（ZG－13）

　　7（6～1　2）（昭禾016：6～1　2）》　8（1～12），　9（1～6，　8，

　　9，　1　1，　12）外　1　0（1～5｝　7，　8）（翫昌矛019：1＾」5，　7，　8）

　　〔後”満洲の電気通信”と改題〕

電　業

　　満洲電業株式会社　　電業社員会　　新京　　（月）　　26cm

　　79（康徳9〔昭和17〕：5），82，85988，108（康徳11
　　〔昭和19〕：4）

業務統計（昭和製鋼所）→昭和製鋼所業務統計

海拉爾経済時報
　　海拉爾商コニ公会　　漣担爾　　23の　　　　　　　　　　（ZB－193）

　　1　（康Z憲6〔日召矛日14〕：5）～4（康徳6〔｝｝召矛014〕：12）
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恰爾浜学院論叢

　　吟爾浜国立学院大学　　吟劔浜　　（年一1）　　22cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－184）

　　1（康そ恵8〔日召矛日16〕：3），　2（康る恵9〔竪≧矛017〕：3）

吟爾浜統計月報
　　吟爾浜市長官房総務科、満洲中央銀行袷爾浜支店、吟爾浜商エ公会調奄科、

　　浜江省労務興国会　　吟爾浜　　（月）　　26cm　　　　　（ZL－18）

　　1　（　1，　6　）　（1蓑徳1　0　〔H召禾01　8　〕　：　6，　1　1　），　2（2、，（康徳1　1　〔…召禾0

　　19〕：12）

浜江省経済季報

　　浜江省商工公会　　吟爾浜　　（季）　　22cm　　　　　（ZD－2ろ）

　　1（2～4）（康徳8〔昭和16〕：8，11，12），康徳9年合併号

　　（康徳9〔昭和17〕：12）

奉天省経済季報

　　奉天省商工公会　　奉天　　（季）　　22cm　　　　　　　（ZD－26）

　　1（1～3）（康徳8〔昭和16〕：6，9，12），2（1～4），

　　3（1，2）慷徳10〔昭和f8〕：3，6）

〔奉天商工公会〕調査月報

　　同商エ公会　　奉天　　（月）　　22cm　　　　　　　　（ZD－27）

　　2（12）（層ミ徳6〔爵ξi矛014〕：12）．　5（1～5）（康徳7：〔（｛召矛日

　　15〕：1～3）

意匠公報

　　満州帝国特許発明局　　新京　　　（月）　　26cm　　　　　　（ZM－6）

　　1（康6恵5〔昭和11〕：11）～56，　38～54，　56，　57（康徳9

　　〔昭和17〕：2），汀一索引（登録権利者別；分類別）

闇　拓

　　満洲移住協会　　東京　　（月）　　21cm　　　　　　　　　（ZO－4）

　　6｛2｝（昭和17：2）～7（11），8（5～7），9｛1）（昭和20：1）
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観光東亜

　　東亜旅行社奉天支社　　奉天　　（月）　　26cm　　　　（ZG－14）

　　6（7｝（康徳6　〔日召禾01　4　〕　：　7　）～1　0｛61（｝蓑徳1　0　〔日召矛01　8　〕　：6　）

　　〔後”旅行雑誌”と改題〕

関東局物価賃銀調査月報

　　同局　　大連　　（月）　　26cm　　　　　　　　　　　　（ZL－25）

　　112（召和14：4月分）、119～121，128～147（昭相17：
　　5月分）

　　〔後”関東局物価調査月報”と改題〕

関東局物価調査月報

　　同局　　大連　　（月）　　26cm　　　　　　　　　　　　（ZL－23）

　　169（昭和19：1月分）～175，179～185（昭和20：3月分）

　　〔”関東局物価賃銀調査月報”の改題〕

関東州貿易月表

　　関東州庁長官官房庶務課　　大連　　（月）　　26cm　　　（ZL－24）

　　昭和10年9月～昭和11年11月令昭和12年4，5月

関東州貿易月表附録
　　関東州庁長官官房庶務課　　大連　　（月）　　26c辺　　（ZL＿24（1D

　　昭和9年11月～沼和11年11月

経済部統計月報　→満州帝国経済部統計月報

経済資料

　　南満洲鉄道株式会社東亜経済調査局　　東京　　（月）　　21Cln

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－26）

　　9（10～12）（大正12：10～12）～12（1～11）（大正15：
　　1～11）

経済統計月報（大連商工会議所）→大連商工会議所経済統計月報
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建国大学研究院月報

　同院　　新京　　（月）　　27（識　　　　　　　　　　　　（ZP－7）

　51（康徳10〔昭和18〕：7）～5’7戊　39～41，　43～45（［粟徳
　12〔1召’禾臼20〕　：1）

錦州省経済季報

　錦州商工公会　　錦州　　（季）　　21cロ　　　　　　（ZB－227）

　　1（1～5）（康徳8〔昭和16〕：6，11），2（2，3）♪5②（康徳
　　10〔喜召矛n18〕：9）

錦州商工月報
　錦州商工公会　　錦州　　（月）　　21cm　　　　　　　　（ZD－41）

　　3（7～12）（康ε患7〔1｝召矛015〕：7～12）（廃干lj）

錦州商工公会報
　同会　　錦州　　（月）　　25cm　　　　　　　　　　　（ZD－40）

　　5（71（康i徳7　〔‖召禾日1　5　〕　：　7　）～4（21（康徳8　〔日召和1　6　）　：7　）

金融経済月報
　満洲中央銀行調査課　　新京　　（月）　　26cm　　　　　　（ZF－7）

　　65（康徳5〔i］召矛01　3〕　：6）～72，　74～86（1嚢徳7　〔日召禾01　5〕　：

　　4）

鉱工満州

　満洲鉱工技術員協会　　新京　　（月）　　25㎝［　　　　（Z工一15）

　　で（1～12）（肩ξ徳7〔日召矛日15〕：1～12），　2（1～11），

　　ろ（1～12）ク　4（1／　5～12），　5（1～12）（募ミ元患11〔日召禾n19）

　　：1～11）

国内調査藥報（満洲中央銀行）→満洲中央銀行国内調査彙報

国立中央博物館時報→満洲帝国国立中央博物館時報

国際調査彙報（脚榊央銀行）→満β州コ央銀行国際調査彙報
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興農合作社統計月報
　　興堤合作社中央会調査部　　新京　　（月）　　25cm　　｛ZL－189）

