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　本学附属図書館所蔵雑誌目録は，昭和35年にく欧文篇〉〈和文篇〉の二冊

を刊行し，〈欧文篇〉は，その後，昭和48年に改訂版が刊行されたが、〈和

文篇〉は，そのままの形で今日にいたった。今回漸く館員諸氏の努力がみの

り，ここに改訂・増補の新版を世に送ることができることは，大きなよろこ

びである。

　本目録は，本学附属図書館及び小平分館に収蔵されている和文の雑誌（大

学発行の紀要類を含む）・新聞を主として収録し，それに，中国文の雑誌・

新聞を附して，利用者の便に供することにした。

　本目録の作成は，主として館員諸沢菊雄，古本正子の両氏が担当し，加う

るに小平分館館員諸氏の協力を得た。

　　　昭和53年3月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一橋大学附属図書館長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増　淵　龍　夫
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凡 例

　この目録は，昭和35年に刊行した「一橋大学附属図書館雑誌目録和文篇」を全面的に改訂，増補し，

特に「紀要」が「Ah」という・一般雑誌の分類「Z」とは別になっていたものを，「Z」に分類替えして

統一したのを機会に長年の懸案を解決したものである。

1．収録範囲

　本学附属図書館（含小平分館）に収蔵されている雑誌新聞は，特殊文庫，和書分類に属するもの

　　も含めて，昭和53年2月末現在までに登録されたものを総て収録した。又便宜上「和文雑誌新聞の

　部」と「中国文雑誌新聞の部」に大別した。複製版，縮刷版，マイクロ・フィルム版についても収

　録した。

2．排　　列

　イ．正名（紙名）のABC順（ヘボン式）に排列したが，同音の場合は編者，発行所のABC順とした。

ロ．「ビジネス・レビュー」等のような英文の高名については英文原綴で排列した。

ハ．「ケース研究」等の場合も「Case　Kenkyu」で排列した。

　　　中国文については音読してABC順（ヘボン式）に排列した。

ホ．「別冊」，「週刊」，「旬刊」，「月刊」，「季刊」，’「The」等は冠称として（　）に入れ，次に続く標

　　題から排列した。

へ．大学名が誌名の前に明示されている学術雑誌は，その大学名から排列した。

　ト．「紀要」など同一の山名でまぎらわしい場合は大学名を補って排列した。

3．記載事項

　詮議（品名），編者，発行所，所蔵巻号，発行年月，請求記号，欠号表示，改題・休刊等の表示，

　　総目次・索引，及び単行本の全集・叢書から分出した場合その収録書の表示の順で，それぞれ必要

　　に応じて記載した。

　　イ．忌寸（紙名）は，改題，改編等が行われた場合も，それぞれ別の雑誌・新聞として記載した。

　　ロ．発行所に変遷があった場合は最終のもののみ記入した。発行地，刊行頻度は省略した。

　ハ．巻号は現在も継続中の場合は一をつけて示した。巻号表示のないものは年月のみ記入した。

　　二．請求記号は巻号，年月と同じ行の右端に記入した。分類の種類は次の通りである。

　　　（050，060，080のみ分館所蔵，それ以外は本館所蔵）

　　　　　　ZA－ZS（一般和文雑誌）

　　　　　　ZY　　　（中国，文雑誌）
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ZZ　（和文新聞）

ZZY（中国文新聞）

050　（分館所蔵和文学会・協会・逐次刊行物）

060　（分館所蔵和文雑誌新聞）

080　（分館所蔵旧専門部和文雑誌）

Miura－Z　（三浦文庫和文雑誌）

Miura－YZ（三浦文庫中国文雑誌）

XAz（明治文庫和文雑誌）

TOKEI－Z（統計文庫和文雑誌）

Ae，　Ke，　Km等（和書の分類だが，こ・に雑誌・新聞が含まれているので収録）

MF（和文マイクロ・フィルム）

MFY（中国文マイクロ・フイルム）

ホ．欠号表示は，巻号の場合は数字のみ記入し，年月の場合は「大」「昭」等を補った。

　　　（例）欠：2（5），12（3－5），16－18，昭15（3）は2巻5号，12巻3号一5号，16巻一18巻

　　　　　　（又は16号一18号），昭和15年3月が欠号であることを示す。

へ．改題，改編，休刊，廃刊，総目次，総索引等は判明する限り記載した。

　総目次，総索引はその収録誌も明示した。

　　　（例）総目録：1－200号（大14，5一昭41．8）（別冊）

　　　　　総索引：1－18巻（昭24．9－42．11）（18巻1・2・3号収録）

　　は各行最後の（　）内の表示がそれぞれ「別冊」或いは「18巻1・2・3合併号に収録」され

　　ていることを示している。

以上
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　　　　　　　　　　A

アカデミア

　南山大学出版部

　2輯（昭27．7）一　　　　　　　　　ZO－23

　　欠：3

　　総目次：1－50集（昭27．1－40．9）（50集収録）

　　　　　　51－100集（昭41．2－49．9）（100集収録）

　　著者名索引：1－100集（昭27．1－49．9）（100集収

　　　　　　　　録）

（月刊）アドバタイジング

電通

18巻10号（昭48．10）一

　　欠：18（11），19（1，2，7）

アフリカ研究

　日本アフリカ学会

　16号（昭52．3）一

ZD－9

ZA－446

愛知大学法経論集

　愛知大学法経学会

　1－39号（昭24．11－37．6）　　　　　　ZM－53

　　欠：5，37／38（法律篇）

　　1－36，39号は篇別なし，以後「法律篇」，「経済

　　篇」に分有

愛知大学法経論集　法律篇

　愛知大学法経学会

　40号（昭37．10）一　　　　　　　　　ZM－53

　　欠：60（発行せず）

　　「愛知大学法経論集」の分編，　巻次を継承

　　総目録：1－70号（昭24．11－48．1）（70号収録）

愛知大学法経論集　経済篇

　愛知大学法面学会

　37／38－68号（昭37．2－47．3）　　ZM－53（K）

　　「愛知大学法経論集」の分編，巻次を継承，以

　　後「愛知大学法経論集　経済・経営篇」と改編

　　総目録は「経済・経営篇」参照

愛知大学法経論集　経済・経営篇

　愛知大学法経学会

　69号（昭47．9）一　　　　　　　ZM－53（K）

　　「愛知大学法経論集　経済篇」の改篇，巻次を

　　継承

　　総目録：1－70号（昭24．11－48．1）（70号収録）

愛知学芸大学研究報告　人文科学

　愛知学芸大学　　　　一

　1－15輯（昭27．3－41．3）　　　　　　ZA－285

　　以後「愛知教育大学研究報告　人文科学」と改

　　題

愛知学芸大学研究報告　社会科学

　愛知学芸大学

　7－15輯（昭33．2－41．3）　　　　　　ZA－285（S）

　　以後「愛知教育大学研究報告　社会科学」と改

　　題

愛知学芸大学研究報告　自然科学

　愛知学芸大学

　2－15輯（昭28．3－41．3）　　　　ZA－285（Sh）

　　以後「愛知教育大学研究報告　自然科学」と改

　　題

愛知学院大学論叢

　愛知学院大学

　1－5巻（昭29．5－32．5）　　　　　ZA－296

　　欠＝4

　　以後「一般教育研究」，「禅学研究」，「法学研究」，

　　「商学研究」に分編

愛知学院大学論叢　文学部紀要

　愛知学院大学文学会

　2号（昭47．12）一

　　「愛知学院大学論叢」の分編

058－40

愛知学院大学論叢　法学研究　は

　法学研究（愛知学院大学論叢）（ZM－94）を見よ

愛知学院大学論叢　一般教育研究

　愛知学院大学

　5－10号（昭38．4－40．4） ZA－296
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愛知学院創立100周年記念論文集　は

　商学研究（愛知学院大学論叢）22巻12号（ZD－

　150）を見よ

愛知県立大学外国語学部紀要

　愛知県立大学外国語学部

　1－2号（昭41．12－42．12）　　　　　　ZA－447

　　以後「言語・文学編」，「地域研究・関連諸科学

　　編」に分筆

愛知県立大学外国語学部紀要　地域研究・関連諸

科学編

　愛知県立大学外国語学部

　3号（昭43．12）一　　　　　　　　ZA－447

　　「愛知県立大学外国語学部紀要」の分編，巻次

　　を継承

愛知工業大学研究報告

　愛知工業大学

　2－3号（昭41．2－42．12）　　　　　　　ZI－143

愛知教育大学研究報告　芸術・保健体育・家政・

技術科学

　愛知教育大学

　21輯（昭47．1）一　　　　　　　　　　　ZA－285（G）

愛知教育大学研究報告　人文科学

　愛知教育大学

　16輯（昭42．3）一　　　　　　　　　　　　　ZA－285

　　「愛知学芸大学研究報告　人文科学」の改題，

　　巻次を継承

愛知教育大学研究報告　教育科学

　愛知教育大学

　18輯（昭44．2）一　　　　　　　　ZA－285（K）

愛知教育大学研究報告　社会科学

　愛知教育大学

　16輯（昭42．3）一　　　　　　　　ZA－285（S）

　　「愛知学芸大学研究報告　社会科学」の改題，

　　巻次を継承

愛知教育大学研究報告　自然科学

　愛知教育大学

　！6輯（昭42．3）一　　　　　　　　　ZA－285（Sh）

　　「愛知学芸大学研究報告　自然科学」の改題，

　　巻次を継承

愛知論叢

　愛知大学大学院院生協議会

　20号（昭50．12）一　　　　　　　　　ZA－442

愛書趣味

　斎藤昌三

　1年1冊一2年6冊（大14．10一昭2．9）　　　ZA－87

会津短期大学学報

　福島県立会津短期大学

　1－5号（昭27．3－30．12）　　　　　　ZA－315

　　欠：2

赤旗（非合法時代の日本共産党中央機関紙）（復刻版）

　日本共産党中央機関紙アカハタ本局編／三一一書

　房（昭29復刻）

　1－4巻（昭3．2－11．8）　　　　　　　　ZZ－14

　　欠：2

赤旗（赤旗社）　は

　Sekki（KP－148）を見よ

あけぼの

　日新社

　459－486号（明8．5．1－5．31）　　　　XAz－106

　　「新聞雑誌」の改題

秋田大学学芸学部研究紀要　人文科学・社会科学

　秋田大学学芸学部

　15－17集（昭40．3－42．3）　　　　　　ZA－324

　　「秋田大学学芸学部研究紀要　　人文・社会・

　　教育」の分編．巻茨を継承，以後「秋田大学教育

　　学部研究紀要　人文科学・社会科学」と改題

秋田大学学芸学部研究紀要　人文・社会・教育

　秋田大学学芸学部

　1－14集（昭26．2－39．3）　　　　　　　ZA－324
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AOYAMA
以後「人文科学・社会科学」，「教育科学」に分

編

秋田大学学芸学部研究紀要　教育科学

　秋田大学学芸学部

　15－17集（昭40．3－42．3）　　　　　　ZA－324（K）

　　「秋田大学学芸学部研究紀要人文・社会・教

　　育」の分明，巻次を継承，以後「秋田大学教育

　　学部研究紀要　教育科学」と改題

秋田大学学芸学部研究紀要　自然科学

　秋田大学学芸学部

　2－17集（昭27．3－42．3）　　　　　　ZA－324（S）

　　以後「秋田大学教育学部研究紀要」と改題

秋田大学教育学部研究紀要　人文科学・社会科学

　秋田大学附属図書館

　18集（昭43．2）一　　　　　　　　　　ZA－324

　　「秋田大学学芸学部研究紀要」の改題，巻次を

　　継承

秋田大学教育学部研究紀要　教育科学

　秋田大学附属図書館

　18集（昭43．2）一　　　　　　　　ZA－324（K）

　　「秋田大学学芸学部研究紀要」の改題，巻次を

　　継承

秋田大学教育学部研究紀要　自然科学

　秋田大学附属図書館

　18集（昭43．2）一　　　　　　　　ZA－324（S）

　　「秋田大学学芸学部研究紀要」の改題，巻次を

　　継承

秋田考古融々誌

　秋田考古会

　2巻4号（昭5．12）

アルテス　リベラレス

　岩手大学教養部

　2号（昭42．8）一

アメリカ研究

　アメリカ学会

Miura－Z－81

～岩手大学教養部報告～

ZA－419

5巻1号（昭25．1）　　　　　　　　　067－21

「アメリカ文化」の改題，巻次を継承

アメリカーナ

　米国大使館文化交換局

　1巻1号一7巻12号（昭30．10－36．12）

　　欠：5，6

アメリカの労働問題

　米国大使館広報文化局

　40－136号（昭40．1－48．1）

　　欠：41，42，55，102

　　以後廃刊

ZA－142

ZK－79

アナリスト

　経済発展協会

　11巻1号一18巻10号（昭40．1－47．12）　ZB－153

青山学院大学文学部紀要

　青山学院大学文学部

　1－3号（昭32．3－34．3）

青山学院大学一般教育部会論集

　青山学院大学一般教育部会

　1号（昭35．11）一

　　欠：5，9，11，12

青山学院大学一般教育部会論集

　青山学院大学一般教育部会

　9号（昭43．11）一

　　欠：10

青山学院女子短期大学紀要

　青山学院女子短期大学

　1－7輯（昭27．7－32．3）

青山法学論集

　青山学院大学法学会

　1巻1号（昭34．11）一

　　欠：10（4）

青山経営論集

　青山学院大学経営学会

ZP－40

ZA－421

058－23

ZA－279

ZM－74
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1巻1号（昭41．9）一

青山経済論集

　青山学院大学経済学会

　1巻1号（昭24．11）一

　　欠：

　　「経済評論」の改題

11（1－3），12（1－3），15（4），　16（1）

青山社会科学紀要

　青山学院大学大学院

　1号（昭48．3）一

ZD－153

ZB－51

ZA－413

アララギ

　アララギ発行所

　31巻11号一45巻6号（昭13．11－27．6）　　063－3

　　欠：32（1－3），33（6，11），35（6），

　　　　37（11，12），　38（5－12），　39（1），

　　　　40（1，9），　41（2，3）

アロマティックス

　日本タール協会

　19巻1号一24巻12号（昭42．1－47．12）　　ZI－92

　　「コールタール」の改題，巻次を継承

アサヒカメラ

　朝日新聞社

　40巻7号（昭30．7）一

　　欠：42（1，6，12）

アサヒカメラ

　朝日新聞社

　37巻7号（昭27．7）一

朝日評論

　朝日新聞社

　1巻9号一5巻12号（昭21．11－25．12）

　　欠：3

　　以後休刊

ZP－11

063－10

ZA－94

朝日ジャーナル

　朝日新聞社

　1巻9号（昭34．5）一　　　　　　　　ZA－173

　　欠：3（1）一4（21），5（17－25），11（6，20），

　　13（11，26）

　　総索引：1－251号（1巻1号一5巻52号）（昭34．3－

　　　　　　38．12）（別冊）

　　　　　　252－516号（6巻1号一10巻53号）

　　　　　　（昭39．1－43．12）（別冊）

朝日ジャーナル

　朝日新聞社

　3巻1号（昭36．1）一　　　　　　　　　〇61－17

　　総索引：252－516号（昭39．1－43．12）（別冊）

　　　　　　517－773号（昭44．1－48．2）（別冊）

旭川商工会議所報

　旭川商工会議所

　216－229号（昭6．1－9．10）

　　欠：218

朝日新聞

　朝日新聞社

　〔縮刷版〕

　394号（昭29．4）一

朝日新聞インデックス

　朝日新聞社

　H2号（昭48．1－12）

　　以後発行打切

ZD－58

068－23

ZZ－5（1）

朝日新聞（大阪）

　朝日新聞大阪本社

　〔縮刷版〕

　13巻9号一14巻12号（昭15．9－16．12）　　ZZ－4

　　「大阪朝日新聞」の改題，巻次を継承

朝日新聞（東京）

　朝日新聞東京本社

　〔縮刷版〕

　昭15．9一

　　欠：昭19（8－12）

　　「東京朝日新聞」の改題

麻と綿

　麻と綿社

　　1巻1号一2巻6号（大7．7－8．10）

ZZ－5
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　改巻1巻1号一2巻4号（大9．5－10．4）　　ZI－1

足利染織月報

　足利染織研究会

　33－92号（明38．4－43．3）　　　　　　　ZI－2

　　欠：38，70，79

葦　分　船

　惹心社

　1－6号（明24．7－12）　　　　　　　　XAz－2

亜　細　亜

　政教社

　1－71号（明24．6－25．12）

　2巻1号一3巻3号（明26．2－27．10）　　XAz－1

　　欠：3（2）

　　「日本人（第1次）」の改題

　　以後廃刊

アジア文化研究　～国際基督教大学学報III－A～

　国際基督教大学アジア文化研究所編／同大学

　1号（昭33．10）一　　　　　　　ZA－350（A）

亜細亜大学経営論集

　亜細亜大学経営学会

　1号（昭41．11）一　　　　　　　　　ZD－178

亜細亜大学経済学紀要

　亜細亜大学経済学会

　1号（昭41．12）一　　　　　　　　　ZB－199

亜細亜大学教養部紀要

　亜細亜大学

　1号（昭41．11）一　　　　　　　ZA－345（K）

亜細亜大学誌諸学紀要　人文・社会・自然

　亜細亜大学

　1－14号（昭34．3－40．11）　　　　　　ZA－345

亜細亜学報

　亜細亜学術研究会

　1－8輯（1965．12一1970．9）　　　　　ZA－452

亜細亜法学

　亜細亜大学法学部

　2巻1号（昭42．12）一　　　　　　　　ZM－102

アジア経済

　アジア経済研究所

　1巻2号（昭35．7）一　　　　　　　　ZB－148

　　欠：1（3），2（4）

アジア経済

　アジア経済研究所

　15巻1号（昭49．1）一　　　　　　　　〇66－40

アジア経済旬報

　中国研究所、

　634号（昭41．1）一　　　　　　　　ZB－154

アジア研究

　アジア政経学会

　1巻1号（昭29．4）一　　　　　　　　ZA－237

　　欠：1（2）一5（3），6（1，2，4），7（1，2，4），8（2），

　　　　9，　10（1，3，．4），11（2，3），　13（4），　14（2），

　　　　17（2）

アジア研究所紀要

　亜細亜大学アジア研究所

　1号（昭50．3）一　　　　　　　　　ZA－346

アジア問題

　アジア協会

　2巻5号一7巻6号（昭30．5－32．12）　　　ZN－44

　　総索引：6－51号（昭28．7－32．6）（別冊）

アジアクオータリー

　アジア調査会

　1巻2号一4巻4号（昭44．7－47．10）　　ZA－215

　　欠：1（1）

オーストラリア研究紀要

　追手門学院大学オーストラリア研究所

　1号（昭50．3）一　　　　　　　　　ZB－258
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AZUMA

吾嬬布里（あづまぶり）

　紫紅会

　1－5号（明23．11－24．4）

　　欠：4

安都満新聞

　安都満新聞社

　1－26号（明11．12－12．1）

吾妻新誌

　九春社

　1一40号（明16．4－17．5）

XAz－3

XAz－4

XAz－5
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BATA

馬　　骨

B

天津馬一社
1－17号（明42．1－43．1）

　欠：4，5

幕末明治新聞全集

　明治文化研究会場／大町堂

　1－5巻（昭9．10－10．2）

ZA－146

XAz－141
内容：（1）日本貿易新聞（文久3．3一慶応1．4）

　　　　中外新聞紙（巻7－10）（慶応3）

　　　　香港新聞紙（1068－1077号）（元治1）

　　　　日本新聞（1－55号）（慶応1－2）

　　　　日本新聞外編（巻1－26）（慶応2）

　　（2）（官板）バタビヤ新聞（巻1－23）（文久2）

　　　　（官板）海外新聞（巻1－9）（文久2）

　　　　（ピコ）海外新聞（1－24号）（元治2一慶応2）

　　　　出国新聞紙（1－17集）（慶応3一明2）

　　（3）海外新聞別集（3巻）（文久2）

　　　　各国新聞紙（慶応4）

　　　　中外新聞（1－45号）（慶応4）

　　　　（別段）中外新聞（慶応4）

　　　　中外新聞外篇（巻之1－23）（慶応4）

　　　　日々新聞（1－18輯）（慶応4）

　　　　そよふく風（1－11号）（慶応4）

　　　　日新通志（1－3号）（明1）

　　（4）江湖新聞（1－22集）（慶応4）

　　　　内外新報（1－50号）（慶応4）

　　　　内外新報前記（1－8号）（慶応4）

　　　　内外新報別集（1－2号）（慶応4）

　　　　（横浜新報）もしほぐさ（1－42篇）（慶応

　　　　4一明3）

　　　　（渡航新聞）のりあひばなし（初編）（明1）

　　　外国新聞（1－3号）（慶応4）

　　（5）東西新聞（1－4号）（慶応4．5）

　　　浮世風聞（1之巻）（慶応4）

　　　公私雑報（1－14号）（慶応4．4－5）

　　　都鄙新聞（1－8）（慶応4．5－9）

　　　此花新書（1－7輯）（慶応4．5）

　　　　調歌新聞（1巻）（慶応4）

　　　海陸新聞（1－8編）（慶応4．5）

内外新聞（1－17）（慶応4．閏4－8）

（官版）海外新聞（大学南校）（1－20号）

（明3．7－10）

新聞事略（1－8号）（慶応4．閏4）

バンキング

　産業経済社

　1－263号（昭23．7－45．2）

　　欠：艇一105，127－129，172

　　以後イ木干1」

万国律法賢覧

　律法読習会出版部等

　巻1一巻9（明20．4－10）

万国新聞（複刻版）

ZF－28

XAz－6

コープ等／明治文化研究会編／世界文庫（昭36複

刻）

15－17集（明2．2－4）　　　　　　　　　Ae－57

　「万国新聞紙」の改題，巻次を継承

「幕末明治新聞全集2巻」収録

「大誠堂版同全集2巻（XAz－141）」にも収録

万国新聞紙

　べ一リー編

　5集（慶応3．6） XAz－7

万国新聞紙（複刻版）

　べ一リー編／（ハルトリー等／明治文化研究会編／

　世界文庫（昭36複刻）

　初陣一14集（慶応3．1－4．10）　　　　　Ae－57

　　以後「万国新聞」と改題

　「幕末明治新聞全集2巻」収録

　「大誠堂版同全集2巻（XAz－141）」にも収録

万国叢話（複刻版）

　吉田賢輔編／明治文化研究会編／日本評論社

　（昭43複刻3版）

　1－3号（明8．6）　　　　　　　　　Xb－110B

　「明治文化全集5巻雑誌篇」収録

（官板）バタビヤ新聞

老皇館
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BATA

巻13一巻23（文久2．2）　　　　　　XAz－8

　（原本バタビヤ新聞1861年10月12日一11月6日

　迄の抄訳）

　以後「（官板）海外新聞」と改題

（官板）バタヒや新聞（複刻版）

　万屋兵四郎／明治文化研究会編／日本評論社

　（昭43複刻3版）

巻1－23（文久1．7－10）　　　　　　Xb－110B

　「明治文化全集4巻新聞篇」収録

（官板）バタヒや新聞（複刻版）

明治文化研究会編／世界文庫（昭36複刻）

巻1－23（文久1．7－10）　　　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集2巻」収録

　「大回総噸同全集2巻（XAz－141）」にも収録

米麦等の取引価格

　食糧庁調査課

　152－214号（昭42．1－47．3）　　　　　ZL－103

　　欠：189

　　以後「米麦等の取引価格調査月報」と改題

米麦等の取引価格調査月報

　食糧庁総務部調査課

　215－223号（昭47．4－12）　　　　　　ZL－103

　　欠：219

　　「米麦等の取引価格」の改題，巻次を継承

（季刊）弁証法研究

　双流社

　1号（昭24．12）

　特別号（昭25．4） 062－5

別府大学紀要

　別府大学

　6－8輯（昭30．12－33．8）　　　　　　ZA－339

　　「別府女子大学紀要」の改題，巻次を継承

別府女子大学紀要

　別府女子大学

　4－5車茸（口召29．2）

　　以後「別府大学紀要」と改題

ZA－339

ビブリア

天理図書館

　1号（昭24．1）一

　　1－37号復刊本

びぷろす

　国立国会図書館連絡部

　2巻1号（昭26．1）一

　　欠：12

美術史学

　美術研究所

　73－90号（昭18．1－19．6）

　　「終漁」の改題，巻次を継承

美術手帖

　美術出版社

　329号（昭45．7）一

bit

　共立出版

　1巻1号（昭44．3）一

防衛大学校紀要

　防衛大学校人文科学教室

　1－8輯（昭31．3－38．12）

防衛大学校紀要

　防衛大学校人文科学教室

　9輯（昭39．10）一

防衛大学校教官研究要録

　防衛大学校

　2－12号（昭33．11－43．10）

ZA－190

ZA－123

080－9－4

063－32

067－15

ZA－307

058－7

ZA－307（K）

防衛論集

　防衛研修所

　1巻1号一11巻4号（昭37．3－48．3）　　　ZN－58

　　欠：4（3），5，6（1，2）

　　以後廃刊

　　総目次：1巻1号一10巻4号（昭37．3－47．3）

　　　　　　（11巻1号収録）
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・BOKI

貿　　易

　日本貿易協会

　6巻5号一38巻5号（明38．5一昭13．5）　　ZD－1

　　欠：7（5），8（3，12），10（10－11），11（1－3），

　　　　14（1），24（9），　32（1，5，9，12），　33－34，

　　　　35（1，3－12）乳36（1，3－6，9－11），

　　　　37（10，11），38（2－4，　6－12）

貿易案内

　渉外通信社

　3巻1－6号（昭21．7－8） ZD－97

貿易物価指数

　大蔵省関税局調査統計課

　35－95号（昭31年12月分一36年12月分）

　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZFb－3

　　欠：69，73，85

貿易月報

　日本貿易会関西本部

　15－105号（昭29．1－48．2）

　　欠：16－18，24，59－62，77

　　以後「日本貿易会々報」に統合

貿易時報

　貿易時報発行所

　1巻1号一3巻12号（大3．2－5．12）

　　欠：2（4）

　　以後「内外商工時報」と改題

貿易界
　貿易研究会

　1－80号（昭24．7－32．12）

貿易研究

　東京経済大学貿易研究所

　1－8号（昭33．9－35．12）

　　以後「産業貿易研究」と改題

貿易組合

　貿易組合中央会

　1巻1号一4巻12号（昭13．8－16．12）

　　「輸出組合」の改題

ZD－130

ZD－2

ZD－100

ZD－126

ZD－67

貿易奨励資料

　三井物産株式会社貿易奨励会

　1－45集（日召4．4－21．6）

　　欠：2，4－11，41

貿易タイムス

　貿易経済研究所

　1巻1－2号（昭21．11－12）

貿易と関税

　日本関税協会

　5巻1号（昭32．1）一

　　欠：8

貿易統制会六気

　貿易統制会

　1巻1号一2巻5号（昭17．5－18．5）

貿易通報

　農商務省貿易通報課

　14－23号（大12．1－8）

　　欠：16

貿易通報

　大阪商業会議所

　15巻1号一16巻11号（明39．4－40．10）

　12－175号（明40．11一大10．12）

　　欠：

ZD－78

ZD－98

ZD－123

ZD－95

ZD－11

ZD－84
　　15（7－9），　30，　34，　68－79，　124，129

以後「大阪商業会議所月報」と改題

簿　　記

　大原簿記学校出版部

　23巻2－12号（大正10．2－12）

　　「簿記世界」の改題巻次を継承

ZE－1

簿記世界

　簿記学研究会

　1巻1号一22巻11号（明32．2一大9．12）　　ZE－1

　　欠：1（4－6，8－11），2（12－16，18～23），

　　　　3，　5，　7（6，10，11），　8－16（1）

　　以後「簿記」と改題
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BOKU

木堂雑誌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1編1号一3編12号（明44．4一大3．3）　Miura－Z－10

　木堂雑誌発行所　　　　　　　　　　　　　　　　　　以後休刊

　復刊1巻1号一12巻7号（大13．1一昭10．7）

　　　　　　　　　　　　　　　　XAz－149　仏教史林
　　欠：2（3），3（3）一4（3），5（2，4－12），7（2－4），　　　潮源会

　　　　10（1，9），11（1，7，9，10，12），12（1，2，4－6）　　1編1号一2編24号（明27．4－29．3）　Miura－Z－9

　　前身は「青年」，「木堂」に当る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文　　学

ブック・レヴヰウ　　　　　　　　　　　　　　　　岩波書店

　東洋経済新報社　　　　　　　　　　　　　　　　　　7巻1号（昭14．1）一　　　　　　　　　　ZP－3

　2－20巻（昭22．6－25．4）一　　　　　　　ZA－73　　　欠：9（7），12（12），14（3，9），15（7），20（4），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30（7），　36（9）

ブック・レヴヰウ　　　　　　　　　　　　　　　　　総目録：13巻1号一23巻12号（昭20．10－30．12）

　東洋経済新報社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24巻1号収録）

　3－4巻（昭22．10－23．2）　　　　　　　061－24　　　　　　　24巻1号一33巻12号（昭31．1－40．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（33巻12号収録）

物価賃銀調査月報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34巻1号一43巻12号（昭41．1－50．12）

　関東局官房文書課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（43巻12号収録）

　29－84号（昭7．5－11．12）　　　　　　ZL－33

　　以後「関東局物価賃銀調査月報」と改題　　　　　文　　学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩波書店

物価・賃銀・生計費　　　　　　　　　　　　　　　1－20号（昭6．7－8．4）　　　　　　　　063－1

　大阪商工会議所

　17号一22巻7号（227号）（昭24．8－45．3）ZB－105　文　　学

　　欠：8（5）　　　　　　　　　　　　　　　　　岩波書店

　　以後廃刊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20巻7号（昭27．7）一　　　　　　　　　〇63－8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戦後十年『文学』総目録：13巻1号一23巻12号

物価協力時報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭20．10－30．12）（24巻1号収録）

　中央物価統制協力会議

　1年1号一4年12号（昭15．3－19．12）　　　ZB－79　文学界

　　欠：3（10，11）　　　　　　　　　　　　　　　　文学界雑誌社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－58号（明26．1－31．1）　　　　　　　XAz－9

仏教大学研究紀要　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－4号誌名：（女学雑誌）文学界

　仏教大学学会

　32－39号（昭31．10－36．3）　　　　　　ZA－348　　文学界

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文芸春秋

仏教大学社会学部論叢　　　　　　　　　　　　　　　23巻1号（昭44．1）一　　　　　　　　　〇63－26

　仏教大学社会学部学会

　1号（昭42．9）一　　　　　　　　　　　ZK－126　　文学研究

　　欠：5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九州大学文学部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1車引（昭7．3）一　　　　　　　　　　　　　　ZP－2

仏教史学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠：25－27，63

　仏教史学会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一10



BUNMEl

文　　芸

　河出書房新社

　6巻1号（昭42．1）一

文芸倶楽部

　博文館

　1－11編（明28．1－11）

063－23

XAz－10

文芸春秋

　文芸春秋

　15巻7号（昭12．7）一　　　　　　　　ZA－59

　　欠：23（4），36（1－3，7－12），37（1－3），38

　〔別冊〕

　1－2輯（昭21．2－5）

　1号（昭21．12）一　　　　　　　ZA－59（B）

　　欠：5，9，14，15，69－81，83，88，91，93，96，97，99，

　　　　103，104，106－109，115－119，121，127

　〔デラックス〕

　1巻1号（昭49．5）一　　　　　　　ZA－59（D）

文芸春秋

　文芸春秋

　24巻3・4号一36巻12号（昭21．4－33．12）　061－1

　〔別冊〕

　1－37号（昭21．12－28．12）

文芸展望

　筑摩書房

　1号（昭48・5）一

文　　化

　駒沢大学文学部文化学教室

　1号（昭49．3）一

文　　化

　日本文化学院編／内外出版

　2巻1号一7巻5号（大10．3－13．10）

文化学年報

　同志社大学文化学会

　7輯（昭33．3）一

063－46

ZA－257

ZK－1

ZA－364

文化紀要

　弘前大学教養部

　1号（昭41．12）一

文化史学

　文化史学会

　1号（昭25．7）一

　　欠：2，3，25，28

文化史学

　文化史学会

　29号（昭48．12）

ZA－354（B）

ZQ－31

056－8

文経会雑誌

　東京商科大学経理事務講習所置文経会

　1－16号（大15．12一昭10．7）　　　　　ZA－3

　　欠：6，7

文経論叢

　弘前大学人文学部

　1巻1号（昭40．11）一 ZA－192

文研月報

　NHK総合放送文化研究所編／日本放送出版協会

　12巻1号（昭37．1）一　　　　　　　　ZP－23

文献報国

　朝鮮総督府図書館

　5巻1号一9巻12号（昭14．1－18．12）

文献ジャーナル

　富士短期大学出版部

　5巻1号（昭41．1）一

文明協会講演集

　大日本文明協会

　大正10年度1号一大正12年度8号

　　欠：大正10（9），11（1，3）

文明協会ニューズ

　文明協会

　昭和3年1輯一6年2輯（昭3．1－6．2）

　1－211輯（昭6．4－19．5）

　　1－176輯：「日本と世界」の副題付

ZA－74

ZA－193

ZA－1

ZA－2

11一
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文理論叢（福岡大学）　は

　福岡大学文理論叢（ZP－22）を見よ

部　　落

　部落問題研究所

　21－197号（昭26．4－40．12）　　　　　ZK－73

　　「部落問題」の改題，巻次を継承

部落問題

　部落問題研究所

　11－20号（昭25．1－26．1）　　　　　　ZK－73

　　「部落問題研究」の改題，巻次を継承，以後

　　「部落」と改題

部落問題研究

　北大路書房

　1－10号（昭24．2－12）　　　　　　　　ZK－73

　　以後「部落問題」と改題

Business　Accounting

　実務会計社

　5巻2号（昭44．3）　　　　　　　　　ZE－12

　　「実務会計」の改題，巻次を継承

　　以後休刊

ビジネス・コミュニケーション

　企画センター

　15巻2号（昭53．2）一　　　　　　　　ZD－207

ビジネス・レビュー

　一橋大学産業経営研究所編／ダイヤモンド社

　1巻1号（昭28．6）一　　　　　　　　ZD－113

　　既刊目録：1巻1号一20巻4号（昭28．6－48．3）

　　　　　　　（別冊）

ビジネス・レビュー

　一橋大学産業経営研究所編／ダイヤモンド社

　11巻1号（昭38．9）一　　　　　　　　　〇66－18

　　既刊目録：1巻1号一20巻4号（昭28．6－48．3）

　　　　　　　（別冊）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大学人文研究

　　　　　　　　　　C千葉大学人文学部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1号（昭47．3）一　　　　　　　　ZA－380（J）

カメラ毎日

　毎日新聞社　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大学教育学部研究紀要

　6年3号（昭34．3）一　　　　　　　　　ZP－26　　　千葉大学教育学部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－21巻（昭36．11－47．7）　　　　　　ZA－380

カメラ毎日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以後「第1部」，「第2部」に分編

　毎日新聞社

　18年1号（昭46．1）一　　　　　　　　　〇63－42　　千葉大学教育学部研究紀要　第1部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大学教育学部

ケース研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　22巻（昭48．8）一　　　　　　　　ZA－380（1）

　家庭事件研究会　　　　　　　　　　　　　　　　　「千葉大学教育学部研究紀要」の分編，巻次を

　6号（昭25．11）一　　　　　　　　　ZM－125　　　継承

　　欠：7，9－25，27－31，33－37，40，41，43，47，

　　　　53，69，75，76，78，87，105，106，111　　千葉大学教育学部研究紀要　第2部

　　総目録：1－122号（昭24．10－45．12）（別冊）　　　　千葉大学教育学部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22巻（昭48．8）一　　　　　　　　ZA－380（2）

ケース研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「千葉大学教育学部研究紀要」の分類，巻次を

　家庭事件研究会　　　　　　　　　　　　　　　　　　継承

　153号（昭51．2）一　　　　　　　　　〇65－13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大学教養部研究報告

CATVジャーナル　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大学教養部

　放送ジャーナル社　　　　　　　　　　　　　　　1号（昭43．12）一　　　　　ZA－380（K－A）

　1巻1号一5巻6号（昭46．6－50．6）　　　ZK－112

　　欠：2（6），4（1，6）　　　　　　　　　　　　　　千葉大学教養部研究報告

　　以後「メディアジャーナル」と改題　　　　　　　　千葉大学教養部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1号（昭43．12）一　　　　　ZA－380（K－B）

セメント

　セメント協会　　　　　　　　　　　　　　　千葉敬愛経済大学研究論集

　28－63号（昭28．1－30．12）　　　　　　ZI－107　　千葉敬愛経済大学経済学会

　　欠：29，47　　　　　　　　　　　　　　　　4号（昭46．6）一　　　　　　　　　ZB－224

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠：7

Chamber

　大阪商工会議所　　　　　　　　　　　　　　　　千葉工業大学研究報告

　1－242号（昭25．1－46．12）　　　　　　ZD－101　　千葉工業大学

　　欠：125，143，195，219　　　　　　　　　　　1－6号（昭37．2－40．3）　　　　　　　ZI－142

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以後「人文編」，「理工編」に分編

千葉大学法経研究

　千葉大学人文学部　　　　　　　　　　　　　　　千葉工業大学研究報告　人文編

　1号（昭47．3）一　　　　　　　　　　ZM－154　　　千葉工業大学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7号（昭40．12）一　　　　　　　　　ZI－142

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「千葉工業大学研究報告」の分編，巻次を継承

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13一
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千葉商大論叢　秘経篇

　千葉商科大学国府台学会

　14号（昭45．12）一　　　　　　　　　ZD－186

　　欠：17

地学雑誌

　東京地学協会

　1集1巻一27年324号（明22．1一大4．12）　ZR－1

　　欠：8（85－93），11（128），16（189）

知玉叢誌

　知玉学会

　1－39号（明20．7－23．9）　　　　　　XAz－11

地方自治資料

　地方自治研究所

　523号（昭48．1）一　　　　　　　　　ZN－70

地方史研究

　地方史研究協議会

　1号（昭26．3）一　　　　　　　　　　ZQ－22

　　欠：33，75－79，84，85，97，98，100－104，

　　　　106，109

　　総目録：1－118号（昭26．3－47．8）（別冊）

地方史静岡

　静岡県立中央図書館

　1号（昭46．7）一　　　　　　　　　ZQ－48

地方税
　地方財務協会

　23巻4号（昭47．4）一　　　　　　　　ZC－20

地域文化研究　～広島大学総合科学部紀要1～

　広島大学総合科学部

　1巻（昭51．3）一　　　　　　　　ZA－158（1）

地域分析　～愛知学院大学経営研究所報～

　愛知学院大学経営研究所

　、1巻1号（昭38．3）一　　　　　　　　　ZB－166

　　目録：1巻1号一6巻1号（昭38．3－42．6）（6巻2号

　　　　　収録）
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地域開発

　日本地域開発センター

　158号（昭52．11）一　　　　　　　　　ZN－77

地域研究

　鹿児島経済大学地域経済研究所

　1巻1号（昭46．6）一　　　　　　　　ZB－191

地域史研究（尼崎市史研究紀要）

　尼崎市史編修室

　1巻1号（昭46．10）一　　　　　　　　ZQ－41

地検月報

　東京地方検察庁

　1巻1号一3巻12号（昭25．6－27．12）　　ZM－63

　　欠：1（2，4－7），2（2，3，6－12），3（1，2，5，10，11）

筑豊石炭鉱業会月報

　筑豊石炭鉱業会

　30巻358号一37巻449号（昭9．4－16．11）　　ZI－3

　　「筑豊石炭鉱業組合月報」の改題，巻次を継承

筑豊石炭鉱業組合月報

　筑豊石炭鉱業組合

　13巻151号一30巻357号（大6．1一昭9．3）　ZI－3

　　以後「筑豊石炭鉱業会月報」と改題

ち　く　ま

　筑摩書房

　15号（昭45．6）一　　　　　　　　　　〇60－17

鎮台日誌

　村上勘兵衛等

　1－7号（慶応4．6－7）　　　　　　　XAz－57

　　「江城日誌」の改題，

　　以後「鎮将府日誌」と改題

賃銀物価統計月報

　内閣統計局

　1－124号（大14．9一昭10．12）一　　　　ZL－1

　　欠：65，66



CHOSAGE

賃金事情

　産業労働調査所

　1295号（昭43．4）一 ZK－80

賃金レポート

　賃金問題研究会編／日刊労働通信社

　1巻1号（昭42．8）一　　　　　　　　ZB－167

賃金統計月報

　商工大臣官房統計課編／日本商工会議所

　大正14年5月一昭和13年5月　　　　　　ZL－2

　　欠：昭4（7），5（1，2），6（3）

　　以後「全国賃金統計月報」と改題

知の考古学

　社会思想社

　1－11号（昭50．3－52．4）　　　　　　ZK－127

　　「（季刊）社会思想」終刊のあと創刊，

　　以後休刊

鎮台府日誌

　村上勘兵衛等

　1－27号（慶応4．8一明1．10）

　　「鎮台日誌」の改題，

　　以後「東京城日誌」と改題

地　　理

　大塚地理学会

　1巻1号一5巻4号（昭13．4－18．9）

地　　理

　古今書院

　1巻1号（昭31．10）一

XAz－57

ZR－3

064－5

地理調査所時報

　地理調査所

　3－22集（昭23．5－33．3）　　　　　　　ZR－11

　　25集以降「国土地理院時報」と改題

地理学
　古今書院

　11巻1号一12巻3号（昭18．1－19．3）

　　以後廃刊

ZR－6

地政学
　日本地政学協会

　1巻1号一3巻9号（昭17．7－19．11）

長大史学

　長崎大学史学会

　1－4輯（昭33．4－34．11）

調研紀要

　家庭裁判所調査官研修所

　18号（昭45．9）一

ZR－5

ZQ－37

ZM－161

長期金融

　農林漁業金融公庫編／農林統計協会

　2巻1号（昭40．5）一　　　　　　　　　ZF－42

（週刊新聞）直言（複刻版）

平民社／労働運動史研究会編／明治文献資料刊行

　会（昭35複刻）

　2巻1－32号（明38．2－9）　　　　　　Km－368

　「明治社会主義史料集1集」収録

潮　　流

　潮流社

　1巻1号一5巻3号（昭21．1－25．3）

　　欠：1（12）

　　以後休刊

潮　　流

　潮流社

　2巻4号一5巻3号（昭22．4－25．3）

　　欠：3（4，10）

　　以後休刊

調　　査

　日本開発銀行調査部

　1号（昭48．4）一

　　「調査月報」の改題

調査月報

　国民金融公庫調査部

　156号（昭49．4）一

ZA－90

061－5

ZF－33

ZF－48
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調査月報

　協和銀行調査部

　96号（昭38．1）一

　　欠：129－133

調査月報

　三井銀行調査部

　326号（昭37．9）一

　　欠：331，

調査月報

　日本長期信用銀行調査部

　1号（昭32．7）一

　　欠：2

調査月報

　日本銀行調査局

　昭和25年6月一31年12月

　8巻1号（昭32．1）一

　　「（季刊）調査時報」の改題

調査月報

　日本銀行調査局

　8巻2号一16巻12号（昭32．2－40．12）

ZF－40

ZF－41

ZF－32

ZB－112

　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZH－4
欠8（5），14（3一一6），15（12），16（2）

調査月報

　日本発送電株式会社調査部

　2－7号（昭23．2－9）

　　欠：6

調査月報

　日本開発銀行調査部

　4巻5号一21巻12号（昭30．6－48．3）

　　欠：8－9（9），10（3，4）

　　以後「調査」と改題

調査月報

　日本興業銀行調査部

　昭和9年1月一昭和19年3月

置I－103

ZF－33

ZB－49

後に「産業金融時報」として復刊，改題

調査月報

　日本産業構造研究所

　40－60号（昭39．1－40．9）

　　以後「調査研究」と改題

ZI－135

調査月報

　大蔵省大臣官房調査企画課

　2巻5号（明45．5）一　　　　　　　　ZB－1

　　欠：2（6，8－10，12），3（4），4（1，3），

　　　　5（4，　8－12），　6（1－10），　7（1－2，　4－8，

　　　　10－12），　8（1－8，　16－18），　9（5，11，12），

　　　　10（1，　4，　5，　11，　12），　11（1，5），　12（10），

　　　　13（7－12），　14（4－12），　35（2，3），　36（9），

　　　　42（6，　8－12），　43，　44

　　総目録：1巻1号一28巻6号（明44．1一昭13．6）

　　　　　（別冊）

　　　　　35巻1号一50巻12号（昭21．1－36．12）

　　　　　（別冊）

調査月報

　太陽銀行調査部

　2－52号（昭44．7－48．9）

　　欠：3－5，8－10

　　以後廃刊

調査月報

　太陽神戸銀行調査部

　1号（昭48．10）一

調査時報
　富士壷艮イニ〒言周三査…音1～

　19－181号（昭24．9－42．6）

　　「安田銀行調査時報」の改題

　　以後廃刊

調査時報

　南満州鉄道株式会社

　1巻1号一10巻1号（大8．12一昭5．1）

　　欠：1（5＞，2（10－12），3（9），4（9）

　　以後「満蒙事情」と改題

ZF－47

ZF－35

ZF－11

ZA－4

一16
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調査時報

　南満州鉄道株式会社

　5巻1号一9巻12号（大14．1一昭4．12）

　　　　　　　　　　　　　　　Miura－Z－44

　　欠：7（1－6）

　　後に「満蒙事情」と改題

調査時報

　日本不動産銀行

　5号（昭37．8）一　　　　　　　　　　ZF－44

　　欠：7

　　総目録：1－28号（昭36．12－42．3）（28号収録）

調査情報　TBS

　TBS調査局調査部
　132号（昭45．2）一

　　欠：134，142，147，171

調査研究

　日本産業構造研究所

　61－65号（昭40．10－41．2）

　　「調査月報」の改題，巻次を継承

著作権研究

　著作権法学会

　1号（昭42．7）一

調査及資料彙報

　全国経済調査機関連合会

　66－292号（大15．5一昭20．3）

　〔別冊〕

　19－29号（大15．4一昭3．4）

　　以後「全強襲彙報」と改題

調査及資料彙報

　全国経済調査機関連合会

　66－277号（大15．5－18．12）

　　欠：98－110，

ZK－111

ZI－135

ZM－130

ZA－5

080－1－3

230，　233，　235，　237，　239，　241

調査資料

　電源開発

　1－50号（昭29．6－47．9） ZI－106

調査週報

　国際研究会

　1巻1号一2巻51号（昭14．10－15．12）

　　欠：2（32）

　　以後「国際研究会週報」と改題

（季刊）調査と研究

三菱経済研究所

1巻1号一5巻4号（昭37．9－42．5）

　以後休刊

ZB－130

ZB－152

調査と研究

　長崎県立国際経済大学国際支化経済研究所

　1巻1号（昭44．6）一　　　　　　　　ZB－184

調査と資料

　外務省調査局、

　1巻1号一2巻8号（昭26．1－11）

　　欠：1（7）

調査と資料

　名古屋大学経済学部

　4号（昭28．7）一

朝　　鮮

　朝鮮総督府

　66－354号（大9．7一昭19．12）

　　欠：77，78，119，259，321

　　「朝鮮彙報」の改題，巻次を継承

ZN－48

ZB－137

ZA－6

総目次：明44．6一昭10．9（245号附録収録）

朝鮮貿易月表

　朝鮮総督府

　明治43年9月一昭和15年9月　　　　　　ZD－3

　　欠：大2（1），7（6，7），8（1），10（4）

　　「朝鮮外国貿易月表」の改題，

　　以後「朝鮮内地貿易月表」と改題

朝鮮学報

　朝鮮学会

　51輯（昭44．5）一 ZA－231

17



CHOSEN

朝鮮外国貿易月表

　関税局

　明治43年8月

　　以後「朝鮮貿易月表」と改題

ZD－3

朝鮮銀行調査彙報

　朝鮮銀行東京調査支局

　18－27輯（大8．9－11．8）　　　　　　　ZB－71

　　「内外調査彙報」の改題，巻次を継承

朝鮮銀行月報

　朝鮮銀行

　4巻4号一14巻12号（大2．4－12．12）

　　欠：4（6）

ZF－1

朝鮮銀行統計月報

　朝鮮銀行

　1巻1号（大正14年11月分）一19巻7号（昭和18年

　7月分）（大15．1一昭18．9）　　　　　　ZL－3

　　欠：13，14，17（8－12），18（1－4，10，11），

　　　　19（1）

朝鮮彙報

　朝鮮総督府

　5巻3号一6巻12号（大4．3－5．12）

　24－65号（大6．1－9．6）

　　欠：63号

　　以後「朝鮮」と改題

朝鮮事情

　朝鮮銀行調査部

　大正10年1月一12月

朝鮮金融組合聯合会調査彙報

　朝鮮金融組合聯合会

　24－58号（昭17．1－19．11）

朝鮮金融組合統計月報

　朝鮮金融組合聯合会

　24－52号（昭17．1－19．4）

朝鮮内地貿易月表

　朝鮮総督府

ZA－6

ZI－5

ZF－17

ZF－18

昭和15年10月一昭和19年4月

　「朝鮮貿易月表」の改題

朝鮮証券取引所月報

　朝鮮証券取引所

　1巻1号一2巻4号（昭18．8－19．4）

　　「朝鮮取引所月報」の改題

朝鮮総督府調査月報

　朝鮮総督府

　1巻1号一15巻10号（昭5．4－19．12）

ZD－3

ZD－73

ZI－35

朝鮮総督府調査月報

　朝鮮総督府

　3巻2号一5巻12号（昭7．2－9．12）Miura－Z－69

　　欠：3（1，3－12），4（1－3，6，7，9－12），5（1－11）

朝鮮総督府調査彙報

　朝鮮総督府調査課

　3－16号（大13．2－14．3）

朝鮮総督府月報

　朝鮮総督府

　2巻5号一5巻2号（大1．5－4．2）

　　以後「朝鮮彙報」と改題

ZI－4

ZA－6

朝鮮取引所月報

　朝鮮取引所

　72－138号（昭13．1－18．7）　　　　　　ZD－73

　　以後「朝鮮証券取引所月報」と改題

朝野新聞

　朝野新聞社

　341－2187号（明7．9－13．12）　　　　XAz－54

　　欠：800，831，1095，1345－1349，1533，

　　　　1768，　1868，　1962，　2127

　　「（官許）公文通誌」の改題，巻次を継承

中外広間新報

　四通社　　　“

　1－50号（明12．12－13．5） XAz－64
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中外広間新報

　四通社

　33号（明13．4）

中外新聞

　開物社

　1－27号（慶応4．2－4）

中外新聞

　会訳社

　1－40号（慶応4．2－5）

XAz－147

XAz－12

XAz－12

中外新聞（複刻版）

　理由社／明治文化研究会編／世界文庫（昭36複刻）

　1－45号（慶応4．2－6）　　　　　　　　Ae－57

　〔別段〕

　慶応4年5月

　「幕末明治新聞全集3巻」収録

　「大面堂版同全集3巻（XAz－141）」にも収録

中外新聞（複刻版）

　会訳社／明治文化研究会編／日本評論社（昭43複刻

　3版）

　1－45号（慶応4．2－6）　　　　　　Xb－110B

　〔別段〕

　慶応4年5月

　「明治文化全集4巻新聞篇」収録

（官准）中外新聞

　中外堂

再興6号（明2．3） XAz－12

（官准）中外新聞（複刻版）

　上州屋惣七／明治文化研究会編／日本評論社（昭

　43複刻3版）

　1－41号（明2．3－3．2）　　　　　　Xb－110　B

　「明治文化全集4巻新聞篇」収録

中外新聞　外篇（複刻版）

　無尽蔵／明治文化研究会編／世界文庫（明36零丁）

　巻1－23（慶応4．4－6）　　　　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集3巻」収録

　「大光堂版同全集3巻（XAz－141）」にも収録

中外新聞　外篇（複刻版）

　無尽蔵／明治文化研究会編／日本評論社（昭43複

　刻3版）

　巻1－23（慶応4．4－6）　　　　　　　Xb－110B

　「明治文化全集4巻新聞篇」収録

中外新聞外篇

　渡部一郎編

　巻1一巻21（慶応4．4－5） XAz－12

中外新聞紙（複刻版）

　明治文化研究会編／世界文庫（昭36複刻）

　巻7－10（慶応3．9－10）　　　　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集1巻」収録

　「大誠堂版同全集1巻（XAz－141）」にも収録

（官板）中外新報

　老定打醗刻

　1－12号（威豊8〔安政5〕．11一威豊11〔文久1〕．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　XAz－13