　　2　（1～5　）　（康《恵8　〔昭矛01　6　〕　：1～5　）

交通部資料→満洲帝国交通部資料

小売物価月報

　　満洲国経済部商務司　　　新京　　　（月）　　　26c！n　　　　　　（ZL一ろ4）

　　｝裏i徳7（｛｝召矛日15年〕12月・康元哀8〔i｝召ξ日16〕年1～3，　5～8，

　　10～12月，康徳9〔昭和17〕年1～3，6～］0，12月，康徳］0

　　〔昭和18〕年1～10月，康徳11〔昭和19〕年1，2月

協和運動
　　満洲帝国協和会　　新京　　（月）　　22cm　　　　　　（ZN－11）

　　fω（康徳6〔昭和14〕：9＞～3（↑2），4（1～7．9～f2），

　　5（1～5）令6川（康i徳1↑（昭相19〕：1）

満　業

　　満洲重工業開発株式会社　　新京　　（月）　　26cm　　　（ZD－51）

　　29（康徳8（昭和16〕：1）～78（1衰徳12／召和20〕：2）

満業資料彙報

　　満洲重工業開発株式会社　　新京　　　（月）　　26㎝　　　（Z工一15）

　　15（康徳7〔昭和15〕：8）～57（康i徳9〔沼和17〕：8）

満蒙事報

　　浩蒙事報社　 東京　　（月）　　26（江　　　　　　　 （ZA－20）

　　5（1｝（目召ラF01　9：1　）～5（5｝（日召矛日1　1　：5）

満洲物価労銀調

　　満洲中央銀行調査課　　新京　　（月）　　26crn　　　　（ZL－35）

　　東徳5〔昭和15〕年6～12月

　　〔康徳6年1月以降”満洲物価調”と改題〕
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満洲物価調
　満洲中央銀行調査課　　新京　　（月）　　26cm　　　　　（ZL－55）

　康徳6（昭和14〕年1，2，4～12月，※徳7〔昭和15〕年1，2月，

　康徳8〔昭・川6〕年1＾㌧12弓，康徳9〔昭和17〕年4～10月，康徳

　10〔昭和18〕年1～8見11．12月、康徳U〔昭和19〕年1～6月

　　〔”満洲物価労銀調”の改題〕

〔満洲中央銀行〕調査彙報

　同行調査課　　新京　　（月）　　22cm　　　　　　　　　（ZF－11）

　1　（1蓑徳4　〔｝沼禾日1　2　）　：　8　）～6，　8～1　0（康徳8　U］召禾日1　6　〕　：　4　）

〔満洲中央銀行〕国内調査彙報

　同行　　新京　　21Cm　　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－9）

　2（，康《恵8〔｝沼矛016〕：11）～8（康徳10〔｝瑠X日18〕：5）

〔満洲中央銀行〕国際調査彙報
　同行　　新京　　（月）　　21cm　　　　　　　　　　　（ZF－10）

　1（震徳8〔昭和16〕：6）～25（康徳11〔昭和19）：7）

〔満洲電業株式会社〕調査資料

　同社　　新京　　21cm　　　　　　　　　　　　　　（Zエー108）

　1（2～4）　（ヒ長徳6〔昭矛日14〕：9，　1　0，　12），　2（1，　2）　（ト涯2恵

　7〔昭和15〕：2，4）

満洲土建
　　満洲土木建築公会　　新京　　（月）　　26cm　　　　　　（Z工一17）

　　4（1～12）（康徳10〔昭和18〕），5（1～5，7～10）（康徳

　　11〔昭和19〕）

満洲評論

　　満洲評論社　　大連　　（週）　　21cm　　　　　　　　（ZA－21）

　　491（日召禾n16：6）， 495～498、　502～518，568～653，
　　656，6581659，661～665，668～675（昭和20：4）
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〔満洲重工業開発株式会社〕資料粟報
　　同社　　　新京　　　　（月　）　　　25cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－47　）

　　1（7～12）（1褻ξ97〔日召矛015〕：2，～7）

満洲経済

　　満洲経済社　　新京　　（月）　　26em　　　　　　　　（ZB－56）

　　4（1～1川（康徳10〔昭和18〕）

満洲経済情報
　　東亜経済：可談会満洲本部　　新京　　　（月）　　21cm　　　（ZB～57）

　　6（9～11）（康徳8〔沼和16〕：10～12），7（1～12）（康i徳
　　9〔日召禾1］1　7〕：1～12）

満洲経済統計月報

　　南満洲扶道株式会社　　大連　　（月）　　26Cm　　　　　（ZL～36）

　　15｛51（1沼壬日15：8）う 16（1～12）（・｝召禾日14：ろ～F沼和15：2）

満洲鉱業協会誌

　　同会　　新京　　（月）　　26c盟　　　　　　　　　　　　（Z工一18）

　　6（1～ろ）（震徳7〔昭和15〕）、7（1～12），8（1～12），

　　9（］～12），10（2～4）（寒徳11〔昭和19〕）

満洲国国務院統計翼誌→　統計彙誌

満洲国民政部調査月報
　　満洲国民政部総務司資料科　　新京　　満洲行政学会　　（月＞　　2之cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tl《N－12）

　　1　（　1～1　2　）　（康徳5　（日召禾日1　］　〕　）

〔満洲国立中央図書館〕資料公報
　　同館審備処　　新京　　（月）　　21cm　　　　　　　　（2A－48）

　　5（ち　5～8，10～12）（康i徳9〔昭和］フ〕），4（1～12）ノ

　　5（2～4，　6～］　2）　（｝＾蓬徳11〔沼和19））
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満洲の電気通信
　満洲電信電話株式会社　　新京　　（月）　　21Cm　　　　（Zσ一15）

　　1　0　（9～1　2　）　（康徳1　1　〔昭矛01　9　〕　），　1　1　（1～4、　6，　：7）　（康名葱

　　12〔・コ召矛020〕

　　　カ　　　　　　
　　〔　電々　の改題〕

満洲農学会誌

　満洲農学会　　奉天　　26cm　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－9）

　　10（康徳7〔昭矛日15〕：5）～14（康毒恵9〔ii召矛日17〕：2）

満洲帝国経済部統計月報
　満洲国経済部大臣官房資料科　　新京　　（月）　　50cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－26）

　　2（1～12）（康多恵7〔弓召和15））

満洲帝国国立中央博物館時報
　　同館　　新京　　21cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZP－8）

　　1　（康徳6〔｝沼矛日14〕：8）～8，　15～21，　23（康Z憲1　1

　　〔日召ラF019〕：12）

満洲帝国国立中央博物館論叢

　　同館　　新京　　26cm　　　　　　　　　　　　　　　　（ZP－9）

　　1（康徳6〔昭和14〕：9）～7（康徳11〔昭和19〕：4）

満洲帝国交通部資料
　　交直部大臣官房資料科　　新京　　21cm　　　　　　　　（ZG－21》

　　6（1～3）（康徳8〔昭和16〕：1，7，10）

満洲帝国統計月報

　　1酬1国総務庁統計処　　新京　　（月）　　26cm　　　　　（ZL－57）

　　1（1～7）（康徳8〔昭和16〕：6～12〕，2（1，2，4）（康徳
　　9　〔｛1召矛01　7　〕　：1．　2，　4　）
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満鉄調査月報

　　南満洲鉄道株式会社調査局貸科課　　大連　　　（月）　　21cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－22）

　　12（5～7争　9，　1薯）（F沼矛日7）、　15｛1）～20（12），

　　21（1～7¶ 9， 12）う　22（1～6，　9，　11），　23（12）

　　（昭Xl］18：12）

満鉄資料彙報
　　南満洲鉄道株式会社調査部　　大連　　同社　　21cm　　　（ZA－22）

　　6（5，7～12）（昭和16：5；7～12つ，8号う9号
　　（F｝召斥日18：2）

民政部調査月報→満洲国民政部調査月報

蒙　古

　善隣協会　　東京　　（月）　　21cm　　　　　　　　　｛ZA－25）

　　6（4｜（［召相1　4　：　4　）《｝1　0　（　1　2　）　（目召矛日1　8　：　1　2　）

蒙古学

　善隣協会　　東京　　22cm　　　　　　　　　　　　　　（ZA－68）

　　1（昭系a12：4）

日満支石炭時はII．中華民国（日本文の部）を見よ。

農　営

　興農部経営改善科　　新京　　輿農部農政司調査科　　（月）　　21Cln

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－4）

　　2（1～↑2）（亘徳10〔昭和1δ〕）＄5（2－12）
　　（康徳1　］　〔｝i召矛01　9　〕　）

農業の満洲

　満洲農業団暗中央会内農業の満洲社　　大連　　（月）　　21。m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－19）

　　11（6～12）（昭素日14：6～ll召手日15：1）覧

　　12（1～9），15（1～12），］6（1～9）（昭和19：1～12）
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農村物価労賃調
　　興農合作社中央会調査弘報課　　新京　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－42）

　　19（康徳10〔｝］召矛018〕：5）～29，　31～55

　　（康徳11〔昭和19〕：7）

卸売（批発）物価

　　満洲国経済部商務司　　新京　　（月）　　26cm　　　　（ZL－45）

　　康徳8〔昭和↑6）年1～3，9月分，

　　康徳9〔昭和17〕年1～ろ）7～12月分

　　〔康徳10年1月以降”卸売物価月報”と改題〕

卸売物価月報

　　満洲国経済部商務司　　新京　　（月）　　26cm　　　　　（ZL－45）

　　康徳10〔昭和18）生1～9月分ラ

　　康徳伯〔昭和19〕年1，2腸

　　（”卸売（批発）物価”の改題〕

労工協会報

　　満洲労工協会　　新京　　　（月）　　21cm　　　　　　　　　（ZK－7）

　　5（5～12）（康徳7〔昭和15〕）

論叢→大同学院論叢

旅行雑誌

　　東亜旅行社　　奉天　　（月）　　26cm　　　　　　　　　（ZG－14）

　　10（7～10）（昭和18）

　　〔”観光東亜”の改湾〕

鮮満支財界彙報はV．旧朝鮮（日本文の部）を見よ。
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新京経済季報
　　一新京商工公会　　新京　　（季）　　21cm　　　　　　　　（ZD－73）

　　1　（1～4）（康ジ亙8〔H召禾日16〕：15，　6ソ　9，　12），

　　2（1～5），3（1～5）（嚢徳10〔日召和18〕：1，6，11）

新京商工月報

　　新京商工公会　　新京　　（月）　　21cm　　　　　　　（ZD－158）

　　↑（康徳5〔昭和13）：8）＾㌧4，6，7，10，16、
　　21（｝蓑ジ惑7〔昭ラ〔015〕：6）

商標公報
　　満洲帝国特許発明局　　新京　　同局　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZM－11）