　　欠：9

中外商業新報

　中外商業新報社

　大正11年1月一昭和17年10月　　　　　　ZZ－2

　　以後「日刊工業新聞∬経済時事新報」を合併

　　「日本産業経済」と改題

中外財界

　中外商業新報社

　1巻1号一14巻2号（大15．1一昭14．2）

　　欠：5（9），8（3，9）

　　「中外商業新報」附録

（官板）中外襟誌

　即発館翻刻

　1号（同治1〔文久2〕．6）

中　　国

　中国の三編／徳間書店

　49（創刊号）一110号（昭42．12－47．12）

　　欠：108

　　以後休刊

ZB－34

XAz－14

ZA－218

19



CHUGOKU

中　　国

　中国の会編／徳間書店

　86－110号（昭46．1－47．12）　　　　　065－9

　　総目次・事項索引・人名索引：HOO号

　　　　　　（昭38．1－47．3）（別冊：108号）

　　以後休刊

中国文学（復刻版〉

　中国文学研究会編／生活社／汲古書院（昭46復刻）

　1－92号（昭10．3－18．3）　　　　　　　ZP－32

　　以後廃刊

　　誌名：1－59号（昭10．3－15．2）「中国文学月報」

中国文学月報（復刻版）　は

　中国文学（復刻版）（ZP－32）　を見よ

中国地方綜合統計月報

　中国地方綜合調査所

　1巻1号一114号（昭24．3－33．12）　　　　ZL－72

　　欠：6－8，12，15，27－38，57－91

中国語
　大修士書店

　66号（昭40．3）一

　　欠：82－108

中国評論

　日本評論社

　1巻1号一2巻1号（昭21．6－22．1）

（季刊）中国研究

　現代中国学会

　1－15号（昭22．7－27．1）

　　欠：2

063－20

ZA－97

ZA－97

中国研究月報

　中国研究所

　146号（昭35．5）一　　　　　　　　ZA－178

　「中国資料月報」の改題，巻次を継承

中国研究所所報

　中国研究所

　1－22号（昭22．4－24．8）

　　以後「中国資料月報」と改題

中国資料月報

　中国研究所

　23－145号（昭24．10－35．4）

ZA－178

ZA－178
「中国研究所所報」の改題，巻次を継承，

以後「中国研究月報」と改題

中国総合研究

　日本中国総合研究会編集委員会編／日本中国総

合研究会

1号（昭50．6）一

中京大学教養論叢

　中京大学学術研究会

　10巻1号（昭44．9）一

ZA－261

ZA－245

中京法学

　中京大学学術研究会

　1巻1号（昭41．11）一　　　　　　　ZM－103

　　総目次：1－10巻（昭41．11－51．3）（10巻3．4号

　　　　　　収録）

中京社研

　中京大学総合社会科学研究所

　1号（昭46．5）一

中京商学論叢

　中京大学学術研究会

　8巻1号（昭36．9）一

　　欠：11（2）

中南米
　日本中南米輸出入組合聯合会

　2巻1号一5巻3号（昭14．1－17．3）

中央大学大学院研究年報

　中央大学出版部

　1号（昭47．3）一

ZA－246

ZD－151

ZB－76

ZA－407
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　1号（昭44・3）一　　　　　　　　ZA－407（R）

中央大学経済研究所年報

　中央大学経済研究所

　1－2号（昭46．3－47．3）

中央学院大学論叢

　中央学院大学

　1巻1号一3巻1号（昭41．11－43．6）

中央銀行会通信録

　中央銀行会

　181－472号（大7．4一昭17．12）

　　欠：182，184，

　　　　249，　294－405

ZB－238

ZA－429

ZF－2
185，　216，　223，　241，　243，

中央法律新報（復製版）

　中央法律新報社（原版）／社会問題資料研究会編／

　東洋文化社（昭47復製）

　1年1号一4年5号（1－3巻）（大10．2－13．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZM－136

　「社会問題資料叢書2輯」収録

中央評論

　中央大学出版部中央評論編集部

　15巻4号（昭39．1）一

中央経済

　中央経済研究所

　2巻2号（昭28．2）一

中央公論

　中央公論社

　28年2号（288号）（大2．2）一

　　欠：

ZA－195

ZB－124

ZA－57
　　28（10），　29（8），　30（7，9），　33（1），　36（1），

　　38（6，7），　39（4，7），　40（4，10），　42（10，12）乳

　　43（1，6，9），　60

総目次：1－1000号（85年12号）（明20．8一昭45．

　　　　12）（別冊）

中央公論社

61年5号（昭21．5）一　　　　　　　　〇61－2

　「反省雑誌」の改題，巻次を継承

　総目次：1－1000号（明20．8一昭45．12）（別冊）

中央公論　文芸特集

　中央公論社

　1－10号（昭24．10－27．1） 061一一2

（別冊）中央公論　経営問題

中央公論社

1巻1号一10巻1号（昭37．10－46．3）　ZA－57（B）

　以後「（季刊）中央公論　経営問題」と改題

（別冊）中央公論　経営問題

中央公論社

1巻1号一10巻1号（昭37．10－46．3）　　061－2

　以後「（季刊）中央公論　経営問題」と改題

（季刊）中央公論　経営問題

　中央公論社

　10巻2号（昭46．6）一　　　　　　ZA－57（K）

　　「（別冊）中央公論　経営問題」の改題巻次を

　　継承

（季刊）中央公論　経営問題

　中央公論社

　10巻2号（昭46．6）一　　　　　　　　　〇61－2

　　「（別冊）中央公論　経営問題」の改題，巻次を

　　継承

中央労働委員会速報

　中央労働委員会監修／労委協会

　1－157号（昭22．5－25．12）

　　後に「労働委員会速報」と改題

中央労働時報

　労委協会

　1号（昭21．9）一

ZK」一64

ZK－33
欠：151－284，293，302，391，396，406，416，

　417，　420，　422，　430，　433，　449，　451，

　461，463
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（別冊）中央労働時報

　労委協会

　778号（創刊号）（昭43．4）一　　　ZK－33（B）

　　「労働委員会速報」の改題巻次を継承

中央融和事業協会会報（複刻版）

　中央融和事業協会／部落解放研究所監修／世界文

　庫（昭49複刻）

　2巻1－5号（昭2．1－7）　　　　　　　　Kl－58

　　以後「融和時報」と改題

　「融和事業研究（複刻版）別巻1，2」収録

（月刊）中小企業

　中小企業庁

　8巻8号一15巻12号（昭31．8－38．12）　　ZD－105

　　「中小企業情報」と「中小企業金融」の合併改題、

　　「中小企業情報」の巻次を継承

中小企業情報

　中小企業庁公報課

　2巻7号一8巻7号（昭25．7－31．7）

　　欠：4（7）

　　以後「中小企業金融」と合併，

　　「（月刊）中小企業」と改題

ZD－105

中小企業季報

　大阪経済大学中小企業経営研究所

　1972年1号（昭47．4）一　　　　　　　ZD－172

中小企業金融

　中小企業庁

　36－113号（昭28．4－31．7）

　　欠：47－57，70－99

　　以後「中小企業情報」と合併，

　　業」と改題

ZF－25

「（月刊）中小企

コール　タール

　日本タール協会

　1巻1号一18巻12号（昭24．1－41．12）

　　以後「アロマテイックス」と改題

ZI－92

コムミュ＝．ズムの諸問題

　国際文化協会

　1巻1号一3巻6号（昭28．4－30．7）

コミュニアイ

　地域社会研究所編／国勢社

　1号（昭39．12）一

　　欠：2，4，6

Cosmica

　京都外国語大学総合研究所

　1号（昭46．7）一

ZK－49

055－8

ZA－443

（The）Cotton　Statistical　JournaI

　The　Cotton　Economics　Research

　Institute／The　Japan　Cotton　Traders’

　Association

43－78号（昭26－29）　　　　　　　　ZL－65

　　欠：53－58

　　「綿花統計月報」の改題，巻次を継承

カレント・オブ・ザ・ワールド

世界時潮研究会編／英通社

　20巻1号一38巻9号（昭18．1－36．9）

　　欠：22（2－6），23（2），24（2，3）

　　以後休刊

ZP－5

カレント・オブ・ザ・ワールド

世界時潮研究会編／英語通信社

　11巻1号一19巻12号（昭9．1－17．12）　080－9－3
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地方自治コンピュータ

　地方自治情報センター

　8巻1号（昭53．1）一

遺

中外物価新報

　匿名組合商況社

　〔マイクロフィルム版〕

　明治16年1月4日一明治22年1月26日

　　以後「中外商業新報」と改題

ZN－78

MF－20

中外商業新報

　商況社

　〔マイクロフィルム版〕

　明治22年1月27日一明治30年12月　　　MF－20

　　「中外物価新報」の改題

　　（明治25年4月15日一明治27年1月「（日刊夕刊）

　　商業新報」発行，以後廃刊）

Computer　Report

　日本経営科学研究所

　18巻2号（昭53．1）一

コンピュートピア

　コンピュータ・エージ社

12巻ユ38号（昭53．3）一

ZD－208

ZD－209
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大　　安

　大安

　2－26号（昭30．12－32．12）

　4巻1号一15巻7号（昭33．1－44．7）

　　欠：4号，6巻，7巻
　　以後終刊

大同工業大学紀要

　大同工業大学

　8巻（日召47．3）

大不平
　大不平発行所

　1－4号（明28．9－11）

大　　学

　竹井出版

　1巻1号一2巻9号（昭22．5－23．9）

（季刊）大　学

　東京大学新聞社出版部一

　1－6号（昭22．4－23．9）

（季刊）大　学

　東京大学新聞社出版部

　2－5号（昭22．7－23．3）

大学院論集　は

　福岡大学大学院論集（ZA－222）

大学研究ノート

　広島大学大学教育研究センター

　4号（昭47．7）一

　　欠：6－14

大学基準協会会報　は

　会報（ZO－27）を見よ

大学新聞

　大学新聞社

　1－58号（昭19．7－21．4）

　　　　　　　　　欠：23－25

　　　　　　　　　「帝国大学新聞」の改題，

　　　　　　　　　以後「帝国大学新聞」に駆通

　　　　　　　大学資料

　　　　　　　　文部省大学学術三編／文教協会

　ZA＿155　　　7号（昭32．6）一　　　　　　　　　　ZO－32

　　　　　　　　　欠：19，27，28，36，37

　　　　　　　大学資料

　　　　　　　　文部省大学学術局編／文教協会

　　058－38　　20号（昭41．7）一　　　　　　　　　　〇59－1

　　　　　　　大学と社会

　　　　　　　　大学と社会編輯所編／刀江書院

　XAz－15　　1－5号（昭6．4－8）　　　　　　　　　ZB－32

　　　　　　　大学と社会

　　　　　　　　大学と社会編輯所編／刀江書院

　ZA－104　　1－5号（昭6．4－8）　　　　　　　　　066－4

　　　　　　　大学と社会

　　　　　　　　大学と社会編輯所編／刀江書院

　ZA－103　　1－5号（昭6－8）　　　　　　　　　080－2－7

　　　　　　　大学図書館研究

　　　　　　　　「大学図書館研究」編輯委員会編／学術文献普及

　　062－2　　　会

　　　　　　　　1号（昭47．12）一　　　　　　　　　ZA－243

　　　　　　　　　　目次：1－10号（昭47．12－52．5）（11号収録）

を見よ

　　　　　　　大学図書館研究

　　　　　　　　「大学図書館研究」編輯委員会編／学術文献普及

　　　　　　　　会

　　ZO－56　　1号（昭47．12）一　　　　　　　　　〇60－22

　　　　　　　第一銀行調査月報

　　　　　　　　第一銀行調査部

　　　　　　　　1巻1号一23巻9号（昭24．1－46．9）　　　ZB－69

　　　　　　　　　「帝国銀行経済月報」の改題

　　　　　　　　　以後閉刊

　　ZZ－10

　　　　　　24一
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第一銀行経済月報

　第一銀行調査部

　56－118号（昭13．1－18．3）　　　　　　ZB－69

　　以後「帝国銀行経済月報」と改題

第一勧銀四季報

　第一勧業銀行調査部・産業調査部

　1971年秋季号（昭46．10）一一

第一経大論集

　第一経済大学経済研究会

　2巻1号（昭48．1）一

ZF－26

ZB－216

太政官日誌

　村上勘兵衛等

　慶応4年1号一明治5年75号（慶応4．2一明5．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　XAz－17

欠：明3（51），明5（24，43）

大株月報

　日本証券取引所大阪支所

　79－144号（昭13．1－18．6）

　　「大阪株式取引所月報」の改題，

　　巻次を継承

大　　　日

　大日社

　36－322号（昭7．8－20．2）

　　欠：37－39，

ZD－43

ZA－149
　　　　　　　54，　58，　66，　80，　95－98，　121，

　　　　142，　149，　160，　162，　186，　191，　197，

　　　　199，　200－206，　208－230，　232－244，

　　　　262，　311，　319

大日本紡績聯合会月報

　大日本紡績聯合会

　123－600号（明35．12一昭17．10）　　　ZI－6

　　欠：137－139，184，257，273，283，303，

　　　　328，　329，　331，　332，　372

　　総目録：明22一大3（別冊）

　　「大日本綿糸紡績同業聯合会月報」の改題，巻

　　次を継承，以後「東亜繊維工業」と改題

大日本電気会誌

　大日本電気会

263－283号（昭18．11－21．4）　　　　　ZI－57

　欠：279，280

　「電気協会雑誌」の改題，巻次を継承，

　以後「電気協会雑誌」に復題

大日本外国貿易月表

　大蔵省

　明治18年3月一昭和2年12月

　　欠：明18（6－12），19，39（1，2）

　　以後「外国貿易月表」と改題

大日本教育会雑誌

　大日本教育会

　1－182号（明16．11－29．10）

　　ZL－4
40（2）

XAz－136

大日本綿糸紡績同業聯合会月報

　大日本綿糸紡績同業聯合会

　112－122号（明35．1－11）　　　　　　　ZI－6

　　欠：117

　　「大日本綿糸紡績同業聯合会報告」の改題

　　巻次を継承，

　　以後「大日本紡績聯合会月報」と改題

大日本綿糸紡績同業聯合会報告

　大日本綿糸紡績同業聯合会

　66－111号（明31．3－34．12）　　　　　　ZI－6

　　欠：81

　　以後「大日本綿糸紡績同業聯合会月報」と改題

大日本農会報

　大日本農会

　180－625号（明29．9一昭7．12）　　　　　ZI－7

　　欠＝271，296，547，578－588，590，599

　　「大日本農会報告」の改題巻次を継承，

　　以後「農業」と改題

大日本農会報告

　大日本農会

　1－4号（明14．8－11）

　　後に「大日本農会報」と改題

大日本織物協会報告

　大日本織物協会

ZI－7
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51－82号（明24．1－26．8）　　　　　　　ZI－8

　以後「大日本織物協会会報」と改題

大日本織物協会会報

　大日本織物協会

　83－212号（明26．9－37．6）　　　　　　ZI－8

　　欠：159，172，175，207

　　「大日本織物協会報告」の改題巻次を継承，

　　以後「染織の友」を合併，「染織時報」と改題

大日本蚕糸会報

　大日本蚕糸会

　276－430号（大4．1一昭2．12）　　　　　ZI－10

　　欠：286，288，290，291，296，300，312，

　　　　320，　379，　404

　　以後「蚕糸界報」と改題

大日本山林会報告

　大日本山林会

　1－92号（明15．1－22．12） ZI－9

大日本水産会報

　大日本水産会

　139－399号（明27．1一大4．12）　　　　　ZI－11

　　欠：190，223，302，364

　　「大日本水産会報告」の改題巻次を継承，

　　以後「水産界」と改題

大日本水産会報告

　大日本水産会

　1－138号（明15．3－26．12）

　　欠：17－20，23－27，30－40，51－60，

　　　　81－90，　111－170

　　以後「大日本水産会報」と改題

大日本統計協会雑誌

　大日本統計協会

　1－8号（昭19．7－21．9）

ZI－11

ZL－19
「統計集誌」と「統計学雑誌」の合併改題，

以後「統計」と改題

大日本窯業協会雑誌

　大日本窯業協会

1集1号一49集586号（明25．9一昭16．10）　ZI－12

　欠：55，268，286，372，373，473

大連商業会議所月報　は

　満蒙実業彙報（ZI－48）を見よ

大連商工会議所経済統計月報

　大連商工会議所

　270－316号（昭13．1－16．12） ZL－61

大東文化大学紀要

　大東文化大学学術研究会編／同大学

　1集1－2分冊（昭38．3）　　　　　　　ZA－366

　　以後「文学部」「経済学部」に分編

大東文化大学紀要

　大東文化大学

　10－12号（昭47．3－49．3）　　　　　　ZA・一366

　　「同紀要文学部」「経済学部」「教養部」の合編誌，

　　「文学部」「経済学部」の巻次を継承，

　　以後「人文科学」「社会・自然科学」に分編

大東文化大学紀要　人文科学

　大東文化大学

　13号（昭50．3）一　　　　　　　　　ZA－366

　　「同大学紀要」の分編，巻次を継承

大東文化大学紀要　経済学部

　大東文化大学

　2－9号（昭39．1－46．3）　　　　　　　ZA－366

　　「大東文化大学紀要」の組違，巻次を継承，

　　以後「文学部」「教養部」と合編し「大東文化大

　　学紀要」と改題

大東文化大学紀要　教養部

　大東文化大学教養部

　1－4号（昭43．8－46．3）　　　　　ZA－366（K）

　　以後「文学部」「経済学部」と合編し「大東文化

　　大学紀要」と改題

大東文化大学紀要　社会・自然科学

　大東文化大学

　13号（昭50．3）一 ZA－366（S）
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「同大学紀要」の分編，巻次を継承

大東文化大学政経論集

　大東文化大学政経学会

　1号（昭35．3）

大東法学

　大東文化大学法学会

　1号（昭49．5）一

大通世界

　春陽堂

　1－3編（明24．5－12＞

ZB－202

ZM－140

XAz－16

大和投資資料

　大和証券調査部

　102号（昭26．1）・一　　　　　　　　　　　　ZD－112

　　欠1104，107，108，117，121，127，153，

　　　　163，　297－308，　343，　371，　372，374－378，

　　　　384，　389，　391，　392

デモクラシイ（復刻版）

新人会／法政大学大原社会問題研究所編／法政大

　学出版局（昭44復刻）

　1巻1号一8号（大8．3－12）　　　　　　Kp－148

　　以後「先駆」と改題

　「日本社会運動史料　機関紙誌篇　新人会機関

　紙」収録

電研報
　電力中央研究所

　1－6号（昭42．11－43．11）

伝記（復刻版）

　伝記学会編／広文庫（昭49復刻）

　1巻1号一11巻2号（昭9．10－19．2）

ZS－28

ZQ－49

電気協会雑誌

　日本電気協会

　189－262号（昭12．9－18．10）

　　以後「大日本電気会誌」と改題，284号

　　以降「電気協会雑誌」に復題，巻次を継承

　284号（日召22．5）一　　　　　　　　　　　　　　　　　ZI－57

欠296－305，479，501

電気日本

　オーム社

32巻1号一36巻10号（昭20．1－24．10）　　ZS－12

　欠：32（3－5，9－12），33（1，7，12＞，35（7），36（9）

　以後「OHM」と改題

電気通信大学学報

　電気通信大学

　1－7号（昭25．6－30．12）　　　　　　ZA－272

　　以後「人文社会編」「理工学編」に分轄

電気通信大学学報

　電気通信大学

　16－24号（昭39．8－43．8）

　　「人文科学編」「理工学編」の合編

電気通信大学学報　人文社会編

　電気通信大学

　8－15号（昭31．12－38．12）

ZA－272

ZA－272（J）

「電気通信大学学報」の分煙，巻次を継承，

以後「理工学編」と合併，「電気通信大学学報」

に復題

電気通信大学学報　理工学編

　電気通信大学

　10－15号（昭34．3－38．12）　　　　ZA一一272（R）

　　「電気通信大学学報」の分編，巻次を継承，

　　以後「人文科学編」と合併，「電気通信大学学

　　報」に季題

電気通信経営月報

　日本電信電話公社経営調査室編／電気通信協会

　1－90号（昭24．10－32．3）　　　　　　ZI－89

　　以後「電信電話経営月報」と改題

電波時報

　郵政省電波監理局編／電波振興会

　1977年1号（318号）（昭52．2）一 ZS－47
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電力需要指標一

　電力中央研究所大手町研究所

　1巻1号一4巻35号（昭38．4－41．12）

　　　　　　　　　　　　　TOKEI－Zlm－1

電力経済研究所所報

　電力中央研究所

　1－9号（昭29．8－34．2） ZB－135

伝染病簡速統計月報

　厚生省大臣官房統計調査部

　10巻2号一11巻3号（昭32．4－33．5）

　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZMc－2
　　以後「厚生統計月報」と合併し，「衛生統計月

　　報」と改題

電信電話経営月報

　日本電信電話公社

　91号（昭32．4）一　　　　　　　　　　ZI－89

　　「電気通信経営月報」の改題，巻次を継承

　　総目録：1－132号（昭24．10－35．9）（別冊）

電通経済週報

　日本電報通信社

　3巻1号一21号（昭11．1－11．5）

　　以後「国際経済週報」と合併

電通広告論誌

　電　通

　1－42号（昭30．1－40．4）

　　欠：20

ZB一一56

ZD一一118

（週刊）ダイヤモンド

　ダイヤモンド社

　16巻1号（昭3．1）一　　　　　　　　　ZB－2

　　欠：33（2，6，7，9，13），35（10），36（9），

　　　　41（8，10），　44（5），　52（35），　59（34）

　　「別冊」あり

ダイヤモンド

　ダイヤモンド社

　24巻1号一31巻9号（昭11．1－18．3）　080－2－10

ダイヤモンド経済情報

　ダイヤモンド社

　13巻5号一15巻12号（昭45．5－47．12）　ZB－2（K）

　　「ダイヤモンド投資生活」の改題，巻次を継承

ダイヤモンド投資生活

　ダイヤモンド社

　1巻1号一13巻4号（昭33．11－45．4）　ZB一一2（T）

　　欠：6（3，6）

　　以後「ダイヤモンド経済情報」と改題

DKB調査月報

　第一勧業銀行調査部・産業調査部

　1巻1号（昭46．10）一

ドクメンテーション研究

　日本ドクメンテーション協会

　28巻1号（昭53．1）一一

同　　学

　東京外国語学校天津同窓会

　2－5号（明42．10－43．4）

　　欠：4

ZF－30

ZA一一453

ZA－145

同　　胞（復刻版）

　新人会／法政大学大原社会問題研究所編／

　法政大学出版局（昭44復刻）

　1－8号（大9．10－10．5）『　　　　　　Kp一一148

　　「先駆」の改題，

　　以後「ナロオド」と改題

　　「日本社会運動史料　機関紙誌篇

　　新人会機関紙」収録

（月刊）ドイツ語

　大学書林

　1号（昭38．5）一

ドイツ語

第三書房

9巻1号一18巻4号（昭32．1－41．4）

「初級ドイツ語」の改題，巻次を継承，

以後「初級ドイツ語」に復題

063一一17

063－13
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同人社文学雑誌

　同人社

　1－92号（明9．7－16．4）

　　欠：46，71－73，78－82

三二大学経済学研究

　独自大学経済学部

　1号（昭42．3）一

　　欠：2，3，6，7

独協大学教養諸学研究

　独協大学学術研究会

　1号（昭42．6）一

独協法学

　独協大学学術研究会

　1号（昭43．12）一

読書人
　東京堂

2巻1号一4巻4号（昭17．1－19．4）

　欠：2（2，3）

　「東京堂月報」の改題

XAz－18

ZB－219

ZA－405

ZM一一119

ZA一一45

読書人
　東京堂

　2巻1－12号（昭17．1－12）　　　　　080一一1－6

　　欠：2－8

読書春秋

　春秋会

　1巻1号一9巻12号（昭25．4－33．12）　　ZA＿119

　　欠：1（5）

　　以後イ木干1」

ドルメン

　岡書院

　1巻1号一4巻8号（昭7．4－10．8）　Miura－Z一一54

　　欠：4（4）

同盟世界週報

　同盟通信社

　24巻14号一26巻9号（昭18．4－20．5）　　ZB－56

　　欠：24（36，46－48），25（13，36，38），26（4－7）

　　「国際経済週報」の改題，巻次を継承，

　　以後「世界週報」と改題

同盟通信（海外電報版）

　同盟通信社

3135－3591号（昭19．8－20．8）

　欠：3150－3152，3378

　以後「時事通信」と改題

同盟通信（海外経済版）

　同盟通信社

　3135－3591号（昭19．8－20．10）

　　欠：3150－3152，3378

　　以後「時事通信」と改題

ZN－33

ZB－89

同志社大学大学院商学論集

　同志社大学大学院商学研究科院生会

　2号（昭43．3）一　　　　　　　　　　ZD－189

同志社大学人文科学研究所紀要

　同志社大学人文科学研究所

　1－8号（昭32．11－39．6）

　　欠：7

　　以後廃刊

同志社外国文学研究

　同志社大学外国文学会

　1号（昭46．1）一

同二面法学

　同志社法学会

　1巻1号（昭24．6）一

　　「同志社論叢」より分離改題

同志社女子大学学術研究年報

　同志社女子大学

　1－6巻（昭25．11－30．12）

ZA－335

ZP－49

ZM－41

ZA－267
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同志社経専論叢

　同志社経専学会
　18巻1－2号（昭23．2－24．1）　‘　　　ZB－63

　　「同志社高商論叢」の改題，巻次を継承

同志社高商論叢

　同志社高商学会
　8－23輯（二郎8．7－15，10）

　15巻1号一17巻1号（昭16．2－18．4）　　　ZB－63

　　欠：17（2，3）

　　18巻より「同志理経専論叢」と改題

同志社論叢

　同志社法学会

　1－91号（大9．3一昭24．1）　　　　　　ZB－3

　　欠：4，14，16－59，82

　　以後「経済学論叢」及び「同志社法学」と改題，

　　単巻

伺志社商学

　同志社大学商学会

　3巻4号（昭27．3）一　　　　　　　　　ZD－80

　　欠：11（1，2，4－6）

　　「同志社論叢」より分離改題

同志社商学

　同志社大民商学会

　4巻1号一9巻6号（昭27．6－33．3）　　　066－13

　　欠：7（2，4），8（1，5），9（1）

同和事業研究（即刻版）

　同和奉公会／部落解放研究所監修／世界文庫
　（日舞49孟夏亥【王）

　61－64輯（昭16．7－17．11）　　　　　　Kl－58
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　　　　　　　　　　E

エコノミア

　横浜国立大学経済学会

　1号（昭25．2）一

　　「商学」の改題

エコノミスト

　毎日新聞社

　6年1号一21年4号（昭3．1－18．1）

　　欠：19（41），20（4）

　　以後「経済毎日」と改題

エコノミスト

　毎日新聞社

　5年7号一21年4号（昭2．4－18．1）

　　以後「経済毎日」と改題

エコノミスト

　毎日新聞社

　24年1号（昭21．1）一

　　欠：24（6－8，10，13－16，19），

　　　　25（4，6，16，20），　49（39）

　　「経済毎日」より復題

エコノミスト

　毎日新聞社

　24年10号（昭21．5）一

ZD－30

ZB－4

080－2－3

ZB－4

066－3
欠：25（1－5），26（36），27（2，3，25），28－42，

　　46（21＞

「経済毎日」より復題

エコノミスト

　大阪毎日・東京日日新聞社

　14年1号一17年36号（昭11．1－14．12）　　066－3

〔月刊〕エコノミスト

　毎日新聞社

　1巻1号一8巻12号（昭45．5－52．12）

　　以後休刊

江戸会誌

　江戸会

ZB－4（M）

1冊2号一2冊1号（明22．9－23．1） ZA－174

愛媛大学法文学部論集　文学科編

　愛媛大学法文学部

　1－8号（昭44．3－50．12）　　　　　　ZA－400

　　「愛媛大学紀要　第1部　人文科学」の改題

愛媛大学紀要　第1部　人文科学

　愛媛大学

　1巻1号一13巻（昭25．11－39．12）　　　ZA－265

　　欠：4（2），5（2），7（2），8（2）

　　14巻以後は「愛媛大学法文学部論集　文学科

　　篇」となる

愛媛大学紀要　第2部　自然科学

　愛媛大学

　1巻1－4号（昭25．11－28．12）　．　ZA－265（S）

　　2巻以後は逐次A，B，　C，　Dの4編に分冊

愛媛大学紀要　第2部　自然科学

　愛媛大学

　〔Aシリーズ〕（数学・物理学）

　2巻1号（昭29．12）一

　　欠：3

　〔Bシリーズ〕（生物学）

　2巻2号（昭30．12）一

　　欠：3

　〔Cシリーズ〕（化学）

　4巻3号（昭37．12）一

　　欠：6（4）

　〔Dシリーズ〕（地学）

　4巻3号（昭37・12）一　　　　　　ZA－265（S）

愛媛大学紀要　第3部　工学

　愛媛大学

　1巻1号一5巻4号（昭25．11－42．3）　ZA－265（K）

愛媛大学紀要『第4部　社会科学

　愛媛大学

　1巻2号一3巻3号（昭26．12－35．12）ZA－265（SK）

　　3巻4号以後1，2，3分冊に分冊
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愛媛大学紀要　第4部　社会科学

　愛媛大学

　〔第1分冊〕（法学）

　3巻4号一5巻4号（昭36．12－42．12）

　　以後「愛媛法学」と改題

　〔第2分冊〕（経済学）

　3巻4号一5巻4号（昭36．12－42．12）

　　以後「経済学」と改題

　〔第3分冊〕（地理学）

　3巻4号一5巻1号（昭36．12－41．12）ZA－265（SK）

　　欠：4（1，2）

愛媛大学紀要　第5部　教育科学

　愛媛大学

　1巻一14巻1号（昭28．12－42．12）　ZA－265（Ki）

　　以後「愛媛大学教育学部紀要　第1部　教育

　　科学」と改題

愛媛大学紀要　第6部　農学

　愛媛大学農学部

　1巻1号一12巻3号（昭30．3－42．3）　ZA－265（N）

　　以後「愛媛大学農学部紀要」と改題

愛媛大学教育学部紀要　第1部　教育科学

　愛媛大学

　15巻1号（昭43．12）一　　　　zA－399（Ki－1）

　　「愛媛大学紀要　第5部　教育科学」の改題，

　　巻次を継承

愛媛大学教育学部紀要

　愛媛大学

　1巻1号（昭43．12）｝

愛媛大学教養部紀要

　愛媛大学教養部

　1号（昭43．12）一

町2部　人文・社会科学

ZA－399（Ki－2）

ZA－399（Ky）

愛媛大学農学部紀要

　愛媛大学農学部

　13巻1号（昭43．12）一　　　　　　　ZI－145

　　「愛媛大学紀要　第6部　農学」の改題，巻次

　　を継承

愛媛法学

　愛媛大学法文学部

　1号（昭44．3）一

　　「愛媛大学紀要　第4部

　　冊（法学）」の改題

愛媛法学会雑誌

　愛媛大学法学会

　1巻1号（昭49．12）一

　　　　ZM－148

社会科学第1分

ZM－144

英文学研究

　東京帝国大学英文学会編／研究社

　8巻1－4号（昭3．1－10）　　　　　　080－9－1

英文学研究

　日本英文学会

　1冊一40巻2号（大9．3一昭39．3）

英文法研究

　研究社

　3巻10号一4巻12号（昭35．1－36．3）

　　以後廃刊

映画芸術

　映画芸術新社

　23巻1号（昭50．2）一

映画評論

　映画出版社

　21巻1号（昭39．1）一

英語研究

　研究社

　19巻4号一36巻12号（大15．7一昭19．3）

　　欠：35（2，4，7，10），36（1）

　　以後「英語青年」へ統合

英語研究

　研究社

　40巻1号一63巻13号（昭26．1－50．3）

063－30

063－15

063－50

063－25

080－9－2

063－7
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英語青年

　研究社

　95巻2号一115巻12号（昭24．2－44．12）　ZP－7

　　欠：95（11，12）

英語青年

　研究社

　90巻5－12号（昭19．5－12）

　　「英語研究」を統合

英語青年

　研究社

　66巻1号（昭6．10）一

　　「青年」の改題，巻次を継承

英連邦月報

　外務省欧米局

　1巻1－3号（昭27．1－3）

　　　　　
080－9－2｝

063－2

ZN－47

頴才新誌

　頴才新誌社

　625－1078号（明22．7－31．6）　　　　XAz－19

　　欠：651－701，727－804，829－983，1010－1052

衛生統計月報

　厚生省大臣官房統計調査部

　11巻4号一！8巻13号（昭33．7－41．7）

　　　　　　　　　　　　　　TqKEI－ZMc－1
　　欠：14（7），17（11），18（2，9）

　　「伝染病簡速統計月報」と「厚生統計月報」の合

　　裏面，

　　「伝染病簡速統計月報」の巻次を継承

演劇研究　～演劇博物館紀要～

　早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

　1号（昭45．3）一　　　　　　　　　　ZP－50

遠近新聞

　遠近新聞社

　1－18号（慶応4．4－5）

　再興6－7号（明2．4－5） XAz－124

遠　　織

　遠州織物工業協同組合

　6－18号（昭24．6－26．6）

　　欠：13，14

エビステーメー（Episteme）

　朝日出版社

　1巻0号（昭50．7）一

ESP（Economy　Society　Policy）

　経済企画協会

　1号（昭47．5）一

　　「経済企画」の改題

エスペラント語研究雑誌

　日本エスペラント学会

　3年6号一5年8号（大11．6－13．8）

ユーラシア

　新時代社

　1－9号（昭46．6－48．8）

　　以後休刊

ユーラシア

新時代社

　1－9号（昭46．6－48．8）

　　以後休刊
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FABIAN

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－44号（明9．10－11．3）　　　　　　XAz－20

　　　　　　　　　　F欠：11－30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以後「滑稽風雅新誌」と改題

フェビアン研究

　日本フェビアン研究所　　　　　　　　　　　　　富士大学紀要

　6巻1号一20巻3号（昭30．1－44．3）　　　ZK－55　　富士大学学術研究会

　　欠：11（6），20（1，2）　　　　　　　　　　　　11号（昭51．10）一　　　　　　　　ZB－245

　　以後廃刊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「奥州大学紀要」の改題巻次を継承

ファイナンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤女子大学文学部紀要

　大蔵省大臣官房文書課編／大蔵財務協会　　　　　　藤女子大学

　4巻1号（昭43．4）一　　　　　　　　ZC－12　　1－2号（昭37．3－38．3）　　　　　　　ZP－43

ファイナンス・ダイジェスト　　　　　　　　　　　藤村学園東京女子体育大学紀要

　大蔵財務協会　　　　　　　　　　　　　　　　東京女子体育大学

　3巻10号述巻5号（昭24．11－27．4）　　ZC－7　　　1号（昭41．3）一　　　　　　　　　　〇58－9

　　欠：5（7－11，13，15，17，18，20），6（2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富士論叢

さ、らんす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富士短期大学学術研究会

　白水社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5巻（昭35．12）一　　　　　　　　　ZA－209

　29巻1号（昭29．1）一　　　　　　　　〇63－11　　　欠：13（1）

　　「ラ・スムース」の改題，巻次を継承　　　　　　　　11巻据付のみ表示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目次：1－5巻（昭32．2－35．12）（5巻収録）

仏蘭西時報

　仏蘭西時報社　　　　　　　　　　　　　　　　富士タイムズ

　92－103号（大8．6－9．5）　　　　　　　ZA－7　　　富士銀行調査部

　　「極東時報」の改題，巻次を継承　　　　　　　　　15巻1号一22巻12号（昭40．1－47．12）　ZA－188

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠：15（2）

富大経済論集　～富山大学紀要～

　富山大学経済学部，同経営短期大学部　　　　　　誠歌新聞（複刻版）

　18巻1号（昭47．7）一　　　　　　ZB－196（K）　　井上文雄，大神御牧／明治文化研究会編／世界語

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庫（日召36雀夏亥の

不動産鑑定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1巻（慶応4．）　　　　　　　　　　　　Ae－57

　不動産鑑定実務研究会編／住宅新報社　　　　　　　「幕末明治新聞全集5巻」収録

　14巻12号（昭52．12）一　　　　　　　　ZM－82　　　「大面堂版同全集5巻（XAz－141）」にも収録

不動産研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　復興亜細亜

　日本不動産研究所　　　　　　　　　　　　　　　　国際日本協会

　14巻1号（昭47．1）一　　　　　　　　ZK－134　　9巻7号一10巻3号（昭19．7－20．3）　　　ZN－32

　　欠：14（3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　「国際評論」の改題，巻次を継承

風雅新聞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（官許）布告虚報

　開新社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国文社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一34一
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　181号（明11．11）　　　　　　　　XAz－99

　　「政体原論」と同冊

副業之研究

　副業之研究社

　3巻2号一4巻6号（大7．2－8．6）　　　　ZI－13

　　欠：3（9）

福井大学学芸学部紀要

　福井大学学芸学部

　1－2号（昭27．3－28．3）　　　　　　　ZA－284

　　以後「第1部　人文・社会」，「第2部　自然科学」

　　に分編

福井大学学芸学部紀要　第1部　人文科学

　福井大学学芸学部

　4－8号（昭30．3－33．12）　　　　　ZA－284（1）

　　欠：7

　　「福井大学学芸学部紀要　第1部　人文・社会」

　　の分編，巻次を継承，16号以後「福井大学教育

　　学部紀要　第1部　人文科学」と改題

福井大学学芸学部紀要　第1部　人文・社会

　福井大学学芸学部

　3号（昭29．3）　　　　　　　　　ZA－284（1）

　　以後「第1部　人文科学」「第3部門会科学」

　　に平編

福井大学学芸学部紀要　第3部　社会科学

　福井大学学芸学部

　4－8号（昭30．3－33．12）　　　　　ZA一一284（3）

　　欠：7

　　「福井大学学芸学部紀要　第1部人文・杜会」

　　の分編，巻次を継承，16号以後「福井大学教育

　　学部紀要　第3部　社会科学」と改題

福井大学学芸学部紀要　第4部　教育科学

　福井大学学芸学部

　6－8号（昭32．2－33．12）　　　　　ZA－284（4）

　　欠：7

　　16号以後「福井大学教育学部紀要第4部教

　　育科学」と改題

福井大学教育学部紀要　第1部　人文科学

　福井大学教育学部

　20号（昭45．10）一　　　　　　　ZA－284（1）

　　欠：20（国語・国文学編，哲学編）

　　「福井大学学芸学部紀要　第1部　人文科学」

　　の改題，巻次を継承

福井大学教育学部紀要　第2部　自然科学

　福井大学教育学部

　21号（昭46．12）一　　　　　　　　　　ZA－284（2）

　　欠：24（2）

　　「福井大学学芸学部紀要　第2部　自然科学」

　　の改題，巻次を継承

福井大学教育学部紀要　第3部　社会科学

　福井大学教育学部

　16号（昭41．10）一　　　　　　　ZA－284（3）

　　欠：17－20

　　「福井大学学芸学部紀要　第3部　社会科学」

　　の改題，巻次を継承

福井大学教育学部紀要　第4部　教育科学

　福井大学教育学部

　21号（昭46．11）一　　　　　　　ZA－284（4）

　　「福井大学学芸学部紀要　第4部　教育科学」

　　の改題，巻次を継承

福井大学教育学部紀要　第5部　応用科学

　福井大学教育学部

　9号（昭46．11）一　　　　　　　ZA－284（5）

福井大学教育学部紀要　第6部　芸術・体育学

　福井大学教育学部

　〔1〕号（昭42．10）一　　　　　　ZA－284（6）

福岡大学文理論叢

　福岡大学研究所

　6巻1号一13巻4号（昭36．4－44．3）　　　ZP－22

　　欠：7，10（3），11（2）

　　以後「福岡大学人文論叢」と改題
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福岡大学大学院論集

　福岡大学大学院論集刊行委員会

　創刊号（昭44．12）一　　　　　　　ZA－222

福岡大学法学論叢

　福岡大学研究所

　1巻1号（昭31．7）一　　　　　　　　ZM－66

福岡大学人文論叢

　福岡大学研究所

　1巻1号（昭44．8）一　　　　　　　　ZA－189

　　「福岡大学文理論叢」の改題

福岡大学経済学論叢

　福岡大学研究所

　3巻4号（昭34．1＞一　　　　　　　　ZB－146

　　欠：5（4），8（1），11（2）

福岡大学研究所報

　福岡大学研究所

　5号（昭39．3）一　　　　　　　　　ZA－404

　　欠：6，10
　〔別冊〕

　5号（昭42．3）　　　　　　　　ZA－404（B）

福岡大学商学論叢

　福岡大学研究所

　5巻2号（昭35．7）一　　　　　　　　ZD－157

　　欠：6（1），11（2）

福岡学芸大学紀要

　福岡学芸大学

　1－15号（昭27．3－41．1）　　　　　　ZA－268

　　欠：理科編7－15

　　文科，社会科（6号より），理科，教職（7号より）

　　芸術・体育・家政・技術科（13号より〉の5編に

　　分冊刊行

　　以後「福岡教育大学紀要」と改題

福岡経専論叢

　福岡経済専門学校人文科学研究所

　1号（昭24．2）　　　　　　　　　　ZD－90

　　「福岡高商論叢」の改題，

　　以後「福岡商大論叢」と改題

福岡高商論叢

　福岡高等商業学校研究会

　1－3号（昭15．2－18．7）　　　　　　　ZD－90

　　以後「福岡経専論叢」と改題

福岡教育大学紀要　第1部　文科編

　福岡教育大学

　16号（昭41．12）一　　　　　　　ZA－268（1）

　　「福岡学芸大学紀要　第1部　文科編」の改題，

　　巻次を継承

福岡教育大学紀要　第2部　社会科編

　福岡教育大学

　16号（昭41．12）一　　　　　　　ZA－268（2）

　　「福岡学芸大学紀要　第2部　社会科編」の改

　　題，巻次を継承

福岡教育大学紀要　第3部　理科編

　福岡教育大学

　19号（昭45．2）一　　　　　　　　ZA－268（3）

　　「福岡学芸大学紀要　第3部　理科編」の改題，

　　巻次を継承

福岡教育大学紀要　第4部　教職科編

　福岡教育大学

　19号（昭45．2）一　　　　　　　　ZA－268（4）

　　「福岡学芸大学紀要　第4部　教職編」の改題，

　　巻次を継承

福岡教育大学紀要　第5部　芸術・保健体育・家政・

技術科編

　福岡教育大学

　16号（昭41．12）一

　　「福岡学芸大学紀要　第5部

　　　　　　　　　　　　　　　　ZA－268（5）

　　　　　　　　　　　　　　　芸術・体育・家

　　政・技術科編」の改題，巻次を継承

福岡商大平和台論集

　福岡商大平和台研究所

　1巻1号一2巻2号（昭29．11－30．11）　　ZD－117
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福岡商大論叢

　福岡商科大学経済研究所

　1巻1号一6巻3号（昭24．11－31．1）

　　「福岡経専論叢」の改題

福山大学経済学論集

　福山大学経済学研究会

　1巻1号（昭51．1）一

船の科学

　船舶技術協会

　6巻1号一25巻12号（昭28．1」47．12）

古本屋
　荒木伊兵衛

　1－9号（昭2．4－5．5）

扶桑新誌

　共同社

　1－26号（明11．7－12．2）

　　欠：3－24

　　「政体原論」と同冊

ZD－90

ZB－229

ZS－18

ZA－84

XAz－99

扶桑新誌

　共同社

　12－221号（明11．10－15．6）　　　　　XAz－21

　　欠：14，19－62，64，65，84，86－91，93，

　　　　100，　105－113，　120，　124，　126，　128－135，

　　　　138，　140－143，　145，　147，　149－151，　153，

　　　　155－157，　161，　162，　164－168，　173，

　　　　175，176，179，　181－184，　186－192，

　　　　194－220

釜山商工会議所月報

　釜山商工会議所

　81－140号（昭7．1－11．12）

風　　俗

　風俗社

　1巻1号一2巻6号（大5．9－6．8）

ZD－37

XAz－22

風俗画報

　東陽堂

　1－478号（明22．2一大5．3）　　　　　　XAz－23

　　索引：1－479号（明22．2一大5．4）（別冊）
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G

外事彙報

　外務省政務局

　大正3年1号一大正8年9号（大3．5－8．9）　ZN－23

　　欠：大3（7）

外交評論

　国際連合研究会

　22巻1号一27巻9号（昭17．1－22．12）　　ZN－5

　　欠：23（7），25（1，3，4）

　　「国際知識及評論」の改題，巻次を継承，

　　以後「国際連合」と改題

外交時報

　外交時報社

　1号一111巻4号（956号）（明31．2一昭20．4）

　　欠：390，954

　　日召20．5－27．10；28．2－33．6（休干1」）

　復刊1号（953号）（昭33．7）一　　　　　ZN－1

外国貿易

　日本銀行調査局

　昭和7年8月一昭和12年12月

　　欠：昭8（12）

外国貿易概況

　大蔵省関税局編／日本関税協会

　130－149号（昭38．5－39．12）

　　欠：134，138－145，148

　40年4月一41年12月

　　欠：昭40（10）

　132－198号（昭42．1－47．10）

　　欠：189－191

ZL－36

ZL－101

外国貿易概況

　大蔵省関税局業務課

　54－148号（昭32．3－40．1）

　　欠：75，90，98，100，102－113，123，

　　　　125－143

　昭和41年3－11月　　　　　TOKEI－ZFb－2

外国貿易月表

　大蔵省

　昭和3年1月一15年3月

　　欠：昭10（6）

　　「大日本外国貿易月表」の改題，

　　以後「日本外国貿易月表」と改題

外国文学研究　は

　同志社外国文学研究（ZP－49）　を見よ

外国学研究

　神戸市外国語大学外国学研究所

　1号（昭50．3）一

外国学資料

　神戸市外国語大学外国学研究所

　1－23号（昭32．11－45．3）

　　欠：14，18，19

外国原子力機関刊行資料月報

　国立国会図書館参考書誌部

　18巻1号（昭47．1）一

外国会社レポート

　ダイヤモンド・タイム社

　5巻24号一8巻63号（昭45．4－48．3）

　　以後廃刊

外国為替管理委員会月報

　外国為替管理委貝会

　1－12号（H召25．6－26．10）

外国為替統計月報

　日本銀行外国局

　75－195号（昭31．12－41．12）

　　欠：193

ZL－4

ZA－439

ZA－375（G）

ZS－37

ZD－170

ZF－23

TOKEI－ZFb－1

外国交通調査資料

　日本国有鉄道

　1巻4号（昭22．4）一一

　　欠：2（8），18（3）

　　「外国鉄道調査資料」の改題

ZG－23
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外国木材輸入協会会報

　東京外国木材輸入協会

　13－34号（大13．4－15．8）　　　　　　ZI－14

　　以後「東京外国木材輸入協会会報」と改題

外国の立法

　国立国会図書館調査立法考査局

　ユ号（昭37．9）一 ZM－101

外国の新聞と雑誌

　日本読書協会

　1－534号（大10．9一昭19．3）　　　　　ZA－8

　　欠：116－155，157－460，472

　　総目次：1－82号（大10．9－13．7）（別冊）

　　解説書目：1－143号（大10．9一昭2．3）（別冊）

外国新聞（複刻版）

　（横浜新聞，ガゼット新聞抄訳）

　明治文化研究会編／世界文庫（昭36複刻）

　1－3号（慶応4．5）　　　　　　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集4巻」収録

　「大天堂版同全集4巻（XAz－141）」にも収録

外国鉄道調査資料

　鉄道省業務局

　7巻1』号一17巻3号（昭8．1－18．3）　　　ZG－23

　　欠：8－11

　　以後「外国交通調査資料」と改題

　　総目次：1巻1号一17巻3号（昭2．1－18．3）（別冊）

外国雑誌重要記事索引

　全国経済調査機関連合会

　64－260号（大15．5一昭17．9） ZA－9

外国雑誌重要記事索引

　全国経済調査機関連合会

　64－260号（大15．5一昭17．9）　　　080－1－4

　　欠：108，228，229，231，233，235，237－239

外国雑誌重要記事索引

　全国経済調査機関連合会

214号（昭13．11） 060－6

外務省調査月報

　外務省大臣官房調査部調査室

　1巻1号（昭35．4）一　　　　　　　　　ZN－57

　　欠：1（6）

　　総索引：1巻1号一6巻12号（昭35．4－40．12）

　　　　　　（別冊）

　　　　　　7巻1号一14巻6号（昭41．1－48．12）

　　　　　　（14巻珪又金泉）

外　　政

　日本外政学会

　H1号（昭31．1－34．4） ZN－54

外　　材

　東京外国木材輸入協会

　41－85号（昭2．3－5．12）　　　　　　　ZI－14

　　欠：40

　　「東京外国木材輸入協会会報」の改題，巻次を

　　継承

学校事務

　学校事務研究会

　1巻1号一23巻15号（昭25．10－47．12）　ZO－26

　　欠：2（10），5（12），7（9），8－10，14（4，5，7），

　　　　16（12），17（8），19（6），　21（11），　22（7），

　　　　23（4，8，12）

学校体育

　日本体育社

　2巻10号（昭24．10）一

学　　苑

　昭和女子大学光葉会

　301－406号（昭40．1－48．10）

　　欠：302，303

学園論集

　北海学園大学学術研究会

　9号（昭40．3）一

学　　芸

　北海道学芸大学

067－5

ZP－25

ZA－420
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1巻1号一2巻2号（昭24．12－25．12）

　以後「第1部」，「第2部」に分編

ZA－308

学　　芸　第1部

　北海道学芸大学

　3巻1－2号（昭26．9－27．10）　　　ZA－308（1）

　　「学芸」の分書，巻次を継承，

　　以後「北海道学芸大学紀要　第1部」と改題

学　　芸　第2部

　北海道学芸大学

　3巻1号一4巻1号（昭26．9－27．10）　ZA－308（2）

　　「学芸」の分編，巻次を継承，

　　以後「北海道学芸大学紀要　第2部」と改題

学　　芸（唯物論研究会）は

　唯物論研究（復刻版）（ZO－57）　を見よ

学芸界
　受験界社

　26巻1－12号（昭20．1－12）　　　　　　ZA－68

　　「受験界・数学錬成」の改題，巻次を継承

　　以後「受験界」と改題

学芸志林

　東京大学

　1巻1冊一17巻100冊（明10．8－18．11）　　ZA－10

　　欠：3，78，95－99

岳　　人

　東京中日新聞

　141－169号（昭35．1－37．5）

学術月報

　日本学術振興会

　17巻3号（昭39．6）一

　　欠：17（8，10，11），19（5）

学術研究　人文科学・社会科学篇

　早稲田大学教育学部

　17－18号（昭43．12－44．12）

ZR－7

ZA－180

ZA－437

学術論叢

　中央大学学友会学術部

　4－18号（日蔭29．3－43．3）

　　欠：6，7，13－15

学　　林

　独逸学協会

　1巻2－13号（明22．10－23．11）

学士会月報

　学士会

　610－657号（昭14．H8．7）

学習院大学文学部研究年報

　学習院大学文学部

　1輯（昭29．3）一

学習院大学法学部研究年報

　学習院大学法学会

　3号（昭42．4）一

　　欠：7

学習院大学政経学部研究年報

　学習院大学政経学会

　1－7巻（昭28．12－36．2）

学　　鐙

　丸善

　37年1号（昭8．1）一

　　欠：45（5），53（5）

ZA－156

ZA－11

ZA－53

ZA－283（B）

ZA－283（H）

ZA－283

　　　　　　　ZA－78
54－55，　57－62，　65（6，11）

我楽多文庫（復製版）

　止立社／文芸市場社（昭2復刻）

　1－16号（明21．5－22．2）

　　「我楽多文庫細目」（昭32）（別冊）

画　　説

　美術研究所

　33－72号（昭14．9－17．12）

　　以後「美術史学」と改題

芸備地方史研究

　芸備地方史研究会

XAz－25

080－9－4
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97号（昭49．5）一 ZQ－47

芸　　文

　京都帝国大学文学部京都文学会編／白文社

　1年1号一11年2号（明43．4一大9．2）

　　　　　　　　　　　　　　　Miura－Z－12

芸　　苑

　佐久良書房

　1年巻1－2年巻1（明39．1－40．1）

　　欠：1（6，9－11）

芸術新潮

　新潮社

　10巻1号（昭34．1）一

　　欠：10（10－12）

芸術新潮

　新潮社

　3巻7号（昭27．7）一

XAz－26

ZP－14

063－9

現地報告

　文芸春秋社

　9巻2号一10巻12号（昭16．2－17．12）　　ZA－59

　　「話」と「文芸春秋時局増刊」との合併誌

現代中国

　現代中国学会

　16号（1953．2）一 ZA－258

（季刊）現代中国

　経済往来社

　1号（通巻42号）（昭47．3）一　　　　　ZA－240

　　「（季刊）黄河（通巻41号）（黄河出版社）」の改編

（季刊）現代法

　N．J．研究会編／成文堂

　1号（昭44．10）一　　　　　　　　　ZM－123

　　総目次：1－6号（昭44．10－46．8）（1－6合本収録）

現代法ジャーナル

　エデイターズ・ギルド編／勤草書房

　1巻1号一2巻4号（昭47．5－48．4）　　　ZM－131

　　以後休刊

現代法ジャーナル

　エデイターズ・ギルド編／勤草書房

　1巻1号一2巻4号（昭47．5－48．4）

　　以後休刊

現代科学論叢

　現代科学研究会

　2集（昭43．11）一

065－11

ZA－247

（季刊）現代経済

　現代経済研究会編／日本経済新聞社

　2号（昭46．9）一　　　　　　　　　　ZB－193

（季刊）現代経済

　現代経済研究会編／日本経済新聞社

　1号（昭46．6）一　　　　　　　　　　〇66－37

現代教育科学

　明治図書

　13巻1号（昭45．1）一

　　「教育科学」の改題，巻次を継承

062－8

現代のエスプリ（「国文学解釈と鑑賞」の別冊）

　至文堂

　36号（昭44．3）一　　　　　　　　　　〇61－14

　〔別冊〕

　現代人の異常性：1－6（昭50－51）

現代の眼

　現代評論社

　2巻4号（昭36．4）一

現代の眼

　現代評論社

　10巻1号（昭44．1）一

ZA－171

061－19

現代の理論

　現代の理論社

　2巻1号（昭40．1）一　　　　　　　　ZA－234

　　欠：2（3，10），3（3，5），4（5，9，10，12），

　　　　5（ユ，4，5，7），6（2），10（10）

　　目次：3巻11号一5巻1号（昭41．11－43．1）

　　　　　（5巻2号収録）
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現代の理論

　現代の理論社

　7巻1号（昭45．1）一　　　　　　　　　〇61－21

現代の図書館

　日本図書館協会

　3巻1号（昭40。3）一　　　　　　　　ZA－184

現代社会学

　現代杜会学会議編／講談社

　1巻1号（昭49．4）一　　　　　　　　　ZK－129

（季刊）現代史

　現代史の会

　1号（昭47．11）一　　　　　　　　　〇64－11

現代と思想

　青木書店

　1号（昭45．10）一　　　　　　　　　　〇66－35

（月刊）言　語

　大修館書店

　1巻1号（昭47．4）一　　　　　　　　　〇63－51

　〔別冊〕

　1号（昭49．7）　　　　　　　　063－51（別・1）

言語文化

　一橋大学語学研究室

　1号（昭39．11）一　　　　　　　　　　ZP－21

言語文化

　一橋大学語学研究室

　1号（昭39．11）一　　　　　　　　　　〇85－13

言語生活

　言語生活編集部編／筑摩書房

　64号（昭32．1）一　　　　　　　　　　〇63－14

現業調査資料

　鉄道大臣官房現業調査課

　4巻1号一10巻6号（昭5．2－11．11）　　　ZG－19

　　欠：5（2－6），6（1，2，5），7（5），8（2）

　総目録：1巻1号一10巻6号（昭2．8－11．11）

　　　　　（別冊）

原価計算

　中央経済社

　1－7号（昭29．4－30．11）　　　　　　　ZE－11

　　（1－5号：「企業会計」臨時増刊）

　3巻｝12号（昭31．142）

　　以後休刊

原価計算

　日本原価計算協会

　2巻1号一5巻2号（昭17．1－20．2）　　　　ZE－6

　　以後「産業経理」と改題

原子力委員会月報

　科学技術庁原子力局

　6巻1号（昭36．1）一　　　　　　　　　ZS－26

　　欠：9，11（12），12（11）一21（10）

月例経済報告

　経済企画庁編／大蔵省印刷局

　1号（昭46．4）一　　　　　　　　　　ZB－139

岐阜大学学芸学部研究報告　入文科学

　岐阜大学学芸学部

　3－14号（昭30．2－41．3）　　　　　　　ZA－325

　　欠：6，8

　　以後「岐阜大学教育学部研究報告　人文科学」

　　と改題

岐阜大学工学部研究報告

　岐阜大学工学部

　8－18号（昭33．3－43．3）　　　　　　　ZS－44

岐阜大学教育学部落究報告　人文科学

　岐阜大学教育学部

　15号（昭42．2）一　　　　　　　　　　ZA－325

　　欠：17

　　「岐阜大学学芸学部研究報告」の改題，巻次を

　　継承
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岐阜大学教養部研究報告

　岐阜大学教養部

　1号（昭41．3）一

岐阜経済大学論集

　岐阜経済大学学会

　1巻1号（昭42．11）一

ZA－325（Ky）

ZA－249

銀行報告誌

　大阪同盟銀行集会所

　13－68号（明24．1－28．8）　　　　　　XAz－27

　　欠：14，20－22，26，32，33，36－40，42－45，47，

　　　　50，51，56，57，60，61，64－66

銀行会社計画資本調

　日本銀行調査局

　大正ユ4年7月一昭和13年7月

　　欠：大15（1）一昭7（8）

銀行会社資本調

　日本銀行調査局

　昭和12年1月調一昭和13年8月調

　　欠：昭12（7－8）

ZL－5

ZL－82

（理論と実際）銀行研究

　銀行研究社

　12巻5号一50巻4号（昭2．5－21．12）　　ZF－3

　　欠：12（7－12），41（1，4），42（3），43（1），

　　　　47（2，5，6），　48

（理論と実際）銀行研究

　銀行研究社

　14巻1号一43巻6号（昭3．1－17．12）　080－3－2

　　欠：41（1，4），42（3），43（1）

銀行労働調査時報

　銀行労働研究会

　69号（昭31．8）一　　　　　　　　　　ZK－51

　　「全銀連調査時報」の改題，巻次を継承

銀行論叢

　銀行問題研究会

　22巻5号一41巻4号（昭9．5－18．10） ZF－16

銀行通信録

　東京銀行集会所

　2－677号（明19．1一昭17．6）　　　　　ZF－4

　　欠：4，5，23，25，29－33，47，48，59，239－243，

　　　　440－446

銀行通信録

　東京銀行集会所

　85－94巻（504－563号）（昭3．1－7．12）

銀行通信録

　銀行集会所

　2－87号（明19．1－26．2）

　　欠：

　　　　52－56，60－86

080－3－1

XAz－28
3－22，24，26－28，35，36，38－46，49，50，

銀行雑誌

　銀行雑誌社

　1－20号（明21．10－22．9）

銀行雑誌

　大蔵省銀行課

　1－13号（明10．12－11．12）

語文研究

　九州大学国語国文学会

　11号（昭35．9）一

　　欠：16

XAz－29

XAz－30

ZP－47

語学と文化・現代ロシア語

　現代ロシア語の会編／現代ロシア語社

　1巻1号（昭41．4）一　　　　　　　　　〇63－21

ゴム商業

　日本ゴム商業改善協会

9－64号（昭25．4－29．12）

群馬大学紀要　芸術・技術編

　群馬大学

　1巻（昭41．7）

ZD－107

ZA－289（G）

以後「群馬大学教育学部紀要芸術技術編」と改題
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群馬大学紀要　人文科学編