　　1（康徳1〔昭和9〕：4）～127，130～14ろ，145～149，
　　151～161（衰徳10〔沼：沌18〕：8）

書　香

　　筒鉄大連図書館　　大連　　（月）　　21cm　　　　　　　（ZA＿49）

　　15（2～9）（σ召矛日18）

〔昭和製鋼所〕調査月報

　　1司所　　鞍山　　　（月）　　　21Cm　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－44）

　　1（1、　2）（康才濠6〔日召矛014〕：11， 12）ノ2（1～12）
　　（提徳7〔昭和15〕：1～12）

　　〔後”調査彙複”と改題〕
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〔昭和製鋼所〕調査葉報
　同所　　鞍山　　（季）　　25e！n　　　　　　　　　　　（Zエー44）

2（1～4）（康徳9〔昭和17〕：1，4，7，10）

3（1～4）（康徳10〔・召和18〕：1，4，7－0）

　　　　や　　　　　　
〔　調査月報　の改題〕

〔昭和製鋼所〕業務統計（作業統計之部）
　同所　　鞍山　　（月）　　30cm

滝徳6〔昭和14〕年8～12月分，

康徳8〔昭和16〕年3月分，

棄徳7〔昭和15〕年度

大連高商論叢

　　大連高等商業学校興亜経済研究所　　大連　　　21cm　　　　（ZB－64）

2（昭和15：3）～4（沼和17：12）

大連商工会議所経済統計月報

　　同所　　大連　　（月）　　26cm　　　　　　　　　　　（ZL－27）

280（昭禾日15：12）～

340（昭和18：12）

大連商工会議所所報

　　同所　　大連　　（月一2）　　31cm　　　　　　　　　（ZD－12）

　　298（沼和13：12），30・2＞504，310，5†2，514，
　　316，　324，　534～ろ37，　559～348，　551，

　　555～359，　ろ61～ろ64，　366～575，　577～580，　383，
　　385，　387～589，　391，　393，　595～406（1｝召禾018：11　）
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大陸科学院彙報

　　満洲帝掴国務院大陸科学院　　新京　　（隔月）　　26cm　　（ZS－9）

　　5（1～6）（康徳8〔昭和16〕：：2～12），

　　6（↑～6），7（1～3）（康徳10〔昭和18〕：2～6）

東亜政情
　　満洲帝国外交部　　；：ll京　　21cm　　　　　　　　　　　（ZN－58）

　　1　（薫iイ，惹2〔～｝召矛日1　0〕：9），

　　3～6（1嚢i6慈5〔6召矛011〕：6）

東辺道

　　東辺道開発株i式会社　　新京　　22cm　　　　　　　　　　（ZA－57）

　　1（康徳6〔昭和14〕：9）～5（康徳7〔昭和15〕：7）

統計彙誌
　　満洲国国務院総務庁統計処　　新京　　21cm　　　　　　（ZL－51）

5（康徳2〔昭和10〕：3）～10，29～34（康徳7〔昭和15〕：
8），附一端時国勢調査特滑号（康徳7〔け召和15〕：7）

特許公報

　　満洲帝国特許発明局　　訴京　　同局　　（月）　　26αn

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZM－15）

　　1（康徳3〔沼和11〕：10）～551、353，335う445（康i徳
　　1朋〔昭和19：2）；特許権利者別索引一康徳5年度、

　　4年度（1、　2）増刊号，5年度（1ゾ2）増刊号，6年変増1刊号，

　　7年度（2）増刊号；特許発明の分類別索引一康徳5年庭，

　　4年度（1｝2）増刊号，5年度（1、2）増刊号，6牢度増刊号，

　　7’勾三度（2）増一F｛1号
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　　　　　　　　　　　　（3）台　　湾

　　中　国　文

中華民国台湾経済動向統計
　　行政院主計処　　台北　　（．弓）　　27cヱn

　　58（民国53〔1964〕：12）～41（民鶴54〔1965〕：11）

　　〔以降廃二刊。民国55〔1966〕年より”中華民国統計月報”として新た

　　に発刊さるo　〕

中華民国台湾金融統計月報

　　中央銀行経済研究処　　台北　　（月）　　26cm　　　（Z×L－4）

　　民国51　〔↑962〕（5～12），　民［嚢52〔1965〕（1～12），

　　民国53〔1964〕（1～12）｝民国54〔1965〕（1～12）～

中華民国統計月報

　　行政院主計処　　台北　　（月）　　26cm

　　民国55〔1966〕（2）～

国際貿易月刊

　　行政院外薙貿易審議委員会　　台北　　同会　　（月）　　26cm

　　10（12）（民琶…］54〔1965〕）～

台湾進出口貨価指数

　　台湾銀行　　台北　　同行　　（月）　　26cm

　　民国54〔1ラ65〕（10～12月）～

　　欧　文

Three－MonthlyEconomic　Review　Japan，

　　Formosa．　South　KoreaはVI．其他（欧文の剖9を見よ。

　　．日　本一茎

基隆商工会議所報

　　同所　　基隆　　（月）　　26c膿

　　5（9～13）（昭和15：8～12）、4（1～9），

　　5（1～12）（昭ラF日17：1～12）
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台湾貿易概表
　　台湾総督府財務局　　台北　　（月）　　53cm