　群馬大学

　1－14巻（昭26．8－40．6）　　　　　　　　ZA－289

　　欠：4

　　以後「人文・社会科学編」と改編

群馬大学紀要　人文・社会科学編

　群馬大学

　15巻（昭41．7）　　　　　　　　　　ZA－289

　　「人文科学編」の改編，巻次を継承，

　　以後「群馬大学教育学部紀要　人文・社会科学

　　編」と改題

群馬大学紀要　自然科学編

　群馬大学

　6・・14巻（昭34．6－41．12）　　　　ZA－289（S）

　　欠：8，9

　　以後「群馬大学教育学部紀要　自然科学」と改

　　題

群馬大学教育学部紀要　芸術・技術編

　群馬大学教育学部

　2－8巻（昭42．3－47．12）　　　　　ZA－289（G）

　　「群馬大学紀要　芸術・技術編」の改題，巻次

　　を継承

群馬大学教育学部紀要　人文・社会科学編

　群馬大学教育学部

　16巻（昭42．10）一　　　　　　　　　ZA－289

　　「群馬大学紀要　人文・社会科学編」の改題

　　巻次を継承

群馬大学教育学部紀要　自然科学編

　群馬大学教育学部

　15－21巻（昭42．9－48．1）　　　　　　ZA－289（S）

　　「群馬大学紀要　自然科学編」の改題巻次を

　　継承

群馬大学教養部紀要

　群馬大学教養部

　1巻（昭42．3）一　　　　　　　　ZA－289（Y）

群山商工会議所月報

　群山商工会議所

　142－177号（昭9．1－11．12）　　　　　ZD－59

　　欠：145，169

群　　像

　講談社

　14巻1号（昭34．1）一　　　　　　　　ZP－15

　　欠：16（1，5），17（1）

　　総目次：1巻1号一16巻12号（昭21．10・30．12）

　　　　　　（21巻10号収録）

　　　　　　17巻1号一21巻10号（昭31．1－41．10）

　　　　　　（21巻11号収録）

群　　像

　講談社

　9巻1号（日当29．1）一　　　　　　　　　　　　　　　　〇61－13

　　欠：15（2，12），16（1，2，7，9，12），18（1－7），

　　　　19（5），　21（10）

漁業経済研究

　漁業経済学会

　1巻1号（昭28・1）一　　　　　　　　　ZI一141

　　欠：14（1），15－22

業務調査資料

　鉄道院総裁官房研究所

　1－38号（明44．10一大2．4）

　　以後「業務研究資料」と改題

業務研究資料

　鉄道大臣官房研究所

　1巻1号一30巻2号（大2．5一昭17．2）

　　欠：11，19－24

　　「業務調査資料」の改題，

　　以後「鉄道業務研究資料」と改題

　　索引：1－16巻（大2一昭3）（別冊）

業務資料

　満州電信電話株式会社調査課

　14－120号（昭10．2－18．12）

　　欠：118

ZG－1

ZG－1

ZG－18
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行政監察月報

　行政管理庁行政監察局

　40号（昭38．1）一　　　　　　　　　　ZN－59

　　欠：89

行政の研究

　行政調査協会

　42年1号（25号）一45年1号（昭42．1－45．3）ZN－64

　　「行政と経営」の改題

　　以後廃刊

行政とADP
　行政情報システム研究所

　12巻1号（昭51．1）　　　　　　　　ZN一一79

　　欠：12（2），13（10）

行政と経営

　行政調査協会

　9－24号（昭38．1－41．10）　　　　　　　ZN－64

　　欠：11，13，19

　　以後「行政の研究」と改題

　　　　　　　G　　補　　　遺

学生評論（復刻版）

　大同書院／「学生評論」を復刻する会編／白石書店

　（日召52．6復亥り）

　1巻1号一2巻2号（昭11．5－12．6〔7月号〕）ZK－138
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博多株式取引所月報

　博多株式取引所

　80－92号（昭13．11－14．11） ZL－60

函館商業会議所月報

　函館商業会議所

　203－261号（大12．2一昭3．11）　　　　　ZD－4

　　欠：209－213，234，236

　　「函館商業会議所報」の改題巻次を継承

　　以後「函館商工会議所月報」と改題

函館商業会議所報

　函館商業会議所

　145－202号（大7．4一大12．1）

　欠：153，171，189，192，193

　　以後「函館商業会議所月報」と改題

ZD－4

函館商工会議所月報

　函館商工会議所

　262－367号（昭3．12－11．12）　　　　　　ZD－4

　　欠：336

　　「函館商業会議所月報」の改題巻次を継承

白山英文学

東洋大学英米文学会

1－6号（昭32．1－35．12）

阪大法学

　大阪大学法学部

　1号（明26．12）一

ZP－20

ZM－86

汎交通
　帝国鉄道協会

38巻4号一45巻3号（昭12．4－19．3）　　　ZG－11

　　欠：44（11）

　　「帝国鉄道協会会報」の改題巻次を継承

阪南大学論集

　阪南大学

　1巻（昭44．2）

　　以後「阪南論集」ど改題

ZA－379

阪南論集

　阪南大学

　2巻1号一9巻2号（昭45－48．！0）　　　ZA一一379

　　「阪南大学論集」の改題，巻次を継承

判例評論（判例時報付録）

　半1」イ列日岡幸艮社

　1号（昭30．6）一　　　　　　　　ZM－55（H）

　　欠：5，10，39，54，5与

　　但し，1－15，44，56－64は「判f知日寺報」に合本

　　総索引は「判例時報総索引」を見よ

半1」伊胆寺幸艮

　半りf列日寺幸艮社

　1号（昭28．6）一　　　　　　　　　ZM－55

　　欠：199

　　「判例評論」は16号（昭34．1）以降（除44，56－

　　64）別冊

　　総索引：

　　　　1－300号（昭28．6－37．7）（317号収録）

　　　301－500号（昭37．7－42．12）（532号収録）

　　　501－600号（昭43．1－45．9）（632号収録）

　　　601－700号（昭45．9－48．6）（730号収録）

　　「戦後判例批評文献総目録：正・続（358，549

　　号収録）

　　「判例総覧」1－5号（昭38．6－40，12）（別冊）

判例時報

　判例時報社

　1号（昭28．6）一　　　　　　　　　〇65－12

　　「判例評論・判例総覧・戦後判例批評文献総

　　目録」を含む
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判例タイムズ

　判例タイムズ社

　1巻2号（昭25．5）一　　　　　　　　　ZM－43

　　欠：1（3），15（5）

　　総索引：1－60号（昭23．4－31．8）（別冊）

　　　　　　61－109号（昭31．9－35．11）（113号収録）

　　　　　　11巻12号（110号）一20巻13号（239号）

　　　　　　（昭35．12－44．12）（別冊）

犯罪学雑誌

　日本犯罪学会

　34巻1号（昭43．2）一

払込金調

　日本銀行調査局

　昭和12年1月一昭和13年7月

払込金調

　日本勧業銀行調査課

　昭和6年3月一昭和15年12月

原生糸月報

　原合名会社生糸売込部

　160－171号（昭12．1－12）

発送電
　日本発送電株式会社

　8巻2号一11巻3号（昭23．4－26．4）

　　欠：8（3）

林学園女子短期大学紀要

　林学園女子短期大学

　1号（昭46．9）一

ZM7104

ZL－53

ZL－38

ZL－52

ZI－91

058－32

平民評論（複図版）

　平民評論社／労働運動史研究会編／明治文献資料

　刊行会（昭37複刻）

　1号（明42．3）　　　　　　　　　　Km－368

　「明治社会主義史料集　別冊2」収録

（日刊）平民新聞（即刻版）

　平民社／労働運動史研究会編／明治文献資料刊行

　会（昭36複刻）

1－75号（明40．1－4）

　以後廃刊

「明治社会主義史料集　4集」収録

Km－368

（週刊）平民新聞（複刻版）

平民社／労働運動史研究会編／明治文献資料刊行

　会（昭37複刻）

　1－64号（明36．11－38．1）　　　　　　Km－368

　　以後終刊

　「明治社会主義史料集　別冊3－4」収録

平民新聞

　平民社

　1－64号（明治36．11－38．1）

　
房

　
書

　
島

　
豊
一

　
ノ
　

　
編
沿

　
晴
4
5

境
光
昭

鈷
辺

ヘルメス

　一橋大学ヘルメス編集委員会

　復刊1号（昭24．12）一

　　欠：13

ヘルメス

　一橋大学ヘルメス編集委員会

　復刊1号（昭24．12）一

　　欠：8，11－19，21－23

ヘルメス

　東京商科大学学部報国団研究部

　1－31号（大13．3一昭18．11）

ヘルメス

　東京商科大学学部報告団研究部

　2－28号（大13．7一昭16．10）1

　　欠：12－17，22

ひびや
　東京都立中央図書館

　6巻2号（昭38．6）一

XAz－32

063－36

ZA－12

088－19

ZA－12

088－19

ZA－196
通巻索引：1巻1号一15巻4号（昭33．1－48．1）

　　　　　（別冊）
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比較文化

　東京女子大学附属比較文化研究所

　2号一18巻4号（昭31．1－47．4）

比較文化

　東京女子大学附属比較文化研究所

　10号（昭39．2）

比較文化研究

　東京大学教養i学部編／東大出版会

　1車茸（日召35．1）一

比較法学

　早稲田大学比較法研究所

　1巻1号（昭39．11）一

比較法研究

　比較法学会編／有斐閣

　1号（昭25．11）一

誌雑

会曹法語仏
法
本

較比

日

12色ヨー24酊①号21

比較法雑誌

　日本比較法研究所

　1巻1号（昭26．1）一

ZP－13

058－14

ZA－351

ZM－100

ZM－67

ZM－33

ZM－92

光（山山版）

　光雑誌社／労働運動研究会編／明治文献資料刊行

　会（昭35複刻）

　1巻1－31号（明38．11－39．12）　　　　Km－368

　「明治社会主義史料集2集」収録

彦根高商論叢

　彦根高等商業学校研究会

　3－33号（昭2．7－18．7）　　　　　　　ZD－38

　　欠：5

　　以後「彦根経専論叢」（当館に収蔵せず）と改題

　　総目録：1－14号（大15．3一昭8．11）（14号収録）

　　　　　　1－24号（大15．3一昭13．11）（24号収録）

彦根論叢

　滋賀大学経済学会

　1号（昭24．12）一　　　　　　　　　ZD－38

　〔人文科学特輯〕

　1号（昭26．3）一

　　「彦根経専論叢」（当館に収蔵せず）の改題

　　総目次：1－24，25－40，41－55，56－75，

　　　　　　76－100，101－160号（昭24．12－48．2）

　　　　　　（夫々25，40，55，75，101／102，

　　　　　　160号収録）

姫路工業大学研究報告

　姫路工業大学

　1－18号（昭26．3－40．12）

　　欠：7，11

ZA－288

姫路工業大学研究報告　一般教育関係

　姫路工業大学

　1－18号（昭27．3－43．10）　　　　ZA－288（1）

（The）Hiogo　news

　Vo1．ILNα54－Vol．　V皿．Nα373（1869．5－1872．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　XAz－146

　　欠：114，269－321

弘前大学教育学部紀要　第2部

　弘前大学教育学部

　1号（昭31．3）

弘前大学教育学部紀要　第3部

　弘前大学教育学部

　1号（昭32．2）

広島大学経済論叢

　広島大学経済学会

　1巻ユ号（昭52．7）一

広島大学教養部紀要　人文・社会科学

広島大学教養部

5－8集（日召47．3－50．3）

　以後終刊

ZA－354

ZA－354

ZB－256

ZA－430
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広島大学教養部紀要　3．自然科学

　広島大学教養i部

　1巻（昭43．2）一

広島法学

　広島大学法学会

　1巻1号（昭52．10）一

058－18

ZM－169

広島経済大学研究論集

　広島経済大学

　7号（昭48．4）　　　　　　　　　　ZB－227

　　以後「経済学・経営学編」「人文・社会・自然科

　　学編」に分編

広島経済大学研究論集　人文・社会・自然科学編

　広島経済大学経済学会

　8号（昭48．12）一　　　　　　　　ZB－227（J）

　　「広島経済大学研究論集」の分編，巻次を継承

広島経済大学研究論集　経済学・経営学編

　広島経済大学経済学会

　8号（昭48．12）一　　　　　　　　　ZB－227

　　「広島経済大学研究論集」の遺編，巻次を継承

広島商大論集

　広島商科大学明経学会

　1巻1号一5巻2囁く昭35．10－40．3）　　ZD－152

　　欠：1（2）一4（2）

　　6巻1号以降「法文編」，「商経編」に分編

広島商大論集　法文編

　広島商科大学商経学会

　6巻1号一13巻2号（昭40．10－48．3）ZD－152（H）

　　「広島商大論集」の分編，巻次を継承，

　　以後「広島修大論集　人文編」と改題，改編

　　総索引：1－13巻（昭35．10－48．3）（13巻2号収録）

広島商大論集　商経篇

　広島商科大学商経学会

　6巻1号一13巻2号（昭40．10－48．3）ZD－152（S）

　　「広島商大論集」の分編，巻次を継承，

　　以後「広島修大論集　商経編」と改題

　　総索引：1－13巻（昭35．10－48．3）（13巻2号収録）

広島商工会議所月報

　広島商工会議所

　11－16巻（昭6．1－11．12） ZD－39

広島修大論集　人文編

　広島修道大学人文学会

　14巻1号（昭48．10）一　　　　　　ZD－152（J）

　　「広島商大論集　法文編」の改題，改編，巻次

　　を継承

広島修大論集　商経回

　広島修道大学商経学会』

　14巻1号（昭48．10）一　　　　　　ZD－152（S）

　　「広島商大論集　商経編」の改題，巻次を継承

自証月報

　広島証券取引所

　4巻3号一7巻12号（昭30．3－33．12） ZD－121

非鉄金属製品統計月報

　通商産業大臣官房調査統計部

　8巻1号一25巻1号（昭34．6－51．3）　　　ZL－97

　　欠：9（9）一11（7），13（4，5，7，10），14（1）

　　以後「鉱業統計月報」と合併し，「資源統計月

　　報」と改題

一　　橋

　一橋大学小平分校

　1号（昭36．3）一

一　　橋

　一橋大学小平分校

　1号（昭36．3）一

一　　橋

　東京商科大学一橋会

　1－18号（大9．6－12．3）

　　欠：9

　　「一橋会雑誌」の改題，

　　以後「一橋の鐘」と改題

ZA－15

088－26

ZA－13
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一　　橋

　東京商科大学一橋専門部会文芸部

　3－30号（大13．3一昭11．2）　　　　　　ZA－14

　　欠：21－29

一　　橋

　東京商科大学一橋専門部会文芸部

　16－20号（昭2．7－3．9）　　　　　　080－1－2

一　　橋

　東京商大予科研究部

　1－43号（大12．6一昭15．8）　　　　　　ZA－15

　　欠：5，15－35，42

　　1－6号に「予科会雑誌」の副題あり

一　　橋

　東京商科大学一橋予科会

　1－45号（大12．6一昭16．11）

　　欠：34

　　1－6号に「予科会雑誌」の副題あり

　復刊1号（昭24）　　　　　　　　　088－12

一橋文芸

　一橋大学文芸部

　1－11号（昭2．11－6．6）

　3－6号（昭12－15）

　1961年号（昭36．11）

　2号（1973年冬号）（昭48．11）一

　　「一橋の鐘」の改題

一橋文芸

　一橋大学文芸部

　2－12号（昭3．6－7．2）

　　欠：7－9

　甦生1－7号（昭8．1－15．12）

　　欠：2，5，6

　1号（昭16．11）

　1961年号（昭36．11）

　2号（1973年冬号）（昭48．11）一

一橋評論

　東京商科大学一橋学会

　1－4号（昭12．7－14．11）

ZA－13

088－30

ZA－48

一橋評論

　東京商科大学一橋学会

　1－4号（昭12．7－14．11）

　　欠：3

一橋会雑誌

　東京高等商業学校一橋会

　1－151号（明36．3一大9．3）

　　欠：116

　　以後「一橋」（ZA－13）と改題

088－36

ZA－16

一橋研究

　一橋研究編集委員会

　1－30号（昭30．2－50．12）

　1巻1号（通巻31号）（昭51．6）一　　　ZA－153

　　総目録：1－20号（昭30．2－45．12）（21号収録）

　　　　　　21－30号（昭46．7－50．12）（30号収録）

一橋研究

　一橋研究編集委年会

　1－30号（昭30．2－50．12）

　　欠：7，9－14

　1巻1号（通巻31号）（昭51．6）一

一橋小平学報

　一橋大学前期部

　1号（昭25．4）一

一橋マーキュリー

　一橋マーキュリー編集音β

　1号（昭48．4）一

一橋の鐘

　東京商科大学本科会文芸部

　5－6号（大15．10一昭2．3）

　　「一橋」の改題，

　　以後「一橋文芸」と改題

088－27

081－5

088－35

ZA－13

一橋論叢

　一橋大学一橋学会編／日本評論社

　1巻1号（昭13．1）一　　　　　　　　　ZD－71

　　総目次：1－10巻（昭13．1－17．12）（別冊）

　　総索引：1－40巻（昭13．1－33．12）（別冊）
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一橋論叢

　一橋大学一橋学会編／日本評論社

　1巻1号（昭13．1）一　　　　　　　　〇85－9

　　欠：12（6）

　　総索引：1－40巻（昭13．1－33．12）（別冊）

一橋論叢

　東京商科大学一橋論叢編輯所

　1巻1号一10巻6号（昭13．1－17．12）　　080－4－3

　　総目次：1－10巻（昭13．1－17．12）

民謡橋　一

会生意寮橋一
勿乳弓212旧く号18レ 088－29

一橋新聞

　一橋大学新聞部

　1号（大13．6）一　　　　　　　　　　ZZ－7

　　欠あり

　〔写真複製版〕（マイクロフィルム版はMF－13

　を見よ）

　1－692号（大13．6一昭35．12）

　　欠：120，315，360－381，387，471，478，

　　　　479，　519，　542，　545，　547，　587，　589，

　　　　592，　608，　648

一橋新聞

　一橋大学一橋新聞部編／日本マイクロ写真（昭39

　製作）

　〔マイクロフィルム版（ネガ）〕

　1－692号（大13．6一昭35．12）　　　　MF－13

　　欠：〔写真複製版〕と同じ

一橋スポーツ

　一橋大学体育会

　1号（昭45．4）一

一橋スポーツ

　一橋大学体育会

　1号（昭45．4）一

ZP－30

088－34

（慶応義塾創立百年記念）日吉論文集

　慶応義塾大学日吉研究室

　昭和33年12月　　　　　　　　　　　ZA－168

　　「三田学会雑誌」「三田商学研究」日吉特別号

日吉論叢

　慶応i義塾日吉学会

　1－3号（昭14．11－16．12） 058－2

法文論叢

　法文会学芸部（九州帝大法文学部内）

　1巻1号一5巻1号（昭2．11－6．7）

　10－12号（昭7．2－12）　　　　　　　　ZM－17

法文論叢

　熊本大学法文学会

　1－5号（昭25．6－28．6）

　　以後「法学篇」，「文科篇」に分編

ZM－54

法文論叢　文学篇・史学篇・哲学篇

　熊本大学法文学会

　19号（昭40．12）一　　　　　　　　　ZP－18

　　「法文論叢　文科篇」の改編，巻次を継承

法文論i叢　文科篇

　熊本大学法文論叢

　6－18号（昭29．6－40．6）　　　　　　　ZP－18

　　欠：11

　　「法文論叢」の三編，巻次を継承，

　　以後「文学篇・史学篇・哲学篇」に改編

法文論叢　法科篇

　熊本大学法文学会

　6－15号（昭29．11－38．10）

　　欠：9，11－13

　　「法文論叢」の分編，巻次を継承，

　　以後「熊本法学」（ZM－99）と改題

法治協会雑誌

　明法堂

　1－11号（明24．7－25．7）

ZM－54

XAzH33
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報知叢話

　報知社

　明治24年4月5日一明治24年6月7日　XAz－142

　　「郵便報知新聞」附録

法　　学

　東北大学法学部

　1巻1号（昭7．1）一

　　欠：1（7－12），3（7－12）

　　　　12（2）

　　　　　ZM－30
4（7－12），　5，　6，

法学会論集

　京城帝国大学

　14冊1号一15冊2号（昭18．2－19．5）

法学会雑誌（岡山大学）　は

　岡山大学法学会雑誌（ZM－58）　を見よ

ZM－34

法学会雑誌（東京都立大学）　は

　東京都立大学法学会雑誌（ZM－79）　を見よ

法学経済学論集　～岡山大学法経短期大学部紀

要～

　岡山大学法経短期大学部

　8－10集（昭40．3－42．3）　　　　　　　ZM－152

　　以後廃刊

法学研究（愛知学院大学論叢）

　愛知学院大学法学会

　5巻1号（昭38．3）一　　　　　　　　　ZM－94

　　総目次；1－10巻2号（昭33．10－42．3）（10巻2号

　　　　　　収録）

法学研究（一橋大学研究年報）

　一橋大学一橋学会

　1号（昭32．3）一

法学研究（一橋大学研究年報）

　一橋大学一一橋学会

　2号（昭34．3）一

ZM－16

085－25

法学研究

　慶応義塾大学法学研究会

　18巻3号（昭14．12）一　　　　　　　　ZM－37

　　欠：19，22（8－12）

　　総目次：1巻1号一31巻10号（大11．2一昭33．10）

　　　　　　（31巻11号収録）

法学研究（東京商科大学研究年報）

　東京商科大学国立学会

　1－5巻（昭7．4－16．6）

法学紀要

　日本大学法学研究所

　7－8巻（昭40．8－41．7）

ZM－16

ZM－160

法学協会雑誌

　法学協会事務所

　1巻1号（明17．3）一　　　　　　　　ZM－1

　　欠：41（9，11，12），62（6，7，11）一64（3），

　　　　65（7＝12），　66（3）一67（1），　89（5）

　　総索引：1－50巻（明17．3一昭7．12）（別冊）

　　　　　　51－90巻（昭8．1－48．12）（別冊）

　　　　　　80巻1号一84巻8号（昭38．6－42．8）（別

　　　　　　冊）

法学協会雑誌

　法学協会事務所

　85巻1号（昭43．1）一　　　　　　　　〇65－5

　　総索引：51－90巻（昭8．1－48．12）（別冊）

法学論集

　鹿児島大学法文学部

　3号（昭42．12）一　　　　　　　　　ZM－145

　　「鹿児島大学社会科学報告」の改題

法学論集

　駒沢大学法学会

　1号（昭39．11）一 ZM－112
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法学論叢

　京都大学法学会

　1巻1号（大8．1）一　　　　　　　　　ZM－2

　　欠：23（4），50（5）一51，57（5，6），58（3，5，6）

　　「京都法学会雑誌」の改題

法学論叢（福岡大学）　は

　福岡大学法学論叢（ZM－66）　を見よ

法学セミナー

　日本評論社

　1号（昭31．4）一　　　　一　　　　ZM－61

　〔別冊〕

　「基本法コンメンタール」1－14号（昭45．2－48．5）

　「同上改訂及新版」21号（昭49．4）一

　「基本判例シリーズ」1号（昭48．8）一

　「現代法学事典」1－4号（昭48．5－11）

　〔増刊〕

　「セミナー法学全集」1－16号（昭48．4－50．10）

　　総目録：1－200号（昭31．4－47．8）（別冊）

法学セミナー

　日本評論社

　10号（昭32．1）一　　　　　　　　　　〇65一一3

　〔別冊〕

　「基本法コンメンタール」1号（昭45．2）一

　　総目録：1－100号（昭31．4－39．7）（別冊）

　　　　　　1－200号（昭31．4－47．8）（別冊）

法学新報

　中央大学法学会

　1巻1号（明24．4）一

　　欠：11，54（6），61（7）

ZM－3

法学楓林

　法政大学法学志林協会

　1巻1号（明32．11）一　　　　　　　　ZM－4

　　欠：22（2，4）一24，40（10－12），46（4－12），

　　　　47（4）一51

法学雑誌（大阪市立大学）は

　大阪市立大学法学雑誌（ZM－98）　を見よ

法人企業統計季報

　大蔵省理財局経済課

　昭和31年10～12月分一35年4～6月分

　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZKa－1

　　欠：昭34（4～12）

法経学会雑誌（岡山大学）　は

　岡山大学法経学会雑誌（ZM－58）　を見よ

旧藩会論叢

　北海道大学法経会

　1－14輯（昭6．4－30．10＞

　　欠：10，11

法経研究（静岡大学）　は

　静岡大学法経研究（ZM－120）　を見よ

法経論集（愛知大学）　は

愛知大学法経論集（ZM－53）　を見よ

三組論集（新潟大学）　は

　新潟大学法経論集（ZB－121）　を見よ

ZM－23

法経論集　～静岡大学短期大学部研究紀要～

　静岡大学法経短期大学部

　15号（1963．3）一　　　　　　　　ZA－277（H）

保　　健

　10Mi青報サービス

　昭和50年1月一 068－49

保健同人

　保健同人社

　7巻1号一19巻5号（昭27．1－39．5）　　　067－8

　　以後「保健同人・暮しと健康」と改題

保健同人・暮しと健康

　保健同人社

　19巻6号（昭39．6）一

　　「保健同人」の改題，巻次を継承

067－8
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保険量雑誌

　日本保険学会

　290号（大10．6）一　　　　　　　　　ZH－1

　　欠：292－297，320－327，433－435，437

　　「保険雑誌」の改題，巻次を継承

　　総目録：1－450号（明28．9一昭45．9）（別冊）

法研論集（早稲田大学大学院）　は

　早稲田大学大学院法研論集（ZM－116）を見よ

保険政策

　保険政策研究会

　1巻1号一7号（昭12．5－12）

　　欠：1（3）（発行停止）

ZH－6

保険雑誌

　保険学会

　7－289号（明29．3一大10．4）　　　　　　ZH－1

　　欠：8，31－33，76，88，138，151，165，

　　　　273－282

　　以後「保険学雑誌」と改題

北海道大学法学会論集

　北海道大学法学部

　11巻1－4号（昭35．11－36。7）

　　以後「北大法学論集」と改題

北海道大学経済学研究

一北海道大学経済学部

　1巻・1号（昭26．12）一

北海道大学教育学部紀要

　北海道大学教育学部

　3号（昭30．3）一

　　欠：4，6，7，9，10，12－12

ZM－80

ZB－126

ZA－355

北海道学芸大学紀要　第1部

　北海道学芸大学

　4巻1号一16巻2号（昭28．7－40．12）　ZA－308（1）

　　11巻よりA人文科学編，B社会科学編，

　　C教育科学編に分編，

　　17巻以後「北海道教育大学紀要　第1部」

　　と改題

北海道学芸大学紀要　第2部

　北海道学芸大学

　10巻1号一16巻2号（昭34．7－41．1）

　　11巻よりA数学物理学化学編，

　　農学編，C家庭体育編に分編，

　　17巻以後「北海道教育大学紀要

　　題

北海道漁業研究

　北海道立総合経済研究所

　4号（昭41。3）一

北海道経済構造研究

　北海道立総合経済研究所

　1号（昭44．3）一

ZA－308（2）

B生物学地学

第2部」と改

ZI－131

ZB－181

北海道駒沢大学研究紀要

　駒沢大学北海道教養部，岩見沢駒沢短期大学

2号（昭42．11）一

　欠：4

ZA－411（H）

北海道教育大学紀要　第1部

　北海道教育大学

　17巻1号（昭41．6）一　　　　　　ZA－308（1）

　　「北海道学芸大学紀要　第1部」の改題，巻次

　　を継承

北海道教育大学紀要　第2部

　北海道教育大学

　17巻1号（昭41．6）一　　　　　　ZA－308（2）

　　欠：25（2〔B，C〕）

　　「北海道学芸大学紀要　第2部」の改題，巻

　　次を継承

北海道農林研究

　北海道立総合経済研究所

　26号（昭40．2）一

北海道労働経済

　北海道立労働科学研究所

　3巻1号一4巻12号（昭27．1－28．12）

　　以後「北海道労働研究」と改題

ZI－129

ZK－44
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北海道労働研究

　北海道立総合経済研究所

　5巻1号一12・巻1号（通巻89号）（昭29．1－36．2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZK－44

　　欠：9

　93号（昭38．3）一

　　欠：96，105

　　「北海道労働経済」の改題，巻次を継承

北海道石炭鉱業会会報

　北海道石炭鉱業会

　280－328号（昭13．1－16．12）

北海道商工経済研究

　北海道立総合経済研究所

　1号（昭38．9）一

北海学園大学法学研究

　北海学園大学法学会

　1号（昭41．3）一

ZI－56

ZI－128

ZM－156

北海学園大学経済論集

　北海学園大学経済学会

　5－19号（昭31．11－43．2）　　　　　　ZB－150

　　欠：6－8

　16巻1号（昭43．7）一

　　総目録：1号一20巻1号（昭28．9－47．5）（20巻2

　　　　　　号収録）

法　　華

　法華会

　3巻1号一30巻10号（大5．1一昭18．10）　　ZO－1

　　欠：3（12），4，5，9（11），10（1，5，9，10），

　　　　11（1），　12（11，12），　14（11），　19（10）

北大法学論集

　北海道大学法学部

　12巻1号（昭36．9）一　　　　　　　　ZM－80

　　欠：17

　　「法学会論集」の改題，巻次を継承

　　総索引：1－20巻，21巻（昭26．9－46．3）（21巻

　　　　　　4号収録）

北大季刊

　北海道大学北大季刊刊行会

　3－28号（昭27。12－40．6）

i北大史学

北大史学会

4－10号（昭32．10－40．9）

北満経済月報

　ロ合爾賓商工公会

　2巻1－12号（康徳6〔昭14〕．1－12）

北陸史学

　石川史学会

　1－7号（日召28．3－33．12）

北星学園女子短期大学紀要

　北越学園女子短期大学

　2－3号（日召31．4－32．4）

鳳鳴新誌

　開新社

　11－40号（明13．10－14．8）

ZA－140

ZQ－27

ZB－73

ZQ－26

ZA－353

XAz－34

法案統計月報

　法務大臣官房司法法制調査統計課

　昭和27年8月分一10月分（昭27．10－12）

　35－178号（昭28．1－39．12）　　　　　ZL－74

　　「検察統計月報」の改題

本

講談社

1巻（昭51．2）一 060－26

香港新聞紙（複刻版）

　明治文化研究会編／世界文庫（昭36複刻）

　1068－1077号（元治1．8）　　　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集1巻」収録

　「大誠堂版同全集1巻（XAz－141）」にも収録

法の科学　～民主主義科学者協会法律部会機関誌～

　民主主義科学者協会法律部会編／日本評論社

　5号（昭52．8）一　　　　　　　　　　ZM－168
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本邦外国貿易統計

　日本銀行調査局

　大正14年6－12月

本邦財界情勢

　三菱経済研究所

　17－207号（昭5．1－21．9）

　　以後「経済情勢」と改題

本州大学経済学部紀要

　本州大学経済学部

　1号（昭47．3）

　　以後「本州大学紀要」と改題

ZK－6

ZB－30

ZA－433

本州大学紀要

　本州大学

　2号（昭48．3）　　　　　　　　　　ZA－433

　　「本州大学経済学部紀要」の改題巻次を継承，

　　以後「長野大学紀要」と改題

北方文化研究報告

　北海道大学

　1－20輯（昭14．3－40．12）

　　欠：16

ZQ－13

北方文化研究報告

　北海道帝国大学北方文化研究室

　3輯（昭15．5）　　　　　　　　　Miura－Z－82

北方経済研究

　小樽：経済専門学校北方経済研究所

　新巻1－2号（昭19．9－20．3）

　　「商学討究」の改題

　　以後「社会経済研究」と改題

法令解説資料総覧

　第一法規出版
　重り干り号（日召52．12）一

（季刊）法律学

　季刊法律学刊行会

　1－26号（ロ召22．9－33．6）

　　欠：5

ZD－31

法律学経済学内外論叢

　宝文館

　1巻1号一5巻6号（明35．2－39．12）

　　欠：4（1）

法律評論

　法律評論社

　1巻1号一32巻12号（明45．4一昭19．3）

　　欠：10

ZM－5

ZM－6

法律時報

　末弘研究所編／日本評論社

　1巻1号（昭4．12）一　　　　　　　　ZM－15

　　欠：17（3－7），35（12）

　　総索引：1－25巻（昭4．12－28．12）（別冊）

　　　　　　26－35巻（昭29．1－38．12）（別冊）

　　　　　　1－42巻10号（500号）（昭4．12－45。8）

　　　　　　（別冊）

法律時報

　末弘研究所書／日本評論社

　37巻1号（昭40．1）一　　　　　　　　〇65－4

　　総索引：1－500号（昭4．12－45．8）（別冊）

法律関係文献月報

　最高裁判所図書館

　1－4号（昭25．6－9）

法律のひろば

　帝国地方行政学会

　1巻1号（昭23．10）一

　　欠：25（1）

ZM－56

ZM－75

　　　　　　法律論叢

　　　　　　　明治大学法律研究所

　　　　　　　13巻1号（昭9．3）一　　　　　　　　　ZM－24

　　　　　　　　欠：14（12），16（2，10）一23，24（5，6）

ZM一・7・1　「39巻1，2，3舗号」は単行本扱（一Md－33）

ZM－39

法律新聞

　法律新聞社

　1－4916号（明33．9一昭19．6）　　　　　ZM－7

　　欠：1179－1204，1415－1420，4837，4877－4899
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法律新報

　法律新報社

　706－760号（昭19．5－27．1）

　　欠：721－723，750，751

法律志叢

　知新社

　1－260号（明13．5－17．12）

　　欠：101－122，161

法律春秋

　法律春秋編輯局編／南郊社

　1巻1号一7巻1号（大15．9一昭7．1）

　　欠：2（5），4（4）

法律春秋

　法律春秋編輯局編／南郊社

　3巻1号一5巻12号（昭3．1－5．12）

　　欠：4

法律タイムズ

　法律タイムズ社

　1巻2号一4巻10号（昭22．3－25．11）

　　欠：1（6）

ZM－35

XAz－35

ZM－22

080－6－3

ZM－38

法律雑誌

　時習社

　1－947号（明10．8－27．9）一　　　　　XAz－36

　　欠：251－274，485－489，649－650，656，

　　　　717，　774，　811，　823，　829－873，　875－894，

　　　　914，　924，　933

法律雑誌

　時習社

　7号（明10．10）

　　「政体原論」と同冊

XAz－99

法律雑誌記事索引

　最高裁判所図書館

　82（昭和32年5月）一192号（昭32．5－36．12）

欠　120

ZM－72

法政大学教養部研究報告

　法政大学教養部

　2－10号（昭32．7－41．4）　　　　　　ZA－330

　　以後「法政大学教養部紀要」と改題

法政大学教養部紀要

　法政大学教養部

　11号（昭42．4）一　　　　　　　　　ZA－330

　　欠：13，14，16，20

　　「法政大学教養部研究報告」の改題，巻次を

　　継承

法政大学大原社会問題研究所資料室報

　法政大学大原社会問題研究所資料室

　158号（昭45．1）一　　　　　　　　　ZK－101

　　欠：159

法政法学

　法政大学大学院私法学専攻委員会

　3．4号（昭48．2）一　　　　　　　　　ZM－155

法政研究

　九州大学法政学会

　1巻1号（昭6．3）一

　　欠：30（6）

ZM－18

法政理論

　新潟大学法学会

　1巻1号（昭43．10）一　　　　　　　ZM－111

　　「新潟大学法経論集」より分離，改題

報四叢談

　報知社

　1－16号（明7．8－8．9）

法商研究

　日本大学大阪専門学校法商学会

　1巻1号一2巻4号（昭16．5－18．3）

曹法

会曹法

ユ43昭別㏄2

082欠

XAz－37

ZM－32

ZM－147
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HOSOA

放送朝日

　朝日放送

　128－259号（昭40．1－51．1）

　　以後休刊

放送文化

　NHK広報室編／日本放送出版協会

　8巻7号（昭28．7）一

　　欠110（11），23（3）

放送批評

　放送批評懇談会

　1巻1号（昭42．12）一

ZK－83

ZK－50

ZK－107

法曹時報

　法曹会

　1巻1号（昭24．3）一　　　　　　　　ZM－40

　　総索引：1巻1号一20巻12号（昭24．3－43．12）

　　　　　　（別冊）

（月刊）放送ジャーナル

放送ジャーナル社

6巻8号（昭51．8）一　　　　　　　　ZK－112

　「メディア（ジャーナル）」の改題巻次を継承

法曹会雑誌

　法曹会

　8巻12号（昭5．）（新民事訴訟法実施記念号）

　16巻1号一22巻3号（昭13．1－19．3）　　ZM－28

放送レポート

　放送レポート編集委員会

　1巻1号一3巻5号（17号）（昭47．1－49．12）

　　欠：1（5），2（1）

　18・19号（昭50．5）一　　　　　　　　ZK－114

芳謳雑誌

　愛善社

　1－210号（明11．7－14．6） XAz－38

法典質疑録

　法典質疑会

　1巻1号一8巻1号（明29．2－38．11） ZM－25

奉天商工公会調査月報

　奉天商工公会

　2巻1号一4巻2号（康徳6〔1939〕．6－8．2〕　ZD－82

　　欠14（1）

　　「奉天商工公会月報」の改題，巻次を継承

奉天商工公会月報

　奉天商工公会調査課

　1巻1－6号（康徳5〔1938〕．7－12）　　　ZD－82

　　以後「奉天商工公会調査月報」と改題

法と経済

　立命館大学人文科学研究所

　1巻1号一15巻6号（昭9．1－16．6）

　　欠：11，16（1）

　　以後「立命館文学」と合併して「立命館大学論

　　叢」と改題，後復題

　100－118号（昭23．4－26．12）　　　　　ZM－21

　　以後「立命館法学」，「立命館経済学」に分離，

　　改題，尚100－110号は夫々「立命館大学論叢」

　　41，42，44，45，47，48，55－59集に該当

法と経済

　立命館大学人文科学研究所編／京都印書館

　1巻4号（昭9．4）　　　　　　　　　　065－7

法と民主主義

　日本民主法律家協会

　46号（改題創刊号）（昭45．4）一

　　「日本民法協」の改題

法と民主主義

　日本民主法律家協会

　51号一（昭45．10）一

ZM－127

065－10
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HYUGA

法と政治

　関西学院大学法政学会

　8巻3号（昭32．12）一　　　　　　　　ZM－70

　　総目次：HO巻（昭24．12－34．11）（10巻4号

　　　　　　収録）

　　　　　　1H5巻（昭35．2－39．12）（15巻収録）

　　　　　　16－20巻（昭40．3－44．12）（20巻2・3・4

　　　　　　号収録）

ほととぎす

　ほととぎす発行所

　1巻1号一13巻13号（明30．1－43．8）　　XAz－39

宝　　雲

　宝雲刊行会

　9年4冊（昭21．4）　　　　　　　Miura－Z－64

百花園
　金蘭社

　1－200号（明22．5－30．8）　　　　　　XAz－40

　　欠：11－50

百貨店通報

　日本百貨店組合

　23－52号（昭19．12－20．1）　　　　　　ZD－57

　　欠：45－51

　　「日本百貨店組合調査彙報」の改題

兵庫県労働時報

　兵庫県立労働研究所

　1－29号（昭22．9－25．5）　　　　　　　ZK－36

　　欠：6，22

　　以後「労働研究」と改題

評　　論

　河出書房

　1－42号（昭21．2－25．4）　　　　　　　ZA－98

　　欠：2
　　以後休刊

評　　論

　河出書房

　8－42号（昭21．12－25．4）

　　欠：9，10，13－16，18，35（休刊）

　　以後休刊

評論新聞

　集恩社

　1－96号（明8．3－9．6）

　　欠：37－48，61－69，71，72

評論新聞（複刻版）

　刻3版）

　1－3号（明8．2－3）

　「明治文化全集5巻雑誌篇」収録

日向学院論集

　日向学院短期大学学会

　4号（昭36．3）一

061－9

XAz－41

集思社／明治文化研究会編／日本評論社（昭43複

Xb－110B

ZA－210
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IBARA

1

茨城大学文理学部紀要　人文科学

茨城大学士理学部

3－5号（昭28．3－30．3）

　欠：4

ZA－271（B）

茨城大学文理学部紀要　社会科学

　茨城大学文理学部

　3－17号（昭28．3－41．12）　　　　ZA－271（B）

　　欠：4

　　以後廃刊

茨城大学文理学部紀要　自然科学

　茨城大学文理学部

　1号（昭26．3）　　　　　　　　ZA－271（B）

茨城大学人文学部紀要　社会科学

　茨城大学人文学部

　1号（昭43．1）一

茨城大学教養部紀要

　茨城大学教養部

　1号（昭44．2）一

茨城大学政経学会雑誌

　茨城大学政経学会

　7－26号（昭35．10－45．3）

　　欠：20

茨城県勧業雑誌

　茨城県勧業課

　3－23号（明14．7－17．4）

　　欠：10，17，18

ZA－271

ZA－271（K）

ZB－136

XAz－138

1LO時報

国際労働事務局

　1巻1号（昭24．8）一　　　　　　・　　ZK－41

　　欠：4（10）一10，14（4）

　総目次：13－22巻（昭36．4－45．12）（22巻収録）

伊　　那

　伊那史学会

　22巻3号（昭49．3）一

韻偶大成

　上村才六編／声教社

　1－12冊（大7．5－8．7）

インシュアランス

　保険研究所

　1402－1433号（昭23．9－24．5）

　　以後「生保版」，「損保版」に分編

ZQ－46

ZP－12

ZH－7

インシュアランス　生保版

　保険研究所

　1434号（昭24．6）一　　　　　　　　　ZH－7

　　欠：1794一一1940，2088，2098，2111，2112，

　　　‘2116，　2164，　2186，　2210，　2259，　2310

　　「インシュアランス」の分団，巻次を継承

インシュアランス　損保版

　保険研究所

　1434号（昭24．6）一　　　　　　　　　ZH－7

　　欠：1794－1940，2140，2162，2185，225g，

　　　　2260，　2310，　2332，　2398，　2399，　2408，

　　　　2430

　　「インシュアランス」の分編，巻次を継承

（債権協会）インヴェストメント

　インヴェストメント社

　1巻1号一3巻6号（大14．1－15．6）

（債権協会）インヴェストメント

　インヴェストメント社

　1巻1号一3巻6号（大14．1一大15．6）

ZF－5

066－1

インベストメント

　大阪証券取引所

　5巻6号（昭27．6）一　　　　　　　　ZD－108

　　欠：6（9），18（3）

　　総索引：1－100号（昭28．10－39．6）（別冊）

　　　　　　101－150号（昭38．7－47．4）（25巻6号

　　　　　　〔154号〕別冊）
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lTA

一般教育　は

　体育・スポーツ（昭和51年12月以降改題）

　（068－47）　を見よ

意匠公報

　特許局

　1－246号（昭8。10－13．4） ZI－38

頂

一橋大学ワンダーフォーゲル部

10号（昭44．12）

イタリア学会誌

　イタリア学会・日本ダンテ学会

　1－19号（昭26．11－46．1）

　　「ダンテ学会誌」の改題

088－33

056－6
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JAKU

　　　　　　　　　　J

若越の統計

　福井県統計協会

　21－42号（昭27．5－30．9）　　　　　　　ZL－80

自治実務セミナー

　良書普及会

　7巻1号（昭43．1）一　　　　　　　　　ZN－66

自治研究

　良書普及会

　16巻1号（昭15．1）一　　　　　　　　ZN－30

　　欠：21（9，10）

　　総索引：1－50巻12号（大14．10一昭49．12）（51巻

　　　　　　1号収録）

自治研修

　自治大学校編／第一法規出版

　11号（昭32．4）一　　　　　　　　　ZN－53

自治労協

　全日本自治団体労働組合教宣部

　〔縮刷版〕

　1－164号（昭24．ユ2－29．1）　　　　　ZK－72

自治新聞（全日本自治団体労働組合中央機関紙）

　〔縮刷版〕

　全日本自治団体労働組合

　1－677号（昭29．1－43．12）　　　　　　ZK－72

自動車工業

　自動車工業会

　1巻4号一2巻3号（昭41．11－42．3）　　ZI－132

　　以後廃刊，以後「日本自動車工業会」より新規

　　発行

自動車工業

　日本自動車工業会

　1巻1号（昭42．4）一　　　　　　　　ZI－132

自動車輸送統計月報

　運輸省自動車局

　1－34号（昭和35年4月一37年12月分）

　　　　　　　　　　　　　TOKEI－Zlk－3
　　「自動車月報」の改題，

　　昭和38年4月より「陸運統計月報」と改題改巻

時事英語研究

　研究社

　17巻1号（昭37．1）一　　　　　　　　　〇63－16

時事評論

　時事評論社

　13巻1号一18巻3号（大7．1－12．7）　　　ZN－2

　　欠：14（4－6），15（1，2），

　　　　16（2，4），17（3）

時事経済問題

　神戸正雄編／弘文堂

　18－90冊（大13．1一昭4．12）

時事新報

　時事新報社

　大正11年1月一昭和11年！2月

　　以後「東京日日新聞」に合併

時事通信（海外電報版）

　時事通信社

　1－491号（昭20．11－22．6）

　　「同盟通信」の改題

時事通信（海外経済版）

　時事通信社

　1－642号（昭20．11－22．12）

　　欠：44－81，278－388

　　「同盟通信」の改題

時務報
　43－69冊（光緒23．10－24．6）

　　以後「昌言報」と改題

ZB－5

ZZ－3

ZN－33

ZB－89

2A－38
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JINBUN

人　　文

　人文科学委員会編／印刷庁

　ユ巻1号一3巻2号（昭22．3－24．9）　　　ZA－105

人　　文

　人文科学委員会編／印刷庁

　1巻1号一3巻1号（昭22．3－24．3）　　　062－3

人　　文

　京都大学教養i部

　1集（昭30．1）一　　　　　　　　　　　　　ZA－151

人　　文

　京都大学教養部

　特別号（昭48．3）　　　　　　　　　058－44

人　　文

　日本人文科学会編／有斐閣

　1巻1号（昭26．5）　　　　　　　　　062－7

人文地理（復刻版）

　人文地理学会編／柳原書店／日本学術文献刊行会

　（日召42そ下情1」）

　1巻1号一10巻6号（昭23．6－34．1）　　　ZR－10

人文学会雑誌（武蔵大学）は

　武蔵大学人文学会雑誌（ZA－221）　を見よ

人文学
　同志社大学人文学会

　ユ号（昭23．12）一　　　　　　　　　ZA一ユ28

　　欠：3－28，46－48，50，55，68，73，74，79，80，83，

　　　　87，92，97，103，105，108，109，111，114，115，

　　　　117

　　総目次：1－120号（昭23．12－48．7）（120号収録）

人文学報（京都大学人文科学研究所紀要）

　京都大学人文科学研究所

　1号（昭25．12）一　　　　　　　　　ZA－129

　　欠：12

人文学報

　東京都立大学人文学会

　1号（昭25．7）一　　　　　　　　　　ZA－124

人文科学

　人文学会（京都帝国大学人文科学研究所）編／弘

　文堂

　1巻1号一2巻4号（昭21．7－23．7）　　　ZA－99

人文科学

　人文学会（京都帝国大学人文科学研究所）編／弘

　文堂

　1巻1号一2巻4号（昭21、7－23．7）Miura－Z－67

　　欠：2（1，2）

人文科学科紀要　国文学・漢文学

　東京大学教養i学部人文学科編／東大出版会

　12号（昭42．12）一　　　　　　　　　ZP－48

　　欠：16

人文科学研究（一橋大学研究年報）

　一橋大学一橋学会

　5号（昭38．3）一　　　　　　　　　ZA－160

　　「人文科学　自然科学研究」の分離改題，巻次

　　を継承

人文科学研究（一橋大学研究年報）

　一橋大学一橋学会

　5号（昭38．3）一　　　　　　　　〇85－19（1）

　　「人文科学　自然科学研究」の分離改題，巻次

　　を継承

人文科学研究　～国際基督教大学学報IV－B～

　国際基督教大学キリスト教と文化研究所編／同

　大学

　4号（昭43．10）一　　　　　　　　ZO－52（K）

　「キリスト教と文化」の改題，巻次を継承

人文科学研究（明治大学人文科学研究所紀要）

　明治大学人文科学研究所

　5－11号（昭31．6－33．12）　　　　　　ZA－165
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JINBUN

人文科学研究（桃山学院大学）　は

桃山学院大学人文科学研究（ZP－27）　を見よ

人文科学研究

　早稲田大学人文科学研究所

　｝19号（昭21．9・30．3）

　　欠：4

ZA－107

人文科学論集

　関西大学人文科学研究所

　1－4号（昭24．7－25．5）　　　　　　　ZM－31

　　「関西大学研究論集」の改題，

　　以後「関西大学文学論集」「関西大学法学論集」

　　「関西大学商学論集」「関西大学経済論集」の4部

　　門に分離，改題

人文科学論集

　東京経済大学

　1－4号（昭37．9－38．11）　　　　　　ZA－170

　　「東京経大学会誌」より分離，

　　以後「東京経済大学人文自然科学論集」と改題

人文科学　自然科学研究（一橋大学研究年報）

　一橋大学一橋学会

　｝4号（昭34．3－37．3）　　　　　　　ZA－160

　　以後「人文科学研究」，「自然科学研究」に分離，

　　改題

人文科学自然科学研究（一橋大学研究年報）

　一橋大学一橋学会

　1－4号（昭34．3－37．3）　　　　　　　085－19

　　以後「人文科学研究」，「自然科学研究」に分離，

　　改題

人文研究

　神奈川大学人文学会

　1号（昭29．11）一

　　欠：10，18，20－24，28，30－33，40，45

ZA－139

人文研究

　大阪市立大学人文学会

　1巻1号一18巻3号（昭24．11－42．3）　　ZA－111

　　以後終刊，以後「人文研究（大阪市立大学文学

部紀要）」に改編

総目録：1巻1号一10巻12号（昭24．11－34．12）

　　　　（別冊）

　　　　11巻1号一18巻3号（昭35．1－42．3）

　　　　（18巻耳土釜最）

人文研究（大阪市立大学文学部紀要）

　大阪市立大学文学部

　19巻1分冊（昭42．10）一　　　　　　　ZA－111

　　「人文研究」の改編，巻次を継承

　　総目録：1巻1号一25巻12分冊（昭24．11－48．12）

　　　　　　（別冊）

人文論究

　北海道教育大学函館人文学会

　3－35号（昭26．6一・50．3）

　　欠：23

人文論究

　関西学院大学人文学会

　13・巻1号（昭37．5）一

ZA－125

ZA－172

人文論集～静岡大学人文学部人文学科研究報告～

　静岡大学人文学部

　11号（昭35．12）一　　　　　　　ZA－277（J）

　　「静岡大学文理学部研究報告　人文科学」の改

　　題，巻次を継承

人文論集

　早稲田大学法学会

　1号（昭38．12）一

　　「早稲田法学会誌 人文編」の改題，

ZP－29
改巻

人文論叢（福岡大学）　は

　福岡大学人文論叢（ZA－189）　を見よ

人文社会科学研究

　早稲田大学理工学部一般教育人文社会科学研究

会

1号（日召44．5）一 ZA－217
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人文社会研究～名古屋市立大学教養部紀要～

　名古屋市立大学教養部

　10巻（昭40．12）一　　　　　　　　　ZA－434

人文自然科学論集　は

　東京経済大学人文自然科学論集（ZA－170）を

　見よ

人事試験

人事院任用局編／実務教育出版

　57－74号（昭46．5－50．3）　　　　　　ZN－65

　　「人事試験研究」の改題巻次を継承，

　　以後再び「人事試験研究」に復題

人事試験研究

　人事院任用長編／実務教育出版

　48－56号（昭43．5－46．1）　　　　　　　ZN－65

　　以後「人事試験」と改題後，再び復題，巻次を

　　継承

　日本人事試験研究センター編・発行

　75号（昭50．6）一

　　総目次：61－80号（昭47．1－51．9）（80号収録）

人　　絹

　日本人造絹織物工業組合聯合会

　1巻1号一6巻11号（昭12．1－17．12）

　　欠：1（7），4（6）

人権通信

　人権擁護協会

　1巻3号一7巻1号（昭41．8－47．2）

　　欠：2（1，2，4），3（2－4），4（4）

人権擁護局報

　法務省人権擁護局

　1－77号（昭27．1－43．10）

　　欠：11，16－29，48，49，56

　　総索引：

　　　　　　録）

ZI－58

ZM－105

ZM－132

1－30号（昭27．1－35．8）（1号と合本収

人口動態統計毎月概数

　厚生省大臣官房統計調査部

　11巻10号一20巻13号（昭31年10月分一40年亭亭）

欠15（3，8－10），19（11）

TOKEI－ZEb－1

人口問題

　人口問題研究会

　1巻1号一6巻2号（昭10．2－18．11）

　　欠：5（1－3）

人口問題

　人口問題研究会

　1巻4号（昭11．12）

人口問題研究

　厚生省人口問題研究所

　1巻1号一9巻4号（昭15．4－29．3）

　　欠：6（3，4）

　60号（昭30．3）一

ZK－18

066－2

ZK－29

人口推計月報

　総理府統計局

　昭和30年5，6月分一39年12月分（昭30．9－40．2）

　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZEa－1・
　　欠：昭31（4，12），32－33，34（11），

　　　　35（3），37（10）

人民評論

　伊藤書店

　1巻1号一5巻3号（昭20．11－24．4）

　　欠：2（9）

（季刊）人類学

　京都大学人類学研究会

　1巻1号（昭45．1）一

（季刊）人類学

　京都大学人類学研究会

　1巻1号（昭45．1）一

人類学研究所紀要

　南山大学人類学研究所

　1号（昭47）一

ZK－31

ZS－34

067－24

ZS－41
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実業部月刊

　満州国実業部

　1期1号一4期12号（大同1〔1933〕．11一康徳3〔1936〕．

　12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZA－42

実業之日本

　実業之日本社

　44巻1号一45巻23号（昭16．1－17．12）

080－4－5

実務会計

　実務会計社

　1巻1号一5巻1号（昭40．1－44．1）　　　ZE－12

　　以後「Business　Accounting」と改題

実用新案公報

　特許局

　214－1338（大4．1－15．12）

　　欠：大5（2－4），6（7－12），7（1－3，8－12），

　　　　11（5，6），12（9－12），13（1－4）

　1－2297（昭2．1－13．10）　　　　　　　　　　　ZI－15

　
　
卜

　
　
1
2

　
　
4

　
　
郡

　
　
ω

由
社
号

舳
麹

　
　
1

自

自　　由

　自由社

　9巻1号（昭42．1）一

自由連合・自由連合新聞（復刻版）

ZA－161

061－18

全国労働組合自由聯合会／「自由連合・自由連合

新聞」復刻版刊行会／海燕書房（昭50復刻）

1－26号（大15．6一昭3．8）（紙名：「自由連合」）

27－98号（昭3．9－10．2）（紙名：「自由連合新聞」）

　　　　　　　　　　　　　　　　　ZZ－26

自由新聞（復刻版）

　信夫清三郎・林茂監修／三一書房（昭47復刻）

　1－4・巻（明15．6－17．6）　　　　　　　　ZZ－23

自由思想（複刻版）

　平民社／労働運動史研究会編／明治文献資料刊行

　会（昭37複刻）

　1－2号（明42．5－6）　　　　　　　　Km－368

　「明治社会主義史料集　別冊2」収録

自由と正義

　日本弁護士連合会

　1巻9号（昭25．9）　　　　　　　　　ZM－126

　　欠：26（5）

　　「日本弁護士連合会会誌」の改題，巻次を継承

自由党虚報

　自由党党報局

9－156号（明25．3－31．5）　　　　　　XAz－42

　　欠：18，23，30，77，87，103，114，136－147，

　　　　149－155

自由通商

　大阪自由通商協会

　4巻1号一15巻5号（昭6．1－17．5）

　　以後「共栄経済」と改題

ZD－40

自由通商

　大阪自由通商協会

9巻12号一10巻7号（昭11．12－12．7）

　　　　　　　　　　　　　　　Miura－Z－90
　　欠：10（1）

上武大学論集

　上武大学学会

　1－6号（昭44．2－50．2）

上智法学論集

　上智大学法学会

　1巻1号（昭32．12）

上智経済論集

　上智大学経済学会

　2巻1号（昭30．12）一

　　欠：2（2），10（2）

ZA－431

ZM－93

ZB－141
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上智史学

　上智大学史学会

　13号（昭43．10）一

女学生
　女学雑誌社

　1－12号（明23．5－24．4）

女学雑誌（複製版）

　女学雑誌社／臨川書店（昭41－42複製）

1－526号（明治18．7－37．2）

情報科学論集

　東洋大学付属電子計算機センター

1号（日召47．9）一

　欠：2

情報管理

　日本科学技術情報センター

　13巻1号（昭45．4）一

情報処理

　情報処理学会

　12巻1号（昭46．1）

　
　
一

　
　
D

　
　
4
5

況
社
昭

　
善
教

　
庸
1
7

情

上毛及上毛人

　上毛郷土史研究会

　復刊1－98号（大5．8－14．6）

　　欠：37，38，86，92

ZQ－60

XAz－43

ZA－179

ZD－202

067－25

067－26

061－22

Miura－Z－32

城西人文研究（城西経済学会誌　別冊）

　城西大学経済学会

　1号（昭48．12）一　　　　　　　　　ZA－252

城西経済学会誌

　城西大学経済学会

　2巻1号（昭41．6）一

　　欠：3（2）

ZB－168

如水会会報

　如水会

　4号（大10．5）一　　　　　　　　　　ZA－17

　　欠：13，14，18，19，21，37，245－247，

　　　　299，309，321－326

如水会会報

　如水会

　42－229号（昭2．5－17．12）

条約集
　外務省条約局

080－1－1

4輯10巻一42集39巻（大15．10一昭39．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　ZM－27
　欠：4（11，12），5（2，3），6（6－15，18－20，22），

　　　7（6，11，13－16），　8（1－11，13一），　9（2）一14，

　　　16（27－29，33），　18（10），　20（37），　23，　33，

　　　34（20），　35－39，　40（13，14）

　総目次：1－15，1－17，1－20，21－30，31－35輯

　　　　　（大11．8一昭32．12）（別冊）

受験界
　受験界社

　20巻5号一25巻4号（昭14．5－19．4）

　　以後「教学錬成」，「学芸界」と改題後，再び

　　「受験界」に復題

　27巻1号一33巻1号（昭21．1－27．1）　　ZA－68

　　欠：27（4，5），29（4－12），30（8－12），32（13）

受験新報

　法学書院

　5巻1号（昭30．1）一

　　欠：15（10－12）

受験新報

　法学書院

　21巻1号（昭46．1）一

ZA－138

060－18
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住民基本台帳人口移動報告季報

　総理府統計局

　昭和43年1・2・3月一10・11・12月（昭43．9－44．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZL－102

　　「住民登録人口移動報告季報」の改題，

　　以後「住民基本台帳にもとつく人口移動報告

　　季報」と改題後，再び復題

　昭和47年4，5・6月一48年7・8・9月（昭48．1－49．2）

住民基本台帳にもとつく人戸移動報告季報

　総理府統計局

　昭和44年1・2・3月一47年1・2・3月（昭44．10－47．8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZL－102

　　「住民基本台帳人口移動報告季報」の改題

　　以後再び「住民基本台帳人口移動報告季報」に

　　復題

住民と自治

　自治体問題研究所編／自治体研究社

　92号（昭46．1）一　　　　　　　　　　ZN－72

　　欠：96，97，104－106，108，116，125，129，131

住民登録人口移動報告季報

　総理府統計局

　昭和42年4・5・6月一10・11・12月（昭42，11－43．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZL－102

　　以後「住民基本台帳人口移動報告季報」と改題

住民登録人口移動報告季報

　総理府統計局

　昭和33年1・2・3月分一40年10・11・12月分（昭33．7

　－41．7）　　　　　　　　　　　TOKEI－ZEc－1

　　欠：昭35（10－12），38（1－9），39（7－12）

　　「住民登録人口移動報告速報」の改題

住民登録人口移動報告速報

　総理府統計局

　昭和29年2月分一32年10・11・12月分（昭29．5－33．3）

　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZEc－1
　　欠：昭31（10－12），32（1－6）

　　以後「住民登録人口移動報告季報」と改題

ジュリスト

　有斐閣

　1号（昭27．1）一　　　　　　　　　　ZM－44

　　欠：168

　〔別　冊〕

　判例百選シリーズ：1巻1号（昭40．1）一

　法学教室：1－8号（昭36。7－38．11）

　同上第2期：1－8号（昭48．5－50．7）

　〔増　刊〕

　基礎法学シリーズ：1－4号（昭44。10－47．7）

　基本判例解説シリーズ：1－4号（昭41．1－42．11）

　同上　　　　　　　：1－5号（昭46．5－47．12）

　：撃剣ﾚi羅1；ll抑

　　　　　　　　501－600号（昭47．3－50．11）（別冊）

ジュリスト

　有斐閣

　1号（昭27．1）一　　　　　　　　　　〇65－2

　〔別　冊〕

　1巻1号（昭40．1）一

　　内容総索引：301－400号（昭39，7－43．6）（別冊）

　　　　　　　　401－500号（昭43．7－47．3）（別冊；）

住　　宅

　日本住宅協会

　26巻11号（昭52．11）一　　　　　　　ZK－133

住宅金融月報

　住宅金融公庫

　145－252号（昭39．1－47．12）

重要経済統計月報

　神戸商業大学商業研究所

　昭和11年1月一昭和12年12月

重要経済統計月報

　東京商工会議所調査課

　大正15年6月一昭和7年12月

　6巻1号一9巻12号（昭8．3－12．2）

ZK－70

ZL－34

ZL－7
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重要生産月報

　商工大臣官房調査課

　昭和9年1月一昭和15年9月

　　欠：昭14（9），15（3）

ZL－51
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火鞭（複刻版）

　火学会編／平民舎／労働運動史研究会編／明治文

　献資料刊行会（昭38複刻）

　1巻1号一2巻3号（明38．9－39．5）　　　Km－368

　「明治社会主義史料集　補遺8」収録

株価指数

　東京株式取引所調査課

　1－31号（昭3．11－6．1）

歌舞伎

　歌舞伎発行所

　1－175号（明33．1一大4．1）

　　欠：44－56，157－162

株式利廻調

　日本勧業銀行調査課

　昭和17年3月一昭和19年3月

　　欠：昭18（10，11）

　　「主要株式利廻調」の改題

株式総合観測

　北川財界研究所

　大正15年1月一大正15年10月

華頂学園研究紀要

　華頂学園

　2－3号（昭33．4－33．10）

科　　学

　岩波書店

　18巻2号（昭23．2）一

科学朝日

　朝日新聞社

　24巻1号（昭39．1）一

ZD－33

XAz－44

ZL－39

ZD－5

’ZA－352

067－3

067－11

科学知識

　科学知識普及会

　2巻1号一7巻12号（大11．1一昭2．12）

　　欠：3（12）

科学知識

　科学知識普及会

　5巻1号一18巻9号（大14．1一昭13．9）

ZS－1

067－2

科学技術文献サービス

　国立国会図書館参考書誌部編／同館

　32号（昭47．2）一　　　　　　　　　　ZS－38

科学技術庁月報

　科学技術庁編／大蔵省印刷局

　53号（昭36．1）一

　　欠：86，92，94－105

化学経済

　化学経済研究所

　16巻6号（昭44．6）一

化学工業

　化学工業社

　1巻1号（昭25．3）一

　　欠：14（1，3）

　〔別冊〕

　1巻1号（昭32．8）一

　　欠：10－14（3）

化学工業日報

　化学工業日報社

　〔縮刷版〕

　2巻2号一3巻4号（昭45．4－46．10）

化学工業統計月報

　通商産業大臣官房調査統計部

　12巻5号（昭34．7）一

　　欠：

ZS－27

ZS－33

ZS－14

ZZ－22

ZL－93
13（11），14（9），18（5－12），19（1－4＞，27（2）

科学の実験

　共立出版

　21巻1号（昭45．1）一 067－23
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　　　　　　　　　　　　　　　　ZA－320（1）

　　以後「香川大学教育学部研究報告第1部」と改題

香川大学学芸学部研究報告　第2部

　香川大学学芸学部

　3－138号（昭28．12－41．3）　　　　ZA－320（2）

　　欠：17－23

　　以後「香川大学教育学部研究報告第2部」と改題

科学史研究

　日本科学史学会心／岩波書店

　10号（昭24．4）一　　　　　　　　　　ZS－16

　　欠：15

科学主義

　科学社

　10巻1号一11巻2号（昭21．2－22．10）

　　欠：10（7）

　　「科学主義工業」の改題巻次を継承

科学主義工業

　科学主義工業社

　1巻1号一8巻12号（昭12．6－19．12）　　ZA－61

　　欠：2（1），6（1－6），8（8，11），9

　　10巻以後「科学主義」と改題

科学と外交

　外務省国連局科学課

　8巻1号（昭48．4）　　　　　　　　　ZS－29

　　「国際科学情報」の改題巻次を継承，

　　以後休刊

化学と工業

　日本化学会

　1巻3号一15巻12号（昭23．4－37．2）　　　ZS－13

　　欠：1（4，6），2（12）

（季刊）科学と思想

　新日本出版社

　27号（昭53．1）一　　　　　　　　　ZA－450

香川大学学芸学部研究報告　第1部

　香川大学学芸学部

　3－19号（昭28．2－41．2）

　　欠：5

　　　　　香川大学一般教育研究

　　　　　　香川大学一般教育部

　　　　　　1号（昭46．10）一　　　　　　　　　〇58－37

　　　　　香川大学経済学部経済論叢

　　　　　　香川大学経済研究所

　　　　　　22巻2号一23巻3号（昭24。11－25、11）．　ZD－23

ZA－61　　　　「高松経専論叢」の改題，巻次を継承，

　　　　　　　以後「香川大学経済論叢」と改題

　　　　　香川大学経済学部研究年報

　　　　　　香川大学経済学部

　　　　　　1号（昭36．9）一　　　　　　　　　ZB－201

　　　　　香川大学経済論叢

　　　　　　香川大学経済研究所

　　　　　　23巻4号（昭26．4）一　　　　　　　　　ZD－23

　　　　　　　「香川大学芋済学部経済論叢」の改題，巻次を

　　　　　　　継承

　　　　　　　総目録：1巻1号一40巻6号（大14．11一昭43．2）

　　　　　　　　　　　（別冊）

　　　　　香川大学教育学部研究報告　第1部

　　　　　　香川大学教育学部

　　　　　　20号（昭41．7）一　　　　　　　　ZA－320（1）

　　　　　　　「香川大学学芸学部研究報告　第1部」の改題，

　　　　　　　巻次を継承

　　　　　香川大学教育学部研究報告　第2部

　　　　　　香川大学教育学部

　　　　　　139号（昭41．7）一　　　　　　　ZA－320（2）

　　　　　　　「香川大学学芸学部研究報告　第2部」の改題，

　　　　　　　巻次を継承

　　　　　花月新誌

　　　　　　花月社

　　　　　　1－87号（明10．1－12．12）　　　　　XAz－144

　　　　　花月新誌

　　　　　　花月社

　　　　　　1－120号（明10．1－15．2）　　　　　　063－43

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1“；
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鹿児島大学教育学部研究紀要

　鹿児島大学教育学部

　20巻（日召44．3＞一

鹿児島大学教育学部研究紀要

　鹿児島大学教育学部

　20－24巻（昭44．3－48．3）

人文・社会科学

自然科学

鹿児島大学南科研資料センター報告

鹿児島大学

6号（昭45．3）一

　欠：7

ZA－402

ZA－402（S）

ZA－418（S）

鹿児島大学南方産業科学研究所報告

　鹿児島大学南方産業科学研究所

　2巻1号一3巻2号（昭32．4－37．11）　　ZA－418

鹿児島大学農学部学術報告

　鹿児島大学農学部

　2号（昭28．12）一

　　欠：6，18－21

ZI－134

鹿児島大学社会科学報告

　鹿児島大学文理学部

　8－11号（昭36．8－39．9）　　　　　　ZA－347

　　「鹿児島大学社会科報告」の改題，巻次を継承

　　以後「経済学論集」，「法学論集」に分編

鹿児島大学社会科報告

　鹿児島大学文理学部

　1－7号（昭29．3－35．9）　　　　　　　ZA－347

　　欠：4．5

　　以後「鹿児島大学社会科学報告」と改題

鹿児島経大論集

　鹿児島経済大学学会

　1巻1号（昭35．9）一　　　　　　　　ZA－250

　　欠：2（2，3），3（2，3），4－6（2），6（4），

　　　　7，8（3），　10（2，4）

鹿児島県立短期大学紀要

　鹿児島県立短期大学

　10－18号（昭35．1－43．2） ZA－361

鹿児島高商論集

　鹿児島高等商業学校研究部

　1－4号（昭12．2－16．2）　　　　　　　ZD－63

　　欠：2

　　以後「鹿児島高等商業学校調査集録」と改題

鹿児島高等商業学校調査集録

　鹿児島高等商業学校経済研究部

　3－4号（昭16．2－17．5）

　　「鹿児島高商論集」の改題

貨　　幣

　日本貨幣協会

　1巻1号（昭32．2）一

　　欠＝

　　　　20（4）

ZD－63

ZF－36
3（3－6），　5（4－6），　6（5），　7（3），　9（5），

海外セメント事情

　日本ポルトランドセメント同業会調査部

　6巻1号一9巻12号（昭13．1－16．12）　　ZI－63

海外技術協力

　海外技術協力事業団

　119－238号（昭39．1－49．6）

　　以後「国際協力」と改題

海外時報

　外務省情報部

　1－46号（大13．4－15．3）

　　欠：14

ZI－126

ZN－3

以後「国際事情」と合併し「国際時報」と改題

海外事情

　参謀本部

　1－70号（大1－3）

　　欠：19－41，48

海外事情

　拓殖大学海外事情研究所

　14巻1号（昭41．1）一

ZN－24

ZA－187
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海外事情研究

　熊本商科大学海外事情研究所

　1巻1号（昭48．3）一

海外事情研究所報告

　拓植大学海外事情研究所

　6号（昭45．3）一

　　欠：8

海外旬報

　国際文化協会

　253－288号（昭21．4－22．12）

　　欠：260

海外科学技術資料月報

’国立国会図書館参考書誌部

　12巻1号（昭47．1）一

　1971年集積版（昭48．10）一

ZA－253

ZA－409

ZN－35

ZS－36

海外経済彙報

　日本銀行調査局

　大正13年8号一昭和12年12号（大13．8一昭12．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZB－6

　　欠：大13（11，12），大14（1－7），大15一昭7

　　以後「欧米経済彙報」と改題

海外経済事情

　外務省通商局

　1－57号（昭3．4－4．3）

　2年1号一6年51号（昭4．4－8．12）

　昭和9年1号一18年10号（昭9．1－18．10）　ZD－6

　　「（日刊）海外商報」の改題

海外経済事情

　外務省通商局

　昭和15年7号一17年24号（昭15．4－17．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　080－4－6

　　欠：昭15（10，16，22）

海外社会保障情報

　社会保障研究所

　1号（昭43．1）一 ZK－84

（官版）海外新聞

大学南校

　1－10号（明3．7－8） XAz－45

（官版）海外新聞（複刻版）

大学南面／中外堂／明治文化研究会編／世界文庫

　（昭36雀夏亥0）

　1－20号（明3．7－10）　　　　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集5巻」収録

　「大丸堂版画全集5巻（XAz－141）」にも収録

（ピコ）海外新聞（複刻版）

　明治文化研究会編／世界文庫（昭36複刻）

　1－24号（元治2．3一慶応2．8）　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集2巻」収録

　「大面堂官話全集2巻（XAz－141）」にも収録

（官板）海外新聞

　洋書調所訳／心癖館

　巻1一巻9（文久2．8－9）

　　「（官板）バタビヤ新聞」の改題

XAz－46

（官板）海外新聞（複刻版）

　洋書調前壷／心嚢館／明治文化研究会編／日本評

　論社（昭43複刻3版）

巻1－9（文久2．8－9）　　　　　　　Xb－110　B

　「明治文化全集4巻新聞篇」収録

（官板）海外新聞（心意版）

洋書調書訳／老宅館／明治文化研究会編／世界文

　庫（昭36複刻）

巻1－9（文久2．8－9）　　　　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集2巻」収録

　「大壷堂版面全集2巻（XAz－141）」にも収録

（官板）海外新聞別集

　洋書調所訳／浪宅館

　上・中・下巻（文久2．8－10） XAz－46
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（官板）海外新聞別集（複刻版）

洋書調所訳／老皇館／明治文化研究会編／世界文

　庫（昭36線刻）

上一下巻（文久2．閏8－9）　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集3巻」収録

　「大隊堂版同全集3巻（XAz－141）」にも収録

海外資料

　電源開発株式会社調査部

　2巻1号一7巻2号（昭32．1－38．6）

　　以後休刊

ZI－114

（日刊）海外商報

海外商報社

1巻1号一13巻1136号（大14．1一昭3．3）　ZD－6

　　「通商公報」の改題，

　　以後「（週刊）海外経済事情」と改題

海外商事法務

　国際商事法研究所

　43－126号（昭41．1－47．12）　　　　　ZM－96

　　以後「国際商事法務」（→ZM－135）と改題

　　索引：1－57号（昭36．6－42．3）（別冊）

　　　　　1－81号（昭36．6－44．3）（83号附録）

海外図書館情報

　国立国会図書館国際業務部

　1－4号（昭24．7－27．7）

開発金融

　北海道東北開発公庫

　1－15号（昭40．11－45．11）

開発論集

　北海学園大学開発研究所

　1巻2号一12号（昭41．3－46．10）

　　4号より巻数表示なし

会　　報

　大学基準協会
　1－23号（昭22．4「30．2）

　　欠：2
　5号（通巻43号）（昭38．8）一

　　欠：6，10，11，15

ZA－136

ZF－43

ZI－133

ZO－27

会　　報

　国立大学協会

　27号（昭40．3）一

　　欠：29，41，42，59

会　　報

　国立大学協会

　35号（昭42．3）一

会員購読外国新聞雑誌表

　全国経済調査機関連合会

　日召禾05年（H召5）

ZA－199

057－3

080－1－5

海事判例

　海事研究所

　1巻1号一19巻7号（昭32．1－50．7）　　　ZM－77

　　以後終刊

　　総索引：1巻1号一7巻12号（含「海事問題研究」

　　　　　　1－24号）（昭29．9－38．12）（別冊）

海事彙報

　海事彙報社

　552－1299号（昭2．12－17．7）

　　欠：554

海事研究

　日本海事振興会

　2－5号（昭24．3－25．8）

ZG－2

ZG－31

海事問題研究

　海事研究所

　5号一21巻7号（昭30．5－50．7）　　　　ZG－32

　　以後終刊

　　総索引：1－180号（昭29．9－44．12）（別冊）

海事史研究

　日本海事史学会

　3号（昭40．4）一

海事統計月報

　運輸省海運局海運調整部調査課

　5巻1号一8巻12号（昭29．4－33．5）

　　欠：6（2，8），7（3）

ZG－41

ZL－90
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海事統計月報

　運輸省大臣官房統計調査部

　7巻11号一16巻12号（昭32．3－40．12）

　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－Zlk－1
　　欠：9（2，3），10（11），11，12，13（5，6），

　　　　14，　15，　16（3，8）

海上労働

　運輸省船員局労政課

　15巻1号（昭37．1）一

開花新聞

　開花新聞社

　1－423号（明16．3－17．7）

　　欠：248－319

会　　計

　日本会計学会編／森山書店

　1巻1号（大6．4）一

ZG－36

XAz－47

ZE－2

会　　計

　日本会計学会

　1巻1号一51巻6号（大6．4一昭17．12）　080－4－1

　　欠：13（5）

会　　計

　日本会計学会編／森山書店

　71巻1号（昭32．1）一

会計学研究

　大阪商科大学会計学研究会

　1－4冊（昭7－12）

会計人コース

　中央経済社

　3巻1号（昭43．1）一

会計ジャーナル

　日本公認会計士協会編／第一法規出版

　3巻1号（昭46．1）一

066－14

ZE－4

ZE－13

会計検査と監査

　全国会計職員協会

　1巻1号一15巻12号（昭25．2－39．12）

　　欠：2（8），12（8），13（2）

会計検査と監査

　全国会計職員協会

　1巻3号一7巻6号（昭25．3－31．6）

　　欠：1（11，12）

海国公論

　海国公論社

　5巻1号一9巻12号（大5．1－9．12）

僧行社記事（臨時増刊）

　東京楷行瀬

　1－74号（大3．9－5。12）

　　欠：4，36

回教事情

　外務省調査部編／改造社

　1巻1号一4巻3号（昭13．5－16．12）

　　欠：1（4）

回教圏
　回教圏研究所

　4巻3号一5巻12号（昭15．3－16．12）

回教世界

　大日本回教協会

　1巻1号一2巻12号（昭14．4－15．12）

　　欠：1（6）一2（4）

回教世界

　大日本回教協会

　1巻1－4号（昭14．4－7）

ZE－8

066－10

ZA－18

ZN－20

ZO－11

ZO－15

ZO－14

Miura－Z－89

　　　　　階級戦（複刻版）

　　　　　　赤旗社／法政大学大原社会問題研究所編／法政大層

ZE－15　　学出版局（昭48復刻）

　　　　　　4巻1－2号（大12．7－8）　　　　　　　Kp－148

　　　　　　　「赤旗」の改題，巻次を継承

　　　　　　　「日本社会運動史料　機関紙誌篇　日本共産党

　　　　　　合法機関誌」収録
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海陸新聞（複刻版）

　新聞誌屋／明治文化研究会編／世界文庫（昭36複

　刻）

　1－8編（慶応4．5）　　　　　　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集5巻」収録

　「大田堂野司全集5巻（XAz－141）」にも収録

海陸運
　海陸運新聞社

　6年1号一29年7号（大5．1一昭14．7）

　　欠：15（11）

　　以後「運輸世界」と改題

会社実務の友

　会社実務協会

　22－76輯（昭32．1－36．8）

　　以後「企業法研究」と改題

ZG－3

ZD－134

海　　運

　日本海事振興会分室

　1巻1号一4巻8号（通巻30号）（昭18．5－21．10）

　31－49号（昭22．2－23．8）　　　　　　　　ZG－4

　　「海運月報」，「船」の合併号，以後廃刊

海　　運

　日本海運集会所

　77－251号（昭3．10－18．4）

　　「神戸海運集会所月報」の改題，巻次を継承

　　（251号迄で休刊），その後「海運月報」，「船」と

　　合併改巻し「海運」（日本海事振興会）1巻1号

　　（昭18．5）一49号（昭23．8）（廃刊）となり再び

　　252号より復刊（但し252－273号欠）

　274号（昭25．7）一　　　　　　　　　ZG－4

　　欠：363

海運調査月報

　大阪商船三井船舶

　154－245号（昭40．5－47．12）

　　欠：234

ZG－38

海運月報

　日本海運仲立業組合出版部

　3巻1号一27巻10号（大7．1一昭17．10）一　ZG－5

　　欠：4（9），6（5，10），7（11），9（6），10－23，

　　　　25（8，9，11），　27（1）

　　以後「海運」（日本海事集会所），「船」と合併，

　　「海運」（日本海事振興会分室）と改題

　　総目録：1巻1号一24巻6号（大5一昭14）（別冊）

海運研究所報

　海運研究所

　1－42号（昭37．4－41．2）　　　　　　　ZG－35

　　以後廃刊，以後「海事産業研究所報」に引継

海運特報

　日本海運集会所

　1－404号（昭11．3－12．7）

　　「日本海運集会所特報」の改題

ZG－6

改　　造

　改造社

　4巻1号一36巻2号（大11．1一昭30．2）　　ZA－58

　　欠：11（12），13（4－6），20（7－8），25（7－12），

　　　　26

　　以後休刊

　　目次総覧：1－36巻（大8．4一昭30．2）（別冊）

　　執筆者索引：1－36巻（大8．4一昭30．2）（別冊）

改　　造

　改造社

　28巻1号一36巻2号（昭22．1－30．2）

　　以後休刊

061－3

家計調査報告

　総理府統計局

　昭和28年4月分一41年3月分（昭28．6－41．6）

　214号（昭41年5月分）一305号（昭48年12月分）

　（昭49．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　ZL－75

　　欠：昭36，昭38（4－12），昭39（1－5），

　　　　日召41（2，4，6，8，9，12）

　　　　222－223号（昭42．1－2月）

　　「消費実態調査報告」の改題
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家計調査報告

　総理府統計局

　昭和28年4月分一38年12月分（昭28．6－39，4）

　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZHe－2
　　欠：昭37（1），38（1，4）

　　「消費実態調査報告」の改題

各国新聞紙（複刻版）

　ウイセヒ編／ハルトリー／明治文化研究会編／世

　界文庫（昭36複刻）

　1集（慶応4．4）　　　　　　　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集3巻」収録

　「大弓堂版同全集3巻（XAz－141）」にも収録

革命評論（複刻版）

　革命評論社／労働運動史研究会編／明治文献資料

　刊行会（昭37複刻）

　1－10号（明39．9－40．3）　　　　　　Km－368

　「明治社会主義史料集　8集」収録

神奈川文化

　神奈川県立図書館音楽堂

　9巻10号一13巻9号（昭39．1－42．12）　　ZA－197

神奈川法学

　神奈川大学法学会

　1巻1号（昭40．11）一　　　　　　　ZM－106

神奈川県立外語短期大学紀要　語学篇

　神奈川県立外語短期大学紀要編集委員会

　2集（昭45．12）一　　　　　　　　　　〇58－22

神奈川県立外語短期大学紀要　人文・社会篇

　神奈川県立外語短期大学紀要編集委員会

　1－2集（日召43．12－44．12＞　　　　　　　　　　　058－22

かながわ論叢

　神奈川大学経済学会

　10号（昭51．3）一　　　　　　　　　ZB－249

かなよみ

　仮名読新聞社

　312－1303号（明10，3－13．6）　　　　XAz－48

　　欠：353－457，474，490，561，566，

　　　　858－1003，　1153，　1171，　1196，　1254

　　「仮名読新聞」の改題巻次を継承

仮名読新聞

　新聞会社

　256－311号（明10．1－3）

　　欠：295－298

　　以後「かなよみ」と改題

金沢文庫研究

　金沢文庫

　9巻1号（昭38．1）一

金沢文庫研究紀要

　金沢文庫

　1－9号（昭36．11－47．3）

金沢大学法文学部論集

　金沢大学法文学部

　1号（昭28．1）一

金沢大学法文学部論集

　金濯大学法文学部

　14号（昭42．3）一

文学篇

法学篇

　　法経学の分編，巻次を継承

金沢大学法文学部論集　法経篇

　金沢大学法文学部

　1－13号（昭29．3－41．3）

　　以後法学篇，経済学篇に分編

金沢大学法文学部論集　経済学篇

　金沢大学法文学部

　14号（昭42．3）一

　　法制篇の分配，巻次を継承

XA．z－48

ZA－167

ZA－432

ZA－309（B）

ZA－309（H）

ZA－309（H）

ZA－309（K）
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金沢大学法文学部論集　史学篇

　金沢大学法文学部

　12号（昭39．12）一　　　　　　　ZA－309（S）

　　「哲学史学篇」の分編，巻次を継承

金沢大学法文学部論集　哲学篇

　金沢大学法文学部

　12号（昭39．12）一　　　　　　　ZA－309（T）

　　「哲学史学篇」の分編，巻次を継承

金沢大学法文学部論集　哲学・史学篇

　金沢大学法文学部

　H1号（昭28．11－39．6）　　　　ZA－309（T）

　　以後「哲学篇」，「史学篇」に分編

金沢大学経済論集

　金沢大学経済学会

　1号（昭36．12）一　　　　　　　　　ZB－212

金沢大学教育学部紀要

　金沢大学教育学部

　1－4号（昭27．11－31．3）　　　　　　ZA－278

　　欠：3

金沢大学教養部論集　人文科学篇

　金沢大学教養部

　1号（昭39．2）一　　　　　　　　　　〇58－8

Kanazawa　Engl　i　sh　Studi　es

　金沢大学英文学会

　1－4号（昭29．6－32．12）　　　　　　　ZP－19

金沢経済大学論集

　金沢経済大学経済学会

　1巻1号一5巻2号（昭42．12－47．3）　　　ZB－239

　　欠：2，3（1）

漢学会雑誌

　漢学会（東京帝国大学文学部支那哲学研究室）

　1巻1号一12巻2号（昭8．4－19．12）

　　　　　　　　　　　　　　　Miura－Z－46
　　欠：8（3）

漢学論叢

大東文化協会研究部

1－2輯（昭11．4－12．7）　　　　　Miura－Z－59

勧銀月報

　日本勧業銀行調査部

　昭和31年11月一12月

　2巻1号一5巻12号（昭32．1－35．12）　　　ZF－29

漢ロ日本商工会議所所報

　漢口日本商工会議所

　1－27号（昭16．10－19．1）　　　　　　　ZD－96

　　欠：24，26

環境法研究（人間環境問題研究会編／有斐閣）　は

　単行本扱（Kca－102）　　を見よ

（季刊）環境研究

　環境調査センター

　1号（昭47．7）一　　　　　　　　　　ZK－132

官　　報

　大蔵省印刷局

　1号（明16．7）一　　　　　　　　　　　ZZ－1

　　欠あり

監　　査

　中央経済社

　1巻1号一3巻6号（昭25．5－27．12）　　　ZE－9
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関西大学部落問題研究室紀要

　関西大学部落問題研究室

　1号（昭50．3）一　　　　　　　　　ZK－131

関西大学法学論集

　関西大学法学会

　1巻1号一12巻6号（昭26．2－38。5）　　　ZM－31

　　欠：5，6

　　「人文科学論集」の分離改題

　　以後体学法律資料室”に移管

関西大学経済論集

　関西大学経済学会

　1巻1号（昭25．11）一　　　　　　　　ZB－60

　　「人文科学論集」の分離改題

　　総目次：1巻1号一10巻6巻（昭25．11－36．2）（別

　　　　　　冊）

　　総目録：1巻1号一17巻2号（100号）（昭25．11－

　　　　　　42．6）（別冊）

関西大学経済・政治研究所報

　関西大学経済・政治研究所

　1号（昭49．12）一　　　　　　　　　ZB－215

関西大学研究論集　法律・政治篇

　関西大学学会

　7－14号（昭12．11－18．12）　　　　　　ZM－31

　　欠：9

　　以後「人文科学論集」と改題

関西大学研究論集　経済・商業篇

　関西大学学会

　H4号（昭9．10－18．12）　　　　　　ZB－60

　　欠：11

　　以後「法律・政治篇」と共に「人文科学論集」と

　　改題

関西大学社会学部紀要

　関西大学社会学部

　5巻1号（昭49．1）一　　　　　　　　　　　ZK－128

関西大学社会学論集

　関西大学社会学会

　1巻1－4号（昭42．4－43．1）　　　　　　ZK－88

関西大学商学論集

　関西大学商学会

　1巻1号（昭31．4）一　　　　　　　　ZD一125

関西学院大学産油論集

　関西学院大学産業研究所

　1号（昭45．3）一　　　　　　　　　　ZA－226

関西学院経済学研究

　関西学院大学大学院経済学研究科研究会

　1号（昭43．9）一　　　　　　　　　　ZB－186

関東学院大学大学院経済学研究科紀要

　関東学院大学大学院経済学研究科紀要編集委貝

　会

　1号（昭50．5）一　　　　　　　　　　ZB－253

関東学院商学

　関東学院商学会

　6－18輯：（昭13．2－18．6）　　　　　　　　　ZD－83

　　以後「研究季報」と改題

関東学生乗馬協会会誌

　関東学生乗馬協会

　1輯（昭10．9）　　　　　　　　　　　　　　ZA－32

関東局物価賃銀調査月報

　関東局

　97一ユ47号（昭13．1－17．5）　　　　　　ZL－33

　　「物価賃銀調査月報」の改題，巻次を継承，

　　以後「関東局物価調査月報」と改題

関東局物価調査月報

　関東局

　148－168号（昭17．6－19．2）　　　　　ZL－33

　　「関東局物価賃銀調査月報」の改題，巻次を継

　　承
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関東州貿易月表

　関東長官官房文書課

　昭和6年1月一13年12月

　　欠：昭7（10）

関東短期大学紀要

　関東短期大学

　3－9集（32．2－38．12）

　　欠：8

家政学研究

　奈良女子大学家政学会

　30号（昭43．12）一

ZL－25

ZA－340

058－15

化繊月報

　日本化学繊維協会

　8巻4号一18巻11号（昭30．4－40．10）　　ZI－116

　　欠：9（1－2），11（9－12），12，13（1－3），14，

　　　　ユ5（2），16（10）

嘉信（復刻版）
　矢内原忠雄著／嘉信社／みすず書房（昭42復刻）

　1巻1号一7巻12号（昭13．1－19．12）

　会報1－8号（昭20．1－8）

　8巻9号（昭20．9）　　　　　　　　　ZO－34

　附録：葡萄（抄）1－24号（昭13．10－22．7）

　　「通信」の改題，改巻

片　平英語英文学論叢
　中部片平会

　8号（昭47．5）一

家庭裁判月報

　最高裁判所事務総局

　1巻1号一14巻12号（昭24．4－37．12）

　　欠：1（4），6（8），7（7，10，11），8（9）

　　総索引：

055－3

ZM－48

1－10巻（昭24．4－33．12）（別冊）

家庭裁判所調研紀要　は

　調研紀要・（ZM－161）　を見よ

家庭雑誌

　家庭雑誌社

　1－44号（明25．9－27．12）

　　欠：13－32

カトリック

　カトリック中央出版部

　18巻7号一19巻3号（昭13．7－14．5）

　　以後「カトリック研究」と改題

XAz－49

ZO－13

カトリック研究

　上智学院出版部

　19巻4号一24巻4号（昭14．7一ユ9．12）　　ZO－13

　　「カトリック」の改題，巻次を継承，

　　以後「カトリック思想」と改題

カトリック思想

　上智学院編／エンデルレ

　26巻2号一28巻3号（昭21．9－23．9）　　　ZOd3

　　「カトリック研究」の改題，巻次を継承，

　　以後「世紀」（ZA－112）として継続

経団連月報

　経済団体連合会

　1巻1号一20巻12号（昭28．1－47．12）　　ZB－122

　　「経済連合」と「日産協月報」の合併改題

経　　営

　経営経済研究会

　1－3冊（昭13．7－14．7）

経営学・会計学・商学研究年報

　神戸大学経営学部

　1号（昭31．3）一

経営法学ジャーナル

　自由国民社

　1－15号（昭40．8－42．2）

　1－4号（昭42．7－43．10）

ZD－72

ZD－181

ZM－97

80



KEIJO

経営評論

　大蔵出版

　1巻1号一8巻2号（昭21．1－29．3）

　　欠：2（1，4，8）

経営評論

　経営評論社

　140号（昭46．1）

経営経理研究

　拓殖大学経理研究所

　1号（昭43．11）一

経営経済

　大阪経済大学中小企業経営研究所

1号（昭39。3）一

　欠：4－7

経営経済研究

　経営経済研究編輯所編／同文館

　1－21冊（昭3．10－12．1）

経営研究

　文雅堂書店

　2巻1号一7巻4号（昭9．1－14．1）

　　欠：2（4）

経営研究

　大阪市立大学商学部

　1号（昭25．12）一

経営工学

　広島大学工学部経営工学科

　15巻2・号（日召40，10）一

　　「工業経営」の改題，巻次を継承

経営論集

　明治大学経営学研究所

　1－24集（日召28．11－37．3）

　10巻1号（昭37．9＞一

　　総目次：

　　総目録：

　　　　　　収録）

ZD－99

066－36

ZD－185

ZD－194

ZD－7

ZD－56

ZD－93

ZD－119

ZD－129
1－31集（昭28．11－38．10）（11巻収録）

32－69集（昭39－49．3）（21巻4号〔69集〕

経営論集

　東洋大学経営研究所

　1号（昭50．6）一

　　「経済経営論集」の分離改題

経営史学

　経営史学会編／東京大学出版会

　1巻1号（昭41．6）一

経営史学

　経営史学会編／東京大学出版会

　1巻1号（昭41．6）一

ZD－176

ZD－154

一〇66－23

経営志学

　法政大学経営学会

　1巻1号（昭39．4）一　　　　　　　　ZD－188

　　欠：2（4）

　　総目次：1－5巻（昭39．4－44」）（6巻3・4号収録）

経営と経済

　長崎大学経済学部研究会

　25年1冊（昭22．12）一　　　　　　　ZD－21

　　欠：26，35（1），40（1－2）

　　「商業と経済」の改題と同時に「長崎高等商業

　　学校大東亜経済研究所彙報」と合併，巻次を継

　　再

三　　苑

　法政大学経済学部会

　16－21号（昭13．7－16．12） ZB－80

刑法雑誌

　日本刑法学会編／有斐閣

　1巻3号（昭26．3）一　　　　　　　　　ZM－59

　　8巻2・3・4合併号は単行本扱（→Mfc－314）

　　9巻3・4合併号は単行本扱（→Mfc－336）

　　10，11巻の3・4号は発行せず

　　総目次：1巻1号一20巻2号（昭25．6－50．4）（20巻

　　　　　　2号収録）

京城商工会議所経済月報

　京城商工会議所

　264－341号（昭13．1－19．6） ZB－68
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計画資本・払込金・登記資本

　日本銀行調査局

　昭和17年1月分一5月分（昭17．2－6）　　ZL一一88

　　「計画資本・公債社債発行償還・込金・登記資

　　本」の改題

計画資本・公債社債発行償還・払込金・登記資本

　日本銀行調査局

　昭和15年1月分一16年12月分（昭15．2－17．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZL－88

　　以後「計画資本・払込金・登記資本」と改題

景気時報

　東京商工会議所調査部

　1巻1号一3巻3号（昭9．9－11．3）　　　　ZB－53

景気観測

　国民経済研究会

　1巻1号一3巻6号（昭25．6－27．9）　　　ZB－106

経　　国

　経国社

　2－16号（明25．3－10）　　　　　　　XAz－50

　　欠：3，4

慶応義塾大学商学部日吉論文集

　慶応義塾大学商学部

　1号（昭40．2）一　　　　　　　　　　ZA－398

計理学研究

　計理学研究会

　6－35号（大9．11一昭5．10）　　　　　　ZE－3

経理実務

　中央経済社

　22巻1H3号（昭46．10－12）　　　　　ZE－16

　　以後「経理と経営」と改題

経理研究

　中央大学経理研究所

　9－15号（昭41．7－46．9）　　　　　　　ZE－14

経理問題研究

　明治大学経理研究所

　2巻1－4号（昭25．1－4）　　　　　　　ZE－10

経理資料

　文部大臣官房会計課

　10巻2号一15巻1号（昭14．2－19．1）　　　ZE－5

経理と経営

　中央経済社

　23巻1号一24巻4号（昭47．1－48．4）　　　ZE－16

　　「経理実務」の改題，巻次を継承，

　　以後休刊

警察学論集

　警察大学校編／立花書房

　15巻1号（昭37．1）一　　　　　　　　ZM－85

　　欠：15（9）

　　総目録：1巻1号一24巻12号（昭23．1－46．12）（24

　　　　　　巻12号収録／

警察研究

　良書普及会

　1巻1号（昭5．1）一　　　　　　　　　　ZN－29

　　欠：16（1），32（2）

警察雑報

　朝陽社

　5号（明10．2）　　　　　　　　　　XAz－99

　　「政体原論」と同冊

刑　　政

　刑務協会

　64巻7号一67巻11号（昭28．7－31．11）　　ZN－46

　　欠：64（11）

経世論集

　日本大学大学院経済学研究科大学院協議会

　1号（昭50．2）一　　　　　　　　　　ZB－252

螢粛学楽士叢

　有終社

　1－64号（明14．12－17．8）　　　　　　XAz－24
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経商論纂

　中央大学経済商業学会

　35－89号（昭25．9－34．12）

計測センター・テクニカル・ペーパー

　日本証券経済研究所

　1－25号（昭41．6－47．7）

経　　済

　経済社

　1巻1号一3巻5号（昭22．2－24．7）

　　欠：2（3）

ZB－55

ZD－155

ZB－92

経　　済

　新日本出版社

　．1号（昭37．6）一　　　　　　　　　　ZB－147

　　総目次：HOO号（昭37．6－47．8）（100号収録）

経　　済

　新日本出版社

　19号（昭41．1）一

経済安定資料

　経済安定本部情報部

　7－18集（日召24．3－25．4）

　　以後「経済月報」と改題

経済貿易研究

　神奈川大学経済貿易研究所

　1－4号（昭39．4－42．4）（休刊）

　（復刊）5号（昭53．1）一

066－22

ZB－103

ZB－205

経済分析

　経済企画庁経済研究所編／大蔵省印刷局

　6号（昭36．12）一　　　　　　　　　ZB－180

経済調査

　大和銀行調査部

　1巻2号一（通巻）7号（昭21．11－22．12）

　24－299号（昭25．1－47．12）　　　　　ZB－98

　　欠：110

経済動向月報

　通産資料調査会

　1巻1号一3巻12号（昭45．4－47．12）

　　欠：エ（6）

ZB－185

経済学会雑誌（岡山大学）　は

　岡山大学経済学会雑誌（ZB－182）　を見よ

経済学～愛媛大学法文学部論集経済学編～
　愛媛大学法文学部

　2号（昭45．3）一　　　　　　　　　ZB－211

　　「愛媛大学紀要　第4部　社会科学　第2分冊

　　（経済学）」の改題

経済学（研究年報）（東北大学）　は

　研究年報経済学（ZB－206）　を見よ

経済学文献季報

　経済資料協議会編／有斐閣

　1号（昭31．1）一

　　欠：13

経済学文献季報

　経済資料協議会編／有斐閣

　1号（昭31．1）一

　　欠：3－39

ZB－132

066－27

経済学部論集（成践大学）　は

　成瞑大学経済学部論集（ZB－187）　を見よ

経済学報

　燕京大学経済学会

　1－2期（民国29．5－30．5）

経済学研究（一橋大学研究年報）

　一橋大学一橋学会

　1号（昭29．3）一

経済学研究（一橋大学研究年報）

　一橋大学一橋学会

　1号（昭29．3）一

056－7

ZB－38

085－15
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経済学研究（関西学院）　は

　関西学院経済学研究（ZB－186）　を見よ

経済学研究

　九州大学経済学会

　1巻1号（昭6．4）一

　　欠：3（3）

経済学研究（東京大学）　は

　東京大学経済学研究（ZB－169）　を見よ

経済学研究（東京商科大学研究年報）

　東京商科大学国立学会

　1－7号（昭7．5－17．3）

経済学研究（東京商科大学研究年報）

　東京商科大学国立学会

　1－7号（昭7．5－17．3）

経済学研究（東京商科大学研究年報）

　東京商科大学国立学会編／岩波書店

　4号（昭10．1ユ）

ZB－39

ZB－38

085－4

Miura－Z－71

経済学研究

　東京帝国大学経済学部経済学研究会

　1巻1号（大9．1）　　　　　　　　　ZB－169

　　「東京大学経済学研究」をも見よ

経済学研究年報

　早稲田大学大学院経済学研究科経済学研究会

　13号（昭48．12）一　　　　　　　　　ZB－248

経済学季報

　立正大学経済学会

　5－21号（昭28．9－33．12）　　　　　　ZB－128

　9巻1号（昭34．11）一

　　欠：19（2）

　　総目録：1－18巻4号（昭26．12－44．3）（ユ8巻4号

　　　　　　収録）

経済学年報

　慶応義塾大学経済学会

　H4号（昭33．3－46．3） ZB－209

以後廃刊

経済学年報

　大阪市立大学経済学会

　1集（日召26．4）一

経済学年高

　法政大学大学院経済学会

　9号（昭47．3）一

経済学論究

　関西学院大学経済学研究会

　1巻1号（昭23．3）一

　　欠：14（2，3）

経済学論纂

　中央大学経済学研究会

　1巻3号（昭35．11）一

　　欠：1（6），2（6），7（4）

ZB－208

ZB－226

ZB－102

ZB＝149

経済学論集

　鹿児島大学法文学部

　1号（昭40．12）一　　　　　　　　　ZB－200

　　「鹿児島大学社会科学報告」の改題

経済学論集（駒沢大学）　は

　駒沢大学経済学論集（ZD－163）

経済学論集（桃山学院大学）　は

　桃山学院大学経済学論集（ZB－143）

を見よ

を見よ

経済学論集（龍谷大学）　は

　龍谷大学経済学論集（ZB－162）　を見よ

経済学論集（西南学院大学）　は

　西南学院大学経済学論集（ZB－170）　を見よ

経済学論集

　東京大学経済学会

　1巻1号一8巻4号（大11．6一昭5．9）

　　欠：2（3）

　新1巻1号（昭6．4）一　　　　　　　　ZB－7

　　欠：4（5），5（11），13（3），15，22（2－3），
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　　　　25（1，2），26（1，2）　　　　　　　　　　欠：108－126，157－168，227，232－239，

　　総目次：1巻1号一10巻12号（昭6．4－15．12）　　　　　　　380－382，386β87，404，443

　　　　　　（別冊）

　　　　　　29巻1号一35巻2号（昭38．4－44．7）　　経済法

　　　　　　（別冊）　　　　　　　　　　　　　　　経済法学会編／商事法務研究会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1号（昭33．10）一　　　　　　　　　ZM－134

経済学論叢

　同志社大学経済学会　　　　　　　　　　　　　経済法律論叢

　エ巻1号（昭24．4）一　　　　　　　　　ZB－3　　　専修大学学会

　　欠：ユ1（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　1巻ユ号一13巻（昭5．4－17．12）　　　　　ZB－35

　　「同志社論叢」の改題　　　　　　　　　　　　　　　欠：4，9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以後終刊