　　昭和14年f．月～昭和15年4月

　　　　　　　　　　ア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　〔昭和15年5月以降　台湾外国貿易概表　と改題〕

台湾貿易月報

　　台湾総督府財務局税務課　　台北　　　（月）　　26Cm　　　（ZL－192）

　　昭和15年1～4月

台湾外国貿易概表
　　台湾総督府財務局　　台北　　（月）　　53c皿

　　昭和↑5年5～9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　〔　台湾貿易概表　の改題〕

台湾慣習記事

　　台湾慣習研究会　　台北　　（月）　　22。m　　　　　　　（Z－O－6）

　　1（1）（明治54：1）～7（8）（明治40：8終刊号）

台湾金融経済月報
　　台湾銀行調査部　　台北　　（月）　　26cm　　　　　　　（ZF－’23）

　　135（昭矛日16：1）～170、172～183（昭矛日20：1）

台湾鉱業会報

　　同会　　台北　　21cコn　　　　　　　　　　　　　　　　（Zエー45）

　　205（昭和16：10），207．209～213（昭和18罰1）

台湾農事報

　　台湾農友会　　台北　　（月）　　21cm

　　20（12）（大正15：12）

台湾農会報

　　台湾農会　　台北　　（月）　　2？cm　　　　　　　　（ZH－30）

　　4（1）（昭和17：1）～5（11）（昭和18：11）

　　　　　　　　　　　　　　　　－80一



台湾総督府中央研究所農業部彙報
　同所　　台北　　2↑c孤

　14（大正13：1），　25，28，35，37（大正15：3）

高雄経済情報
　高雄商工会議所　　高雄　　（季）　　22cm　　　　　　　（ZD－83）

　4（1～3）（昭和16：7，”，昭和7：1），5（1～4），

　6（1，2）（昭和18：9，昭和19：3）

　　　　　　　　　　田韓　　国

　朝　鮮　文

亜細亜研究
　高麗大学校亜細亜問題研究所　　Sθouユ　　（季）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－67）

　5（2）（1962：11），　6（1，　2），　7（1～4）（1964）～

貿易統計月報

　韓国財務部税関局　　Seou　　　（月）　　26cm

　　2（11，　12）（1965）～

調査月報　（朝鮮・韓国銀行）→朝鮮銀行・韓国銀行調査月報

調査月報　（中小企業銀行）→・中小企業銀行調査月報

調査月報　（韓国産業銀行）→韓国産業銀行調査月報

調査月報　（農業銀行）→農業銀行訓査月報

調査月報　（農協）→農協調査月報

朝鮮銀行調査月報

　同行　　月亀　　（月）　　26cm　　　　　　　　　　（ZF－85）

　　1　（1　947：5）2，　6，　8、　1　5，　27～33（1950：4　）

　　〔”韓国銀行調査月報”をも見よ。〕
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朝鮮殖産銀行調査月報→殖銀調査月報

中小企業銀行調査月報（杢人ト貨呈）

　　　同行企劃調．査部　　Seou1　　〈月）　　26cコ　　　　（ZF－27）

　　　13～24（1964：1～12）～

韓国銀行調査月報

　　　同行　人｛皇　 （月）　26cm　　　　　　　（ZF－83）

　　　37（1951：8）～39》41～46，49x　51本 53～63，
　　　65～77下　79ひ　8〔｝舞　8～層2、　83，　85～で57（1964：輪）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＆
　　　〔”朝鮮銀行調査月報”をも見よ。〕

韓国産業銀行調査月報

　　　同行　　Seouユ　　（月）　　26cm　　　　　　　（ZF－28）

　　　71　（1　961　：10）～80，　84，　85弘　87♪　9〔｝メ　91象　93“

　　　94＾　98～121（1965：12）～

韓国統計月報

　　　経済企劃院調査統計局　　Seouユ　　（月）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－49）

　　　5（5，6～f2）（↑963），6（f～5，7～f2），
　　　ウ（1～12）（1’965）～

経営研究

　　　高大企業経営研究所　　Seou1　　（月）　　24c皿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－16）

　　　2（6～fO）　（1　964：8～で2）～

経　協

　　　韓国経済人協会み邊　（月）　26・m

　　　18（1965：6），　20～24（1965：’イ2）～

経商学報

　　　中央大学校経商学学生会　　京城　　21cm　　　　（ZB－155）

　　　3（1956：7），　5～7（1958：7）

　　　　　　　　　　　　　　　　－82一



経商論集

　　刈音大学校商科大学附属韓国経済研究所　　SeoU　　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－107）

　　1（1）（1962：12）

　　〔vo　1．2，no．1以降”経済論集”と改題〕

経済学研究

　　韓国経済学会　　ぷ色　　21cm　　　　　　　　　　　（ZB－154）

　　1（1）（1953：10），2（1），3（1），4／

　　5（1957：12）

経済論集

　　刈妄大学校商科大学韓国経済研究所　　Seouユ　　（季）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－107）

　　2（1）（1965：12），3（1～4），

　　4（1～4）（1965：3，6，ら12）～

　　〔”経商論集”の改題）

国際文化

　　成均館大学校国際文化研究院　　9eouユ　　（年一2）　　24cm

　　1（1）（1964：12），2（1プ2）（1965：3、6）～

農業銀行調査月報（吉9名蓉至ρ→鯉）

　　同行調査部　　Seou工　　（月）　　26c皿

　　38（1961：6）

農業経済研究

　　韓国農業経済学会　　　〔出版地不明〕　　21cm

　　5（1962：12）

農i業協同組合中央会調査月報→農協調査月報
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農協調査月報（吉e杢みト豊里）

　　農業協同組合中央会　　Seou1　　（月）　　26c辺　　　（ZH－16）

　　13（1962：口）～22，24～51（］9ξ5：12）～

社会研究論叢

　　韓国社会研究所　　SeOuユ　　26cm

1（1）（1965：4）～

殖銀調・査月報（朝鮮語版）

　　朝鮮殖産銀行調査部　　却圭　　（月）　　21cm　　　　　（ZB－52）

2（4＞（］94．7：12），4（1～7），

5（1，＿2）（］950：1，　2）

対外貿易統計季報
　　韓国銀行調査部　Se・uユ　（季）　26・m　　　（ZL－46）

］　（1　962：1s℃／2rL（1　quar七er）～

6（1963：4七h　quarter）

　　　〔1964以降∫発干1］〕

　　欧　文

Asiatic　Research　Bulletin
　　　Asia七ic　王te8earch　Ce・nt臼r，　．KOτea　Uni▽『r6i七y

　　　SeOuユ　　　（M）　　　250m　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－68）

　　　5（7～10）（1962：望0～1963：2）．．6臼～4・6～↑0），

　　　フ（1～1C），8（1～10）（1965：3～1966：2）～

Bank　of　Korea　Monthly　Statistic・al　ReY・ぼw

　　Resarch　Dept．，Bank・f　KOrea　Se・uユ　（M）
　　　25cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （Z・L－32）