経済学論叢（福岡大学）　は

　福岡大学経済学論叢（ZB－146）　を見よ　　　　経済評論

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青山学院経済学会

経済学雑誌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－32号（大14．11一昭16．10）

　大阪市立大学経済研究会　　　　　　　　　　　　　欠：2－4，6，7，9，29－31，33

　1巻1号（昭12．4）一　　　　　　　　　ZB－26　　復刊1－3号（通巻34－36）（昭23．3－24．3）ZB－51

　　「経済時報」の改題，改巻　　　　　　　　　　　　　以後「青山経済論集」と改題

　　総目録：1巻1号一50巻6号（昭12．4－39．6）（別冊）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済評論

経済月鑑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本評論社

　新聞月鑑社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1巻1号一6巻6号（昭21，4－26．6）

　1巻1号一8巻86号（昭25．1－32．3）　　　ZB－110　　　　休　刊

　　以後休刊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　復刊1巻1号（昭27．1）一　　　　　　　ZB－90

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠：9（10，13，14）

経済月報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔別　冊〕

　第百銀行総部　　　　　　　　　　　　　　　　’H1号（昭45．5－47．11）

　34－84号（昭13．1H8．1）　　　　　　ZI－80　　　　以後休刊

経済月報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済評論

　経済企画庁調査局編／経済企画協会　　　　　　　　日本評論社

　19号（昭25．5）一　　　　　　　　　ZB－103　　4巻1号一6巻6号（昭24．1－26．6）

　　欠：34，43一“63，101，132　　　　　　　　　　休刊

　　「経済安定資料」の改題，巻次を継承　　　　　　　復刊1巻1号（昭27．1）一　　　　　　　〇66－6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔別　冊〕

経済月報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－11号（昭45．5－47．11）

　日本商工会議所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以後休刊

　2巻1号一12巻6号（昭5．1－15．6）　　　ZB－27

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済評論

経済月報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢文閣

　三和銀行調査部　　　　　　　　　　　　　　　　　1巻1号一4巻10号（昭9．9－12．10）　　　ZB－64

　49号（昭13．8）一　　　　　　　　　　ZB－74　　　欠：1（3），3（2，4，9一ユ1），4（2，3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一85
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経済評論（復刻版）

　一文閣／経済評論復刻版刊行委員会編／白石書店

　（日召51－52復刻）

　1巻1号一4巻10号（昭9．9－12．10）　　　ZB－64A

経済時報

　大阪商科大学経済研究所

　1巻1号一8巻12号（昭4．4－12．3）　　　一ZB－26

　　欠：3（2，5－7，9）

　　以後「経済学雑誌」と改題

経済人
　関西経済連合会

　4巻1号一26巻12号（昭25．1－47．12）　　ZB－107

　　欠：8（8），13（7）

　　「関経連」の改題

経済情報

　経済情報社

　7巻1号一10巻15号（昭7。1－10．5）　　　ZB－40

　　欠：8（6），10（1）

経済情勢

　三菱経済研究所

　208－390号（昭21．10－37．3）　　　　　ZB－30

　　「本邦財界情勢」の改題，巻次を継承，

　　以後廃刊　　　　　　　　　　　　　　．

経済科学

　名古屋大学経済学部

　1巻1号（昭26．2）一　　　　　　　　　ZB－99

　　総目録：1巻1号一10巻3号（昭26．2－38．3）（10巻

　　　　　　4号収録）

　　　　　　11巻1号一20巻4号（昭38．12－49．4）（20

　　　　　　巻4号収録）

経済科学論集　～島根大学文理学部紀要法学科篇～

　島根大学文理学部

　1号（昭50、10）一　　　　　　　　　ZB－217

経済系
　関東学院大学経済学会

　3輯（昭24．9）一　　　　　　　　　　ZD－83

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86

　　欠●：39，51－53，61，87

　　「研究季報」の改題，巻次を継承

　　総目次：59－89集（昭39．3－46．11）（90集抜刷収

　　　　　　録）

経済経営研究年報

　神戸大学経済経営研究所

　13の1号（昭38．1）一　　　　　　　ZB－207

　　「国際経済研究年報」「企業経営研究年報」の合

　　併誌，巻次を継承

経済経営論集

　東洋大学経済経営研究所

　24－76号（昭36．11－50．3）　　　　　ZB－164

　　欠：28－38

　　以後廃刊，「経済論集」に引継

　　総目次：1－50号（昭29．11－43．10）（50号収録）

経済経営論叢

　京都産業大学経済経営学会

　5巻1号（昭45．6）一　　　　　　　　ZB－177

　　「産業経済論叢」の改題，巻次を継承

経済研究

　一橋大学経済研究所編／岩波書店

　1巻1号（昭25．1）一　　　　　　　　　ZB－108

　　総索引：1巻1号一11巻2号（昭25．1－35．4）（別冊）

経済研究

　一橋大学経済研究所編／岩波書店

　ユ巻ユ号（昭25．1）一　　　　　　　　　〇66－7

経済研究

　岩波書店

　1巻1号一5巻3号（大13．10一昭3．7）　　　ZB－8

経済研究（大阪府立大学）　は

　大阪府立大学経済研究（ZB－138）　を見よ

経済研究

　琉球大学文理学部

　6－8号（1965．5－1967．3）　　　　　　ZB－161
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経済研究（成城大学）　は

　成城大学経済研究（ZB－127）　を見よ

経済研究誌

　経済研究所

　25－85号（昭22．1－28．12） ZB－117

経済研究所月報，所報，季報（東洋紡績株式会社）

　は

　東洋紡績株式会社経済研究所月報，所報，季報

　（ZB－116）　を見よ

経済季報

　三不口銀そ了言周三査音β

　1号（昭49．夏）一

経済企画

　経済企画協会

　5－80号（昭40．12－47．4）

　　欠：11，19，30－49，56

終刊，以後「E．S．P．」と改題

経済金融概況

　満州中央銀行調査課

　39－52号（康徳3〔1936〕．2－4．5）

　　以後「金融経済月報」と改題

経済協力

　国際協力協会

　31－44号（昭34．8－35．9）

ZB－142

ZB－172

ZL－46

ZB－144

経済毎日

　毎日新聞社

　21年5号一23年10号（昭18．2－20．5）　　ZB－4

　　欠：21（17，19，21，24），23（3，5－9）

　　「エコノミスト」の改題，巻次を継承，

　　以後「エコノミスト」に復題

経済毎日

　毎日新聞社

　21年5－12号（昭18．2－3）　　　　080－2－3

　　「エコノミスト」の改題，巻次を継承

経済往来

　経済往来社

　復刊1巻1号（昭24．3）一　　　　　　　ZB－100

　　欠：4（12），11（6），13（1－3），19（2，4），

　　　　20（2，11）

経済往来

　日本評論社

　1巻1号一10巻9号（大15．3一昭10．9）

　　以後「日本評論」と改題

経済往来

　日本評論社

　3巻1号一7巻12号（昭3．1－7．12）

経済及商業

　明大学会

　1巻1号一5巻3号（大11．5－15．3）

　　欠：2（8－12），3（1－3）

　　以後「明大商学論叢」と改題

経済及統計

　経済統計社

　1－24号（明22．2－23．12）

経済連合

　経済団体連合会

　49－59号（昭27．1－12）

以後「日産協月報」と合併，

題

ZA－60

080－2－6

ZD－8

ZB－44

ZB－122
「経団連月報」と改

経済聯盟

　日本経済聯盟会

　1巻1号一15巻2号（昭6．11－20．4）

経済理論

　和歌山大学経済学会

　1号（昭25．11）一

　　欠：54，55，57

　　「内外研究」の改題

ZB－41

ZB－37

総目録：1－100号（昭25．1r42．11）（別冊）
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経済論究

　九州大学大学院経済学会

　1号（昭32．2）一　　　　　　　　　　ZB－133

　　総目次：｝19号（昭32．2－41．3）（20号収録）

経済論集

　大東文化大学経済学会

　3号（昭39．3）一　　　　　　　　　ZB－202

　　欠：4

　　「大東文化大学政経論集」の改題巻次を継承

経済論集（北海学園大学）　は

　北海学園大学経済論集（ZB－150）　を見よ

経済論集（関西大学）　は

　関西大学経済論集（ZB－60）を見よ

経済論集

　明治学院大学経済学会『

　7－21号（昭40．9－49．3）　　　　　　ZB－242

　　欠：8－10，17

経済論集（新潟大学）　は

　新潟大学経済論集（ZB－175）　を見よ

経済論集（大分大学）は

　大分大学経済論集（ZD－54）　を見よ

経済論集

　東洋大学経済研究会

　1巻1号（昭50．9）一　　　　　　　　ZB－165

　　「経済経営論集」の分離改題

経済論叢

　京都大学経済学会

　1巻1号（大4．7）一　　　　　　　　　ZB－9，

　　欠：43（6），58（1，2），59（2－5），61（5，6）

　　総：目録：1－100巻（大4．7一昭42．12）（別冊）

経済論叢

　京都帝国大学経済学会

　1巻2号一55巻6号（大4，8一昭17．12）080－2－4

　　欠：3（5，6），4，5（1），7（7）一8（1），8（3－5），8（7）

　　　　一18，19（2），19（4）一20（1），20（3）一24（3），

　　　　51（3－4）

経済世界

　経済世界社

　1－29号（明35．3－37．10）　　　　　　ZB－10

　　欠：25

経済セミナー

　日本評論社

　1号（昭32．4）一　　　　　　　　　　ZB－131

経済セミナー

　日本評論社

　1号（昭32．4）一　　　　　　　　　　〇66－15

（季刊）経済思潮

　実業重日本社

　343集（H召22．3－25．6）　　　　　　　　　ZB－97

（季刊）経済思潮

　実業重日本社

　4－13集（口召22．7－25．6）　　　　　　　　　　　　　066－5

　　欠：5，8

経済史研究

　日本経済史研究所編／日本評論社

　1－50号（昭4．11－8．12）　　　　　　　ZB－11

　　欠：24

　11巻1号（通巻51号）一31巻6号（昭9．1－19．6）

　　欠：27（3）

経済志林

　法政大学経済学会

　6巻1号（昭7．3）一

　　欠：16（2）一21，22（2），23－24（3）

経済資料

　東亜経済調査局

　1巻1号一17巻3号（大4．3一昭6．3）

ZB－45

ZB－12
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経済資料研究

　経済資料協議会

　1号（日録44．3）一

経済商業論纂

　中央大学経済学商業学研究会

　5－31号（昭8．6－18．10）

　　35号以後「経商論纂」と改題

経済集志

　日本大学経済学研究会

　1巻1号（昭3．1）一

　　欠：7（1），11－12，24（3－5）

　　34巻1号より「商学集志」を分離

　　記事索引（含経済学，商業学論集）

ZB－179

ZB－55

ZB－28

1巻1号一

33巻6号（昭3．1－39．2）（別冊）

経済叢書

　有斐閣雑誌店

　1－16号（明34．4－36．5） ZB－31

経済と貿易

　横浜市立大学経済研究所

　46号（昭25．2）一　　　　　　　　　　ZB－54

　　「横浜経済研究所時報」の改題，巻次を継承

　　100号は単行本扱（→Bn－A・664）

　　総目次：1－90号（昭8．12－41．3）（91号収録）

経済と法（専修大学大学院紀要）

　専修大学大学院学友会

　4号（昭48．1）一

　　欠：6

経済と経営

　札幌大学経済学会

　1巻1号（昭43．12）一

　　「札幌大学経済学論集」の改題

経済統計月報

　国民経済研究会編／日本経済新聞社

　20－49号（昭23．1－25．6）

ZB－223

ZB－225

ZL－64

経済統計月報

　日本銀行統計局

　118号（昭32．1）一

　’欠：119，123

　　69号（昭27．12）迄の輝岩

ZL－83

「金融統計月報」

経済統計月報

　日本銀行統計局

　106－233号（昭31．1－41．8）　TOKEI－ZH－1

　　69号（昭27．12）迄の誌名：「金融統計月報」

経済統計研究

　通商産業大臣官房調査統計部編／機械振興協会

　経済研究所

　1巻1号（昭48．11）一　　　　　　　　ZL－109

経済統計集

　日本勧業銀行調査部

　1－6号（昭33．11－34，12）

経済と経済学

　東京都立大学経済学会

　1号（昭28．4）一

　　欠：3

経済統計図表通信

　毎日通信社経済調査部

　108－131号（大13．3－13．8）

　　以後「財界バロメーター」と改題

ZL－94

ZB－140

ZL－8

経済予測四季報

　三菱経済研究所

　1967年2号（創刊号）一1970年2月号（昭42．6－45．6）

　　以後廃刊　　　　　　　　　　　　ZB－173

建築統計月報

　商工大臣官房統計課

　昭和12年1月一昭和14年12月

建築と社会

　日本建築協会

　22輯2号一27輯3号（昭14．2－19．3）

　　欠：27（1，2）

ZL－42

ZK－25
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剣　　道

　正高社

　1巻1号（昭51．4）一　　　　　　　　　〇67－37

健康保険・日雇労働者健康保険・厚生年金保険・船

員保険事業月報

　社会保険庁

　昭和29年2月号一30年12月号

　6巻1号一15巻10号（昭31．1－41．1）

　昭和41年2月号一43年3月号　　　　　　ZH－8

　　欠：15（6，7）

　　「健康保険・厚生年金保険・船員保険事業月報」

　　の改題，巻次を継承，

　　以後「政府管掌健康保険・日雇労働者健康保険・

　　厚生年金保険・船員保険事業月報」と改題

健康保険時報

　保険院社会保険局

　7巻1号一14巻12号（昭8．1－15．12）

　　以後「社会保険時報」と改題

ZH－4

健康保険・厚生年金保険・船員保険事業月報

　厚生省保険局

　昭和26年4月一29年1月　　　　　　　　ZH－8

　　以後「健康保険・日雇労イカ者健康保険・

　　厚生年金保険・船員保険事業月報」と改題

建国大学研究院研究期報

　建国大学研究院

　1－5輯（康徳8〔1941〕．5－10．10）

　　欠：2

ZO－16

建国大学研究院研究期報

　満州帝国協和会建国大学分会出版部編／弘文堂

　1－5輯二（昭16．5－18．10）　　　　　Miura－Z－55

　　欠：2’

健康と体力

　第一法規

　3巻1号（昭46．1）一 067－29

研究月報（協同組合経営）　は

　協同組合経営研究月報（ZD－146）　を見よ

研究季報

　関東学院経済研究所

　復刊1－2輯（昭23．8－12）　　　　　　ZD－83

　　「関東学院商学」の改題，以後「経済系」と改題

研究季報

　奈良県立短期大学商社研究会

　19巻3．4号一23巻2号（昭47．3－50．12）ZB－244

　　欠：21（4），22（1，2）

研究紀要

　日本福祉大学

　20・21号（昭47．4）

研究年報経済学

　東北大学経済学部

　2号（昭10．5）一

ZK－120

ZB－206

研究論集

　駒沢大学財経学会

　2－15号（昭36．8－43．12）　　　　　　ZD－163

　　欠；3

　　以後「駒沢大学経済学論集」（ZB－192）と改題

研窄論集

　横浜経済研究所

　1－36輯：（昭6．2－23．1）　　　　　　　　　　ZD－41

　　以後「横浜大学論叢」と改題

研究論叢（東京都立商科短期大学）　は

　東京都立商科短期大学研究論叢（ZD－161）を

　見よ

研究資料

　日本発送電株式会社企画部調査課資料係

　1－9号（昭14．11－16．3）　　　　　　　ZI－72

研究と資料

　神戸高等商業学校

　1－25号（昭6．1P24．1）

　　欠：13

　　以後「商大論集」と改題

ZD－53
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（講壇改進）憲法雑誌

　憲法雑誌社

　1－23号（明22．2－11） XAz－51

検察月報

　法務省刑事局

　2－104号（昭24．5－32．11）　　　　　　ZM－62

　　欠：1，6，7，10，11，19，20，54，55，57，58，61，62，

　　　　65－69，81－103

検察統計月報

　法務大臣官房統計室

　昭和25年6月分一27年7月分

　　以後「法務統計月報」と改題

ZL－74

建設月報

　建設省広報室

　18巻7号一25巻12号（昭40．7－47．12）　ZI－130

建設時報

　日刊建設工業新聞社

　1巻1号一8巻12号（昭24．1－31．12）

　　欠：3（5－12）

　　以後「建設春秋」と改題

ZN－39

建設者（復刻版）

　建設者同盟／法政大学大原社会問題研究所編／

　法政大学出版局（昭47復刻）

　1巻1号一2巻7号（大11．10－12．12）　　Kp－148

　　以後「青年運動」と改題

　「日本社会運動史料　機関紙誌篇　建設者同

　盟機関誌　1」収録

建設春秋

　日刊工業新聞社

　9巻1号一10巻3号（昭32．2－33．3）　　ZN－39

　　「建設時報」の改題巻次を継承

研　　修

　法務総合研究所

　127－154号（昭34．1－36．4） ZM－83

研　　修

　海外技術者研修協会

　6－142号（昭36．8－47．12）

　　欠：8，9，12，15，16，18－21，34

ZI－127

毛　　織

　大日本毛織物工業組合聯合会

　50－89号（昭15．1－18．4）　　　　　　ZI－69

　　以後終刊

　　総目次：1－88号（昭10．11－18．3）（89号収録）

験尾団子

　団団社

　1－100号（明11．10－13．9）

　　「団団珍聞」附録

木太刀
　木太刀社

　7巻4－12号（明42．4－12）

　　「卯杖」の改題，巻次を継承

XAz－69A

XAz－129

企業法研究

　企業法論社

　77輯（昭36．9）一　　　　　　　　　ZD－134

　　「会社実務の友」の改題，巻次を継承

企業会計

　中央経済社

　1巻1号（昭23．12）一

企業経営

　文雅堂

　6巻1号一7巻1号（昭7．1－7）

　　欠：6（6）

ZE－7

ZD－35

企業経営研究年報

　神戸大学経済経営研究所

　1－12号（昭26．3－37．3）　　　　　　ZD－179

　　以後「国際経済研究年報」と合併，「経済経営

　　研究年報」と改題
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企業と社会

　同文館

　1－24号（大15．4一昭3．3）

企業と社会

　同文館

　13－24号（昭2．4一昭3．3）

生糸経済研究

　生糸経済研究会

　1－6輯（昭2．9－7．3）

　　欠：2

生糸経済研究所彙報

　井上鎧三編

　1－7冊（昭10．1－11．2）

ZK－2

080－2－2

ZI－39

ZI－46

機械学会誌

　機械学会

　26巻77号一41巻255号（大11．9－13．6）　ZS－9

　　欠：27（81－84），28（103），30（126），31（137）

　　以後「日本機械学会誌」と改題

機械経済研究

　機械振興会経済研究所

　1号（昭43．3）一

　　欠：2

機械工業海外情報

　機械振興会経済研究所

　32号（昭37．1）一

　　欠：83－133，172－176

機械の研究

　養賢堂

　4巻2号一10巻11号（昭27．3－33．11）

企　　画

　企画院編／内閣印刷局

　1巻1号一5巻12号（昭13．1－18．6）

企　　画

　企画院編／内閣印刷局

ZI－137

ZS－24

ZS－17

ZI－66

1巻1号一3巻3号（昭13．1－15．3）

基金調査季報

　海外経済協力基金調査部

　1号（日和43．9）一

近代中国研究センター彙報

　近代中国研究センター

　1－16号（昭38．1－48．12）

　　以後廃刊

近代法学

　近畿大学法学会

　18巻1号（昭45．5）一

近代経営

　ダイヤモンド社

　13巻1号（昭43．1）一

近代思想（復刻版）

　近代思想社／地六社（昭35－36復刻）

　1巻1号一2巻12号（大1．10－3．9）

近代思想

　彰考書院

　1－3号（日召23．1－11）

080－4－4

ZF－46

ZA－181

ZM－128

066－26

ZO－30

ZO－22

近時評論

　共同社

　1－412号（明9．6－15．9）　　　　　　XAz－52

　　欠：110，160，161，293，295，298，299，301－303，

　　　　305－307，310，312，314，315，3工9－322，324，

　　　　326，327，329，332，333，337，3397341，344，

　　　　347－352，354－411

近事評論

　共同社

　70号（明10．7）

　93号（明10．11）

　　「政体原論」と同時

XAz－99
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近事評論（複刻版）

　共同社／明治文化研究会編／日本評論社（昭43

　辛夏刻3版）

　1－3号（明9．6）　　　　　　　　　　Xb－110B

　「明治文化全集　5巻　雑誌篇」収録

金城学院大学論集

　金城学院大学

　1集（昭27．12）一　　　　　　　　　　　　　ZP－10

　　欠：20，28，31，33，37，42，48，54，62，64－67

金城学院大学論集　人文科学編

　金城学院大学論集委貝会

　1号（昭42．5）一 058－11

近畿大学商経学叢

　近畿大学湯経学会

　8巻1号（19号）一10巻3号（26号）（昭35．9－38．12）

　27号（昭39．9）一　　　　　　　　　ZD－140

　　欠：23，29－32

　　27号以降号数表示となる

勤労時報

　厚生省労働局

　19巻11－12号（昭17．11－12）

　　「労働時報」の改題，巻次を継承

金　　融

　日本銀行調査局

　大正14年6月一昭和17年6月

　　欠：大15（1）一昭12（3），昭16（1）

金　　融

　全国銀行協会連合会

　34号（昭25．1）一

　　欠：143

金融学会報告

　東洋経済新報社

　16－27号（昭37．10－43．7）

（週刊）金融判例

　経済法令研究会

ZK－6

ZL－9

ZF－21

ZF－45

ZM－95

1－60号（昭41．5－42．6）

　以後「金融商事判例」と改題

ZM－95

（旬刊）金融法務事情

　金融財政事情研究会

　1号（昭28．6）一　　　　　　　　　　ZM－87

　　欠：338，584，597，631，737

　　総索引：1－500号（昭28．6－43．2）（別冊）

金融情報

　日本勧業銀行調査部

　4巻5号一9巻6号（昭26．5－31．6）

（月刊）金融ジャーナル

　金融ジャーナル新社

　1巻1号（昭35．10）一

（月刊）金融ジャーナル

　金融ジャーナル新社

　7巻1号（昭41．1）一

ZF－15

ZF－37

066－21

金融経済

　金融経済研究所編／有斐閣

　1号（昭24．9）一　　　　　　　　　　ZF－22

　　欠：48－52

　　総目次：1－100号（昭24．9－41．10）（100号収録）

金融経済月報

　満州中央銀行調査課

　53－96号（康徳4〔1937）．6－8．3）　　　ZL－46

　　「経済金融概況」の改題巻次を継承

金融研究

　高村光次

　1巻1号一2巻2号（大13．10－14．12） ZF－8

（週刊）金融商事判例

　経済法令研究会

　61号（昭42．7）一　　　　　　　　　　ZM－95

　　「金融判例」の改題，巻次を継承

　　総索引：1－500号（昭4L4－51．8）（505号収録）

　　　　　　501－525号（昭51．9－52．8）（530号収録）
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金融統計月報

　日本銀行統計局

　1－12号（昭21．1－22．3）　　TOKEI－ZGc－1

　　70号（昭28．1）よ1）「経済統計月報」と改題

（週刊）金融財政事情

　金融財政事情研究会

　23巻1号（昭47．1）一 ZC－18

キリスト教と文化～国際基督教大学学報IV－B～

　国際基督教大学キ・リスト教と文化研究所編／同

　大学

　1－3号（昭39．3－42．6）　　　　　ZO－52（K）

　　以後「人文科学研究」と改題

寄笑新聞

　橋瓜錦造編／寄笑社

　1－4号　　　　　　　　　　　　　XAz－53

　　欠：3

基礎ドイツ語

　三野社

　26巻1号（昭50．5）一

基礎フランス語

　三修社

　5巻1号（昭50．4）一

北亜細亜学報

　亜細亜文化研究所

　1－3輯（昭17．12－19．10）

北九州大学外国語学部紀要

　北九州大学外国語学部

　1－6号（昭33．3－36．3）

　　欠：2－4

北九州大学外国語学部紀要

　北九州大学外国語学部

　5－7号（昭36．2－11）

1

2

063－52

063－53

Miura－Z－25

ZP－42（1）

ZP－42（2）

北九州大学教養部紀要

　北九州大学教養部

　1巻1号一3巻2号（昭39．12－42．2）　ZA－310（K）

　　以後廃刊

北九州大学論文集

　北九州大学学術委員会

　3－5車山（日召29．12－31．8）

北九州大学商学部紀要

　北九州大学商学部

　1－14号（昭34．3－39．10）

　　欠：11

北九州大学商経論集

　北九州大学商経学会

　1巻1号（昭40．11）一

　　欠：2（2－4）

北九州石炭時報

　北九州石炭統制株式会社

　7巻2号一10巻3号（昭17．2－20．4）

　　欠：7（11，12），10（2）

ZA－310

ZD－177

ZD－159

ZI－3

崎陽雑報（瞬刻版）

　致遠閣／明治文化研究会編／日本評論社（昭43複

　刻3版）

　1－13号（慶応4．7一明2．5）　　　　Xb－110　B

　「明治文化全集4巻　新聞篇」収録

興　　亜

　大日本興亜同盟

　2巻8号一3巻9号（昭16．8－17．9）

　　欠：3（3－8）

Miura－Z－91

興亜経済研究所紀要

　早稲田大学興亜経済研究所編／早稲田大学出版

部

1輯（昭18．8）

神戸大学文学部紀要

　神戸大学文学部

　1号（昭47．1）一

Miuura－Z－86

ZP－45

一94



KOBE

神戸大学文学部紀要　　　　　　　　　　　　　　神戸海運集会所特報

　神戸大学文学部　　　　　　　　　　　　　　　　神戸海運集会所

　1号（昭47・1）一　　　　　　　　　　〇58－34　　　33－1817号（昭3．1－9．12）　　　　　　ZG－6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以後「日本海運集会所特報」と改題

神戸大学経済学研究年報

　神戸大学経済学部　　　　　　　　　　　　　　　神戸経営　～神戸大学経営学部学生経営学研究論

　1号（昭30．3）一　　　　　　　　　ZB－204　　誌～

神戸大学教育学部研究集録　　　　　　　　　　　　神戸大学「神戸経営」発行委員会

　神戸大学教育学部　　　　　　　　　　　　　　　　1号（昭47・6）一　　　　　　　　　　ZD一ユ92

　42集（昭45．2）一　　　　　　　ZA－377（K）　　　　　欠：2・3

　　欠：43

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸港外国貿易月表

神戸外大論叢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸税関
　神戸市外国語大学研究所　　　　　　　　　　　　　　大正8年6月一昭和6年12月　　　　　　ZL－10

　2巻4号（昭26．12）一　　　　　　　ZA－131　　　　欠：大8（8，i2），9（1，2，4），10（7），11（12），

　　総目次：「外事論叢」1－3巻（昭22．12－24．3），　　　　　　12（3・6・8－10）・15（7）

　　　　　　「神戸外大論叢」1－6巻（昭24．6－31．3）　　　以後「神戸税関外国貿易月表」と改題

　　　　　　7巻1・2・3号収録）　　　　7－16巻

　　　　　　（昭31．6－41．1）（17巻1・2・3号収録）　　神戸市外国語大学外国学研究所研究年報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市外国語大学外国学研究所

神戸学院法学　　　　　　　　　　　　　　　　1号（昭39。3）一　　　　　　　　　ZA－375

　神戸学院大学法学会　　　　　　　　　　　　　　　欠：9

　1巻1号（昭45．3）一　　　　　　　ZM－139

　　欠：1（2－4）　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸商科大学経済研究所研究年報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸商科大学経済研究所

神戸学院経済学論集　　　　　　　　　　　　　　　1号（昭39．3）一　　　　　　　　　ZB－203

　神戸学院大学経済学会

　1巻1号（昭44．12）一　　　　　　　　ZB－195　　神戸商科大学紀要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸商科大学

神戸法学雑誌　　　　　　　　　　　　　　　　　1－4号（昭28．7－31．12）　　　　　　ZA－282

　神戸法学会

　1巻1号（昭26．3）一　　　　　　　　　ZM－47　　神戸商工会議所所報

　　欠：17（4）　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸商工会議所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－48号（昭13．1－16．12）　　　　　　ZD－74

神戸海運集会所月報

　神戸海運集会所　　　　　　　　　　　　　　　　神戸商船大学紀要　第1類　文科論集

　57－76号（昭2．1－3．9）　　　　　　　ZG－4　　　神戸商船大学

　　以後「海運」と改題　　　　　　　　　　　　　　1－5号（昭28．3－32．2）　　　　　　　ZA－337

神戸海運集会所報　　　　　　　　　　　　　　　神戸税関外国貿易月報

　日本海運集会所　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸税関

　183－219号（昭2．1－12）　　　　　　ZG－6　　昭和7年1月一昭和15年9月　　　　　ZL－10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「神戸港外国貿易月表」の改題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一95一
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（官許）公文通誌　　　　　　　　　　　　　　　　古代文化

　公文社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古代学協会

　67－340号（明6．10－7．9）　　　　　XAz－54　　24巻1号（昭47．1）一　　　　　　　　ZQ－43

　　欠：150，151，226，227

　　以後「朝野新聞」と改題　　　　　　　 古代学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古代学協会

高知大学学術研究報告　人文科学　　　　　　　　　　14巻1号一18巻2号（昭42．10－47．3）　　ZQ－36

　高知大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以後休刊

　9巻（昭36．3）一　　　　　　　　　ZA－264

　　総目次：1－15巻（昭26㌘41）（含高知大学研究報　　講壇改進憲法雑誌　は

　　　　　　告）（別冊）　　　　　　　　　　　　憲法雑誌（XAz－51）を見よ

高知大学学術研究報告　社会科学　　　　　　　　　公営評論

　高知大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公企業研究調査会

　17巻（昭44．3）一　　　　　　ZA－264（SK）　　　10巻5号（昭40．5）一　　　　　　　　ZC－13

高知大学学術研究報告　自然科学　　　　　　　　　公益事業研究

　高知大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益事業研究会

　15－16巻（昭41．4－43．3）　　　ZA－264（S）　　　19巻2号（昭42．11）一　　　　　　　　ZC－14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総目次：1－20巻（昭24．3－44．3）（20巻1号収録）

高知大学研究報告　人文科学

　高知大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　講　　演

　1－2号（昭26．3－27．3）　　　　　　ZA－264　　　東京講演会

　　以後「高知大学学術研究報告」と改題　　　　　　　107－140輯（昭5．4－6．3）　　　　　　ZA－30

高知大学研究報告　自然科学　　　　　　　　　　（仮名傍訓）公布日報

　高知大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神沢社

　1－3号（昭26．3－27．3）　　　　ZA－264（S）　　　明治10年1冊一明治13年10冊（明10．1－13．10）

　　以後「高知大学学術研究報告」と改題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XAz－90

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠：明11（9）

高知女子大学紀要　　　　　　　　　　　　　　　　　（仮名傍訓）公布之写（おふれのうつし）の改題

　高知女子大学

　1巻1号一4巻2号（昭27．12－31．3）　　　ZA－298　　（仮名傍訓）公布之写　は

　　以後「人文・社会科学編」，「自然科学編」に分編　　　　「おふれのうつし」（XAz－90）　を見よ

高知女子大学紀要　人文・社会科学編　　　　　　　　公害研究

　高知女子大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪市立大学法学部

　6－11巻（昭32．12－37．12）　　　　　ZA－298　　　1部（昭49．11）一　　　　　　　　　ZM－142

　　「高知女子大学紀要」の分編，巻次を継承

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公害研究　～学際的協力をめざして～

高知商工時報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都留重人等編／岩波書店

　高知商工会議所　　　　　　　　　　　　　　　　　1巻1号（昭46．7）一　　　　　　　　ZA－191

　391－498号（昭7．1－15．12）　　　　　ZD－42

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－96



KOGYOKU

公害研究　～学際的協力をめざして～　　　　　　　興銀調査月報

　都留重人等編／岩波書店　　　　　　　　　　　　日本興業銀行調査部

　5巻1号（昭50．7）一　　　　　　　　　〇67一1　　　1－150号（昭31．10－44．3）　　　　　　ZF－31

工学院大学文化科学研究論叢　　　　　　　　　　　　　欠：40－63

　工学院大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「産業金融時報」の改題，

　1号（昭37．10）　　　　　　　　　ZA－424　　　以後「興銀調査」と改題

　　以後「工学院大学研究論叢」と改題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公議所日誌

工学院大学研究論叢　　　　　　　　　　　　　　　　上州屋惣七

　工学院大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－19号（明2．2－6）　　　　　　　　XAz－55

　2号（昭38．12）一　　　　　　　　　　ZA－424

　　「工学院大学文化科学研究論叢」の改題，巻次　　工業調査彙報

　　を継承　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工業調査協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1巻1号一16巻2号（大12．1一昭14．2）　　ZI－16

工学院大学研究論叢

　工学院大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　工業現勢

　2号（昭38．12）一　　　　　　　　　　〇58－5　　東京工業大学生産工学研究部

　　「工学院大学文化科学研究論叢」の改題巻次　　　2巻1号一13巻5号（昭8．1－19．5）　　　　ZI－40

　　を継承　　　　　　　　　　　　　　　　欠：2（7）

工学会誌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工業化学雑誌

　工学会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本化学会

　169－452号（明29．1一大10．10）　　　　ZS－2　　1編1号一55編12冊（明31．3一昭27．12）　ZS－3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠：47（11）一48（2），51（1，5－12），52（9－12），

三千余談（複刻版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53（11，12）

　東京大学生徒／茶話会／明治文化研究会編／日本　　　　総索引：1－40編（明31．3一昭12．12）（別冊）

　評論社（昭43複刻3版）

　1－3号（明10．6－7）　　　　　　　　Xb－11qB　　工業経営

　「明治文化全集　5巻　雑誌篇」収録　　　　　　　　広島大学工学部工業経営学科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1巻1号一15巻1号（昭26．12－40．3）　　ZD－119

工　　芸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以後「経営工学」と改題

　申楽社

　5－115号（昭6．5－21．12）　　　　　　　Pc－10　　工業経済研究

　　欠：6，7，10－21，23－36，38，40－43，46，48－56，　　　工業経済研究会編／森山書店

　　　　58二66，68，69，71，72，74－77，79－86，　　　　　1－6冊（昭7．4－9．8）　　　　　　　　ZI－36

　　　　88－103，エ05，106，108－113

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工業組合

興銀調社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工業組合中央会

　日本興業銀行資料センター　　　　　　　　　　　33－68号（昭11．1－13．12）

　151号（昭44．7）一　　　　　　　　　ZF－31　　皆野1巻1号一5巻11号（昭14．4－18．11）　ZD－65

　　欠：40－63　　　　　　　　　　　　　　欠：2（1），3（1）

　　「興銀調査月報」の改題巻次を継承　　　　　　　　以後「商業組合」と合併して「商工組合」と改題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一97一
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工業立地

　日本工業立地センター

　1巻1号（昭37．3）一　　　　　　　　　ZI－124

　　欠：1（4），3（1），7－9

工業所有権法研究

　準工業所有権研究所

　23巻1号（昭52．3）一　　　　　　　　ZM－163

鉱業統計月報

　通商産業大臣官房調査統計部

　14巻1号一30巻1号（昭35．3－51．3）　　　ZL－99

　　欠：14（2，3，5，6），15，16（1－7），18（4，5，7），

　　　　19（1）

　　以後「非鉄金属製品統計月報」と合併し，「資

　　源統計月報」と改題

工業ト社会

　東京工業会

　31巻H2号（昭4．1－12）

公法研究

　日本公法学会

　1号（昭24．11）一

講法雑誌

　興真社

　HO号（明14．1－3）

公法雑誌

　良書普及会

　1巻1号一10巻2号（昭10．1－19．2）

公　　評

　公評社

ZS－6

ZM－51

XAz－56

ZM－29

　5巻1号一9巻11号（昭42．12－47．12）　　ZA－198

個人企業経済調査結果速報

　総理府統計局

　昭和36年7～9月一38年1～3月（昭37．1－38．6）

　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZKa－2
　　「個人商工業経済調査結果速報」の改題，以後

　　「個人企業経済調査季報」と改題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一98

個人企業経済調査季報

　総理府統計局

　昭和38年4～6月一40年10～12月（昭38．9－4L2）

　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZKa－2
　　「個人企業経済調査結果速報」の改題

個人商工業経済調査結果速報

　総理府統計局

　昭和33年10～12月分一36年4～6月分

　（昭34．3－36．9）　　　　　　　TOKEI－ZKa－2

　　欠：昭34（10－12）

　　以後「個人企業経済調査結果速報」と改題

江城日誌

　村上勘兵衛等

　1－15号（慶応4．5）　　　　　　　　XAz－57

　　以後「鎮台日誌」と改題

交詞雑誌

　交言旬社

　1－33号（明13．2－12）　　　　　　　XAz－58

　　欠：2－14，24

航海雑報

　日本ロイド社

　1－10号（明14．3－12）　　　　　　　XAz－59

古錦新裁　は

　類聚新聞（XAz－94）　を見よ

（季刊）公企労研究

　公共企業体等労働問題研究センター

　1号（昭44．12）一　　　　　　　　　　ZC－16
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国家学会雑誌

　国家学会事務所

　1巻1号（明20．3）一　　　　　　　　　ZM－8

　　欠：43（3），58（9）一59，62（2，6），75（1，2）

　　総目録索引：1巻1号一42巻9号（明20．3一昭3．9）

　　　　　　　　（42巻10号〔500号〕収録）

国家学会雑誌

　国家学会事務所

　81巻1号（昭43．7）一 065－6

国会月報

　国会資料協会

　12巻210号一19巻300号（昭41．5－48．12）ZN－67

　　欠：12（211，213，215），13（225），

　　　　14（232，239，240），15（241，243，245，247），

　　　　16（254，257－261），17（265，268，269，273，

　　　　275），18（279，280，283，288）

国家経済会報告

　国家経済会

　1－50回（明23．12－29．9）

　　欠：2，10，22，25，39，42，49

国家及国家学

　国家社

　1巻1号一7巻12号（大2．2－8．12）

　　欠：2－6，7（3，7）

国家試験

　育成洞

　11巻10号一16巻4号（昭14．10－19．4）

滑　　稽

　滑稽協会

　1号（明24．10）

　　以後「新滑稽」と改題

滑稽風雅新誌

　開新社

　45－90号（明11．4－13．8）

　　欠：89

　　「風雅新聞」の改題，巻次を継承

ZB－13

ZN－25

ZA－67

XAz－60

XAz－20

考古学会

1編1－7号（明33．4－12）　　　　Miura－Z－99

　「考古学会雑誌」の改題，

　以後「考古界」と改題

　総目録：1編1－7号（「考古学雑誌」総目録に収

　　　　　録）

考古学会雑誌

　考古学会事務所

　1編1号一3編4号（明29．12－33．2）Miura－Z－6

　　以後「考古」と改題

　　総目録：1編1号一3編4号（「考古学雑誌」総目録

　　　　　　に収録）

考古学雑誌

　考古学会

　1巻1号一9巻8号（明43．9一大8．8） ZQ－1

考古学雑誌

　日本考古学会編／吉川弘文館

　1巻1号一34巻8号（明43．9一昭19．8）

　　　　　　　　　　　　　　　Miura－Z－7
　　欠：21（7－12），23（11－12），25（1－7，9，12）

　　「考古界」の改題

総目録：「考古学会雑i誌」1編1号一3編4号

　　　　（明29．12－33．3）

　　　　「考古」1編1－7号（明33．4－10）

　　　　「考古界」1編1号一8編12号

　　　　（明34．6－43．3）

　　　　「考古学雑誌」1巻1号一30巻12号

　　　　（明43．9一昭15．12）

（
別
冊
）

公庫月報

　農林漁業金融公庫

　2巻3号一12巻6号（昭29．7－39．9）　　　ZF－39

　　欠：2（10），4（1＞，6（5）一7（11），8（11），

　　　　9，10（1，2，6－9），11（4－12），12（1－3）

鉱工業生産概況

　経済企画庁

　昭和32年9－10月（昭32．10－11）

　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZId－1
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考古界

　考古学会

　1編1号一8編12号（明34．6－43．3）Miura－Z－5

　　「考古」の改題，以後「考古学雑誌」と改題

　　総目録：1編1号一8編12号（「考古学羅誌」総目

　　　　　　金剥こ耳又多乗）

広　　告

　博報堂

　124－209号（昭33．7－4L4）　　　　　ZD－139

　　欠：130，132，142，143，118－202

広告論叢

　万年社

　11－25輯（昭4．4－12．12）

　　欠：12

ZD－36

江湖新聞（複刻版）

　江湖雑報書局／明治文化研究会編／世界文庫（昭

　36複刻）

　1－22集（慶応4．閏4－5）　　　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集4巻」収録

　「大饗町版同全集4巻（XAz－141）」にも収録

江湖新聞

　無鳥郷雑報局

　1－22号（慶応4，4－5） XAz－61

江湖新聞（復刻版）

　小野秀雄校訂／明治文化研究会（大15復刻）

　1－22号（慶応4．4－5）　　　　　　　XAz－82A

　　「（横浜新報）もしほ草」と合本

江湖新報

　参全社

　1－29号（明9．8－10．1）

江湖新報

　四通社

　10－14号（明13．12）

　　欠：11－13

XAz－62

XAz－62～A

国文学　解釈と鑑賞

　至文堂

　32巻1号（昭42．1）一　　　　　　　　〇63－24

　〔別冊〕

　現代文学講座：」号（昭49．11）一

　情報禍時代のことばの生活：1－3号（昭50－51）

国文学　解釈と教材の研究

　学燈社
　15巻1号（昭45．1）一

国土地理院時報

　建設省国土地理院

　27集（昭37．10）一

　　欠：30，31

　　「地理調査所時報」の改題

063－31

ZR一］1

巻次を継承

国　　防

　朝雲新聞社

　12巻6号（昭38．6）一　　　　　　　　ZN－62

　　欠：13（5，12），14（1），18（9，10），19（1）

国土計画

　国土計画研究所

　1巻1号一3巻2号（昭17．7－19．6）

国学院大学大学院紀要

　国学院大学大学院

　3－4輯（昭47．3－48．3）

国学院大学紀要

　国学院大学

　6巻（昭42．6）一

国学院大学日本文化研究所紀要

　国学院大学日本文化研究所

　1輯（昭32．10）一

ZB－85

ZA－410（D）

ZA－410

ZQ－50
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国学院大学政経論叢

　国学院大学政経学会

　9巻2号一14巻4号（昭35．10－41．3）　　ZN－61

　　欠：9（3，4），10（1－3）

　　以後「国学院経済学」（ZB－163）と改題

　　総目次：1巻1号一14巻4号（昭27．10－41．3）

　　　　　　（14巻4号収録）

国学院経済学

　国学院大学経済学会

　15巻1号（昭41．12）一　　　　　　　ZB－163

　　「国学院大学政経論叢」（ZN－61）の改題巻次

　　を継承

国学院雑誌

　国学院大学

　47巻7号（昭16．7）一　　　　　　　　ZP－4

　　欠：50（10）一66（5）

　　総目録：1巻1号一55巻4号（明27．11一昭30．3）

　　　　　　（56巻3号収録）

航空月報

　逓信省航空局

　376－383号（昭12．5－12） ZG－20

国語・国文

　京都大学国文学会編／中央図書出版社

　40巻1号（昭46．1）一　　　　　　　　〇63－39

国語と国文学

　東京大学国語国文学会編／至文堂

　41巻1号（昭39．1）一　　　　　　　　〇63－19

　　分類総目次：1－500号（大13．5一昭40．11）

　　　　　　　　（別冊：42巻13号）

国語運動

　国語協会

　1巻1号一4巻12号（昭12．8－15．12）　　ZP－6

　　欠：1（4），2（4－12），3（1，2，5，6）

航空事情

　陸軍航空本部

　30－50号（昭2．4－3．12） ZG－7

欠：32－35，38，40，43－45，47，48

航空記事

　陸軍航空本部星空会

　41－263号（大15．1一昭19．8）　　　　　ZG－8

　　欠：46－51，54－66，68，69，71，73，75，

　　　　77－219，　258－260

国民経済

　国民経済研究協会

　2巻1号一5巻5号（昭22．1－25．5）

　　欠：3（4，12）

（季刊）国民経済計算

経済企画庁経済研究所

　7号（昭39．10）一

　　欠：12

ZB－96

ZB－174

国民経済雑誌

　神戸大学経済経営学会

　1巻1号（明39．6）一　　　　　　　　ZB－14

　　欠：70（1）

　　総目録：1巻1号一50巻6号（明39．6一昭6．6）（50

　　　　　　巻6号収録）

　　　　　　51巻1号一100巻6号（昭6．7－34．12）

　　　　　　（別冊）

　　　　　　101巻1号一120巻6号（昭35．1－44．12）

　　　　　　（別冊）

国民経済雑誌

　神戸商業大学商業研究所編／宝文館

　5巻3号一22巻6号（明41．9一大6．6）　080－2－5

　　欠：5（4）一8（3），9（2）一11（1），12，13（5），

　　　　14（6），　15（3），　16（2－6），　17（1），　19（1）

国民之友

　三友社

　1巻1号一20巻354号（明20．2－30．6）　XAz－63

　　総索引：1巻1号一23巻372号（明20．2－31．8）

　　　　　　（別冊）

101



KOKUMINSE

国民精神文化

　国民精神文化研究所

　2巻1号一9巻3号（昭11．1－18．3）　　　ZO－12

　　以後「教学」と改題

国民所得資料月報

　経済企画庁調査局国民所得課

　25－95号（昭26．4－33．6）　　TOKEI－ZHa－1

　　欠：34－36，41－43，51，59，60

　　以後廃刊

国内出版物目録

　国立国会図書館

　1巻1号一5巻12号（昭25．1－29．2）　　　ZA－115

国　　連

　日本国際連合協会

　39巻5号（昭35．5）一　　　　　　　　ZN－5

　　欠：39（6，10，11），40－43，44（2），45（6－10），

　　　　46（1－3），　49，　50

　　「国連評論」の改題，巻次を継承

国連評論

　日本国際連合協会

　36巻1号一39巻4号（昭32．1－35．4）　　　ZN－5

　　欠：36（9），37（3，4），38（8）

　　「世界とわれら」の改題，巻次を継承，

　　以後「国連」と改題

国立中央博物館時報

　国立中央博物館

　9－22号（康徳8〔1941〕．1－10．4）　　　　ZS－8

国立大学協会会報　は

　会報（ZA－199，057－3）　を見よ

国立国会図書館月報

　国立国会図書館

　1号（昭36．4）

　　欠：34－45，83

ZA－163

国立国会図書館納本月報

　国立国会図書館

　3－10号（昭24．2－24．9）　　　　　　ZA－135

国立国会図書館収書通報

　国立国会図書館

　1－73号（昭23．11－28．6）　　　　　　ZA－120

国立教育研究所紀要

　国立教育研究所

　2集（日召26）一　　　　　　　　　　　　　　　 ZO－55

　　欠：7，10，11，25，27－29

国立教育研究所所報

　国立教育研究所

　1－8号（昭25．8－26．12）　　　　　　　ZO－20

国立民族学博物館研究報告

　国立民族学博物館

　1巻1号（昭51．3）一　　　　　　　　　ZS－45

国立北平図書館館刊

　国立北平図書館編輯委貝会
　1巻1号一11巻1号〔民国17．5（1928）一26．2〕’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZA－83

国際文化（復刻版）

　国際文化研究所／国際文化復刻刊行会編／白石書

　店（昭49．7復刻）

　1年1号一2年10号（昭3．11－4．10）　　　ZK－139

国際文化

　国際文化振興会

　130－219号（昭40．4－47．9）　　　　　ZA－200

　　以後終刊

国際知識

　国際連盟協会

　3巻1号一17巻3号（大12．1一昭12．3）　　ZN－5

　　欠：3（8，9），5－12，14（3）

　　以後「国際評論（日本外事協会）と合併し，

　　「国際知識及評論」と改題
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識及評論 国際時報

国際協会 外務省情報部

4号一21巻12号（昭12．4－16．12） ZN－5 2巻6号一3巻24号（昭2．3－3．12） 0

「国際知識」「国際評論（日本外事協会）」の合併

誌，「国際知識」の巻次を継承，

以後「外交評論」と改題

国債額明細表

　大蔵省理財局

　昭和13年1月一昭和18年9月

国際月報

　外務省情報局

　1－41号（昭12．4－15．9）

　　欠：10－35

　1－43号（昭16．1－19．7）

ZF－14

ZN－26

国際法外交雑誌

　国際法学会

　11巻1号（大1．10）一　　　　　　　ZM－9

　　欠：19（5－12），20（11，12），41（1），44，

　　　　45（1，2，11，12），　46（4－6），　47（5－6），

　　　　50（6），　53（6）

「国際法雑誌」の改題，巻次を継承

国際法雑誌

　国際法学会

　1巻1号一10巻10号（明35．2－45．6）

　　以後「国際法外交雑誌」と改題

国際評論

　国際日本協会

　7巻10号一9巻6号（昭17．10－19．6）

　　欠：9（1）

　　以後「復興亜細亜」と改題

ZM－9

ZN－32

目次索引：1－2巻（大15．4一昭2）

国際事情

　外務省情報部

　1－215号（大9．11－15．3）

　　欠：137，138，140，167

　　以後「海外時報」と合併し，

　　昭4．4より復題

　270－558号（昭5．7－14．12）

　　欠：216－269，386－521

国際事情

　情報局

　1－39号（昭16．2－19．12）

　　欠：30

KOKUSAIKE

080－6－2

「国際時報」と改題，

国際重要経済統計月報

　東京商工会議所調査課

　1巻1号一2巻12号（昭7．11－8．12）

国際科学情報

　外務省国際連合局科学課

　1－14号（昭38．1－40．3）

　2巻1号一6巻3号（昭40．6－44．11）

　　8巻以降「科学と外交」と改題

国際関係学研究

　津田塾大学紀要委員会

　1号（昭49）一

ZN－4

ZN－4

ZL－27

ZS－29

ZN－73

国際経済大学論集　は

　長崎県立国際経済大学論集（ZB－171）　を見よ

国際時報

　外務省情報部

　1巻1－17号（大15．4－12）

　　「海外時報」と「国際事情」の合併誌，

　　昭4．4より「国際事情」に復題

ZN－4

国際経済研究

　国際経済調査所

　1巻1号一5巻12号（昭15．2－19．12）

　　欠：5（2－7）

ZB－77
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国際経済研究年報

　神戸大学経済経営研究所

　1－12号（昭26．3－37．3）　　　　　　ZB－207

　　以後「企業経営研究年報」と合併，「経済経営

　　研究年報」と改題

国際経済週報

　同盟通信社

　17巻27号一24巻12号（昭11．7－18．3）

　　欠：22（1），24（13）

　　「電通経済週報」を合併，

　　以後「同盟世界週報」と改題

ZB－56

国際研究会週報

　国際研究会

　3巻1号一4巻13号（昭16．1－17．3）　　ZB－130

　　欠：3（5，10，15，29，30）

　　「調査週報」の改題，巻次を継承

国際交流

　国際交流基金

　1号（昭49．3）一

国際協力

　国際協力事業団

　239号（昭49．8）一

「海外技術’協力」の改題，巻次を継承

国際問題

　日本国際問題研究所

　1号（昭35．4）一

　　欠：6，38－42

ZA－254

ZI－126

ZN－55

（月刊）国際問題資料

外務省情報文化局

　1号（昭48．5）一　　　　　　　　　　ZN－68

　　「国際週報」と「国際問題資料」の合併，改巻

国際連合

　日本国際連合協会

　28巻4号一30巻9号（昭23．4－24．3）　　ZN－5

　　欠：29，30（1－8）

　　「外交評論」の改題，巻次を継承，

以後「世界とわれら」と改題

国際商事法務

　国際商事法研究所

　1巻1号（昭48．1）一　　　　　　　　ZM－135

　　「海外商事法務（ZM－96）」の改題，改巻

国際商科大学論叢

　国際商科大学

　1号（昭42．7）一

国際商科大学論叢

　国際商科大学

　2号（昭43．7）一

　　　欠：5

国際食糧農業

　国際食糧農業協会

　5巻5号一12巻12号（昭31．5－38．12）

　　欠：

ZD－190

058－19

ZI－117

5（10－12），　6（1－3，　5－6），　7（1，7，12），

8（8，9），　9（6），　10－11，　12（4）

国際週報

　外務省情報文化局

　817－1230号（昭40．1－48．3）　　　　　ZN－63

　　以後「（月刊）国際問題資料」（ZN－68）と改題，

　　改巻

国際収支統計月報

　日本銀行外国局

　4号（昭41．9）一

　　欠：5－10，13，15，

　　　　　　　ZL－115

18，　19，　21，　22，　41

国際通信に関する諸問題

　国際電信電話

　13巻1号（昭41．4）一　　　　　　　　ZG－39

　　欠：14（10）

　　総目録：8巻1号一14巻12号（昭36．1－42．12）

　　　　　　（別冊）
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国産時報

　国産奨励会

　1巻2号一3巻12号（大5．6－7．12）

　　欠：1（3，5），2（5，10）

国士館法学

　国士館大学法学会

　1－5号（昭44．3－48．1）

　　欠：4

航空統計月報

　運輸省航空局監理部

　1巻1号一5巻12号（昭31．7－36．9）

欠：2（4），4（4－6），5（4）

駒大経営研究

　駒沢大学経営研究所

　1巻1号（昭44．7）一

ZI－17

ZM－118

TOKEI－ZIK－2

ZD－169

駒沢大学仏教学部研究紀要

　駒沢大学

　19－25号（昭36．3－42．3）　　　　ZA－411（Bu）

　　「駒沢大学研究紀要」の分離改題，巻次を継承

駒沢大学文学部研究紀要

　駒沢大学

　19－25号（昭36．3－42．3）　　　　ZA－411（B）

　　「駒沢大学研究紀要」の分離改題巻次を継承

駒沢大学学報

　駒沢大学

　復刊1号（昭26．3）

駒沢大学法学部研究紀要

　駒沢大学

　23号（昭40．3）一

駒沢大学経営学部研究紀要

　駒沢大学

　1号（昭46．3）一

ZA－411

ZM－150

ZD－187

駒沢大学経済学部研究紀要

　駒沢大学

　26号（昭43．3）一　　　　　　　　　ZB－213

　　「駒沢大学商経学部研究紀要」の分離改題，

　　巻次を継承

駒沢大学経済学論集

　駒沢大学経済学会

　1巻1号（通巻16号）（昭44．10）一　　　ZB－192

　　「研究論集（ZD－163）」の改題

　　総目録：「研究論集」1－15号（昭35．3－43．12），

　　　　　　「経済学論集」1巻1号一5巻3号（昭44．10

　　　　　　－48．12）（5巻3号収録）

駒沢大学研究紀要

　駒沢大学

　13－18号（昭30．3－35．3）　　　　　　ZA－411

　　以後「駒沢大学仏教学部研究紀要」「駒沢大学

　　文学部研究紀要」「駒沢大学商経学部研究紀要」

　　に分離

駒沢大学史学論集

　駒沢大学大学院史学会

　3号（昭49．3）一

駒沢大学商経学会研究論集　は

　研究論集（ZD－163）を見よ

ZQ－56

駒沢大学商経学部研究紀要

　駒沢大学

　19－25号（昭36．3－42．3）　　　　　ZA一一411（S）

　　「駒沢大学研究紀要」の分離改題，巻次を継承，

　　以後「駒沢大学経済学部研究紀要」と改題

駒沢社会学研究

　駒沢大学文学部社会学科

　1号（昭43．3）一 ZK－123

駒沢史学

　駒沢大学史学会

　1号（昭28．1）一　　　　　　　　　　ZQ－20

　　総目録：1－15号（昭28．1－43．4）（16号収録）
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公明選挙時報

　公明選挙連盟編／自治省選挙局

　〔縮刷版〕

　1－272号（昭27．12－37．1）

公民講座

　国民会館

　1－227号（大14．1一昭18．10）

　　欠：4－10，18，88，99

ZZ－16

ZA－20

甲南大学文学会論集　社会科学編

　甲南大学文学会

　3－9集（通巻20－41号）（昭38．3－44．7）　ZK－91

　　欠：4

　　以後終刊

　　総目録：1－41カ日昭29．1－44．7）（別冊）

甲南法学

　甲南大学法学会

　1巻1号（昭35．12）一　　　　　　　　ZM－71

　　1巻3，4号及び10巻3，4号は発行せず

　　総目次11－15巻（昭35．12－51．3）（15巻3・4号

　　収録）

甲南経営研究

　甲南大学経営学会

　1巻1号（昭35．11）一

甲南経済学論集

　甲南大学経済学会

　1巻1号（昭35．6）一

　　欠：5（4－6）

　　「甲南論集」の改題

ZD－131

ZB－111

甲南論集

　甲南大学経法学会

　1号一7巻6号（32号）（昭28．7－35．3）　ZB－111

　　以後「甲南経済学論集」と改題

高年齢を生きる

　地域社会研究所編／国勢社

　1号（昭46．9）一 055－7

（開成新聞）此花新書（複刻版）

　明治文化研究会編／世界文庫（昭36複刻）

　1－7輯（慶応4．閏4－5）　　　　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集5巻」収録

　「大誠旧版同全集5巻（XAz－141）」にも収録

公　　論

　第一公論社

　4巻10号一9巻1号（昭16．10－21．2）

　　欠：6（4），8（3，6－10，12）

紅陵大学論集

　紅陵大学研究所

　復刊1－3号（昭26．3－27．5）

　　「拓殖大学論集」の復刊，

　　以後「拓殖大学論集」と改題

公債社債並株式調

　日本銀行調査局

　大正14年6月一昭和13年7月

　　欠：大15一昭7（8）

公債社債統計月報

　日本興業銀行資料センター

　昭和17年1月一昭和21年12月

　　欠：昭19（9）一21（6）

　38－335号（昭22．1－48．3）

　　欠：72，73

工作機械

　科学主義工業社

　1巻1号一6巻24号（昭13．4－18．12＼

　　欠：5（16，20），6（4，7，9－22）

工　　政

　工政会

　55－187号（大13．4一昭10．11）

ZA－70

ZB－48

ZL－11

ZL－63

ZS－11

ZI－18

厚生事業研究（復刻版）

　大阪府厚生事業協会／文京出版（昭52復刻）

　31巻1号一32巻1号（昭18．1－19．1）　　　ZK－22

　　以後終刊

　　「社会事業研究」の改題巻次を継承
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厚生の指標

　厚生統計協会

　1巻1号一13巻13号（昭29．1－41．11＞

　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZMd－2
　　欠：1（7，12，14），4（3，6），5（5），6（7），

　　　　7（7，14），　8，　9（2，7），10（4，9），

　　　　12（3－7，9，10，12，13（1－7，9，12）

　　「衛生統計」の改題

厚生統計月報

　厚生省大臣官房統計調査部

　10巻10号一12巻3号（昭31－33．6）

　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZMd－3

　　以後「伝染病高速統計月報」と合併し，「衛生

　　統計月報」と改題

公正取引

　公正取引協会

　4号（昭25．7）一

　　欠：92－112

ZD－106

戸　　籍

　全国連合戸籍事務協議会編／帝国判例法規出版

社

1号（昭24．9）一 ZM－90

戸籍時報

　日本加除出版

　176号（昭48．1）一　　　　　　　　ZM－137

　　総索引：1－200号（昭33．4－50．1）（201号収録）

戸籍研究

　帝国判官法規出版社

　1－26号（昭21．12－24．11）

公社債月報

　公社債引受協会

　57号（昭36．5）一

　　「公社債会報」の改題，巻次を継承

ZM－89

ZD－133

公社債会報

　公社債引受協会

　4－52号（昭31．12－35．12＞

　　欠：24－26，28，38－43

　　後に「公社債月報」と改題

公私雑報（複官版）

ZD－133

公私雑報会社／明治文化研究会編／世界文庫

（日算36雀率土lj）

1－14号（慶応4．4－5）　　　　．　　　Ae－57

「幕末明治新聞全集5巻」収録

「大仁堂版同全集5巻（XAz－141）」にも収録

公　　証

　日本公証人連合会

　24号（昭43．10）一

高速道路

　高速道路調査会

　1巻1号一5巻12号（昭34．5－37．12）

　　以後「高速道路と自動車」と改題

高速道路と自動車

　高速道路調査会

　6巻2号一10巻3号（昭38．2－42．3）

　　「高速道路」の改題，巻次を継承

交通文化

　国際交通文化協会

　1－26号（昭13．1－19．4）

　　欠：23

交通経済

　交通経済社

　7巻1号一13巻6号（昭11．1－17．6）

　　欠：12（10－12）

交通研究

　早稲田大学交通政策学会

　1－22号（昭3．7－14．2＞

　　欠：10－20

ZM－124

ZG－33

ZG－33

ZG－24

ZG－17

ZG－16
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交通統計研究

　交通統計研究所

　2巻1号一3巻4号（昭38．4－40．3）　　　ZG－37

　　以後「交通と統計」と改題

交通と統計

　交通統計研究所

　4巻1号一10巻4号（昭40．5－47．1）　　　ZG－37

　　「交通統計研究」の改題，巻次を継承，

　　以後「運輪と情報管理」と改題

（季刊）交通と統計

交通統計研究所

　（復刊）1号（昭52・3）一　　　　　　　ZG＿37

　「運輸と情報管理」の改題復刊

小売物価調査月報

　商工大臣官房統計課

　昭和5年1月一6年5月　　　　　　　　ZL－28

　　以後「小売物価月報」と改題

小売物価月報

　満州国経済部商務司

　康徳7年（1940）1月一康徳11年9月

　　欠：康徳7（8－12），10（7）

　　「零（小）売物価」の改題

小売物価月報

　商工大臣官房統計課

　昭和6年6月一13年5月

　　「小売物価調査月報」の改題，

　　以後「全国小売物価月報」と改題

小売物価統計調査報告

　総理府統計局

　259号（昭49．1）一

小売物価統計調査報告

　総理府統計局

　HO号（昭26．6－27．5）

　　欠：6，9

　　欠：25，82，83，89，98

ZL－43

ZL－28

ZL－114

（改号）1－174号（昭27．10－42．2）TOKEI－ZHdr1

港　　湾

　港湾協会

　1巻1号一10巻9号（大12．4一昭7．9）　　ZG－9

講　　座

　大村書店

　1－38号（大12．1－15．3）　　　　　　　ZO－2

KULlC
　慶応義塾大学研究教育情報センター

　1号（昭45．10）一　　　　　　　　　ZA－238

熊本大学教育学部紀要

　熊本大学教育学部

　4－9号（昭31．3－36．2）　　　　　　　ZA－327

　　以後「人文科学」，「自然科学」に分編

熊本大学教育学部紀要　第2分冊　人文科学

　熊本大学教育学部

　10号（昭37．2）一　　　　　　　　　ZA－327

　　「熊本大学教育学部紀要」の分編，巻次を継承

熊本大学教養部紀要　人文科学編

　熊本大学教養部

　1号（昭41．3）一　　　　　　　　ZA－327（K）

熊本大学教養部紀要　自然科学編

　熊本大学教養i部

　1号（昭41．3）一　　　　　　ZA－327（KS）

熊本法学

　熊本大学法学会

　1号（昭39．7）一　　　　　　　　　　ZM－99

　　「法文論叢　法科篇」の改題，改巻

熊本評論（複刻版）

　熊本評論社／労働運動史研究会編／明治文献資料

　刊行会（昭37複刻）

　1－31号（明40．6－41．9）　　　　　　Km－368

　　以後終刊

　「明治社会主義史料集　別冊2」収録
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熊本商大論集

　熊本商科大学

　1号（昭29．12）一　　　　　　　　　ZD－120

　　欠：9－13，15，16

　　目次：1－29号（昭29．12－44．9）（30号収録）

熊本短大論集

　熊本短期大学

　6号（口召27．12）一

　　欠：39

熊本短期大学研究紀要

　熊本短期大学

　1－4号（昭24．8－26．9）

　　欠：3

ZA－137

ZA－416

暮しの手帖

　暮しの手帖社

　2世紀1号（昭44．8）一　　　　　　　　〇67－17

　　「美しい暮しの手帖」の改題，巻次を継承

呉羽紡績資料月報

　呉羽紡績株式会社調査室

　37－42号（昭29．7－12） ZI－105

久留米大学論叢

　久留米大学商学部，久留米大学医学部進学課程

　21巻1号（昭47．11）一　　　　　　　ZA－259

釧路論集

　北海道教育大学釧路分校

　1号（日召45．3）一

郷土研究

　郷土研究社

　1巻1号一7巻7号（大2．3一昭9．4）

ZA－225

ZQ－21

協同組合経営研究月報

　協同組合経営研究所

　112号（昭38．1）一　　　　　　　　　ZD－146

　　総目次：151－190号（昭41．4－44．7）（190号収録）

共栄経済

　共栄経済協会

　15巻6号一18巻1号（昭17．6－20．1）

　　欠：4（3），14（11），16（6）

　　「自由通商」の改題，巻次を継承

ZD－40

教　　学

　教学錬成所

　9巻4号一10巻1号（昭18．5－19．1）　　　ZO－12

　　「国民精神文化」の改題，巻次を継承

教学錬成

　受験界社

　25巻5－12号（昭19．5－12）

　　「受験界」の改題，巻次を継承，

　　以後「学芸界」と改題

狂言綺語

　楽々会

　1号（明26．3）

教　　育

　岩波書店

　7巻8号一12巻2号（昭14．8－19．2）

教　　育

　国士社

　14巻1号（昭39．1）一

三　　育

　世界評論社

　2巻9号一4巻2号（昭23．10－25．2）

　　欠：3（4，6，7，11）

（月刊）教育調査

　文部省調査普及局／刀江書院

　1巻1－6号（昭25．5－12）

教育調査

　全国教育調査研究協会

　1巻1号一2巻6号（昭27．5－28．10）

ZA－68

XAz－143

080一一7－1

ZO－24

ZO－39

ZO－25

ZO－60
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（季刊）教育法

総合労働研究所

　1号（昭46．10）一

教育報知

　教育報知社
　1－117号（明18．4－21．5）

　　欠：47－54

教育評論

　日本教職員組合情宣局

　211号（昭43．2）一

　　欠：212，213

教育評論

　日本教職員組合情宣局

　299号（昭49．1）一

教育時論

　開発社

　1031－1050号（大2．12－3．6）

ZO－38

XAz－140

ZO－33

062－10

ZO－10

教育研究～国際基督教大学学報1－A～

　国際基督教大学教育研究所編／同大学

　7号（昭35．12）一　　　　　　　　　　ZO－52

教育パンフレット

　大阪教育研究所

　1－62号（大14．6一昭6．11） ZO－3

教育政策研究

　教育政策研究センター編／明治図書出版

　1集（昭52．3）一　　　　　　　　　　　ZO－58

教育心理学研究

　日本教育心理学会

　1巻1号（昭28．5）一

教育相談研究

　東京教育大学教育相談研究所

　6集（日召39．8）一

ZO－35

ZO－47

教育展望

　京都府教育庁

　44－86号（昭29．3－37．12）

　　欠：48

（季刊）教育運動研究

　教育運動研究会編／あゆみ出版

　1号（昭51．7）一

　　「教育運；動史研究」の改題

ZO－31

ZO－59

教育雑誌

　文部省

　10－169号（明9．7－15．10）　　　　XAz－137

　　欠：19，25，30，31，37，38，41－44，47－51，54，

　　　　56，60－75，86，95，102，105，107，109－111，

　　　　128，137，140，142，156－163，165

　　「文部省雑誌」の改題

橋人法学

　一橋学生法学会

　2－10号（昭35．10－43．12）

橋人法学

　一橋学生法学会

　2－9号（昭35．10－42．12）

極東時報

　極東時報社

　3－91号（大5．12－8．5）

　　欠：4，10－14，16，33，47，60

　　以後「仏蘭西時報」と改題

共立女子大学短期大学部紀要

　共立女子大学短期大学部

　2－10号（昭33．12－41．12）

　　欠：4，5

共立薬科大学研究年報

　共立薬科大学

　4－7号（昭34．3－37．12）

ZM－117

088－28

ZA一一7

ZA－344

ZS－43
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共済と保険　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1号は「B理科」を含む，以後「京都学芸大学紀

　共済保険研究会　　　　　　　　　　　　　　　　要　A文科」と改題

　6巻6号（昭39．6）一　　　　　　　　　ZH－10

　　「共済保険研究」の改題（6巻5号より），巻次　　　京都学芸大学学報　B理科

　　を継承　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都学芸大学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－18号（昭27．8－36．3）　　　　ZA－299（B）

共産圏問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠：8，10

　欧ア協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以後「京都学芸大学紀要　B理科」と改題

　7巻4号一20巻3号（昭38．4－51．3）　　　ZK－77

　　欠：8（8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都学芸大学紀要　A文科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都学芸大学

狂詩戦　　　　　　　　　　19－28号（昭36．12－41．3）　　ZA－299（A）
　斗狂詩団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「京都学芸大学学報　A文科」の改題，巻次を

　1－16号（明29．5－12）　　　　　　　　XAz－65　　　継承，以後「京都教育大学紀要A人文・社会」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と改題

京都大学文学部研究紀要

　京都大学文学部　　　　　　　　　　　　　　　京都学芸大学紀要　B理科

　1－2号（昭27．3－28．3）　　　　　　　　ZP－36　　　京都学芸大学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19－28号（昭36．12－41．8）　　　　ZA－299（B）

京都大学教育学部紀要　　　　　　　　　　　　　　　「京都学芸大学学報　B理科」の改題，巻次を

　京都大学教育学部　　　　　　　　　　　　　　　　継承，以後「京都教育大学紀要　B自然科学」

　14号（昭43．3）一　　　　　　　　　ZA－395　　　　と改題

京都大学新聞（復製版）　　　　　　　　　　　　　京都学芸大学紀要総索引

　京都大学新聞社／京都大学新聞縮刷版発行委員　　　京都学芸大学

　会（昭44－45復製）　　　　　　　　　　　　　　1－20号（昭26．5－37．3）　　　　ZA－299（S）

　〔縮刷版〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　但し，1－18号誌名：「京都学芸大学学報」

　1－6巻（大14．4一昭45．3）　　　　　　ZZ－20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都法学会雑誌

京都府立大学学術報告　人文　　　　　　　　　　　京都法学会

　京都府立大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　1巻1号一13巻12号（明39．1一大7．12）　　ZM－10

　11号（昭34．11）一　　　　　　　　　ZA－269　　　以後「法学論叢」と改題

　　「西京大学学術報告　人文」の改題，巻次を

　　継承　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都経済月報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都商工会議所

京都学園大学論集　　　　　　　　　　　　　　　　117－128号（昭15．1－12）　　　　　　ZB－36

　京都学園大学学会　　　　　　　　　　　　　　　　「京都経済時報」の改題巻次を継承

　1巻1号（昭47．4）一　　　　　　　　ZA－239

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都経済時報

京都学芸大学学報　A文科　　　　　　　　　　　　　京都商工会議所

　京都学芸大学　　　　　　　　　　　　　　　　　2－116号（昭5．4－14．12）　　　　　　ZB－36

　1－18号（昭26．5－36．3）　　　　　ZA－299（A）　　　　以後「京都経済月報」と改題

　　欠：8，10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－111
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京都教育大学紀要　A人文・社会

　京都教育大学

　29号（昭41．8）一　　　　　　　　ZA－299（A）

　　「京都学芸大学紀要　A文科」の改題，巻次を

　　継承

京都教育大学紀要　B自然科学

　京都教育大学

　29号（昭41．8）一　　　　　　　　ZA－299（B）

　「京都学芸大学紀要　B理科」の改題巻次を

　　継承

京都産業大学論集

　京都産業大学

　1巻1号（昭47．1）一

京都市立美術大学研究紀要

　京都市立美術大学

　1－3号（昭30．1－32．7）

京都市社会課季報

　京都市社会課

　1－8号（昭2．7－4．7）

　　欠：2，4，5

京都商主情報

　京都市経済局

　21－97号（昭30．7－47．3）

　　欠：27－30，40－43

教養学科紀要

　東京大学教養学部教養学科

　1輯（昭43．3）一

教養論叢

　慶応義塾大学法学部法学研究会

　23号（昭43．7）一

　　「法学研究」別冊

共存雑誌

　共存同衆

　1－67号（明8．1－13，5）

　　欠：66

ZA－241

ZP－41

ZK一ユ7

ZI－119

ZA－396

ZA－224

XAz－66

旧幕府（復刻版）

　戸川安宅編／富山房／原書房（昭46復刻）

　1巻1号一5巻7号（明30．4－34．8）　　　　ZQ－40

　　以後「武士時代」と改題

救済研究（復刻版）

　救済研究会事務所／文京出版（昭50復刻）

　1巻1号一10巻7号（大2．8－11．7）　　　　ZK－22

　　以後「社会事業研究」と改題

九州文化史研究所紀要

　九州大学九州文化史研究施設

　5号（昭31．3）一 ZQ－52

九州大学教育学部紀要

　九州大学教育学部

　1－2集（昭27．10－29．10）　　　　　　　ZA－303

　　以後「教育学部門」，「教育心理学部門」に分編

九州大学教育学部紀要　教育学部門

　九州大学教育学部

　3集（昭30．3）一　　　　　　　　　　　　ZA－303

　　「九州大学教育学部紀要」の分明，巻次を継承

九州大学教育学部紀要　教育心理学部門

　九州大学頭育学部、

　3－5集（昭30．3－33．3）　　　　　　　　　ZA－303

　　「九州大学教育学部紀要」の分編，巻次を継承

九州大学温泉治療学研究所研究彙報

　九州大学温泉治療学研究所

　2巻3号一3巻3号（昭25．7－26．7）　　　ZS－21

九州工業大学研究報告

　九州工業大学

　1号（昭28．3）一

人文・社会科学

九州共立大学紀要

　九州共立大学経済学会

　1巻1号一2巻2号（昭41．2－42．9）

ZA－321

ZB－241
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九州産業大学商経論叢

　九州産業大学商経学会

　4巻1号（昭38．12）一　　　　　　　ZD－160

　　「九州商科大学商経論叢」の改題，巻次を継承

九州歯科大学進学課程研究紀要

　九州歯科大学進学課程

　3号（昭47．2）一 058－39

九州商科大学商経論叢

　九州商科大学商経学会

　1巻2号一3巻4号（昭36．3－38．5）　　　ZD－160

　　欠：1（3），2（2）

　　以後「九州産業大学商経論叢」と改題
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L

ラテンアメリカ研究

　ラテンアメリカ中央会

　15巻1号一17巻7号（昭17．1－19．10）

レジャー産業資料

総合マネジメント

7巻1号一8巻2号（昭49．1－50．2）

ZN－31

ZP－33

Library　and　information　science

　三田図書館情報学会

　6号（昭43．7）一　　　　　　　　　　ZA－230

　　「Library　science」の改題，巻次を継承

Library　science

　三田図書館学会

　1－5号（昭38．7－42．7）　　　　　　　ZA－230

　　以後「Library　and　information　science」

　　と改題

M
（週刊）マッカーサー司令部重要発表及指令

　渉外通信社

　1巻1号一2巻21号（昭21．7－22．6）　　　ZN－34

窓

ナウカ

2号（昭47．9）一

　欠：3－5

毎月勤労統計調査報告（全国調査）

　労働省大臣官房労働統計調査部

061－31

180－191号（昭和39年1月分一12月分）（昭39．5－

40．3）　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZHc－2

　欠：183

　「毎月勤労統計調査結果報告（全国調査）」の改

　題，巻次を継承

毎月勤労統計調査結果報告（地方調査）

　労働省大臣官房労働統計調査部

　113－141号（昭和35年6月分一37年12月分）

　　欠：119　　　　　　TOKEI－ZHc－4

　　「毎月勤労統計調査結果表（地方調査）」の改題，

　　巻次を継承

毎月勤労統計調査結果報告（全国調査）

　労働省大臣官房労働統計調査部

　138－179号（昭35年7月分一38年12月分）

　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZHc－2
　　「毎月勤労統計調査結果表（全国調査）」の改題，

　　巻次を継承，以後「毎月勤労統計調査報告（全

　　国調査）」と改題

毎月勤労統計調査結果表（地方調査）

　労働省大臣官房労働統計調査部

　70－112号（昭和31年11月分一35年5月分）

　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZHc－4

　　欠：73，80，82，85，86，89，90，92，102，

　　　　108，109

　　以後「毎月勤労統計調査結果報告（地方調査）」

　　と改題
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毎月勤労統計調査結果表（全国調査）

　労働省大臣官房労働統計調査部

　81－137号（昭31年3・月一35年6月）TOKEI－ZHc－2

　　欠：102，103，107

　　以後「毎月勤労統計調査報告（全国調査）」と改

　　題

まいにちひらがなしんぶん

　啓蒙社

　1慶ばん（明6，2）一

毎日新聞（東京）

　毎日新聞社（東京）

　昭和18年1月一昭和29年11月

　　「東京日日新聞」の改題

　〔縮刷版〕

5巻12号（昭29．12）一

XAz－67

ZZ－6

毎通財界バロメーター

　毎日通信社経済調査部

　134－333号（大13．9一昭2．7）　　　　　ZL－8

　　欠：152

　　「財界バロメーター」の改題，巻次を継承

マネジメント

　日本能率協会

　10巻4号（昭26．4）一　　　　　　　　　ZI－7g

　　欠：28（13），28（13），31（8），32（9）

　　「日本能率」「事務能率」「生産能率」の合併，改

　　題，「日本能率」の巻次を継承

マネジメント

　マネジメント社

　2巻3－5号（大14．3－5）

満　　蒙

　満州文化協会

　4年33冊一15年11号（大12．4一昭9．11）

　　欠：5（54），9（99）一13，14（8）

　　「満蒙之文化」の改題巻次を継承

満蒙事情

　南満州鉄道株式会社

067－22

ZA－21

10巻2号一11巻8号（昭5．2－6．8）　　　　ZA－4

「調査時報」の改題，巻次を継承，以後「満鉄

調査月報」と改題

満蒙事情

　南満州鉄道株式会社

　10巻2号一11巻7号（昭5．2－6．7）　Miura－Z－44

　　欠：11（8）

　　「調査時報」の改題，巻次を継承，以後「満鉄調

　　査月報」と改題

満蒙実業彙報

　大連商業会議所

　9－34号（大5．4－7．4）　　　　　　　　ZI－48

　　欠：15

　　「大連商業会議所月報」の改題，巻次を継承

満蒙研究彙報

　満蒙研究会

　1－43号（大4．1－8．8）

　　欠：2，13－23，37，39－42

満蒙之文化

　満蒙文化協会

　ユ年1冊一4年32冊（大9．9－12，3）

　　欠：2（1－4），4（30）

　　以後「満蒙」と改題

満蒙史論叢

　日満文化協会

　2－4（日常14．12－18．9）

万年艸（ぐさ）

　万年艸発行所

　巻1－12（明35．10－37．3）

満州物価労銀調

　満州中央銀行調査課

　康徳4年（1937）5月一康徳5年12月

満州物価調

　満州中央銀行調査課

　康徳6年（1939）1月一康徳11年7月

ZA－43

ZA－21

Miura－Z－26

XAz－68

ZL－44

ZL－58
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満州中央銀行調査彙報

　満州中央銀行調査課

　1－10輯（康徳4〔1937〕．8－8〔1941〕．4）　ZI－51

　　欠：8，9

満州学報，

　満州学会（大連）

　2－9号（昭8．7－19．3）

　　欠：3－7

Miura－Z－63

満州経済統計月報

　南満州鉄道株式会社庶務部調査課

　1巻1号一17巻2号（大13．8一昭15．4）

　　欠：16

満州国外国貿易統計月報

　満州国財政部

ZL－12

大同3年（1934）1月一康徳6年（1939）12月ZL－30

　欠：康徳5（1，2）

満州国政府公報

　満州国国務院総務庁秘書処

　1－341（大同1〔1932〕．4－3〔1934〕．2）

　　欠：87

　康徳1年（1934）3月一12月

ZZ－8

満州国政府公報日訳

　満州国国務院総務庁秘書処

　2－341号（大同1〔1932〕．4－3〔1934〕．2）　ZZ－9

　　欠：32

　康徳1年（1934）3月一12月

満州帝国統計月報

　満州国総務庁統計処

　1巻1号一2巻9号（康徳6〔1939〕．6－9．9）　ZL－62

満州特産月報

　満州特産中央会

　1－4巻（昭11．3－14．12）

満鉄調査月報

　南満州鉄道株式会社

ZI－44

11巻9号一24巻2号（昭6．9－19．2）　　　ZA－4

　「満蒙事情」の改題，巻次を継承，以後廃刊

満鉄調査月報

　南満州鉄道株式会社

　11巻9号一24巻2号（昭6．9－19．2）Miura－Z－44

　　欠：16（1－3），21（8），22（1，4），23（4，8）

　　「満蒙事情」の改題，巻次を継承，以後廃刊

満鉄支那月誌

　南満州鉄道株式会社上海事務所

　9年11／12号（昭7．12）

マーケティング：文献抄録

　日本マーケティング・サービス

　1巻1号一3巻18号（昭38．12－41．6）

　　以後廃刊

団団珍聞（まるまるちんぶん）

　珍聞館

　1－1238号（明10．3－32．10）

Miura－Z一一77

ZD－145

XAz－69
欠：191－200，211－230，241－350，426－449，476－

　1107，1109，1117－1121，1124－1132，1134，1135，

　1139－1140，1142，1144－1151，1153－1160，1164，

　1173，1174，1178，1179，1183－1190，1192－1200，

　1203－1210，1212，1214，12ユ6－1218，1223，1226，

　1228，1229，1232，1234

マルクス主義（復刻版）

　マルクス協会／法政大学大原社会問題研究所編

　／法政大学出版局（昭46－48復刻）

　1巻1号一5巻4号（30号）（大13．5－15．10）

　31－56号（大15．11一昭4．4）　　　　　Kp－148

　「日本社会運動史料　機関紙誌篇　日本共産

　党合法理論誌」収録

真砂新聞

　真砂新聞社

　1－26号（明11．6－7）

マスコミ市民

　日本マスコミ市民会議

　1号（昭42．2）一

XAz－70

ZK－113
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松商論叢

　松商学園短期大学

　1－4号（昭29．10－32．3）　　　　　　ZD－124

松山経専論集

　松山経済専門学校商経研究会

　7号（昭24．2）　　　　　　　　　　ZD－86

　　「松山高商論集」の改題巻次を継承，以後

　　「松山商大論集」と改題

松山高商論集

　松山高等商業学校生経研究会

　1－5号（昭13．12－17．9）　　　　　　　ZD－86

　　以後「松山経専論集」と改題

松山商大論集

　松山商科大学商経研究会

　1巻1号（昭25．2）　　　　　　　　　ZD－86

　　「松山経専論集」の改題

　　総索引：1号（松山高商論集）一22巻6号（昭13．

　　　　　　12－47．2）（別冊）

メディアジャーナル

　放送ジャーナル社

　5巻7号一6巻7号（昭50．7－51．7）　　　ZK－112

　　「CATVジャーナル」の改題巻次を継承，以

　　後「（月刊）放送ジャーナル」と改題

明大商学論叢

　明治大学商学研究所

　1巻1号（大15．6）　　　　　　　　　ZD＿8

　欠：10（5，6），12（1），50（2－4＞

　　「経済及商業」の改題

　復刊1巻1－6号（昭24．10－26．3）

　　但し，34巻（昭19）と35巻（昭26）の空白時に発

　　行

明法志林

　国文社

　1－60号（明14．3－16．9）　　「　　　XAz－71

明治文化（復刻附場名：明治文化研究）

　明治文化研究会／広文庫（昭47復刻）

　5巻7号一17巻1号（昭4．7－19．1）　　　ZA－242

　　「明治文化研究」の改題巻次を継承

明治文化研究（復刻版）

　明治文化研究会／広文庫（昭47復刻）

　3年7冊一5巻6号（昭2．7－4．6）　　　　ZA－242

　　「新旧時代」の改題，巻次を継承，以後「明治

　　文化」と改題

明治大学大学院紀要

　明治大学大学院

　1－8集（昭39．3－45．12）　　　　　　　ZA－373

　　以後「法学篇」「商学篇」「政治経済学篇」「経営

　　学篇」……に分編

明治大学大学院紀要　法学篇

　明治大学大学院

　9集（昭46．12）　　　　　　　　　　　ZA－373（1）

　　「明治大学大学院紀要」の分編，巻次を継承

明治大学大学院紀要　経営学篇

　明治大学大学院

　9－10集（昭46．12－47．12）　　　　ZA－373（6）

　　「明治大学大学院紀要」の分編，巻次を継承

明治大学大学院紀要　政治経済学篇

　明治大学大学院

　9集i（昭46．12）　　　　　　　　　　　ZA－373（3）

　　「明治大学大学院紀要1の分編，巻次を継承

明治大学大学院紀要　商学篇

　明治大学大学院

　9集（昭46．12）　　　　　　　　　　　ZA－373（2）

　　「明治大学大学院紀要」の分編，巻次を継承

明治大学法科特別研究室紀要

　明治大学法科特別研究室

　1号（昭32．3）　　　　　　　　　　ZM－146

　　以後「明治大学法制研究所紀要」と改題

明治大学法制研究所紀要

　明治大学法制研究所

　1－14号（昭33．3－46．7）　　　　　　　ZM－146

・一 P17一
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欠：10

「明治大学法科特別研究室紀要」の改題

明治大学人文科学研究所年報

　明治大学人文科学研究所

　1－8号（昭35．10－42。12）

明治大学商学研究所年報

　明治大学商学研究所

　1－4集（日召31．2－34．7）

明治大学短期大学紀要

　明治大学短期大学

　7号（昭38．2）一

　　欠：9，10，12－15

明治学報

　明治学会

　77－131号（明37．10－41．1！）

　　欠：81，85，90－92

明治学院高商論叢

　明治学院高商学会

　1－11号（昭6．2一昭15．12）

　　欠：6－8，10

　　以後「明治学院論叢」と改題

ZA－368

ZD－180

ZA－403

ZM－11

ZD－51

明治学院論叢

　明治学院大学文経学会

　15号（復刊1号）（昭24．2）一　　　　　ZD－51

　　欠：52－55，107

　　「明治学院高商論叢」の改題，巻次を継承

明治学院論叢研究年報　法学

　明治学院大学文學学会

　1－3号（昭42．3－43．12）

　　以後廃刊

ZD－51（H）

明治学院論叢研究年報　一般教育科目特輯

　明治学院大学文経学会
　1－4号（昭41，3－44．3）　　　　　　ZD－51（1）’

　　以後廃刊

明治学院論叢研究年報　経済学特輯

　明治学院大学文経学会

　1－3号（昭41．3－43、3）　　　　　　ZD－51（K）

　　以後廃刊

明治学院論叢研究年報

　明治学院大学文経学会

　ユー3号（昭41．3－43，3）

　　以後廃刊

（官板）明治月刊

　開物新社

　1－2号（明1．9－10）

明治小説文庫

　博文館

　1－10編（明30．12－31．9）

明治大正文学研究

　東京堂

　9－24号（昭27．12－33．6）

　　欠：10－14，19－22

名城大学教職課程紀要

　名城大学教職課程部

　2－5巻（昭45．3－48．3）

　　欠：3－4

社会学・社会事業特輯

ZD－51（S）

XAz－72

XAz－73

063－28

058－28

名城法学

　名城大学法学会

　16巻1号（昭41．11）一　　　　　　　ZM－110

　　目録：1－21巻（昭25．9－47．3）（22巻1号収録）

名城法学論集

　名城大学法学会

　1集（日露49．3）一 ZM－141

名城商学

　名城大学商学会

　1巻1号（昭26．2）一　　　　　　　　ZD－135

　　欠：3（1，3，4），4（3，4），8（2），9（2－3），12（1），

　　13（2－4），14（1－3）

　　総目次：1－20巻（昭26．2－46．3）（20巻3・4号収録）
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明六雑誌

　明六社

　1－9号（明7．3－6）

XAz－74

061－28

Miura－Z－97

明六雑誌（明六社雑誌）（複刻版）

　明六社／明治文化研究会編／日本評論社（昭43複

　刻3版）

　1－43号（明7．3－8．11）　　　　　　Xb－110　B

　「明治文化全集　5巻　雑誌篇」収録

明星大学経済学研究紀要

　明星大学経済学研究室

　4号（昭47．11）一 ZB－243

名証月報

　名古屋証券取引所調査部

　23巻1号（昭48．3）一　　　　　　　ZD－144

　　「セキュリティズ」の改題，巻次を継承

目白学園女子短期大学研究紀要

　目白学園女子短期大学

4号（昭42．12）一

綿業時報

　日本綿業倶楽部

　6巻1号一12巻4か条昭13．1－19．4）

棉花月報

　日本棉花輸入協会

　1巻ユ号一2巻6号（昭21．8－22．6）

棉花・綿糸・綿布月報

　日本棉花同業会

　455－486号（昭13．3－15．10）

058－17

ZI－59

ZI－83

ZL－54

綿花統計月報

　綿花経済研究所

　1－42号（昭23．1－26．6）

　　以後「（The）Cotton　statistical

　　と改題

綿工聯
　日本綿織物工業組合聯合会

　1－61号（昭10．7－15．10）

　　　　　　　　　　　　　、　　以後「織布」と改題

綿工聯統計月報

　日本綿織物工業組合聯合会

　昭和10年7月一12月（昭10．8－11．1）

　1－52号（昭11．2－15。6）

緬羊彙報

　農林省畜産局畜産課緬羊係

　ユ巻2号一4巻1号（昭14．5－17．6）

綿輸月報

　日本綿糸布輸出組合

　昭和16年3月一12月

　　「綿輸聯」の改題

運輸聯
　日本綿糸布輸出聯合会

　昭和15年8月一16年2月

　　以後「綿輸月報」と改題

めさまし草

　盛春堂等

　巻の1一巻の46（明29．1－33．9）

　　欠：41，43，44

緑丘学人（小樽高商校友会誌）

　小樽：高等商業学校校友会

　48号（昭12．6）

三重大学教育学部研究職要

　三重大学教育学部

　23巻1号（昭47．3）一

　ZL－65
journal　j

ZI－45

ZL－35

ZI－71

ZD－89

ZD－89

XAz－75

ZA－47

ZA－381
「三重大学教育学部教育研究所研究紀要」の改題
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三重大学教育学部教育研究所研究紀要

　三重大学教育学部教育研究所

　34一〔47〕号（昭41．4－45．12）　　　　ZA－381

　　以後「三重大学教育学部研究紀要」と改題

三重法経

　三重短期大学法経学会

　2号（昭29．3）一

　　欠：6－9，12，14，15，17，19，20

ZM－76

三重県立大学研究年報　第1部　人文社会科学

　三重県立大学教養部

　1巻1号一7巻2号（昭27．3－47．3）　　ZA－286（1）

　　欠：2（2），6（2）

　　以後廃刊

三重県立大学研究年報　第2部　自然科学

　三重県立大学教養部

　1巻1号一3巻3号（昭27．10－36．3）　ZA－286（2）

　　欠：3（2）

ミリオネア

産業社

13巻1号一25巻11号（昭35．1－47．11）　　ZI－98

　　欠：15（9），17

　　「産業と産業人」の改題，巻次を継承

南亜細亜学報

　亜細亜文化研究所

　1－2号（昭18．2－19．4） Miura－Z－24

南支那及南洋情報

　台湾総督官房外事課

　7年24号一8年6号（153号）（昭12．1－13．3）ZI－52

　　以後「南支南洋」と改題

（季刊）南と北

　南方同胞援護会

　25－50号（昭38．6－44．9）　　　　　　ZA－186

　　欠：26－31

　　「沖縄と小笠原」の改題，巻次を継承，

　　以後「沖縄」と改題

（新聞論破）湊川濯余

　1（慶応4．7）

民部省日誌

　須原屋茂兵衛等

　1号（明4．1・2）

民事月報

　法務省民事局

　6巻7号一25巻8号（昭26．7－45．8）

　　欠：25（2）

　　索引：

XAz－76

XAz－77

ZM－45

10－13巻（昭30．1－33．12）（別冊）

民事研修

　法務総合研究所

　10号（昭33．2）一　　　　　　　　　　ZM－73

　　欠：11，15，21，23－26，37

　　総索引：1－100号（昭32．5－40．8）（別冊）

民事訴訟雑誌

　民事訴訟法学会編／法律文化社

　1号（昭29．7）一

　　欠：4

民科学術通信

　民主々義科学協会

　1－26号（昭23．6－24．9）

民間放送

　日本民間放送連盟

　4巻11号一5巻12号（昭29．10－30．12）

民間放送

　日本民間放送連盟

　612号（昭49．1）一

　　欠：614，618

ZM－107

ZA－108

ZK－56

ZK－108

（官許）（智恵ノ指南）民間雑誌（複刻版）

　福沢諭吉等著／慶応義塾出版社／明治文化研究会

　編／日本評論社（昭43複刻3版）

　1－12編（明7．2－8．6）　　　　　　　Xb－110B

　「明治文化全集　5巻　雑誌篇」収録
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みんなの図書館

　図書館問題研究会

　1号（昭52．7）一

（月刊）民放

　日本民間放送連盟

　4巻1号（昭49．1）一一

ZA－451

ZK－109

民放労連

　日本民間放送労働組合連合会（昭47縮刷）

　〔縮刷版〕

　ユー224号（昭28．10－47．4）　　　　　　ZK－135

　　欠：15

　　町名：1－37号（昭28．10－32．11）「労連ニュー

　　　　　ス」，38－53号（昭33．4－34．7）「民放労連

　　　　　ニュース」，54号（昭34．9）一「民放労連」

民放労連

　日本民間放送労働組合連合会

　388号（昭52．11）一 ZK－135

民　　生

　満州国民生部大臣官房資料科

　1巻4号一3巻6号（康徳5〔1938〕．7－7〔1940〕．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZK－24

民　　政

　民政社

　4巻4号一6巻12号（昭5．4－7．12）

　　欠：5（7－12）

民政月刊

　満州国民政部

　3巻1－6号（康徳4〔1937〕．1－6）

民商法雑誌

　有斐閣

　1巻1号（昭10．1）一

　　欠：2（1－6）

民商法雑誌

　有斐閣

　62巻1号（昭45．4）一

ZN－49

ZN－27

ZM－26

065－8

民主主義科学

　民主主義科学者協会

　1巻1－5号（昭21．3－10）

　　欠：1（4）

　　以後「社会科学」と改題

ZK－34

民　　族

　岡村千秋編／民族発行所

　1巻1号一4巻3号（大14．11一昭4．4）Miura－Z－15

　　以後休刊

民俗学
　民俗学会

　1巻1号一5巻12号（昭4．7－8．12）　Miura－Z－16

　　欠：2（1），3（1－5，7－12），4（1，5）

民族学研究

　日本民族学会

　12巻2号（昭22．9）一　　　　　　　　ZS－15

　　欠：13（3）（Miura－z－17参照）

　　総目録：1巻1号一34巻4号（昭10．1－45．3）

　　　　　　（34巻4号収録）

民族学研究

　日本民族学会編／三省堂

　1巻1－4号（昭10．1－10）

　　欠：1（3）

064－1

民族学研究

　日本民族学協会

　1巻1号一8巻4号（昭10．1－16．2）

　新1巻1号一3巻2輯（昭18．2－22．2）

　12巻1号一13巻3号（昭22．7－24．2）

　　　　　　　　　　　　　　　Miura－Z－17

　　12（1）より創刊号からの通巻となる

民族学年報

　民族学研究所編／三省堂

　2－3巻（昭15．12－16．12）

民族研究所紀要

　民族研究所編／彰考書院

　1冊（昭19．8）

Miura－Z－18

Miura－Z－62
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民族と歴史

　日本学術普及会

　1巻1号一8巻6号（大8．1－11．12）　　　ZQ－10

　　以後「社会史研究」と改題

民族と歴史

　日本学術普及会

　1巻1号一8巻6号（大8．1－11．12／　Miura－Z－4

　　以後「社会史研究」と改題

未　　来

　未来社

　64号（昭47．1）一　　　　　　　　　　ZA－194

未来研究

　未来P＆Dグループ編／宣協社

　1巻1号一3巻7号（昭44．8－46．7）　　　ZA－214

　　以後休刊

みすず
　みすず書房

　10巻6号（昭43．6）一　　　　　　　　〇60－16

三田文学

　三田文学会

　60巻1号（昭48．1）一　　　　　　　　〇63－45

三田学会雑誌

　慶応義塾経済学会

　6巻3号（大1．3）一　　　　　　　　　ZB－15

　　欠：14（11，12），24（12），26（10，12），34（3），

　　　　52（3，6，9）

三田評論

　慶応義塾広報課三田評論編集係

　550号（復刊1号）（昭26．10）一　　　　ZA－113

　　欠：558，564，566，568，570－622，645，646，648－

　　　　650，665，671，672，677，678，681，683，684

三田新聞（復刻版）

　三田新聞学会（昭46復刻）

　〔縮刷版〕

　1巻：1－100号（大6．7－11．6）　　　　ZZ－21

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－122

三井文庫論叢

　三井文庫

　1－7号（昭42．3－48．11）　　　　　　ZD－205

宮城学院女子大学研究論文集

　宮城学院女子大学文化学会

　4－12号（昭28－33．1）　　　　　　　ZA－323

　　欠：5，6

宮城教育大学紀要

　宮城教育大学

　1巻（昭42．3）一　　　　　　　　　ZA－406

都にしき

　錦華社

　1－11号（明29．1－7）　　　　　　　XAz－78

都の花
　金港堂

　1－109号（明21．10－26．6）　　　　　XAz－79

宮崎大学学芸学部紀要　芸能

　宮崎大学頭芸学部

　6－20号（昭34．3－41．2）　　　　ZA－349（KG）

　　欠：7，8，10

　　以後「宮崎大学教育学部紀要」と改題

宮崎大学学芸学部紀要　人文科学

　宮崎大学学芸学部

　6－20号（昭34．3－41．2）　　　　　ZA－349（K）

　　以後「宮崎大学教育学部紀要」と改題

宮崎大学学芸学部紀要　社会科学

　宮崎大学学芸学部

　6－20号（昭34．3－41．2）　　　　ZA－349（KS）

　　以後「宮崎大学教育学部紀要」と改題

宮崎大学学芸学部紀要　自然科学

　宮崎大学学芸学部
6－20号（昭34．鋭41．2）　　zA－349（ksh）

　　欠：8

　　以後「宮崎大学教育学部紀要」と改題
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宮崎大学時報　人文科学

　宮崎大学

　2号（昭27．6）　　　　　　　　　　ZA－349

宮崎大学時報　自然科学

　宮崎大学

　2－4号（昭26．12－28．1）　　　　　　ZA－349

宮崎大学教育学部紀要　芸能

　宮崎大学教育学部

　21号（昭41．12）一　　　　　　ZA－349（KG）

　　「宮崎大学学芸学部紀要」の改題，巻次を継承

宮崎大学教育学部紀要　人文科学

　宮崎大学教育学部

　21号（昭41．12）一　　　　　　　ZA－349（K）

　　「宮崎大学学芸学部紀要」の改題，巻次を継承

宮崎大学教育学部紀要　社会科学

　宮崎大学教育学部

　21号（昭41．12）一　　　　　　ZA－349（KS）

　　欠：28

　　「宮崎大学学芸学部紀要」の改題巻次を継承

宮崎大学教育学部紀要　自然科学

　宮崎大学教育学部

　21号（昭41．12）一　　　　　’ZA－349（KSh）

　　「宮崎大学学芸学部紀要」の改題，巻次を継承

宮沢賢治研究

　宮沢賢治友ノ会

　2号（昭10．6）　　　　　　　　　　　055－5

みつゑ
　美術出版社

　644号（昭34．1）一　　　　　　　　　ZP－24

　　欠：651，660

　〔別冊〕

　26－60号（昭35．5－45．11）

宗婁纏羅1動鯉

みつゑ
　美術出版社

　531号（昭25．1）一

　〔別冊〕

　1－61号（昭28．10－45．12）

　　小史：創刊号一496号（明38一昭21．12）

　　本文総目次：493－800号（昭21．9－

　　　　　　　　46．9）

文字商標集

　特許局

　1－4巻（大14．12一昭2．4）

蒙古学
　善隣協会

　1－3冊（昭12．4－13．12）

蒙古学報

　蒙古研究所編／善隣協会

　1－2号（昭15．7－16．4）

桃山学院大学人文科学研究

　桃山学院大学人文科学研究所

　4巻1号（昭41．10）一

063－5

（800

号収

録）

ZI－19

ZR－2

Miura－Z－27

ZP－27
　　「桃山学院大学紀要」の改題，巻次を継承

桃山学院大学経済学論集

　桃山学院大学経済学会

　1巻1号一14巻4号（昭34．11－48．3）　　ZB－143

　　欠：1（2－4），3（2），4

　　以後「桃山学院大学経済経営論集」と改題

桃山学院大学経済経営論集

　桃山学院大学経済経営学会

　15巻1号（昭48．6）一　　　　　　　ZB－143

　　「桃山学院大学経済学論集」の改題巻次を継

　　承

桃山学院大学紀要

　桃山学院大学紀要編輯委員会

　1巻1号一3巻2号（昭37．11－41．1）　　　ZP－27

　　以後「桃山学院大学人文科学研究」と改題
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桃山学院大学産業貿易研究所報

　桃山学院大学産業貿易研究所

　1－10号（昭44．3－49．11）

　　以後「総合研究所報」に改編

桃山学院大学社会学論集

　桃山学院大学社会学会

　1巻1号（昭43．12）一

　　欠：1（2），4（2）

ZD－167

ZK－94

文部時報

　文部省調査局

　1－1020号（大9．5一昭37．8）　　　　　ZA－66

　　欠：62，64，66，120－713，743，774，821－823，

　　　　855，861，1016

文部広報

　文部省
　〔糸宿届り片反〕

　3号（昭43．3）

文部省雑誌

　文部省

　時分巻（明9．12）

文部省雑誌

　文部省

　明治9年5号一明治9年8号（明9。3）

　　以後「教育雑誌」と改題

068－27

XAz一一80

XAz－137

文部省雑誌（複新版）

　文部省／明治文化研究会編／日本評論社（昭43複

　刻3版）

　明治6年3月一7月

　1－3号（明7．1）　　　　　　　　　Xb－110B

　「明治文化全集　5巻　雑誌篇」収録

（広益）問答新聞

　四通社

　1－69号（明9．6－10）

盛岡短期大学研究報告

　岩手県立盛岡短期大学研究部

　13－24号（昭37．12－48．12）

XAz－81

ZA－382

盛岡短期大学研究報告　法律・経済篇

　岩手県立盛岡短期大学研究部

　26号（昭50．12）一　　　　　　　　　ZA－382

（横浜新報）もしほ草

　岸田吟香等編／ヴェンリード

　1一一36篇（慶応4．4一明2．3）

　　欠：20，23－31，33，34

XAz－82

（横浜新報）もしほ草（復刻版）

　小野秀雄校訂／明治文化研究会（大15復刻）

　1－42編（慶応4．4一明3．3）　　　　　XAz－82A

　　「江湖新聞」と合本

（横浜新報）もしほぐさ（複刻版）

　ウェンリート／明治文化研究会編／世界文庫（昭

　36辛夏野1」）

　1－42篇（慶応4．閏4一明3．3）　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集4巻」収録

　「大目鉛版同全集4巻（XAz－141）」にも収録

葬草雑誌（複刻版）

　自主社／明治文化研究会編／臼本評論社

　（日召43辛目亥旺3等親）

　1－5号（明9．8－9）　　　　　Xb－110　B

　「明治文化全集　5巻　雑誌篇」収録

無尽統制会報

　無尽統制会

　28巻5号一33巻2号（昭17．11－20．2）

　　「無尽通信」の改題，巻次を継承

無尽通信

　全国無尽中央会

　5巻1号一28巻4号（昭6．1－17．10）

　　以後「無尽統制会報」と改題

武庫川女子大学紀要　人文科学編

　武庫川女子大学
　3－7集（臼召30－34）

　　欠：4，5

ZF－10

ZF－10

ZA－341
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無産階級（復刻版）

　無産階級社／法政大学大原社会問題研究所編／法

　政大学出版局（昭45復刻）

　5巻1号一6巻4号（大14．8－15．9）　　　Kp－148

　「青年運動」の改題巻次を継承，以後「無産

　農民」と改題

　「日本社会運動史料機関紙弦月　建設者同盟機

　関誌3」収録

無産農民（復刻版）

　建設社／法政大学大原社会問題研究所編／法政大

　学出版局（昭45復刻）

　6巻5－7号（大ユ5．10一昭1．ユ2）　　　　Kp－148

　「無産階級」の改題，巻次を継承

　「日本社会運動史料　機関紙誌篇　建設者同盟

　機関誌3」収録

無産者新聞（復刻版）

　無産者新聞社／法政大学大原社会問題研究所編／

　法政大学出版局（昭50一復刻）

　1号（大14．9．20）一　　　　　　　　Kp－148

　「日本社会運動史料機関紙誌篇　日本共産党

　合法機関紙」収録

武蔵大学人文学会雑誌

　武蔵大学人文学会

　1巻1号（昭44．11）一

武蔵大学論集

　武蔵大学学会

　1巻1号（昭28．11）一

　　欠：17

ZA－221

ZA－152

武蔵野（復刻版）

　武蔵野短編／原書房（昭46－48復刻）

　1巻1号一30巻12号（大7．7一昭18．12）　　ZR－12

武蔵野叢誌（復刻版）

　成文舎／府中市立郷土館編／府中市教育委員会

（日召52そ夏1亥唖）

1－25号（明16．10一

「府中市郷土資料集1，

）　　　　　　Qff－B．9

」収録

無線報道

　米国大使館

　1巻8号一5巻147号（昭27．9－31．6）

明　　星

　明星発行所

　1巻1号一10巻1号（大10．11一昭2．1）

　　欠：2（3），3（2）

ZN－45

063－44

明　　星

　与謝野寛編／東京新詩社

　6－100号（明33．9－41．11）　　　　　XAz－83

　　欠：9，21

　内容：第一明星（6－18）（明33．9－34．12）

　　　　第二明星（1－6）（明35．1－6）

　　　　第三明星（1－7）（明35．7－12）

　　　　卯歳（1）一申歳（10）（通巻100号）（明36．1－

　　　　41．11）

　　以後廃刊

（文明余戯）妙々雑姐

　任天書院

　1－5宇集（明11．4－8）
XAz－84
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　　　　　　　　　　N