15（12）（1961112・・）～19（12）・（1・・』96・5パ2）～
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Foreign　Exchange　Statistics　（Monthユタ）

　　Forθign　Exchaロge　Oontrol　Dept．，　Bank　Of　KOrea
　　Seouユ　　 （M）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A］近F－Z－5）

　　1　955（Dece］〔ロber），　1　956（］）ecember）

　　1957（DeCGmber）

　　〔Microfi1盈　Copy（n6ga七i▽e）made　i－h　1965〕

KoreanAffairs
　　Council　on　Korean　Affair8　　　Seou1　　　26cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－42）

　　1（1～4）（1962）、　2（1～4）（196三5戊，

　　3（1全2）（19641）～

Korean　Business　’Review

　　Koreaぬ　BusiDes8men，日　As80cia七io工1　　S白OU1

　　27cm

2（1965：7）ト　3（1965：12）～

Medium　Industry　Bank　Quarterly　Statistical　Review
　　Medium　工乙dustry　Bank　　　Seouユ　　　（q）　　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（・ZL－56）

　　1　963（May，　October）鼻　1　964　（1s七～4七h　quarter）亨

　　1　965（1st～4七h　quarter）～

Monthly　Statistical　Review　（Bank　of　Korea）→

　　Bank　of　Korea　Monthly　Statistical　Review

Qu。，t。，1y　St・ti・ti・・1　R・vi・w（M・dium　l煎u・try　B・nk＞→

　　庇di㎜Industry　Bank　Quarterly　statistical
　　Review

Three－Monthly　EcoIIornic　Review　Japan，

　　Formosa．　SouthKoreaはV［．其他（欧文の部）を見よ。
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　　　日　本　文

殖銀調査月報（日本語版）

　　朝鮮殖産銀行調査i部　 京城　　（月）　　2］c皿　　　 （ZB－52）

　　　59（昭和18：4）～65，69～71，　73～79（昭和20：1／2）

　　　　　　　w斬鮮民主主義人民共和園

　　朝　鮮　文

経済研究（rぎ尉｛《ロデ）

　　朝鮮民主主義入民共和国科学院経済研究所経済研究編輯委員会　　平壌

　　　（年一4）　　　26cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－113）

　　　196f（1～6）戸　1962〈1，　2），　で964（↑～4），

　　　1　965（1～4　）～

哲学研究（智¶ト（芒干）

　　朝鮮民主主義人民共和国社会科学院哲学研究所　　平壌　　　（年一4）

　　　26cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Z王）－4）

　　　9（1964：2）～16（1965：11）～

　　欧　文

Three－W鉦）nthly　Economic　Review　China，

　　Hcng　Kong・North　KoreaはVI・其他（欧文の諭を見よ。

　　旦　本文

朝鮮貿易月報

　　祖国貿易推進在日朝鮮人委員会　　東京　　（月）　　26eln

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－148）

　　6（1963：2）、21（1964：5／6）

朝鮮学術通報

　　在日本朝鮮人科学者協会　　東京　　（年一6）　　25c1ロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－185）

　　1（1）（1964：11），　2（f～6）（1965）～

一86一



朝鮮問題研究

　朝鮮問題研究所　東京　（年一6）　21・m　　（ZA－118）

　　1（1957：5）～4（1957：9），　2（f～4）（1958），

　　5（1～3）（1959））4〈1～6）（1960）

〔月刊〕朝鮮資料

　朝鮮問題研究所　　東京　　（月）　　21cm　　　　　（ZA－157）

　　1（1～7）（1961：2～12），2（↑～3）（1962：1～3），

　　3（1）～5～12）（1965：12）～

月刊朝鮮資料→朝鮮資料

V　旧　朝鮮
日　本　文

文献報国

　　朝鮮総督府図書館　　京城　　（月）　　25cm

　　9（1～12）（昭和り8），10（f～6）（昭和↑9）

調査彙報（朝鮮金融組合聯合会）→朝鮮金融組合聯合会訓査彙報

朝鮮銀行統計月報

　　同行　　京城　　（月）　　26cm　　　　　　　　　　　（ZL－5）

　　14（6）（昭和13：6）～19（11）（昭和り8：11），

　　20（1～9）（昭矛「119：9）

〔朝鮮金融組合聯合会〕調査藥報

　　同会　　京城　　（月）　　21c頚　　　　　　　　　　　（ZB－3）

　　1（昭和14：1）～59（日召矛日19：↑2）

朝鮮金融組合統計月報
　　同組合聯合会　　京城　　（月）　　26em　　　　　　（ZL－6㌻A）

　　昭和15年1～12月り昭和16年1～12月，昭和17年1～4月，

　　昭和18年11月，昭和19年12月＄昭和20年1～3月
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朝鮮工業組合