長野大学紀要

　長野大学

　3号（昭49．12）一　　　　　　　　　ZA－433

　　「本州大学紀要」の改題，巻次を継承

長野経済論集

　長野経済短期大学学会

　9号（昭47．8）一　　　　　　　　　　ZB－235

長崎大学教養部研究報告　文科・理科

　長崎大学教養部

　1巻1号一1巻3号（昭26．11－28．12）ZA－357（K）

長崎大学教養部紀要　人文科学

　長崎大学教養部

　1巻（昭36．3）一　　　　　　　　　ZA－357

長崎大学教養部紀要　自然科学

　長崎大学教養i部

　1巻（昭36．3）一　　　　　　　　ZA－357（S）

　　欠：8

長崎談叢（復刻版）

　長崎史談会編／雄松堂（昭43復刻）

　1－40輯：（昭3。5－37．9）　　　　　　　　　ZA－207

長崎県立国際経済大学論集

　長崎県立国際経済大学学術研究会

　1巻1号（昭42．12）一　　　　　　　　ZB－171

長崎高商研究館彙報

　長崎高等商業学校研究館

　1巻1号一24巻10号（大11．10一昭11．12）　ZD－10

　　欠：2（5）

　　以後「長崎高等商業学校研究館彙報」と改題

長崎高等商業学校大東亜経済研究所彙報

　長崎高等商業学校大東亜経済研究所

　31巻1号一32巻2号（昭1§．1－19．2）　　ZD－10

　　「長崎高等商業学校研究館彙報」の改題，巻次

　　を継承，

　　以後「商業と経済」と合併し「経営と経済」と

　　改題

長崎高等商業学校研究館彙報

　長崎屋等商業学校研究館

　25巻1号一30巻10号（昭12．1－17．12）　　ZD－10

　　「長崎高商研究館彙報」の改題，巻次を継承，

　　以後「長崎高等商業学校大東亜経済研究所彙

　　報」と改題

名古屋大学文学部研究論集　文学

　名古屋大学文学部

　3号（昭29．3）一　　　　　　　　　　ZA－273

名古屋大学文学部研究論集　史学

　名古屋大学文学部

　6号（昭32．3）一　　　　　　　　ZA－273（S）

　　欠：7

名古屋大学文学部研究論集　哲学

　名古屋大学文学部

　1号（昭27．3）一　　　　　　　　ZA－273（T）

　　欠：2－7

名古屋大学法政論集

　名古屋大学法学部

　1巻1－3号（昭26．3－27．3）　　　　　ZM－50

名古屋大学教養部紀要

　名古屋大学教養部

　1－10輯（昭32．3－41．2）　　　　　　　　ZA－336

　　以後「人文科学・社会科学」「自然科学・心野学

　　・保健体育学」「外国語・外国文学」に分編

名古屋大学教養部紀要　A人文科学二社会科学

　名古屋大学教養部

　11輯（昭42．3）一　・　　　　　　　ZA－336（A）

　　「名古屋大学教養部紀要」の分編，巻次を継承

名古屋大学教養部紀要　B自然科学・心理学・保

健体育学

　名古屋大学教養部
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　11輯（昭42．3）一　　　　　　　　ZA－336（B）　　　後に「名古屋商工会議所月報」と改題

　　「名古屋大学教養部紀要」の分編，巻次を継承

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋商科大学論集

名古屋大学教養部紀要　C外国語・外国文学　　　　　名古屋商科大学

　名古屋大学教養部　　　　　　　　　　　　　　　11巻（昭42．3）一　　　　　　　　　ZD－182

　11輯1（昭42．3）　　　　　　　　　　ZA－336（C）

　　「名古屋大学教養i部紀要」の分編，巻次を継承　　名古屋商工会議所月報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋商工会議所

名古屋学院大学論集　　　　　　　　　　　　　　　350－361号（昭13．1－12）　　　　　　　ZD－70

　名古屋学院大学産業科学研究所　　　　　　　　　　　「名古屋商業会議所月報」の改題巻次を継承

　1－20号（昭39．7－44．12）　　　　　　ZB－160

　　以後「人文自然科学篇」と「社会科学篇」に分篇　　内地及樺太朝鮮間貿易月表

　　それぞれ7巻1号より継続　　　　　　　　　　　大蔵省

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治43年9月一大正3年12月　　　　　’ZD－62

名古屋学院大学論集　人文自然科学篇　　　　　　　　　以後「内地及樺太対朝鮮貿易月表」と改題

　名古屋学院大学産業科学研究所

　7巻1号（昭45．3）一　　　　　　ZB－160（J）　　内地及樺太対朝鮮貿易月表

　　「名古屋学院大学論集」の分篇，巻号表示に改　　　大蔵省

　　め継続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大正4年1月一9年8月　　　　　　　　　ZD－62

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠：大7（5）

名古屋学院大学論集　社会科学篇　　　　　　　　　　　「内地及樺i太朝鮮間貿易月表」の改題

　名古屋学院大学産業科学研究所

　7巻1号（昭45．3）一　　　　　　ZB－160（S）　内外調査彙報

　　「名古屋学院大学論集」の分篇，三号表示に改　　　朝鮮銀行東京調査支局

　　め継続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－17輯（大6．10－8．6）　　　　　　　ZB－71

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以後「朝鮮銀行調査彙報」と改題

名古屋女子商科短期大学紀要

　名古屋女子商科短期大学学会　　　　　　　　　　内外調査資料

　1号（昭40．10）一　　　　　　　　　ZD－197　　調査資料協会

　　欠：6　　　　　　　　　　　　　　　　　　1年1輯一10年7輯（昭4．5－13．7）　　　ZA－150

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠：10（3－6）

名古屋工業大学学報

　名古屋工業大学　　　　　　　　　　　　　　　　内外調査資料

　4－19号（昭27．11－43．3）　　　　　　ZA－301　　総理府統計局

　　欠：8，14　　　　　　　　　　　　　　1－19号（昭31．5－35．3）　　TOKEI－ZB－2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠：3，6，15，18

名古屋市立大学教養部紀要　は

　人文社会研究（ZA－434）　を見よ　　　　　　　　内外情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台湾総督府

名古屋商業会議所月報　　　　　　　　　　　　　　34－158号（大11．4－14．11）　　　　　　ZN－6

　名古屋商業会議所　　　　　　　　　　　　　　　　欠：92

　3－151号（明40．3一大8．12）　　　　　ZD－70　　　総索引：1－159号（大10．6－14．12）（別冊）

　　欠：33，42，71－76，78－82，108，115，123，124

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－127
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内外経済概観

　野村合名会社調査部

　81－152号（昭13．1－19．2） ZB－67

内外研究

　和歌山経済専門学校学会

　1巻1号一20巻％号（昭3．3－25．6）　　　ZB－37

　　欠：15（5）一17

　　「商学論叢」の改題，以後「経済理論」と改題

　　総目録：1－20巻％号（昭3．3－25．6）（20巻％号

　　　　　　収録）

内外記事

　有信社

　1－15号（明10．3－9）

　　欠：6－10

内外新聞

　知新館

　1－2号（慶応4．閏4．17一閏4．24）

XAz－148

XAz－85

内外新聞（複刻版）

　知新館／明治文化研究会編／日本評論社（昭43

　複刻3版）

　1－17号（慶応4．4－8）　　　　　　　Xb－110B

　「明治文化全集　4巻　新聞篇」収録

内外新聞（即刻版）

　知新館／明治文化研究会編／世界文庫（昭36複刻）

　1－17号（慶応4．閏4－8）　　　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集5巻」収録

　「大誠堂版同全集5巻（XAz－141）」にも収録

内外新報

1－24号（慶応4．4．10－4．26）

　　欠：22

XAz－86

内外新報（複刻版）

　海軍会社／明治文化研究会編／世界文庫（昭36複

　刻）

　1－50号（慶応4．4－6）　　　　　　　　Ae－57

前記：1－8号（慶応4．閏4）

別集：1－2号（慶応4．4一閏4）

「幕末明治新聞全集4巻」収録

「大誠堂版籍全集4巻（XAZI－141）」にも収録

内外商工時報

　商工省貿易畔編／内外商工時報発行所

　4巻1号一27巻6号（大6．1一昭15．6）　　　ZD－2

　　欠：4（5），9－11，18（1，12），19－25（2）

　　「貿易時報」の改題，巻次を継承，

　　以後「商工通報」と改題

内外統計季報

　総理府統計局編／大蔵省印刷局

　12－27号（昭35．6－39．3）　　　TOKEI－ZC－1

　　「（季刊）総合統計」の改題，巻次を継承，

　　以後廃刊

内航船舶輸送統計月報

　運輸省大臣官房統計調査部

　昭和38年5月分一昭和40年8月分

　3巻9－12号（昭和40年9月分一12月分）

　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－Zlk－6

　　欠：昭39（4）

内務厚生時報

　内務大臣官房文書課，厚生大臣官房総務課

　5巻5号一9巻12号（昭15．5－19．12）　　　ZK－28

　　欠：7（10），8（4－6，12），9（9－11）

波

新潮社

4巻1号（昭45．1）一

南米研究

　神戸大学経済経営研究所

　7－15号（昭35－45．3）

　　欠：10

060－15

ZB－232

浪速大学紀要　人文・社会科学

　浪速大学

　1－3巻（昭28．3－30．3）　　　　　　　ZA－287

　　以後「大阪府立大学紀要　人文・社会科学」と

　　改題
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南方院時報

　大阪南方院

　437－454号（昭19．2－20．1）

　　「通商彙報」の改題巻次を継承

南邦経済

　台北高等商業学校南邦経済学会

　1巻一11巻2号（昭8．3－18．7）

ZD－49

ZB－47

南方民族

　南方土俗学会

　6巻3号一7巻2号（昭16．1H9．4）Miura－Z－88

南方資源研究資料

　東京帝国大学南方科学研究会資源部編／成美堂

　2号（昭18。9）　　　　　　　　Miura－Z－66

南方資料館報

　南方資料館

　1巻1号一2巻6号（昭18．1－19．6） ZA－89

南支南洋

　台湾南方協会

　154－195号（昭13．4－16．9）　　　　　　ZI－52

　　「南支那及南洋情報」の改題，巻次を継承

南　　洋

　南洋協会

　25巻2号一30巻6号（昭14．2－19．6）

　　欠：27（1－6），28（5－6）

南洋経済研究

　南洋経済研究所

　6巻1号一7巻4号（昭18．1－19．4）

南洋協会雑誌

　南洋協会

　4巻4号一7巻9号（大7．4－10．9）

南洋栽培協会会報

　南洋栽培協会

　12巻1号一17巻5号（昭13．1－18．6）

　　欠：15

ZB－75

ZB－86

ZI－20

ZI－60

南山論集　経済・経営学編

　南山大学大学院経済・経営研究会

　1号（昭45．12）　　　　　　　　　ZB－251

奈良学芸大学紀要

　奈良学芸大学

　1巻2号一9巻2号（昭27．3－35．2）　　　ZA－300

　　以後「人文・社会科学」「自然科学」に三編

奈良学芸大学紀要　人文・社会科学

　奈良学芸大学

　10－14巻（昭36．3－41．2）　　　　　ZA－300（1）

　　「奈良学芸大学紀要」の分編，巻次を継承，

　　以後「奈良教育大学紀要　人文・社会科学」と

　　改題

奈良学芸大学紀要　自然科学

　奈良学芸大学

　10－14巻（昭36．3－41．2）　　　　　　ZA－300（2）

　　「奈良学芸大学紀要」の前編，巻次を継承，

　　以後「奈良教育大学紀要　自然科学1と改題

奈良女子大学文学会研究年報

　奈良女子大学文学会

　3号（昭35．3）一

　　欠：5，6，11－14

ZP－44

奈良教育大学紀要　人文・社会科学

　奈良教育大学

　15巻（昭42．2）一　　　　　　　　ZA－300（1）

　　「奈良学芸大学紀要　人文・社会科学」の改題，

　　巻次を継承

奈良教育大学紀要　自然科学

　奈良教育大学

　15巻（昭42．2）一　　　　　　　　　　　ZA－300（2）

　　「奈良学芸大学紀要　自然科学」の改題，巻次

　　を継承

奈良教育大学紀要　総目次（含奈良学芸大学紀要）

　奈良教育大学

　「人文ヨ社会科学」1巻1号一20巻1号（昭26－46）
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「自然科学」1巻1号一20巻2号（昭26－46）

　　　　　　　　　　　　　　ZA－300（M）

ナロオド（復刻版）

　新人会／法政大学大原社会問題研究所編／法政大

　学出版局（昭44復刻）

　1－9号（大10．7－11．4）　　　　　　　KP－148

　　「同胞」の改題，以後廃刊

　「日本社会運動史料　機関紙誌篇　新人会機関

　紙」収録

N　B　L

商事法務研究会

25号（昭47．10）一　　　　　　　　　ZM－129

　　「New　business　law」の改題，巻次を継承

燃料協会誌

　燃料協会

　40巻405号一53巻561号（昭36．1－49．1）　ZS－25

New　business　law

　商事法務研究会

　1－24号（昭46．10－47．9）

　　以後「NBL」と改題

日米フォーラム

米国大使館文化交換局

9巻1号一17巻4号（昭38．1－46．4）

　　欠：10（8，12）

　　以後終刊

日仏文化

　日仏会館

2－3号（昭3．4－4．6）

日仏法学

　日仏法学会編／有斐閣

3－6号（昭40．6－47．4）

日伊文化研究

　日伊協会

1－19号（昭15．6－19．7）

ZM－129

ZA－176

057－4

ZM－162

ZA－56

欠　3－6，8

日半文化研究

　日伊協会

　1号（昭15．6）

日印協会々報

　日印協会

53－88号（昭8．6－19．11）

日満支石炭時報

　日満支石炭聯盟

　1－36号（昭15．5－18．4）

　　欠：4，7

　　「石炭時報」の改題

056－1

ZA－44

ZI－55

日々新聞（複刻版）

　博聞会社／明治文化研究会編／世界文庫（昭36複

　刻）

　1－18輯（慶応4．閏4－6）　　　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集　3巻」収録

　「大半劇場同全集　3巻（XAz－141）」にも収録

日労研資料

　日本労働研究所

3巻1号（通巻56号）（昭25．1）一

　　欠：64，380，478，495

日本弁護士連合会会誌

　日本弁護士連合会

　1巻1－8号（昭25．1－25．8）

　　以後「自由と正義」と改題

ZK－40

ZM－126

日本貿易月表

　大蔵省編／日本関税協会

　144号（昭37，1）一　　　　　　　　　　ZL－4

　　欠：196，209

　　「日本外国貿易月表」の改題，巻次を継承

日本貿易会会報

　日本貿易会関西本部

215号（昭48．3）一

　　「貿易月報」を統合

ZD－143
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日本貿易新聞（複刻版）

明治文化研究会編／世界文庫（昭36複刻）

　文久3．3－7

18－！07号（文久3．7一慶応1．4）　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集　1巻」収録

　「大立函丈同全集　1巻（XAz－！41）」にも収録

日本紡績月報

　日本紡績協会

　1号（昭22．1）一

　　欠：139－144，161，162

日本文学

　日本文学協会編／日本評論社

　1－3車茸（目見24．7－25．4）

日本文化研究所研究報告

　東北大学日本文化研究所

　1集（日召40．3）一

ZI－85

063－6

ZA－370

日本文化研究所研究報告　別巻

東北大学文学部日本文化研究所

　L集（H召38。3）一　　　　　　　　　　 ZA－370（B）

　　「東北文化研究室紀要」の改題

日本中等教育数学会雑誌

　日本中等教育数学会

1巻3号一8巻6号（大8．10－15．12）

　　欠：7（2）

日本大学文理学部（三島）研究年報

　日本大学文理学部

　14－15良案（日召40．11－41．12）

ZS－4

ZA－317
「日本大学三島教養部研究年報」の改題

日本大学大学院法学研究年報

　日本大学大学院法学研究科

5号（昭50．11）一

日本大学人文科学研究所紀要

　日本大学人文科学研究所

1号（昭34．3）一

ZM－171

ZA－343

日目大学三島教養部研究年報

　日本大学三島教養部

　1－6車茸（日召28．3－33．2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZA－317

　　欠：2，5

　　以後「日本大学文理学部（三島）研究年報」と改

　　一題

日本大学精神文化研究所・教育制度研究所紀要

　日本大学精神文化研究所

　5集（日野46．4）一　　　　　　　　　　　　　　　ZO－48

日本大学世田谷教養部紀要

　日本大学世田谷教養部

　1－6車茸（日召27．9－32．12）

　　欠：3

日本読書協会々報

　日本読書協会

　1－281号（大10．3一昭19．3）

　　欠：63－82，84－242

　　解説書目：

ZA－316

ZA－23

1－77号（大13．3一昭2．3）（別冊）

日本読書新聞

　日本出版協会

　1－982号（昭12．3－33．12）

　〔糸旨旨u片反〕

　1085号（昭36．1）一

日本福祉大学研究紀要

　日本福祉大学

27号（昭50．10）一

ZZ－11

ZK－120

日本外国貿易財表

　大蔵省編／日本関税協会

昭和15年4月一36年12月（143号）（昭37．2）ZL－4

　　欠：昭15（10）一24

　「外国貿易月表」の改題，以後「日本貿易月表」

　　と改題

日本学術会議月報

　日本学術会議事務局

9巻5号（昭43．9）一
ZA－223
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日本学研究

　日本学研究所

1巻1号一3巻6号（昭16．11－18．6）

　　欠：2（6，11，12），3（5）

日本学士院紀要

　日本学士院

6巻2号（昭23．11）一

ZA－69

ZA－274
欠：9（2），10（3），11（1），12（1，3），13－16，

17（1）

「帝国学士院紀事」の改題巻次を継承

日本学士院紀要　総目次

　日本学士院

　1巻1号一25巻1号（昭17．3－42．3）　　ZA－274（M）

日本平民新聞（複刻版）

大阪平民社／労働運動史研究会編／明治文献資料

　刊行会（昭37複刻）

　11－23号（明40．11－41．5）　　　　　　Km－368

　　「大阪平民新聞」の改題，巻次を継承

　「明治社会主義史料集　5集」収録

日本法学

　日本大学法学会

　19巻1号（昭28．10）一

日本法政新誌

　日本法政学会

　1巻6号一20巻9号（大6．9－12．9）

　　欠：2－14，17（4，5，8）

ZM－69

ZM－12

日本百貨店組合調査彙報

　日本百貨店組合

昭和13年2月一18年5月　　　　　　　　ZD－57

　　「日本百貨店商業組合調査彙報」の改題，以後

　　「百貨店通報」と改題

日本百貨店商業組合調査彙報

　日本百貨店商業組合

　1年1号一6年1号（昭8．10－13．1）　　　　ZD－57

　　以後「日本百貨店組合調査彙報」と改題

日本評論

　日本評論社

　10巻10号一26巻6号（昭10．10－26．6）

　　欠：21（7）

　　以後休刊

　　「経済往来」の改題，巻次を継承

日本評論

　日本評論社

　21巻5号一26巻6号（昭21。5－26．6）

ZA－60

061－8

欠：21（7－10），22（1－6，8，10－12），23（5－7）

「経済往来」の改題，巻次を継承

日本人（第1次）

　政教社

　1－73号（明21．4－24．6）

　　欠：37－42，44－54，60，66

　　以後「亜細亜」と改題

日本人（第2次）

政教社

　再興1，2号（明26．10）

日本人（第3次）

　政教社

　改刊1－201号（明28．7－36．12）

　　欠：13－17，30－129

日本博子大学紀要　文学部

　日本女子大学文学部

　5号（昭31．2）一

日本女子経済短期大学研究論集

　日本女子経済短期大学

　21号（昭45．12）一

　　欠：24，29，30

XAz－87

XAz－87

XAz－87

ZA－334

ZB－236

日本海運集会所特報

　日本海運集会所

　1818－2440号（昭10．1－11．3）　　　　　ZG－6

　　「神戸海運集会所特報」の改題，巻次を継承，

　　以後「海運特報」と改題
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日本勧業銀行月報

　日本勧業銀行

　143－284号（大6．1一昭3．10）

　　欠：245，253，255

（季刊）日本管理法令研究

　有斐閣

　1－33号（昭21．10－26．6）

ZF－7

ZM－36

日本経済情報

　創造社

6巻1－7号（昭22．1－11）　　　　　　　ZB－88

　　「新東亜経済」の改題巻次を継承

日本経済研究

　日本経済研究センター事業部

　1号（日参46．11）一 ZB－188

日本経済研究センター月報

　日本経済研究センター

8－16号（昭40．1－40．9）　　　　　　　ZB－155

　　欠：9，10

　　以後「日本経済研究センター会報」と改題

日本経済研究センター会報

　日本経済研究センター

　17号（昭40．10）一　　　　　　　　　ZB－155

　　欠：73

　　「日本経済研究センター月報」の改題，巻次を

　　継承

日本経済のうごき

　政治経済研究所

　1－97号（昭28．6－36．9）

日本経済指標

経済企画庁編／統計研究会

昭和32年1月一40年12月

　　欠：昭37．3

日本経済新聞

　日本経済新聞社

　昭和21年4月一23年12月

ZB－125

TOKEI－ZH－2

　　欠：昭21．3，24．1－3

　　「日本産業経済」の改題，以後「縮刷版」どなる

　〔糸宿草lj片反〕

　昭和24年4月一　　　　　　　　　　ZZ－2
　　欠：昭25，26

日本経済新聞

　日本経済新聞社

　〔糸宿届旺片反〕

25巻1号（昭48．2）一　　　　　　　　　〇68－44

日本経済新誌

　日本経済新誌社

　1巻1号一24巻3号（明40．4一大7．12）

日本経済資料索引

　日本索引学会

　1巻1－6号（昭11．5－9）

日本経済短期大学紀要

　日本経済短期大学学術研究所

　1号（昭45．12）一

ZB－16

ZB－59

ZB－233

日本研究（慶応義塾大学国際センター紀要）

　慶応義塾大学国際センター

3号（昭48．12）一　　　　　　　　　　〇58－43

日本機械学会誌

機械学会

41巻256号一45巻309号（昭13．7－17．12）　ZS－9

　　「機械学会誌」の改題，巻次を継承

日本金属学会誌

　日本金属学会

3巻2号4巻12号（昭14．2－18．12） ZS－10

日前鉱業会誌

　日本鉱業会

76巻859号一89巻1030号（昭35．1－48．12）ZI－122

日本古書通信

　日本古書通信社

　12巻1号（昭22．1）一　　　　　　　　ZA－122

　　欠：17（3，5，8，11，13，14，16，18，21，
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　　24，　28，　30）　，19（9），　21（9），　27（5）

総目次：1－36巻（昭9－46）（別冊）

日本農業

　全国新聞情報農業協同組合連合会

4巻2号一5巻7号（昭23．2－24．7）

日本の科学者

　日本科学者会議

　13巻1号（昭53．1）一

ZI－87

ZA－449

日本の民間教育

　日本民間教育研究団体連絡会編／民衆社

　1号（昭49．1）一　　　　　　　　　　ZO－44

日本能率

　日本能率協会

　1巻1号一10巻3号（昭17．6－26．3）　　　ZI－79

　　欠：1（5－7），2（1，3），5（7，8）

　　以後「事務能率」「生産能率」と合併，「マネジメ

　　ント」と改題

日本の将来

　潮出版社

　16－25号（昭45．1－47．11）

　　16－20号は「潮」別冊

　　以後休刊

日本オリエント学会月報

　日本オリエント学会

　1巻1号一4巻12号（昭30．1－36。12）

　　以後「オリエント」と改題

　　総目録は「オリエント」参照

061－15

ZQ－32

日本冷凍協会雑誌

　日本冷凍協会

　1巻1号一9巻101号（大15．1一昭9．5）一　　ZI－21

日本歴史

　日本歴史学会話／吉川弘文館

　163号（昭37．1）　　　　　　　　　　ZQ－33

　　総索引．：1－150号（昭21．6－35，12）（169号収録）

総目録：1－300号（昭21．6－48．5）（別冊）

日本歴史

　日本歴史学二二／吉川弘文館

　139号（昭35．1）一　　　　　　　　　〇64－6

　　総索引：1－150号（昭2L6－35．12）（169号収録）

　　総目録：1－300（昭21．6－48．5）（別冊）

日本リサーチセンター研究紀要

　日本リサーチセンター

　1巻1号（昭37．4）一

日本労働協会雑誌

　日本労働協会

　1号（昭34．4）一

　　欠：10－21，34－36

日本労働協会雑誌

　日本労働協会

　106号（昭43．1）一

日本産業経済

　日本産業経済新聞社

　昭和17年11月一20年12月

　　欠：昭21．1－2

ZA－438

ZK－62

066－25

ZZ－2

「中外商業新報」と「日刊工業新聞」，「経済時

事新報」の合併改題，以後「日本経済新聞」と

改題

日本蚕糸統制株式会社調査彙報

　日本蚕糸統制株式会社調査課

　1－8号（昭17．1－18．12）

日本政経研究

　洋大社

　1－4号（昭22．5－12）

日本製鉄参考資料

　日本製鉄株式会社

4巻3号一8巻3号（昭12．5－16．5）

日本社会運動通信

　日本社会運動通信社

ZI－78

ZB－95

ZI－64
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6－8号（昭3．6－7） ZK－3

日本新聞（複刻版）

　明治文化研究会編／世界文庫（昭36複刻）

　1－55号（慶応1．7－2．8）　　　　　　　Ae－57

　　欠：2，15，19，24，35，36，38，39，41－44，

　　　46－51，　53

　外編：巻1－26（慶応L8－2．11）

　　欠：5，10－12，14，15，18，22－25

　「幕末明治新聞全集1巻」収録

　「大耳笹鳴同全集1巻（XAz－141）」にも収録

日本思想史研究（東北大学）は

　東北大学日本思想史研究・1（ZO－42）　を見よ

日本漆工会雑誌

　日本漆工会

62－334号（明39．4一昭4．2）

　　欠：83，126，129，290

　　以後「漆と工芸」と改題

日本諸学研究報告

文部省教学局編／内閣印刷局

3－10号（昭16．11－18．8）

　　欠：4－6，8

日本証券取引所調査月報

　日本証券取引所調査部

　1－9号（昭18．7－19．3）

　　「東京証券取引所調査彙報」の改題

日本証券取引所統計月報

　日本証券取引所調査課

1－19号（昭18．7－20．3）

　　欠：2，4，6，18

　　「東京株式取引所月報」の改題

日本大家論集

博文館

　1－10編（明20．6－21．3）

日本タイ協会会報

　日本タイ協会

ZI－22

056－5

ZD－26

ZL－26

XAz－88

15－40号（昭14．6－19．6）

　欠：16，38，39

ZA－71

日本拓殖協会季報

　日本拓殖協会

2巻1－4号（昭15．7－16．3）　　　　　　ZB－81

　　「拓殖奨励館季報」の改題，巻次を継承，以後

　　「拓殖論叢」と改題

日本統計月報

総理府統計局

　1－153号（昭36。7－49．3）

日本統計月報

　総理府統計局

　1－66号（昭36。7－41．12）

ZL－91

TOKEI－ZC－4

日本と世界～文明協会ニューズ～

　1－209車茸（日召6．4－19．3）

　　「文明協会ニューズ」の改題

ZA－2

新潟大学法幣論集

　新潟大学人文学部

　3－5集（日召27．9－28．3）

　3巻1号一17巻4号（昭28．11－42．12）　ZB－121

　　「新潟大学社会科学研究」の改題，巻次を継承，

　　以後「法政理論」と「新潟大学経済論集」に分離

　　総目次：10－17巻（昭35．11－42．12）（17巻収録）

新潟大学経済学年報

　新潟大学人文学部経済学科

　1号（昭52．2）一

新潟大学経済論集

　新潟大学経済学会

　1号（昭43．1）一

　　「新潟大学法経論集」の分離，改題

ZB－250

ZB－175

新潟大学教育学部紀要

　新潟大学教育学部

　1巻1号一12巻2号（昭35．3－46．3）　　　ZA－332

　　以後「人文・社会科学編」，「自然科学編」に再編
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新潟大学教育学部紀要　人文・社会科学編　　　　　　2巻1号一4巻11号（昭22．1－24．12）　　　061－10

　新潟大学教育学部　　　　　　　　　　　　　　　　　欠：2（5），3（1）

　13巻（昭47．3）一　　　　　　　　ZA－332（1）

　　「新潟大学教育学部紀要」の分編，巻次を継承　　人　　間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目黒書店

新潟大学教育学部紀要　自然科学編　　　　　　　　　1巻1号一6巻8号（昭21．1－26．8）　　　　ZA－91

　新潟大学教育学部　　　　　　　　　　　　　　　　欠：2（4），3，4（12）

　13巻（昭47．3）一　　　　　　　　・ZA－332（2）

　　「新潟大学教育学部紀要」の分編，巻次を継承　　人間科学～社会学・心理学研究～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西大学大学院社会学研究科院生協議会

新潟大学教育学部高田分校研究紀要　　　　　　　　　5号（昭50．3）一　　　　　　　　　　　ZK－130

　新潟大学教育学部高田分校

　1号（昭32．12）一　　　　　　　ZA－332（T）　人間として

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筑摩書房

新潟大学教養部研究紀要　　　　　　　　　　　　　　2－12号（昭45．6－47．12）　　　　　　ZA－227

　新潟大学教養部　　　　　　　　　　　　　　　　　　以後終刊

　1集i（昭44．3）一　　　　　　　　　　ZA－332（Ky）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人間として

新潟大学教養部研究紀要　　　　　　　　　　　　　　筑摩書房

．新潟大学教養部　　　　　　　　　　　　　　　　1－12号（昭45．3－47．12）　　　　　　063－33

　1集（昭44．3）一　　　　　　　　　　〇58－24　　　以後終刊

新潟大学社会科学研究　　　　　　　　　　　　　（絵入）人情雑誌

　新潟大学人文学部　　　　　　　　　　　　　　　東陽社

　1－2集（昭26．6－27．3）　　　　　　　ZB－121　　　1－180号（明13．9－17．1）　　　　　　XAz－89

　　以後「新潟大学法経論集」と改題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日産’協月報

新潟大学商学論集　　　　　　　　　　　　　　　　日本産業協議会

　新潟大学商業短期大学部　　　　　　　　　　　　　7巻1－10号（昭27．6－10）　　　　　　ZB－122

　1号（昭37．3）一　　　　　　　　　ZD－164　　　欠：7（4－8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以後「経済連合」と合併，「経団連月報」と改題

日刊工業新聞

　日刊工業新聞社　　　　　　　　　　　　　　　　（官許）日新通志（芳平版）

　〔縮刷版〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　俵屋徳太郎／明治文化研究会編／世界文庫（昭36

　29号（昭38．1）一　　　　　　　　　「ZZ－18　　　複刻）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－3号（明1．10）　　　　　　　　　　Ae－57

日経産業新聞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「幕末明治新聞全集3巻」収録

　日本経済新聞社　　　　　　　　　　　　　　　　　「大甲州版同全集3巻（XAz－141）」にも収録

　〔縮刷版〕

　1巻1号（昭48．10）一　　　　　　　　ZZ－24　　日中貿易統計月報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本貿易振興会

人・間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－19号（昭44．1－45．3）　　　　　　ZL－104

　鎌倉文庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以後「日中貿易統計季報」と改題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一136一
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日中貿易統計季報

　日本貿易振興会

　1－12号（昭45．5－48．3）

　　「日中貿易統計月報」の改題

ZL－104

農　　業

　大日本農会

　626号（昭8．］）一　　　　　　　　　　ZI－7

　　欠：635－686，770，785

　　「大日本農会報」の改題，巻次を継承

農業朝日

　朝日新聞社

　2巻4号一6巻12号（昭22．4－26．12）

　　欠：3（1－5）

ZI－88

農業情報（農業観測補完資料）

　農林省農林経済局統計調査部編／農林統計協会

　47－89号（昭32．2－36．7）　　TOKEI－Zla－5

　　欠：49，67，69，70，73－77，79，81，86－88

農業観測

　農林省農林経済局統計調査部編／農林統計協会

　11－20回（昭和32年度上期一一36年度下期）（昭32．4

　－36．11）　　　　　　　　　　　TOKEI－Zla－4

　　欠：17

農業計算学研究

　京都大学農学部農業簿記研究施設

　1－8号（昭42．3－50．3）　　　　　　　ZB－240

農業経済研究

　日本農業経済学会編／岩波書店

　1巻1号一41巻4号（大14．4一昭45．3）　　ZI－23

　　欠：14（4），20（2－4），27－30，31（3），32（3），

　　　　33（1）

農業協同組合

　全国農業協同組合中央会

　35－92号（昭25．1－29．12）（以後改巻）

　　欠：76

　1巻1号（昭30．4）一　　　　　　　　ZI－90

　　「農業協同組合ニュース」の改題，巻次を継承

農業協同組合ニュース

　全国指導農業協同組合連合会

　22－34号（昭24．4－12）

　　以後「農業協同組合」と改題

農業毎日

　毎日新聞社

　3巻4号一5巻7号（昭24．4－26．7）

　　「農政評論」の改題，巻次を継承

（季刊）農業問題

　日本農村調査会

　6－13号（昭24．1－28．6）

農業の満州

　農業の満州社

　13巻1号一16巻9号（昭16．H9．12）

　　欠：13（12）

農業総合研究

　農林省農業総合研究所

　1巻1号（昭22。11）一

　　欠：3

農業と経済

　富民協会

　1巻1号（昭9．4）一

　　欠：

　　　　19（11，　12），　20（12），　25－27

ZI－90

ZI－86

ZI－96

ZI－77

ZI－95

ZI－42
14（5），　16（9－12），　17（11，12），18（8－12），

農家経済調査月報

　農林省農業改良局統計調査部編／農林統計協会

　ユ号（昭和23年3月）一ユ0号（昭和23年12月）（昭24．8）

　昭和24年4月一25年3月（昭25．4－25．10）ZL一71

農家生計費調査月報

　農林省統計調査部編／農林統計協会

　1号（昭和23年4月）一9号（昭和23年12月）（昭23．10

　－24．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZL－70
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農家資金動態調査報告（農林省農家経済調査）　　　　1－22号（昭9．11－14．7）　　　　　　　ZD－55

　農林省統計調査部　　　　　　　　　　　　　　　　　以後「農林省横浜生糸検査所調査時報」と改題

　昭和27年度1－3・四半期（昭27．4－12）　ZI－121

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林省横浜生糸検査所調査時報

農経論叢～農学部紀要別冊～　　　　　　　　　　　農林省横浜生糸検査所

　北海道大学農学部　　　　　　　　　　　　　　　　昭和15年1月一昭和16年7月　　　　　　ZD－55

　18集（昭37．3）一　　　　　　　　ZI－125　　　欠：昭15（12）

　　欠：21，24－27　　　　　　　　　　　　　　　　　　「農林省神戸生糸検査所調査時報」の改題

農民新聞～日本農民組合山陰連合会機関紙～　　　　農林水産統計月報

　農民新聞社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林省農林経済局統計調査音ll

　〔電子複写〕　　　　　　　　　　　　　　　　　82号（昭34．1）一　　　　　　　　　　ZL－84

　1－33号（大13．4一昭2．7）　　　　　　　　　　　　　　欠：120，133－168，179，196，205，206，

　　欠：31，32　　　　　　　　　　　　　　　　208－211，2！4，224，229，233

　301－323号（昭36．1－39．2）　　　　　　ZZ－25

　　欠：304－308，318　　　　　　　　　　　　　農林水産統計月報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林省農林経済局統計調査部

（渡航新聞）のりあひばなし（複刻版）　　　　　　　　57－132号（昭31．12－38．6）　　T（りKEI－Zla－1

　明治文化研究会編／世界文庫（昭36複刻）　　　　　　昭38．7－39．3休刊

　望刀編（明1．8）　　　　　　　　　　　　　　　Ae－57　　　　二言∫創刊〔133〕一165号（II1｛39．4－41．12）

　「幕末明治新聞全集4巻」収録　　　　　　　　　　　　　欠：86，87，96

　「大誠堂版面全集4巻（XAz－141）」にも収録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林水産統計指標

農林時報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林省農林経済局統計調査部編／農林統計協会

　農林省大臣官房弘報課編／日本農村調査会　　　　　10－103号（昭32．3－41．1）　　TOKEI－Zla－2

　5巻1号一12巻12号（昭21。12－28．12）　　ZI－81　　　欠：11

　　欠：6（2）

　　「農商時報」の改題，巻次を継承　　　　　　　　農林統計調査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林統計協会

農林金融　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1巻1号（昭26．1）一　　　　　　　　　　ZI－75

　農林中央金庫調査部　　　　　　　　　　　　　　　欠：2（4，7，8，11，12），3（1－4，7，10－12），4（1－3），

　〔糸宿割り片反〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－11（6），14（1），15（4，5，9，11），16（3－12），

　3－5集（3巻1号一4巻12号）（昭25．4－26．12）ZI－97　　　　　17（1，3－6），21（8）一22（7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「農林統計月報」の改題

農林金融　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林統計調査

　農林中央金庫調査部　　　　　　　　　　　　　　　農林統計協会

　4巻7号（昭26．7）一　　　　　　　　　ZI－97　　　6巻11号一15巻12号（昭31．12－40．12）

　　記事目録：1－200号（1巻1号一15巻10号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－Zla－3

　　　　　　　（昭23．4－37．10）（別冊）　　　　　　　　欠：9（12），10（7，12），11（1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林統計月報

農林省神戸生糸検査所調査時報　　　　　　　　　農林統計協会

　農林省神戸生糸検査所　　　　　　　　　　　1　13－61号（昭15．7－19．3）
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欠：36

以後「農商統計月報」と改題80号以降「農林

統計月報」に復題，巻次を継承

　81－119号（昭20．9－23．12）

　　後に「農林統計調査」と改題

農林図書資料月報

　農林省図書館編／農林統計協会

　11巻8号（昭35．8）一

　　欠：11（12），22（10）

農政評論

　毎日新聞社

　1巻7号一3巻3号（昭22．7－24．3）

　　以後「農業毎日」と改題

農商時報

　農商務省総：務課

　4巻1号一9号（昭19．1－9）

　　欠：4（2）

　　後に「農林時報」と改題

農商工公報

　農商務省

　1－37号（明18．3－21．3）

ZI－75

ZA－169

ZI－86

ZI一一81

ZI－37

農商務省商工彙報

　農商務省商工局

　明治38年1号一大正2年13号（明38。5一大2．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZI－43
　　欠：明39（7，11），41（2，3），45（5），大1（2）

農商統計月報

　農商大臣官房統計課

　62－79号（昭19．4－20．8）　　　　　　　ZI－75

　　欠：72－74

　　「農林統計月報」の改題巻次を継承，以後「農

　　林統計月報」に復題

農村物価賃金月報

　農林省農業改良局統計調査部編／農林統計協会

　1号（昭和24年4月）一33号（昭和26年12月）（昭24．

　12－27．2）　　　　　　　　　　　　　　　　ZL－76

　　欠：9

「農村物価月報」と「農村賃銀月報」の合併改題

農村物価月報

　農林省統計調査部編／農林統計協会

　1－11号（昭23．9－24．11）　　　　　　ZL－69

　　以後「農村賃銀月報」と合併して「農村物価賃

　　金月報」と改題

農村賃銀月報

　農林省統計調査部編／農林統計協会

　1－13号（昭23．9－24．9）　　　　　　　ZL－68

　　欠：10－12

　　以後「農村物価月報」と合併して「農村物価賃

　　金月報」と改題

農村経済四季報

　農林省農林経済局統計調査部編／農林統計協会

　16－18号（昭39．11－41．9）　　TOKEI－Zla－6

　　以後廃刊

農村研究

　東京農業大学農業経済学会

　1号（昭29．3）一

　　欠：16－17，19，30，41

ZI－112

農村工業

　農村工業協会

　1巻1号一11巻7号（昭9．12－19．9）　　　ZI－54

　　以後「農村と工業」と改題

　　総目次：1巻1号一5巻12号（昭9．12－13。12）（．別

　　　　　　冊）

農村と工業

　農工協力中央会

　12巻1－5号（昭21．5－23．11）

　　「農村工業」の改題巻次を継承

ZI－54
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欧阿近東

　日本四阿近東輸出入組合連合会

　2巻10号一4巻3号（昭15．10－17．3）　　　ZD－92

　　欠：3（12）

欧米調査資料

　日本銀行調査局

　昭和16年1号一11号（昭16．1－16．11）　　ZB－6

　　「欧米経済彙報」の改題巻次を継承

欧米経済彙報

　日本銀行調査局

　昭和13年1号一15年12号（昭13．1－15．12）ZB－6

　　「海外経済彙報」の改題，巻次を継承，

　　以後「欧米調査資料」と改題

欧米政理叢談　は

　（欧米）政理叢談（XAz－97）　を見よ

欧米政典集誌　は

　（欧米）政典集誌（XAz－100）　を見よ

帯広畜産大学学術研究報告

　帯広畜産大学

　1巻1号一3巻2号（昭26．3－35．12）　　　ZI－108

桜美林短期大学紀要

　桜美林短期大学

　1－3輯（昭35．3－38．9）　　　　　　　ZA－383

お茶の水医学雑誌

　お茶の水医学会

　2巻7号一7巻ユ2号（昭30．9－34．12）　　ZS－23

お茶の水女子大学人文科学紀要

　お茶の水女子大学

　1巻（昭27．3）一　　　　　　　　　　ZA－304

お茶の水女子大学自然科学報告

　お：茶の水女子大学

　1巻1号一13巻2号（昭26．3－37．12）　ZA－304（S）

お茶の水史学

　お茶の水女子大学史学科読卑会

　1－12号（昭33．6－44．7）　　　　　　　ZQ－30

　　欠：9

（The）OECD　observer

　外務省経済局国際機関第二課

　47号（昭45．8）一　　　　　　　　　ZA－244

　　欠：48

（仮名傍訓）公布之写（おふれのうつし）

　絢銀社

　明治9年2－12冊（明9．2－12）　　　　XAz－90

　　以後「（仮名傍訓）公布日報」と改題

大原社会問題研究所雑誌

　大原社会問題研究所

　1巻1号一10巻3号（大12．8一昭8．11）

　　以後廃刊

（月刊）大原社会問題研究所雑誌

　大原社会問題研究所

　新1巻1号一3巻8号（昭9．7－11．8）

　　以後休刊

OHM
　オーム社

　36巻11号一45巻14号（昭24．11－33．12）

　　「電気日本」の改題，巻次を継承

オイコノミカ

　名古屋市立大学経済学会

　1巻1号（昭39．4）一

大分大学学芸学部研究紀要　人文科学

　大分大学学芸学部

　2－6号（昭28．3－32．3）

　　欠：3

ZK－4

ZK－4

ZS－12

ZB－158

ZA－311
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大分大学学芸学部研究紀要　人文・社会科学A集

　大分大学学芸学部

　2巻5号（昭40．9）　　　　　　　　ZA一一311

　　以後「大分大学教育学部研究紀要　人文・社会

　　科学A集」と改題

大分大学学芸学部研究紀要　人文・社会科学B集

　大分大学学芸学部

　2巻4－5号（昭39．9－40．9）　　　　　ZA－311

　　以後「大分大学教育学部研究紀要　人文・社会

　　科学B集」と改題

大分大学学芸学部研究紀要　自然科学

　大分大学学芸学部

　3－6号（昭29．2－32．3）　　　　　ZA－311（S）

　　欠：4

大分大学経済研究所研究所報

　大分大学経済研究所

　1号（昭42．4）一　　　　　　　　　　ZB－221

大分大学経済論集

　大分大学経済研究所

　1巻1号（昭25．2）一　　　　　　　　　ZD－54

　　「大分経専論集」の改題

　　総目次：1巻1号一20巻4号（昭25．2－44．2）（21巻

　　　　　　4号収録）

大分大学教育学部研究紀要　人文・社会科学A集

　大分大学教育学部

　3巻1－2号（昭41．10－42．10）　　　　ZA－311

　　「大分大学学芸学部研究紀要　人文・社会科学

　　A集」の改題巻次を継承

　　以後休刊

大分大学教育学部研究紀要　人文・社会科学B集

　大分大学教育学部

　3巻1号（昭41．10）一　　　　　　　　ZA－311

　　「大分大学学芸学部研究紀要　人文・社会科学

　　B集」の改題，巻次を継承

　　大分大学教育学部研究紀要　教育科学

　　　大分大学教育学部

　　　3巻3号（昭43．10）　　　　　　　ZA－311（K）

　　大分大学教育学部研究紀要　自然科学

　　　大分大学教育学部

　　　3巻1号（昭41．10）一　　　　　　ZA－311（S）

　　　　「大分大学学芸学部研究紀要　自然科学」の改

　　　　題，巻次を継承

　　大分経専論集

　　　大分経済専門学校経済研究所

　　　1巻1号一3巻2号（昭21．9－24．1）　　　　ZD－54

　　　　「商業論集」の改題，

　　　　以後「大分大学経済論集」と改題

　　岡山大学法文学部学術紀要

　　　岡山大学法文学部

　　　1号（昭27．9）一　　　　　　　　　ZA－306（H）

　　　　欠：3－5，12

　　岡山大学法学会雑誌

　　　岡山大学法学会

　　　19巻1号（昭45．1）一　　　　　　　　ZM－58

　　　　「岡山大学法経学会雑誌」の分離改題，巻次を

　　　　継承

　　岡山大学法人学会雑誌

　　　岡山大学法経学会

　　　1号一18巻4号（昭26．7－44．4）　　　　ZM－58

　　　　以後「岡山大学法学会雑誌」，「岡山大学経済

　　　　学会雑誌」に分離改題，

　　　　尚，10巻1号（通巻33号）（昭35．6）より巻号表

　　　　示

　　岡山大学経済学会雑誌

　　　岡山大学経済学会

　　　1巻1号（昭44．11）一　　　　　　　　ZB－182

　　　　「岡山大学法経学会雑誌」の分離改題

　　岡山大学教育学部研究集録

　　　岡山大学教育学部

　　　1号（昭30．1）一　　　　　　　　　　ZA－306
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岡山大学教養部紀要

　岡山大学教養部

　1号（昭40．3）一 ZA一一306（K）

岡山大学産業経営研究会研究報告書

　岡山大学産業経営研究会

　1－2集（昭40．6－41．4）　　　　　　　ZA－306（S）

岡山理科大学紀要

　岡山理科大学

　1－3号（昭40．9－42．12）

沖大法学論叢

　沖縄大学法経学部法学科

　1巻1号（通巻20）（昭50．3）一

　　「沖大論叢」の分離改題

沖大経済論叢

　沖縄大学法経学部経済学科

　1巻1号（通巻20号）（昭50．3）一

　　「沖大論叢」の分離改題

ZA－384

ZM－165

ZB－254

沖大論叢

　沖縄大学

　1巻2号一13巻1号（昭36．2－48．6）　　ZA－201

　　欠：2（2）

　　以後「沖大法学論叢」，「沖大経済学論叢」，

　　「沖大論叢～英語科・教養部～」に分離，改題

沖　　縄

　南方同胞援護会

　51－57号（昭44．12－46．7）

　　欠：52

　　「南と北」の改題，巻次を継承

　　63号で廃刊

沖縄法学

　沖縄国際大学法学会

　1号（昭48．9）一

ZA－186

ZM－153

沖縄国際大学文学部紀要　社会学科篇

　沖縄国際大学文学部

　1巻1号（昭48．3）一　　　　　　　　　ZA－426

沖縄国際大学教養部紀要

　沖縄国際大学教養部

　1巻1号（昭49．3）一

沖縄史料編集所紀要

　沖縄県沖縄史料編集所

　1号（昭51．3）一

ZA－426（K）

ZQ－24

大倉学会誌

　大倉高等商業学校研究室

　1巻1号一4巻2号（昭3．12－6．12）

　改丁H7号（昭8．6－18．8）　　　　　ZB－52

　　昭24．10より「東京経大学会誌」と改題

大倉山学院紀要

　大倉山学院編／大倉山文化科学研究所

　1－3輯（昭29．12－34．4）　　　　　　ZA－362

　　欠：2
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大樟論叢

　大阪経済大学大学院院生協議会

　1号（昭46．9）一

OlymPla

　日本体育協会

　1巻1号一5巻4号（昭35．7－39．7）

　　「体育とスポーツ」の改題

哩鳴雑誌

　求山盛

　3－2g号（明12．11－13．12）

　　欠：4，5，8－25

ZQ－17

ZB－234

067－19

XAz－91

音楽の友

　音楽の三社

　28巻1号（昭45．1）一　　　　　　　　〇63－40

　　「音楽知識」の改題

　〔別冊〕ディスコグラフィック・カタログ

　1号（昭51．11）一
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尾道短期大学研究紀要

　尾道短期大学

　5集（昭31．3）一　　　　　　　　　　ZA－363

　　欠：6－9，11，13，14

　　総目次：11－20集（昭37－46）（20集収録）

オペレーションズ・リサーチ

　日本科学技術連盟

　8巻1号（昭38．6）一

　　欠：8（6）

ZD－148

オリエント

　日本オリエント学会

　5巻1号（昭37．3）一　　　　　　　　　ZQ－32

　　「日本オリエント学会月報」の改題巻次を継

　　承

　　総目録：1－10巻　（1－4巻誌名：「日本オりエ

　　　　　　ント学会月報」）（昭30．1－43．11）（10

　　　　　　巻3・4号収録）

卸売（二二）物価

　満州国経済部商務司

　15－62次（康徳5〔昭13〕．1－8．12）

　　欠：36，59

　康徳9年1月分一9月分（昭17．1－9）

　　以後「卸売物価月報」と改題

ZB－66

卸売物価調査月報

　商工大臣官房統計三編／日本商工会議所

　昭和4年12月一6年5月（昭5．3－6．7）　　ZL－13

　　「卸売物価統計月報」の改題，

　　以後「卸売物価月報」と改題

卸売物価月報

　満州国経済部商務司

　康徳9年10月分一11年9月分（昭17．10－19．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZB－66
　　欠：10（7），11（2）