　　　朝鮮工業組合中央会　　京城　　（季）　　2↑cm

　　　2　（日召禾01　8　：　1　）～4，　6　（昭禾01　9　：　1　）

朝鮮証券取引所月報

　　同所　　京城　　（月）　　21c斑

　　　了（日｛肇田8：8）～5、　2（1～4、　7），5（2）（喘02G：4）

　　　〔”朝鮮取引所月報”の改題〕

朝鮮総督府海外経済情報

　　朝鮮総督府　　京城　　（週）　　2フcm

　　　225（日召元…日18：1）～252＞　255～2713　278，　279畠

　　　281，　282（暮召矛019：2）

朝鮮総督府穀物検査所月報

　　同所　　京城　　　（月）　　21em　　　　　　　　　　　　（ZH－71）

　　　9（10）（日召禾日16：10）～↑1（9）（日召矛日18：9）

朝鮮坂引所月報

　　同所　　京城　　（月）　　21cm

　　152～158（昭矛日18：f～7）

　　　〔昭和18年8月以降”朝鮮証券取引所月報”と改題〕

釜山商工会議所月報

　　同所　　i釜i山　　　（月）　　　21cm　　　　　　　　　　　（ZD－－157）

　　　155（昭和13：1），155～174（昭和14：10）

群山商工会議所月報

　　同所　 君羊山　　（月）　　22Cln　　　　　　　　（ZD－160）

　　　f90（昭和13：f）～216、　220～224（日3手日］5：11）

金融組合

　　朝鮮金融組合聯合会　　京城　　（月）　　21cm　　　（ZF－86）

　　　67（昭和9：4）～87（昭和10パ2）

　　　　　　　　　　　　　　　－88－一



清津経済月報

　　清津商工会議所　　清津　　（月）　　25cm　　　　　　　（ZI）－76）

　　］8（昭和12：3），　2〔〕～22，　80，　81y

　　86～96（目召オ日］8：11）

鮮満支財界彙報

　　朝鮮銀行調査譲　　京城　　（月）　　2↑cm　　　　　　（ZB－45）

　　昭和15年5月か　7月亨　7（1，　3～12）ヲ

　　8（1～12）（日召弄日19：1～12）

大隆東洋経済

　　東洋経済新報社　　京城　　（月一2）　　26em　　　　　（ZB－53）

　　2　（日召ラ｛日18：12），　5，　5～1　2，　1　4～1　9，

　　22～58（E召矛02〔〕：7）

　　　　　　　　　　　　　VI其　　他

　　中　国　文

大　風

　　字宙風社。逸経社　　香港　　大風社　　（旬）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXP－2↑）

　　3～5，8，21（民国27〔1958〕：ろ～9）

華文毎日

　　毎日新聞社　　大阪　　同社　　（月一2）

　　116（ぽ召禾［｛18〔1943〕：8）～120，　122～127，

　　129～151，　133（9召ラF019〔1 944〕：9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　〔　華文大阪毎日　をも見よ。〕

華文大阪毎日

　　大阪毎日新聞社　　大阪　　向社　　（月一2）　　26c通

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－35）

　　5　（昭禾日1　4　（1　9…～9〕　：　1・）～1　2タ　　1　4～1　9，　　21～23，

　　26～36，　58～100（8召ラ印1　7〔1942〕：↑2）

　　　　　　　　　　　　　
　　〔　華文毎日　をも見よ。〕

　　　　　　　　　　　　　　　－89一



経済導報

　　経済導報社　　香港　　同社　　（週）　　29CIn

　　751（1962：1）～761食　：763＾－8｛〕↑（1963：1）

工商月刊

　　香港中華編述公司　　香港　　（月）　　26cm　　　　　（ZXD－6）

　　2（1～5）（民国12（1923〕：1～5），

　　4（5）（民国15〔1924）：5），

　　5（1）（民国15〔イ924〕：7）

南洋学報

　　南洋学会　　新嘉披　　（年一2）　　同学会　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZXA－13）

　　イ（1、2）（1940：6，12）～17（1）（f1961〕）

戦地通信

　　陳徳鎌（編）　　香港　　戦地通信社　　（週）　　26cm

　　5（民国26〔1957〕：11）～5、↑0，

　　12（民国27〔1958〕：1）

新　亜

　　新亜月報社　　東京　　（月）　　22cm

　　5（1～11）（民国31〔1942〕），6（1～12），
　　7（フ～4扉69ア）（民国33〔1944〕）

　　〔”遠東”の改称〕

大風はDaifuを見よ。

財政評論

　　　財政評論社　　香港　　（．弓）　　26cm　　　　　（ZXC－2．－A）

　　　2（1～6）（民国28〔1939〕：7～12），

　　　3（1～5）（民国29〔1940〕：1～5），

　　　4（f～6）（民国29〔1940〕：7～12），

　　　5（1～6）（民国30〔1941〕：1～6），

　　　6（1～4）（民国30〔1941〕：7～10）
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財政評論月刊→財政評論

　　　欧　文

Hong　Kong　Economic　papers
　　　Hong　K◎ng　Econolnlc　Asθociation　　Hong　Kong　　Hong
　　　KOng　Un工▽θrslty－Press　　　25cm　　　　　　　　（ZB－－79）

1（1961：6）

Hong　Kbng　Trade　and　ShipPing　Returns

　　　Sta七i6ticaユOffice、，エmpOrts＆ExpOr七s
　　　I）6ptartment　　HOng　KOng　　NOτOnha　＆　CO．，　工」七d．，

　　　Governmen七　Printers　　　（M）　　　24c皿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－616）

1958（Augu8t～Decembθr），
1959（」anUary～Dece皿ber），

1940（3anuary，　FθY）ruary）

（March，1940以降”Hong　Kong　Trade　Rθtums”と

改題〕

Hong　Kong　Trade　Rehlrns
　　　S七ati日七icaユOffice，、エmpor℃日’＆Expo☆臼

　　　Dθpar七IIlent　　Hong　Kong　　Noronha　＆・Co．，　Ltd．，

　　　Go▽ernment　］i）rinter6　　　（M）　　　25cm　　　　（ZL－66）

1　94　0　（March～1）eceEIber）

（”H⑪gK・ng　T・ad・・随ShiPP玉ng　R・tu・n・”の改題）

Oriental　Affairs
　　　Ed．　bア　H．　G．　W．　Wooaheaa　　　Sha，nghai　　　（M）

　　　30cm　　　　　　　　　　　　　　　　（ZN－10）

1　（1～7）（1933：12，　19ろ4：1～6），

2（8～13）（1934：7～12）ノ
3（14～19）｛1955：1～6）鬼
4（1～6）（1935：7～12），
5（1，　2，　4～6）（1936：1，　2，　4～6）》、

6（1，　5～6）　（1936：7，　9～1　2）ノ

7（1～6）（1957：1～6）～16（1～6）（1941：7～12）
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Quarterly　Economic　Review　of　Ch▲na

alld　Hong　Kong
　　　EconO皿i8七　工n七θユ1igellce　Uni七　　　London　　　（母）

　　　32cm

5（1954：3），6（1954：6）

（後”Three－M・n七hユアE・。n。mi・R・▽i’ew　China（H・ng

Kong，　Nor七h　KOrOa）”と改題〕

Three－MonthIyEconomic　Review　China・HGng　Kong・

NOrth　Korea
　　　　EccnOmi6七　工n七eユユ1ge五cθ　Unit　L七（1．　　　LC1ユdOD－

　　　　（烏）　　32Clu

39（1、962：8），40（1962汀1）

〔”qu・rt・rlyE・・n・mi・R・▽1・wσf　Ch垣a　and　H。ng

K⑰9” の改題〕

Three－Monthly　Economic　Review　Japan，　Formosa・

South　Korea
　　　EcOno皿is℃　工nteユ1igeたce　Uni七　L七d．　　　工」Oτ1don

　　　（q）　　32cm

41（1962：4）～44（196噛2：12），

Annuaユ　SuPpユelnent：1962

XXth　CelltUry
　　　20th　Cen℃ury　Pub：Lishing　Co．　　　Shanghai　　　（M）

　　　26c1n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZR－1）

　　　　1（1～3）（1941：10～12），
　　　　2（1～6）（1　942：1～6），　3（1～6）　（1942；7～1　2），

　　　　4（1～6）（1943：1～6），5（1ん4’）白945：層7～1・）ノ

　　　　7（2～6）（1944：8～12）∫　8（1）（1945：1）

　　　日　本　文

アジア経済旬報

　　　中国研究所　　東京　　（句）　　21～26cm　　　　（ZB－・128）

112（昭和26：6），　フ43〆247～633（昭和40：12）～
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アジア経済研究資料

　　大阪市立大学経済研究所アジア経済研究班　　大阪　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－125）

　　9（日2ラ｝：i］3　1　　：　1　0）～11（日召矛n32：3）C終干ij）

　　〔”中国研究資科”の改題にして後”アジア研究資料”として復刊さる）

アジア研究資料

　　大阪市立大学経済研究所アジァ研究室　　大阪　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－125）

　　1　（9召矛i］34　：5）～3，　5～8（日召窮i40：3）～

　　〔”中国研究資料”及び”アジァ経済研究資料”の復刊）

中国研究資料は1坤華人民共和国（日本文の部）を見よ。

南支那及南洋情報．

　　台湾総督官房外毛x課　　台北　　台湾時報社　　（月一2）　　22cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA、一．52）

　　2（昭和6：11），6，7，12，20～95，95～109，
　　150（［沼手日13：2）

　　〔後”南支南洋”と改題〕

南支南洋

　　台湾総督官房外務部内南支南洋発行所　　台北　　（月）　　2づem

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－32）

　　154（日召矛日13：4）～162（膏召矛0115；12）

　　〔”南支那及南洋情報”の改題〕

南支南洋研究

　　台北高等商業学校南支南洋経済研究会　　台北　　2†c週

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA一ろ3）

　　25（昭和1282），27，36，37，59閤和18：4）
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東　亜

　　東亜経済調査局東亜会　　東京　　（月）　　21c皿　　　（ZA－52）

　　5（イ0）（昭和7：10），6（1～12），7（1，4，．5，7～12），

　　8（1～12），9（1～12），10（1～11，15），
　　臼（1～12），12（1～12），1ろ（1，3～12），、

　　14（1～12），15（1～12），16（7～12），
　　守7（1）（昭和fダ：イ）

東亜学

　　B光書院　　東京　　25cm　　　　　　　　　　　　　　　　（ZQ－2）

　　2（昭和15：6）～6（昭和17：8）

東亜人文学報

　　京都帝国大学人文科学研究所　　京都　　26em　　　　　（ZA－55）

　　1（1～4）（昭和6：5，9，12，昭矛ロ↑7：2），2（2，3），

　　3（3・4），4（1，2）（昭和19：3，昭和20：3）

東亜経済事情

　　日本銀行調査局　　東京　　21cm

　　9（昭和15：9），10（昭和↑6：3）

東亜経済研究

　　d」口経済専門学校東亜経済研究会　　山口　　21cm　　　（ZB－55）

　　25（f～6）〈昭和16），26（1～4），27（2～4），

　　28川，3）（昭和19）

東亜経済論叢

　　京都帝国大学経済学部内東亜経済研究所　　京都　　（季）　　26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB～56）

　　1（1～4）（昭和16：2，5，9．12），2（1～5），
　　3（1，　2）（日召矛018：2， 5）

一94一



東亜研究

　　東亜同文幹院大学東亜研究部　　上海　　21c1n　　　　　　（ZA－54）

　　64（昭和17：12）～67（昭和18：8）

　　〔”支那研究”の改題〕

東亜研究

　　東亜学術研究会　　東京　　21cm　　　　　　　　　　　　（ZA－55）

　　1（1）（明治44：12），2（1～12），3（1～12），

　　4（1～12）・5（1～12），6（1～12），7（1～6），
　　8（1～3）（大正7二5，　7，9）

東亜研究所報

　　東亜研究所　　東京　　（隔月）　　21cm　　　　　　　　（ZA－56）

　　1（昭和イ4：5），　5～5，8～50（昭和20：2）
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