　　「卸売（二二）物価」の改題

卸売物価月報

　商工大臣官房統計課

　昭和6年6月（昭6．8）一13年12月 ZL－13

欠：昭9（4）

「卸売物価調査月報」の改題，

以後「全国卸売物価月報」と改題

卸売物価・工業製品生産者物価・製造業部門別物価

指数月報

　日本銀行統計局

　昭和45年5月一　　　　　　　　　　　ZL－92

　　「卸売物価・工業製品生産者物価指数月報」の

　　改題

卸売物価・工業製品生産者物価指数月報

　日本銀行統計局

　昭和44年1月一45年4月　　　　　　　　ZL－92

　　「卸売物価指数月報」の改題

　　以後「卸売物価・工業製品生産者物価・製造業部

　　門別指数月報」と改題

卸売物価指数月報

　日本銀行統計局

　昭和38年1月一43年12月　　　　　　　ZL－92

　　欠：昭39（8－9）

　　「卸売物価指数および東京小売物価指数」の分

　　離，改題，

　　以後「卸売物価・工業製品生産者物価指数月報」

　　と改題

卸売物価指数および東京小売物価指数

　日本銀行統計局

　昭和36年1－12月　　　　　　　　　　ZL－92

　　後に「卸売物価指数月報」と「東京小売物価指

　　数月報」に分離

卸売物価統計月報

　商工大臣官房統計課

　大正14年1月一昭和4年12月

　　欠：大14（4，5），昭2（4），4（7）

　　以後「卸売物価調査月報」と改題

ZL－13
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大阪朝日新聞

　朝日新聞社大阪朝日新聞発行所

　大正11年1月一昭和6年2月　　　　　　ZZ－4

　〔縮刷版〕

　4巻2号一13巻8号（昭6．2－15．8）

　　欠：5（8）

　　以後「朝日新聞（大阪）」と改題

大阪大学文学部紀要

　大阪大学文学部

　1－4巻（昭27．8－30．3）　　　　　　　ZP－34

大阪大学経済学

　大阪大学経済学部

　2巻1号（昭27．9）一　　　　　　　　ZB－123

　　総目次：1巻1号一15巻4号（昭26．11－41．3）

　　　　　　（別冊）

大阪大学教養部研究集録　外国語・外国文学

　大阪大学教養部

　13輯（昭40．3）一　　　　　　　　ZA－290（G）

　　欠：21

大阪大学教養部研究集録　外国語・外国文学

　大阪大学教養部

　3輯（昭42．3）一　　　　　　　　　　〇58－4

大阪大学教養部研究集録　人文・社会科学

　大阪大学教養部

　9輯（昭36．3）一　　　　　　　　　ZA－290

　　欠：21

　　「大阪大学南校・北校研究集録　人文・社会科

　　学」の改題，巻次を継承

大阪大学教養部研究集録　人文・社会科学

　大阪大学教養i部

　10輯（昭37．3）一　　　　　　　　　　〇58－4

　　欠：13，14

　　「大阪大学南校・北校研究集録　人文・社会科

　　学」の改題，巻次を継承

大阪大学南校・北校研究集録　人文・社会科学

　大阪大学南校・北校

　1－8輯（昭28．3－35．1）　　　　　　　ZA－290

　　以後「大阪大学教養i部研究集録　人文・社会科

　　学」と改題

大阪大学南校・北野研究集録　人文・社会科学

　大阪大学南校・北校

　3－8輯（昭30．3－35．1）　　　　　　　058－4

大阪電気通信大学研究論集　人文・社会科学

　大阪電気通信大学

　1号（昭40．4）一　　　　　　　　　　ZA－385

大阪電気通信大学研究論集　自然科学編

　大阪電気通信大学

　1－4号（昭40．7－43）　　　　　　ZA－385（S）

大阪府の歴史

　大阪府史編集室

　1号（昭46．12）一　　　　　　　　　　ZQ－42

大阪府立大学経済研究

　大阪府立大学経済学部

　1号（昭31．12）一　　　　　　　　　ZB－138

　　欠：45，46，13（4）（通巻55）

　　13巻1号（通巻52号）より巻号表示

大阪府立大学紀要　人文・社会科学

　大阪府立大学

　4巻（昭31．3）一　　　　　　　　　　ZA－287

　　欠：21

　　「浪速大学紀要　人文・社会科学」の改題，巻

　　次を継承

大阪府立大学紀要　人文・社会科学

　大阪府立大学

　11巻（昭38．3）　　　　　　　　　　058－25

　　「浪速大学紀要　人文・社会科学」の改題，巻

　　次を継承
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大阪府立大学紀要総目録　人文・社会科学

　大阪府立大学

　1巻一22巻（昭28．3－49．3）　　　　ZA－287（M）

　　（1－3巻無名：「浪速大学紀要」）

大阪府立図書館紀要

　大阪府立図書館

　1－10号（昭39．12－49．3）　　　　　　ZA－440

大阪外国語大学学報

　大阪外国語大学

　2－14号（昭28．7－38．12）　　　　　　ZP－37

　　欠：12

大阪学芸大学紀要　A人文科学

　大阪学芸大学

　2－15号（昭29．3－42．3）　　　　　ZA－295（A）

　　以後「大阪教育大学紀要　1人文科学」，

　　「同　2社会科学・生活科学」に分離

大阪学芸大学紀要　B自然科学

　大阪学芸大学

　1－15号（昭28．3－42．3）　　　　　ZA－295（B）

　　以後「大阪教育大学紀要　3自然科学」と改

　　題

大阪学院大学論叢

　大阪学院大学

　2－4号（昭39．4－40．9）　　　　　　　ZA－211

大阪銀行通信録

　大阪銀行集会所

　55－538号（明35．5一昭17。6）　　　　　ZF－8

　　欠：160，304，330－340

　　以後「全国金融統制会報」と改題

大阪銀行通信録

　大阪銀行集会所

　365－424号（昭3．1－7．12）　　　　080－3－3

大阪平民新聞（複刻版）

　大阪平民社／労働運動史研究会編／明治文献資料

　干Uそテ会（日召37蒸夏亥U）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一145

　1－10号（明40．6－10）　　　　　　　Km－368

　　以後「日本平民新聞」と改題

　「明治社会主義史料集　5集」収録

大阪女子大学国文学科紀要

　大阪女子大学国文科

　19集（H召42．11）一　　　　　　　　　　　　　　　　　〇58－12

　　欠：20，21

大阪株式取引所月報

　大阪株式取引所

　1－78号（昭6．7－12．2）　　　　　　　　ZD－43

　　以後「大株月報」と改題

大阪経大論集

　大阪経大学会

　2号（昭26．10）一　　一　　　　　　　ZB－104

　　総索引：1－15，16－30，31－50，51－80号（昭25．9－

　　　　　　46．3）（夫々15，30，50，80号収録）

大阪経済法科大学論集

　大阪経済法科大学

　1号（昭48．1）一　　　　　　　　　ZB－247

大阪教育大学紀要　1人文科学

　大阪教育大学

　16巻（昭43．1）一　　　　　　　　　ZA－295（1）

　　「大阪学芸大学紀要　A人文科学」の分離改題

　　巻次を継承

大阪教育大学紀要　2社会科学・生活科学

　大阪教育大学

　16巻（昭43．1）一　　　　　　　　ZA－295（2）

　　「大阪学芸大学紀要　A人文科学」の分離改題，

　　巻次を継承

大阪教育大学紀要　3自然科学

　大阪教育大学

　16巻（昭43．1）　　　　　　　　　ZA－295（3）

　　「大阪学芸大学紀要　B自然科学」の改題巻

　　次を継承
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大阪産業大学紀要

　大阪産業大学学会

　10－21号（昭41．1－43．4）　　　　　　ZA－386

　　以後「大阪産業大学論集」と改題

大阪産業大学論集

　大阪産業大学学会

　22－30集（昭43．7－45．7）　　　　　　　　ZA－386

　　「大阪産業大学紀要」の改題，巻次を継承，

　　以後「人文科学」，「社会科学」，「自然科学」に

　　分編

大阪産業大学論集　人文科学編

　大阪産業大学学会

　31号（昭45．12）一　　　　　　　　　ZA－386

　　「大阪産業大学論集」の分編，巻次を継承

大阪産業大学論集　社会科学編

　大阪産業大学学会

　31号（昭45．12）一

　　欠：32

　　「大阪産業大学論集」の分編，

大阪砂糖取引所月報

　大阪砂糖取引所

　1巻1号一21巻12号（昭27．5－48．1）

　　欠：11，12（5－12）

大阪社会事業短期大学研究紀要

　大阪社会事業短期大学

　2巻（日召28）

大阪市中央卸売市場月報

　大阪市中央卸売市場

　昭和8年3月一昭和16年12月

　　欠：昭10－15（3）

ZA－386（S）

巻次を継承

ZD－111

ZA－280

ZL－31

大阪市大論集

　大阪市立大学大学院経済経営研究会

　11号（昭46．3）一　　　　　　　　　ZB－210

　　欠：13

大阪市立大学文学部紀要　は

　人文研究（大阪市立大学文学部紀要）（ZA－111）

　を見よ

大阪市立大学法学雑誌

　大阪市立大学法学会

　1巻1号（昭29．3）一

大阪市立大学家政学部紀要

　大阪市立大学家政学部

　1巻1号一14巻（昭28．12－42．2）

大阪市立大学経済学年報　は

　経済学年報（ZB－208）　を見よ

大阪市商工時報

　大阪市役所商工課

　3－59号（大5．5－14．1）

　　欠：50

大阪商業大学論集

　大阪商業大学商経学会

　1号（昭27．4）一

　　総目次：

ZM－98

ZA－297

ZD－12

ZD－116
16－20号（昭36．9－38．11）（23号収録）

21－25号（昭39．10－42．6）（25号収録）

大阪商業会議所月報

　大阪商業会議所

　176－247号（大11．1一昭2．12）　　　　ZD－13

　　欠：196，197

　　「貿易通報」の改題，巻次を継承，

　　以後「大阪商工会議所月報」と改題

大阪商科大学経済研究年報

　大阪商科大学経済研究会

　9号（昭11．9） Miura－Z－96

大阪証券取引所統計月報

　大阪証券取引所

　4巻10号一23巻12号（昭28．10－48．1） ZL－79
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大阪商工会議所月報

　大阪商工会議所

　248－415号（昭3．1－16．12）　　　　　ZD－13

　　「大阪商業会議所月報」の改題，巻次を継承

大阪税関外国貿易月報

　大阪税関

　昭和13年1月一昭和15年9月　　　　　　ZD－75

奥州大学紀要

　奥州大学学術研究会

　1－10号（昭43．12－51．3）　　　　　　ZB－245

　　以後「富士大学紀要」と改題

小樽商業会議所月報

　小樽商業会議所

　103－225号（大4．12一昭2．9）　　　　ZD－14

　　欠：109，116，122，145

　　以後「小樽商工会議所所報」と改題

小樽商工会議所所報

　小樽商工会議所

　226－244号（昭3．1－7．10）　　　　　ZD－14

　　欠：235

　　「小樽：商業会議所月報」の改題，巻次を継承

小樽商工会議所統計

　小樽商工会議所

　昭和3年1．2．3月分一昭和7年（10．11．12月分）（昭

　3．5－8．2）　　　　　　　　　　　　　　　　ZL－32

　　欠：昭4（7－9），昭5（1－3）

追手門経済論集

　追手門学院大学経済学会

　1巻1号（昭41．9）一　　　　　　　　ZB－176

応用社会学研究

　立教大学社会学部研究室

　12－15集（日召43．3－49．3）　　　　　　　　ZK－125

　　　　　　　　　　P

PARC　lnfo脚lndex　Service

　アジア太平洋資料センター

　1巻1号（昭48．10）一

北京日本商工会議所経済月報

　北京日本商工会議所

　1－28号（昭16．9－18．12）

北京週報

　北京週報社

　12巻2号（1974．1）一

　　欠：12（5，7，9，13，15）

比律賓情報

　比律賓協会

　23－81号（昭14．H9．3）

　　欠：78－80

PR（パブリックリレーションズ）

　日本証券投資協会

　3巻6号一10巻2号（昭27．6－34．2）

　　以後「綜合経営」と改題

パブリック・リレーションズ　は　一

　PR（ZD－109）　を見よ
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リーダーズ・ダイジェスト

　日本リーダーズ・ダイジェスト社

1巻1号一15巻13号（昭21．6－35．12）

　　欠：8－14

リーダーズ・ダイジェスト

　日本リーダーズ・ダイジェスト社

2巻2号一7巻6号（昭22．2－27．6）

　　欠：2（3）

レクリエーション

　日本レクリエーション協会

　135号（昭47．1）一

ZA－93

061－4

067－31

レファレンス

　国立国会図書館調査及び立法考査局

　19号（昭27．9）一　　　　　　　　　　ZN－41

　　欠：20，25，44，61－66

　　索引：1－100号（昭26．5－34．5）（100号附録収録）

　　　　　101－200号（昭34．6－42．9）（200号附録収

　　　　　録）

零（小）売物価

　満州国経済部商務司

　40－75次調査（康徳4〔1937〕．2－6．12）　ZL－43

　　欠：59，73

　　以後「小売物価月報」と改題

黎明会講演集　は

　黎明講演集（ZA－445）を見よ

黎明講演集

　大匠閣

　1－6輯（大8．3－8）

　2巻1－4輯（大8．9－9．4）

　　欠：2（2）

　　1集誌名：「黎明会講演集」

ZA－445

麗沢大学紀要

　麗沢大学

　4巻（昭39．5）一　　　　　　　　　　ZA－358

　　欠：7，8，12

　　「外国語編」，「人文・社会・自然科学編」との

　　合編誌，巻次を継承

麗沢大学紀要

　麗沢大学

　11巻（昭46．1） 058－27

麗沢大学紀要　外国語編

　遠雷大学

　1－3巻（昭35．12－39．3）　　　　　ZA－358（G）

　　以後「人文・社会・自然科学編」と合編し「麗沢

　　大学紀要」と改題

麗沢大学紀要　人文・社会・自然科学

　三沢大学

　1－3巻（昭34．12－37．3）　　　　　　ZA－358

　　以後「外国語編」と合編し「麗沢大学紀要」と改

　　題

歴　　史

　白揚社
　H6号（昭12．1－13．5）

　　「歴史科学」の改題

歴　　史

　東北史学会

　25輯（昭37111）一

　　欠：27

ZQ－9

ZQ－39

歴史地理

　日本歴史地理学会

　1巻1号一82巻6号（明32．10一昭18．12）　ZQ－11

　　欠：77－81（3）

　　43（1）（大13．1）より「社会史研究」，71（6）

　　（昭13．1）より「頼朝会雑誌」を合併
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歴史地理

　日本歴史地理学会

　3巻1号一82巻6号（明34．1一昭18．12）

　　　　　　　　　　　　　　　Miura－Z－14
　　欠：17－2・，28，35（3）一56，65（6），7・（3），71（2），1

　　　　71（2），75（4），77（1），81（6），82（1，3－6）

歴史学研究

　歴史学研究会編／青木書店

　95号（昭17．1）一　　　　　　　　　ZQ－14

　　欠：228

　　総目録：1－300号（昭8．11－30．5）（別冊）

歴史学研究（復刻版）

　歴史学研究会監修／青木書店（昭48－52復刻）

　H21号（昭8．11－19．6）　　　　　ZQ－14A

歴史学研究

　歴史学研究会編／青木書店

　143号（昭25．1）一　　　　　　　　　〇64－3

　　総目録：1－400号（昭8．11－48．9）（別冊）

歴史学研究

　歴史学研究会編／岩波書店

　1巻1号一11巻7号（通巻90号）（昭8．11－16．8）

　　欠：2（3，5），5（1），9（1）

　　　　但し7（10）は発行せず

　　以後通巻番号のみ表示

　91－121号（昭16．9－19．12）　　Miura－Z－38

　　欠：105，120

歴史評論

　歴史科学協議会編／校倉書房

　1号（昭21．10）一　　　　　　　　　ZQ－15

　　欠：15，17，18，26，45－136，138

　　総目録：1－212号（昭21．10－43．4）（別冊）

　　　　　　201－300号（昭42．5－50．4）（別冊）

歴史評論

　歴史科学協議会編／校倉書房

　1号（昭21．10）一

　　欠：2，7，18－20，22－46，48－141

064－8

総目録：1－212号（昭21．10－43．4）（別冊）

歴史人類

　筑波大学歴史・人類学系

　〔1号〕（昭5L3）一

歴史科学

　白揚社

　1巻1号一5巻12号（昭7．5－11．12）

　　以後「歴史」と改題，改巻

歴史と人物

　中央公論社

　1年1号（昭46．9）一

ZQ－63

ZQ－9

064－9

立教大学研究報告　一般教育部

　立教大学一般教育研究室

　2－6号（昭32－34）　　　　　　　　ZA－342

　　以後「人文科学編」，「自然科学編」に分画

立教大学研究報告　一般教育部　人文科学

　立教大学一般教育研究室

　7－10号（昭34．9－36）　　　　　　　ZA－342

　　「立教大学研究報告　一般教育部」の分編，巻

　　次を継承

立教大学研究報告　一般教育部　自然科学

　立教大学一般教育部

　7－9号（昭35．3－36．9）　　　　　ZA－342（S）

　　「立教大学研究報告　一般教育部」の分編，巻

　　次を継承

立教大学研究報告　人文科学

　立教大学一般教育部

　11号（昭37．3）一

　　欠：14，15，19

　　「立教大学研究報告　一般教育部

　　の改題，巻次を継承

立教法学

　立教法学会

　1号（昭35．3）一

ZA－342

人文科学」

ZM－78
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立教経済学研究

　立教大学経済学研究会

　1巻1号（昭13．3）一

利囲新志

　三囲社

　1－17号（明22．10－23．6）

ZB－83

XAz－92

（官板）六合叢談

　老皇館翻刻

　巻之1－13（成豊7．1－12）（安政4．1－12）

　巻之2第1－2（威豊8．1－5）（安政5．1－5）XA一93

　　欠：巻之11

陸運統計月報

　運輸省大臣官房統計調査部

　1巻1号一3巻13号（昭38．4－41．3）

　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－Zlk－5

　　欠：2（1）

　　「自動車輸送統計月報」の改題

倫　　理

　丁酉倫理会編／大日本出版

　536－548号（昭23．2－24．3）　　　　　ZO－4

　　「丁酉倫理」の改題巻次を継承

理　　論

　民主主義科学社協会

　1巻1号一4巻6号（昭22．2－25．6）

理　　論

　民主主義科学者協会編／理論社

　1－27号（昭22．5－29．10）

　　21号迄季刊，以後月刊

理　　論

　民主主義科学者協会編／理論社

　12－27号（昭25．3－29．10）

　　21号迄季刊，以後月刊

ZO－17

ZA－106

066－8

（季刊）理論経済学

　東洋経済新報社

　1巻1号（25．1）一　　　　　　　　　ZB－109

　　総索引：1－20巻（昭25．1－44．12）（20巻3号収録）

（季刊）理論経済学

　東洋経済新報社

　1巻1号（昭25．1）一 066－9

理　　想

　理想社

　9号（昭4．4）一　　　　　　　　　　ZO－8

　　欠：38－61，160

　　総目次：1－403号（昭2．4－41．12）（403号収録）

　　　　　　1－500号（昭2，4－50．1）（500号収録）

理　　想

　理想社

　230号（昭27．7）一　　　　　　　　　〇62－6

　　総目次：1－403号（昭2．4－41．12）（403号収録）

理　　想

　理想社

　19－154号（昭5．10－19．3）　　　Miura－Z－87

　　欠：20，31，37，39，46，48，49，66，67，

　　　　69－94，96－153

立正大学人文科学研究所年報

　立正大学人文科学研究所

　1号（昭39．3）一

　　欠：5

立正法学

　立正大学法学研究室

　4巻2号（昭46．1）一

貫正経営論集

　立正大学経営学会

　1号（昭43．3）一

ZA－435

ZM－133

ZD－156
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立命館文学

　立命館大学人文学会

　70号（昭24．10）一　　　　　　　　　ZP－9

　　欠：80－186，198，ユ99，221，222，246

立命館大学人文科学研究所紀要

　立命館大学人文科学研究所

　1号（昭28．5）一

　　欠：7，10－14

ZA－281

立命館大学論叢

　立命館大学人文科学研究所

　1－17輯（昭16．10－18．11）　　　　　　　ZM－21

　　欠：2，4，8，10－12，14，15

　　「法と経済」，「立命館文学」の合併改題，

　　尚，「立命館大学論叢」41，42，44，45，47，48，

　　55－59集は「法と経済」100－110号に該当，

　　同書を見よ

立命館法学

　立命館大学法学会

　1号（昭27．3）一

　　欠：14，15，26，27

　　「法と経済」の分離改題

立命館経営学

　立命館大学経営学会

　1巻1号（昭37．10）一

　　欠：

ZM－21

ZD－166
2（2）一3（1），3（4，6），4，5（2－6），6

立命館経済学

　立命館大学経済学会

　6巻5号（昭32．12）一

　　欠：8，9

ZB－145

立命館産業社会論集

　立命館大学産業社会学前編／立命館大学人文科

学研究所

7号（昭46．9）一

　欠：8

ZK－121

理財評論

　理財評論社

　1巻3号一2巻7号（大6．5－7。7）

　　欠：エ（4－7）

露量時報

　口合＝爾賓商品陳列館

　24－152号（大10．9一昭7．6）

　　欠：53，105

ZB－17

ZD－15

駆　　馬（復刻版）

　騒馬発行所／日本近代文学研究所（昭35．12復刻）

　1－12号（大15．4一昭3，5）　　　　　　ZP－16

労　　働（日本労働総同盟機関紙）（復刻版）

　日本労働総同盟本部刊／総同盟五十年史

　刊行委員会編／日本労働文庫（昭39復刻）

　通巻173（創刊）一186号（大14．11－15．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZK－66

労　　働（復刻版）

　日本労働総同盟本部／法政大学大原社会問題研

　究所，総同盟五十年史刊行委員会編／法政大学

　出版局（昭51一　　復刻）

　9巻1号（大9．1）一　　　　　　　　　Kp－148

　　「労働及産業」の改題

　「日本社会運動史料　機関紙誌篇　日本労働総

　同盟機関誌」収録

（月刊）労働
　日本労政協会

　3巻4号一6巻8号（昭27．5－29．8）

　　欠：3（11，12），4（8），5

　　「労働教育」の改題，巻次を継承

（月刊）労　　働

　大阪労働協会

　59－143号（昭28．11－35．12）

　　欠：107

ZK－42

ZK－52
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労働月報

　大阪市社会部

　49－223号（大14．5一昭14．12）

　　欠：138，152，172

　復刊1－7号（昭21．4－12）

　　欠：5

労働判例

　産業労働調査所

　256号（昭51．10．1）一

（季刊）労働法

　総合労働研究所

　1巻1号（昭26．7）一

ZK－5

ZM－158

ZM－81
総目録：1－40号（昭26．7－36．6）（別冊）

労働法律旬報

　労働旬報社

　439号（昭37．1）一　　　　　　　　　ZM－84

　　欠：883

　　総索引：1－500号（昭24．11－38．9）

　　　　　　（500／501号別冊）

　　総目次：1－860号（昭24．11－49．7）

　　　　　　（868／9号収録）

労働評論

　労働協会

　1巻1号一5巻11号（昭21．7－25．10）

　　欠：1（6），2（1－3）

労働委員会速報

　中央労働委員会監修／労委協会

　358－777号（昭31．7－43．3）

　　欠：

ZK－32

ZK－64
　　359，360，390，540，541，562，572，582，

　　586，651，652，660，665－667，677，688

「中央労働委員会速報」の改題，巻次を継承，

以後「（別冊）中央労働時報」と改題

労働時報

　厚生省労働局

　3巻2号一19巻10号（大15．2一昭17．10）　ZK－6

　　欠：3（12），4

　　以後「勤労時報」と改題

労働時報

　労働省

　2巻4号一5巻8号（昭24．4－27．9）　　　ZK－39

　　欠：3（11），4（1，4－9，11－12），5（1－3，5－7）

労働事情

　川崎製鉄所労務課

　2－29号（昭32．9－34．6）

　　欠：3

労働科学

　労働科学研究所

　17巻10号（昭15．10）一

　　欠：29（9），36，38（6）

ZK－75

ZK－19

「労働科学研究」（1巻一16巻），「産業医学」（17

巻｝9号：当館欠号分）の改題，巻次を継承

労働科学研究

　日本労働科学研究所

　1巻1号一16巻11号（大13．6一昭14．12）　ZK－19

　　以後「産業医学」（17巻1－9号：当館欠号分）と

　　改題後，「労働科学」と改題

労働経済判例速報

　日経連事務局編／日本経営者団体連盟

　27巻26号（昭51．10）一　　　　　　　ZM－157

労働研究

　兵庫県労働部労働調査室

　30－205号（昭25．6－43．9）　　　　　　ZK－36

　　「兵庫県労働時報」の改題，巻次を継承

労働組合情報

　世界労連東京事務所

　7巻18号一10巻24号（昭41．9－44．12）

　　欠：10（8，12）

　　以後停刊

労働教育

　日本労政協会

　1巻1号一3巻3号（昭25．1－27．2）

　　以後「（月刊）労働」と改題

ZK－85

ZK－42
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労働毎月統計

　内閣統計局

　昭和17年1月分一18年12月分TOKEI－ZHc－3
　　欠：昭18（7，8）

　　「労働統計」の改題

（月刊）労働問題

　日本評論社

　105号（昭42．1）一　　　　　　　　　ZK－76

　〔増刊〕

　シリーズ1（昭52．10）一

（月刊）労働問題

　日本評論社

　117号（昭43．1）一

　〔増刊〕

　シリーズ1（昭52．10）一

労働問題研究

　中央労働学園

　5－49号（日召22．2－26．4）

労働問題研究

　近畿大学労働問題研究所

　1号（昭50．4）一

労働・農民運動

　新日本出版社

　1－105号（昭41．5－49．9）

　　欠：31，32，34－37，39，41，43，44

　　以後「労働運動」と改題

労働及産業

　友愛会本部

　65－100号（大6．1－8．12）

　　欠：89－93

労働及産業（復刻版）

066－24

ZK－35

ZK－110

ZK－82

ZK：一7

友愛会／法政大学大原社会問題研究所，

総同盟五十年史刊行委貝会編／法政大学

出版局（昭44一　　復刻）

39号（大3．11）一〔100号（8巻12号）（大8．12）〕

　　　　　　　　　　　　　　　　Kp－148

　　「有愛新報」の改題，巻次を継承，

　　以後「労動」と改題

　「日本社会運動史料　機関紙誌篇　有愛会機関

　誌」収録

労働パシフィック

　AFL東京事務所

　2－22号（昭27．10－29．2）　　　　　　　ZK－48

　　欠：13

労働力調査報告

　総理府統計局

　1－56号（昭23．3－27．3）

　昭和28年1月分一49年1月分　　　　　　ZK－38

労働力調査報告

　総理府統計局

　昭和28年1月分一40年平均分（昭28．5－41．9）

　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZHc－1
　　欠：昭29，38（10），40（1，2，4）

労働力調査報告速報

　総理府統計局

　昭和34年3月分一39年11月分（昭34．5－40．1）

　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZHc－1
　　欠：昭34（8），37（9，10），38（12）

労働世界（複刻版）

　労働新聞社／労働運動史研究会編／明治文献資料

　刊行会（昭38複刻）

　6年1号一7年6号（明35．4－36．2）　　　Km一一368

　　以後「社会主義」と改題

　「明治社会主義史料集　補遣2－4」収録

労働者（「大阪平民新聞」号外）（複刻版）

　大阪平民社／労働運動史研究会編／明治文献資料

　刊行会（昭37複刻）

　1－4（明40．10－41．5）　　　　　　　Km－368

　「明治社会主義史料集　5集」収録
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労働資料速報

　日本労働協会

　1－120号（昭45．4－50．3）

　　「労働資料」の改題，

　　以後廃刊

労働統計

　内閣統計局

　昭和14年6月一昭和16年6月

労働統計

　内閣統計局

　昭和16年3月分一12月分

　　欠：昭16（5，6）

ZK－98

ZL－57

TOKEI－ZHc－3

以後「労働毎月統計」と改題

労働統計

　日本銀行調査局

　昭和7年7月一昭和14年8月

労働統計調査月報

　労働省労働統計調査局

　1巻1号一3巻12号（昭24．2－26．12）

　　「労働統計月報」の改題

ZL－37

ZL－66

労働統計調査月報

　労働大臣官房労働統計調査部編／日本労政協会

　9巻1－8号（昭32．1－8）　　TOKEI－ZHc－5

労働統計月報

　労働省労働統計調査局

　1－12号（昭23．1－12）　　　　　　　　ZL－66

　　以後「労働統計調査月報」と改題

労働運動

　新日本出版社

　106号（昭49．10）一　　　　　　　　ZK－82

　　「労働・農民運動」の改題，巻次を継承

労働運動史研究

　労働運動野研究会編／労働旬報社

　27－47号（昭36．9－42．4）

　　欠：29，30

ZK－81

以後単行本扱

六甲台論集

　神戸大学大学院研究会

　4巻1号（昭32．4）一　　　　　　　　ZA－157

　　欠：5（1）

　　総目録：1巻1号一17巻1号（昭29．8－45．4）

　　　　　　（17巻2号収録）

露国月報

　外務省政務局

　7巻1号一8巻1号（大2．1－3．1）

労務研究

　日本労務研究会

　1巻3号一11巻12号（昭23．6－33．12）

　　欠：1（6），11（9）

論　　敬

　関西学院大学

　1－20号（昭29．11－47．2）

　　欠：19

労農（復刻版）

ZN－22

ZK－37

ZA－154

労農社／法政大学大原社会問題研究所編／法政大

学出版局（昭48－50復刻）

1巻1号一6巻5号（昭2．12－7．6）　　　　Kp－148

「日本社会運動史科　機関紙誌篇　労農派機関

紙」収録

論集（青山学院大学一般教育部会）は

青山学院大学一般教育部会論集（ZA－421）を見よ

論集～神戸大学教養部紀要～
　神戸大学教養部人文学会

　1号（昭40．3）一　　　　　　　　　　ZA－377

論　　集

　生命保険文化研究所

　1－23号（昭40．10－47．4）

　　以後「所報」（ZH－9）に統合

ZH－13
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論集（東京女子大学）は

　東京女子大学論集（ZA－126）を見よ

論　　叢

　関西学院短期大学商科

　1－12号（昭25．6－30．12）

　　欠：9

ZD－110

論叢～玉川大学教養部紀要～
　玉川大学教養i部

　1968年（昭44．3）　　　　　　　　　058－20

露西亜月報

　外務省調査部第三課

　48－88号（昭13．1－16．9）

ロシア語

　日ソ協会ロシア語委員会

1巻1号一2巻12号（昭38．5－40．4）

露西亜事情

　露西亜通信社

　1－133車茸（口召2．6－6．2）

　　欠：9－11，44，48，85，123

露西亜通信

　露西亜通信社

　85－972号（大15．11一昭5．12）

類聚新聞（一名：古錦新裁）

　又新社

　1－27号（明8．3－10）

　　欠：9－16，18，19，23

糧食研究

　糧食研究会

　130－219号（昭12．5－19．10）

5912

霜

会霜凌

ユ酊佃号09471

81欠

ZI－65

063－18

ZA－40

ZA－24

XAz－94

ZK－23

ZA－54

硫安復興

　硫安工業復興会議事務局

　20－36号（昭24．1－25．5）

　　欠：23，24

　　以後終刊

硫安協会月報

　日本硫安工業協会

　1－138号（昭26．3－38．4）

　　欠：9，10，116

　　以後「硫安協会報」と改題

ZI－93

ZI－99

硫安協会報

　日本硫安工業協会

　139－143号（昭38．6－12）　　　　　　　ZI－99

　　「硫安協会月報」の改題巻次を継承

琉大法学

　琉球大学法文学部

　1号（昭33．6）一

　　欠：2－4，8

ZM－113

龍谷大学経済学論集

　龍谷大学経済経営学会

　2巻1号一14巻ヰ号（昭37．7－50．3）　　　ZB－162

　　欠：2（2），3（2－3），4（2）

　　総目次：1－10巻（昭36．12－46．3）（11巻1・2号

　　　　　　収録）

　　以後「龍谷大学経済経営論集」と改題

龍谷大学経済経営論集

　龍谷大学経済経営学会

　15巻1号（昭50．7）一　　　　　　　　ZB－162

　　「龍谷大学経済学論集」の改題，巻次を継承

龍谷大学論集

　龍谷学会

　344号（昭27．7）一

　　欠：345

　　総目録：1－401号（明32．10一昭48．3）

　　　　　　（402号収録）

ZO－28
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龍谷法学

　龍谷大学法学会

　1巻1号（昭43．10）　　　　　　　　ZM－115

龍谷史壇

　龍谷大学史学会

　32－52号（昭24．12－39．3）　　　　　　ZQ－19

琉球大学文理学部紀要　人文篇

　琉球大学文理学部

　8－11号（昭39．6－42．3）一　　　　　ZA－313

　　「琉球大学文理学部紀要　人文・社会」の分編，

　　巻次を継承，

　　以後「琉球大学法文学部紀要　人文篇」と改題

琉球大学文理学部紀要　人文・社会

　琉球大学文理学部

　2－7号（昭32．8－38．6）　　　　　　ZA－313

　　以後「人文篇」「社会篇」に分編

琉球大主文理学部紀要　理学篇

　琉球大学文理学部

　1－8号（昭32．12－40．6）　　　　　ZA－313（R）

琉球大学文理学部紀要　社会篇

　琉球大学文理学部

　8－11号（昭39．6－42．3）　　　　　　ZA－313

　　「琉球大学文理学部紀要　人文・社会」の分編，

　　巻次を継承，

　　以後「琉球大学法文学部紀要　社会篇」と改題

琉球大学法文学部紀要　人文篇

　琉球大学法文学部

　12－14号（昭43．4－45．4）　　　　　　ZA－313

　　「琉球大学文理学部紀要　人文篇」の改題巻

　　次を継承

琉球大学法文学部紀要　社会篇

　琉球大学法文学部

　12号（昭43．4）一　　　　　　　　　ZA－313

　　「琉球大学文理学部紀要　社会篇」の改題巻

　　次を継承

琉球大学法文学部紀要　史学・地理学篇

　琉球大学法文学部

　18号（昭50．3）一　　　　　　　　ZA－313（S）

琉球大学経済研究

　琉球大学法文学部

　1号（昭34．10）一　　　　　　　　　ZB－161

琉球大学国文学・哲学論集

　琉球大学法文学部

　18号（昭48．12）一　　　　　　　ZA－313（K）

琉球大学教育学部研究集録

　琉球大学教育学部

　2集（昭33．7）　　　　　　　　　　ZA－359

琉球大学教育学部紀要　第1部

　琉球大学教育学部

　19集（昭51．3）一　　　　　　　　　　ZA－441（1）

琉球大学教育学部紀要　第2部

　琉球大学教育学部

　19集（昭51．3）一　　　　　　　　　　ZA－441（2）

琉球大学農家政学部学術報告

　琉球大学農家政学部

　4号（昭32．9）　　　　　　　　　　ZI－140

龍門雑誌

　龍門社

　354－669号（大6．11一昭19．5）　　　　ZA－25

　　欠：504－591

流通経済論集

　流通経済大学学術研究会

　1巻1号（昭41．9）一　　　　　　　　　ZA－202

　　総目次：1巻1号一6巻4号（昭41．9－47．2）（7巻1

　　　　　　号収録）

流通とシステム

　流通システム開発センター

　1号（昭49．8）一　　　　　　　　　　ZD－174
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佐賀大学経済論集

　佐賀大学経済学会

　1巻1号（昭42．4）一

佐賀大学教養部研究紀要

　佐賀大学教養部

　1巻（昭44．3）一

S

相模女子大学紀要

　相模女子大学

　1－28号（昭31．2－42．11）

　　欠：2，3，6，11，12，17，18

佐賀臨画会議所月報

　佐賀商工会議所

　114－185号（昭6．1－11．12）

　　欠：137

栽培経済問答新誌

　曳尾社

　1－40号（明14．12－15．8）

ZB－190

ZA－415

ZA－360

ZD－44

XAz－95

裁判所時報

　最高裁判所事務総局

　49－367号（昭25．1－37．12）　　　　　　ZM－49

　　欠：60，62，63，92，101，121－126

債券及株式利廻調

　日本勧業銀行調査課

　昭和19年4月一昭和20年1月

　　「主要債券利廻調」の改題

ZL－40

最近の中小企業動向

　中小企業庁編／日本商工会議所

　昭和29年3．4月期一30年10－12月期（昭29．6－31．2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZI－120

最高裁判所図書館図書月報

　最高裁判所図書館

　1－31号（昭26．6－30．11）

　　欠：17，19－22

ZA－121

西京大学学術報告　人文

　西京大学

　1－10号（昭27．2－33．10）　　　　　　ZA－269

　　以後「京都府立大学学術報告　入文」と改題

埼玉大学紀要

　埼玉大学文理学部文学科

　1－2集（昭27．3）

埼玉大学紀要

　埼玉大学教養部

　1巻（昭41．3）一

埼玉大学紀要　外国語学文学篇

　埼玉大学

　1巻（昭43．3）一

埼玉大学紀要　人文科学篇

　埼玉大学

　2巻（昭28．3）一

ZA－318

ZA－318（Ky）

ZA－318

ZA－318

埼玉大学紀要　人文・社会科学

　埼玉大学教育学部

　21巻（48。3）一　　　　　　　　ZA－318（Ki）

　　「埼玉大学紀要（教育学部）」の分編，巻次を継

　　承

埼玉大学紀要（教育学部）

　埼玉大学教育学部

　16－20巻（昭43．3－47．3）　　　　ZA－318（Ki）

　　以後「人文・社会科学」「教育科学」「数学・自然

　　科学」に分編

埼玉大学紀要　教育学部篇

　埼玉大学教育学部

　1－15巻（昭27．3－42．3） ZA－318（Ki）
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埼玉大学紀要　教育科学

　埼玉大学教育学部

　21巻（昭48．3）一　　　　　zA－318（Ki－K）

　　「埼玉大学紀要（教育学部）」の分編，巻次を継

　　承

埼玉大学紀要　社会科学篇

　埼玉大学

　2巻（昭28．3）一 ZA－318

埼玉大学紀要　数学・自然科学

　埼玉大学教育学部

　21巻（昭48．3）一　　　　　zA－318（Ki－S）

　　「埼玉大学紀要（教育学部）」の分編，巻次を継

　　承

埼玉大学紀要　体育学篇

　埼玉大学

　1巻（昭42．3）一

　　欠：3

埼玉平民雑誌

　埼玉平民社

　18号（明25．2）

山　岳

　日本山岳会

　1年1号一20年3号（明39．4一昭2．1）

参議院委員会会議録

　参議院事務局

　1回（自撰22．5）一

　　欠あり

産　業

　日本産業協会

　7巻1号一21巻3号（昭5．1－19．11）

　　欠：11－18（3）

ZA－318

XAz－96

ZA－26

ZN－9

ZI－34

産業貿易研究

　東京経済大学産業貿易研究所

　14－33号（昭37．6－42．9）　　　　　　ZD－126

　　「貿易研究」の改題，巻次を継承，以後廃刊

産業貿易研究所報（桃山学院大学）　は

　桃山学院大学産業貿易研究所報（ZD－167）を

　見よ

産業部月報

　満州国産業部大臣官房資料科

　2巻1号一4巻3号（康徳5〔1938〕．1－7〔1940〕．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZI－67

産業動向

　国民経済研究協会

　69－123号（昭29．6－33．12）　　　　　　ZI－94

　　「産業動向速報」の改題，巻次を継承

産業動向速報

　国民経済研究協会

　50－68号（昭27．10－29．5）

　　以後「産業動向」と改題

産業福利

　協調会

　2巻1号一19巻1号（昭2．1－19．1）

産業合理化

　日本商工会議所

　1－20車茸（日召5．12－11．3）

　　欠：4

産業経営

　早稲田大学産業経営研究所

　1号（昭50．12）一

産業経営研究

　名城大学商学会

　1－4号（昭44．2－47．4）

　　欠：2

産業経営研究所報

　九州産業大学産業経営研究所

　1号（昭41．3）一

ZI－94

ZK－14

ZB－50

ZD－175

ZD－196

ZI＞一195
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産業経理

　産業経理協会

　6巻1号（昭21．10）一

　　欠：7（3，5，8）

　　「原価計算」の改題，巻次を継承

ZE－6

産業経済研究

　久留米大学産業経済研究会

　1－18号（昭30．7－34．11）

　　欠：6，9

　1巻1号（19号）（昭35．2）一　　　　　ZD－128

　　欠：1（2－4），3（1－3）

　　索引：ユd8号（昭30．7－34．U）（ユ8号と合本）

産業経済論叢

　京都産業大学経済学会

　創刊号一4巻4号（昭41．6－45．2）

　　以後「経済経’営論叢」と改題

産業研究

　関西学院大学産業研究所

　5－16集（日召31．5－34．7）

　　欠：11

産業研究

　慶応義塾大学産業研究所

　2－7号（昭39．12－45．3）

ZB－177

ZI－111

ZI－136

産業金融時報

　日本興業銀行調査部編／産業統計調査会

　1巻1号一84号（昭22．6－30．12）　　　　ZF－20

　　欠：45

　　「調査月報」の復刊，改題，後「興銀調査月報」

　　と改題

産業組合

　産業組合中央会

　147－455号（大7．1一昭18．9）

　　欠：300，301

　　以後終刊

ZD－16

産業組合（復刻版）

　産業組合中央会／全国農業協同組合中央会，農

　林中央金庫中央会監修／「産業組合」誌復刻刊行

　委員会編／日本経済評論社（昭52一　復刻）

　1号（明38．11）一　　　　　　　　　ZD－16A

「産業組合」誌目次集録

　～産業組合中央会機関誌～

　石川利夫編／農林中央金庫研究センター

　1－230号（明38．11一大13．12）　　　　　ZD－16

産業能率

　日本能率聯合会

　1巻1号一11巻12号（昭3．1－13．12）　　　ZI－47

　　欠：1（2）一2（5，9），3（2，6，11），4（2），5（8），

　　　　7（，1，2，6，8，10）

産業労働研究所報

　九州大学産業労働研究所

　2－15号（昭26．12－32．10）　　　　　　ZK－47

　　欠：6－8

　　「産業労働研究所報告」の改題巻次を継承

産業労働研究所報告

　九州大学産業労働研究所

　1号（昭26．2）

　　以後「産業労働研究所報」と改題

ZK－47

蚕業新報

　蚕業新報社

　47巻548号一48巻582号（昭14．1－15．2）　ZI－68

産業と科学

　静岡大学法経学会

　1－18号（昭32．9－40．12）　　　　　　ZI－113

　　欠：4，14

　　以後「静岡大学人文学部研究報告　杜会科学」

　　と合併，「静岡大学法経研究」（ZM－120）と改

　　題
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産業と教育

　全国実業教育会

　1巻1号一5巻12号（昭9．6－13．12）

　　欠：5（6，8）

産業と教育

　全国実業教育学

　1巻5号（昭9．10）　　　　　　　　　067－20

産業と産業人

　産業社

　2巻12号一12巻12号（昭24．12－34．12）　ZI－98

　　欠：3（1），4（9），6（2，8）

　　以後「ミリオネア」と改題

山陰文化研究紀要

　島根大学

　1号（昭36．3）一　　　　　　　　　ZA－365

産研論集（関西学院大学）　は

　関西学院大学産研論集（ZA－226）を見よ

参考書誌研究

　国立国会図書館参考書誌部

　1号（昭45．11）一　　　　　　　　　ZA－232

山林彙報

　農林省山林局

　大正8年8月一10年4月

　5号一35巻2号（大10．5一昭15．9）　　　　ZI－24

　　欠：25－34（2）

　　「山林公報」の改題，巻次を継承

山林公報

　農商務省山林局

　明治42年1月一大正8年7月　　　　　　ZI－24

　　以後「山林彙報」と改題

三　彩

　三彩社

　253号（昭45．1）一　　　　　　　　　〇63－35

　〔別冊〕

　5号（昭47．1）一

　　　　　　蚕糸界報

　　　　　　　大日本蚕糸会

080－2－8　　37巻431号一72巻847号（昭3．1－38．6）　ZI－10

　　　　　　　　欠：629－649，674

　　　　　　　　「大日本蚕糸会報」の改題，巻次を継承，以後

　　　　　　　　休刊

　　　　　　蚕糸統制社報

　　　　　　　日本蚕糸統制株式会社

　　　　　　　1巻1号一2巻12号（昭18．8－19．12）　　　ZI－73

　　　　　　　　「製糸」の改題

　　　　　　札幌大学経済学論集

　　　　　　　札幌大学経済学会

　　　　　　　1巻1号（昭43．3）　　　　　　　　ZB－225

　　　　　　　　以後「経済と経営」と改題

　　　　　　札幌医科大学医学進学課程紀要

　　　　　　　札幌医科大学

　　　　　　　1－3号（昭35．3－37．3）　　　　　　　　ZS－42

　　　　　　札幌大谷短期大学紀要

　　　　　　　札幌大谷短期大学

　　　　　　　1－4号（昭38．11－42．9）　　　　　　ZA－387

　　　　　　札幌短期大学論集

　　　　　　　札幌短期大学学会

　　　　　　　1－14号（昭31．3－43．3）　　　　　　　ZA－159

　　　　　　　　欠：3

　　　　　　　　「明経論叢」と「Literature」を統合改題以後

　　　　　　　　終刊

　　　　　　サイエンス

　　　　　　　日本経済新聞社

　　　　　　　6巻1号（昭51．1）一　　　　　　　　　〇67－36

　　　　　　　〔別冊〕

　　　　　　　11号（昭51．3）一

　　　　　　　サイェンスイラストレイテッド1号（昭50．10）一

　　　　　　セキュリティズ

　　　　　　　名古屋証券取引所

　　　　　　　10巻4号一22巻12号（昭35．4－48．2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZD－144
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欠：11，12（1），14（4），15（10）

以後「名証月報」と改題

政府管掌健康保険・日雇労働者健康保険・厚生年

金保険・船員保険事業月報

　社会保険庁

　昭和43年4月一47年3月　　　　　　　　ZH－8

　　「健康保険・日雇労働者健康保険・厚生年金保

　　険・船員保険事業月報」の改題，巻次を継承

政府の窓

　総理府編／大蔵省印刷局

　9巻6号一12巻7号（昭40．3－43．4）　　ZA－182

　　欠：9（8）

　　以後「時の動き～政府の窓～」と改題

請願書類

　貴衆両院事務局

　帝国議会26回（明42．12－43．3）

正　義

　帝国弁護士会

　1巻1号一22巻2号（大14．6一昭21．12）

　　欠：11．（3），16（11）

政法論集

　京都大学教養部法政研究室

　1－3号（日召42．3－44．3）

　　以後休刊

政治学論集

　駒沢大学法学部

　1号（昭49．5）一

政治経済研究年報

　広島大学政経学部政治経済研究所

　1号（昭38．12）一

ZN－17

ZM－13

ZN－75

ZN－71

ZB－255

政治経済論叢

　成践大学政治経済学会編／国土社

　1巻1号一18巻下号（昭24．11－43．11）

　　欠：2（4），14（3）

　　総目録：1－10巻（10巻4号収録）

　　以後終刊

成城大学経済研究

　成城大学経済学会

　1号（昭28．9）一

　　欠：12

　　総目次：

ZB－115

ZB－127

1－30号（昭28．9－44．12）（31号収録）

生活必需品小売値段表

　東京府市場協会

　昭和12年1月一昭和13年12月 ZL－45

政経調査月報

　政治経済研究所

　14－30号（昭25．4－27．1）　　　　　　　ZB－94

　　「政経情勢月報」の改題，以後「政経月誌」と改題

政経調査資料

　政治経済研究所

　10－13号（昭23．3－12）　　　　　　　　ZB－94

　　「政経資料月報」の改題，巻次を継承，

　　以後「政経情勢月報」と改題

成践大学文学部紀要

　成践大学文学部

　1号（昭41．1）一

成踵大学文学部紀要

　成瞑大学文学部

　1号（昭41．1）一

　　欠：4，5

成瞑大学頭済学部論集

　成瞑大学経済学部学会

　1巻1号（昭45．12）一

ZA－388（B）

058－10

ZB－187
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成躁大学研究報告

　成践大学

　1－4巻（日召37．5－42．12）

政経学会誌

　国士館大学政経学会

　3号（昭49．2）一

ZA－388

ZN－74

政経学会雑誌（茨城大学）　は

　茨城大学政経学会雑誌（ZB－136）　を見よ

政経月界

　政治経済研究所

　1－58号（昭27．2－34．12）　　　　　　　ZB－94

　　「政経調査月報」の改題，以後「政経研究」と改

　　題

生計費指数

　内閣統計局

　昭和16年8月分一19年2月分

　　欠：昭16（9，10），18（6）

成践法学

　成践大学法学会

　1号（昭44．12）一

TOKEI－ZHe－4

ZM－121

政経情勢月報

　政治経済研究所

　1－13号（昭24．1－25．1）　　　　　　　ZB－94

　　「政経調査資料」の改題，以後「政経調査月報」

　　と改題

政経研究

　日本大学法学会

　1巻1号（昭39．7）一 ZN－60

成践国文

　成践大学文学部日本文学科研究室

　5号（昭47．3）　　　　　　　　　　058－33

政経論叢

　広島大学政経学会

　6巻3号一26巻6号（昭32．3－52．3）

　　欠：12（6），15（1），19（％）

ZB－134

政経論叢（国学院大学）　は

　国学院大学政経論叢（ZN－61）　を見よ

政経論叢

　国士館大学政経学会

　1号（昭39．6）一

　　欠：3，6－15，17

ZB－222

政経論叢

　明治大学政治経済研究所

　19巻1号（昭25．3）一　　　　　　　　ZB－113

　　欠：28（1，3－6）

　　33巻3－6合贈号は単行本扱（→Nb－369）

　　総目次：1巻1号一34巻6号（大15．5一昭41．7）（別

　　冊）

政経資料月報

　政治経済研究所

　1巻1号一2巻1号（9号）（昭22．1－23．1）　ZB－94

　　以後「政経調査資料」と改題

世　　紀

　中央出版社

　1号（昭24．4）一　　　　　　　　　ZA－112

　　欠：16，18，20，35－65，142，153

青丘新点

　青丘学会編／大阪屋号書店

　1－20号（昭5．8－10．5）

　　欠：6－9，11，13－19

製麻時報

　日本製麻協会

　1巻1号一3巻6号（大7．7－9．6）

生命保険文化研究所所報　は

　所報（ZH－9）　を見よ

Miura－Z－37

ZI－25
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生命保険会社協会会報

　生命保険会社協会

　1巻1号一31巻1号（明44．7一昭17．4）　　ZH－2

　　欠：5（1）

　　以後「生命保険集会所所報」と改題

　　総索引：1－25巻4号（明44．7一昭11．12）（別冊）

生命保険経営

　生命保険経営学会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZH－3
　1巻1号（昭4．6）一

　　欠：16（4）一23（5），24（1－3，6），25（1－3，5－6），26，

　　　　27（1－3，5一｛3），28（1，6），29（1，3－6），30（1，2），

　　　　31（3），32（1，3），33（3），35（2－4），36（3），38（4）

　　総索引：1巻1号一35巻6号（昭4．6－42．11）（別冊）

生命保険経営

　生命保険経営学会

　1巻1号一2巻6号（昭4．6－5．12） 080－4－2

生命保険協会会報

　生命保険協会

　33巻1号（昭25．5）一　　　　　　　　ZH－2

　　「生命保険集会所所報」の改題，巻次を継承

生命保険集会所所報

　生命保険集会所

　31巻2号一32巻1号（昭ユ7．9－18．10）　　ZH－2

　　「生命保険会社協会会報」の改題，巻次を継承，

　　以後「生命保険協会会報」と改題

西南アジア研究

　西南アジア研究会

　6号（昭36．6）一

　　欠：13

ZA－208

西南学院大学文学論集

　西南学院大学学術研究所

　4巻1号一6巻3号（昭32．7－35．2）　　　ZP－28

　　以後「西南学院大学文理論集」（ZA－248）と改

　　題，改巻

西南学院大学文理論集

　西南学院大学学術研究所

4巻1号（昭38．11）一　　　　　　　　ZA－248

　欠：4（2），5，7，8（2）

　「西南学院大学文学論集」の改題，改巻

西南学院大学学術研究所紀要

　西南学院大学学術研究所

　7号（昭43．3）一　　　　　　　　　　ZA－389

　　「西南学院大学紀要」の改題，巻次を継承

西南学院大学経済学論集

　西南学院大学学術研究所

　2巻1号（昭42．10）一 ZB－170

西南学院大学紀要

　西南学院大学学術研究所

　1－6号（昭36．9－41．2）　　　　　　　ZA－389

　　以後「西南学院大学学術研究所紀要」と改題

西南学院大学商学論集

　西南学院大学学術研究所

　1巻1号（昭30．2）一

　　欠：13

ZD－132

青年運動（復刻版）

　建設者同盟青年運動発行所／法政大学大原社会

　問題研究所編／法政大学出版局（昭45復刻）

　3巻1号一4巻6か日大13．2－14．7）　　　　Kp一・148

　　「建設者」の改題，巻次を継承，以後「無産階

　　級」と改題

　「日本社会運動史料　機関紙誌篇　建設者同盟

　機関誌2」収録

西欧時報

　外務省欧米局

　1巻1－6号（昭27．1－7）

（欧米）政理叢談

　佛学塾出版局

　1－45号（明15．2－16．8）

政　　論

　政論社

　1－17号（明21．6－22．4）

ZN－42

XAz－97

XAz－98
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星陵台論集

　神戸商科大学大学院研究会

　1巻1号（昭44．3）一 ZD－168

政策資料

　現代情報研究クラブ編／現代ブレーン

　3巻1号（昭51．1）一　　　　　　　　ZN－76

生産性向上シリーズ

　日本生産性本部

　25－132号（昭31．1－33．12）

　　欠：61－78

ZD－141

生産・出荷・在庫統計速報

　通商産業大臣官房調査統計部

　8巻5号一11巻12号（昭38．5－41．12）

　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZIf－2

　　「生産統計速報」と「出荷・在庫統計速報」の合

　　併改題，「生産統計速報」の巻次を継承

生産統計速報

　通商産業大臣官房調査統計部

　昭和32年1月一34年7月（昭32．1－34．7）

　4巻8号一8巻3号（昭34．8－38．3）TOKEI－Zlf－2

　　欠：5（4），8（4）

　　以後「出荷・在庫統計速報」と合併し，「生産・

　　出荷・在庫統計速報」と改題

清泉女子大学紀要

　清泉女子大学

　10－15号（昭38．3－42．12）

製　　糸

　全国製糸業組合聯合会

　8年82号一11年118号（昭15．5－18．5）

　　以後「蚕糸統制社報」と改題

聖心女子大学論叢

　聖心女子大学

　17集（日召36．10）一

ZA－371

ZI－73

ZA－212

清津経済月報

　清津商工会議所

　40－100号（昭14．1－19．3）

　　欠：52－73，85

政体原論

　江口高邦

　1篇（明10．2）

　　外に「近事評論」等6篇合冊

（欧米）政典地誌

　泰山書房

　1－50号（明19．8－21．4）

　　欠：30，34

西洋史学

　日本西洋史学会

　1巻1号（昭23．5）一

西洋史研究

　西洋史研究会

　新建1号（昭47．11）一

ZD－81

XAz－99

XAz－100

ZQ－18

ZQ－44

西洋雑誌（複刻版）

　柳河春三／開物社／明治文化研究会編／日本評論

　社（昭43複刻3版）

　巻1－6（慶応3．10一明2．9）　　　　　Xb－110　B

　「明治文化全集5巻雑誌篇」収録
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世　　界

　岩波書店

　4号（昭21．4）一　　　　　　　　　　　〇61－6

　　欠：7－9，16，29

　　総目次：1－200号（昭21．1－37．8）（別冊）

（季刊）世界文学

　冨山房
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1－8号（昭40．11－43．10）

　以後休刊

063－22

世界文化

　世界文化社

　1巻1号一4巻5号（昭21．2－24．5）　　　ZA－96

　　欠：1（6，7），2（1－3．6－7，10－12），3（2）

世界婦人（複刻版）

　世界婦人社／労働運動史研究会編／明治文献資料

　刊行会（昭36複刻）

　1－38号（明40．1－42．7）　　　　　　Km－368

　「明治社会主義史料集　別冊1」収録

世界評論

　世界評論社

　1巻1号一5巻4号（昭21．2－25．5）

　　欠：1（2），2（6）

世界評論

　世界評論社

　5巻1－4号（昭25．1－5）

世界海運

　日本郵船株式会社社長室調査課

　1－33号（昭25．7－29．12）

　　以後休刊

ZA－95

061－11

ZG－29

世界経済

　世界経済調査会

　1巻1号一10巻7号（昭21．1－30．7）（休刊）

　11巻1号（復刊1号）（昭31．9）一　　　　ZB－91

　　欠：1（12），3（11－12），4（10－12），5（12），9（12），

　　　　15（4）

世界経済評論

　世界経済研究協会

　26－57号（昭31．6－34．12）

　　欠：50，51

　4巻1号（昭35．1）一

　　欠：8（1），10（10），12（4）

ZB－129

世界経済評論

　世界経済研究協会

　10巻1号（昭41．1）一

世界経済評論

　綜合アメリカ研究所

　4－11号（昭22．10－23．12）

世界経済彙報

　世界経済調査会

　2巻1号一3巻12号（昭18．1－19．12）

　　欠：3（6）

世界之日本

　開拓社

　1－30号（明29．7－31．8）

066－20

ZB－72

ZB－87

XAz－101

世界の動き

　外務省情報文化短編／世界の動き社

　26－263号（昭29．2－47．12）　　　　　　ZN－38

　　欠：59－70，106－129，138，144

世界労働組合運動

　世界労連東京事務所

1967年1号一1970年12号（昭42．1－45．12）

　欠：1969（5）

42号（昭46．1）一　　　　　　　　　　ZK－87

世界週報

　時事通信社

　27巻1号（昭21．1）一　　　　　　　　ZB－56

　　欠：27（31，32），42（18）

　　「同盟世界週報」の改題巻次を継承

世界と議会

　尾崎行雄記念財団

　1－138号（昭36．7－47．12）

　　欠：9－44，90，93

世界とわれら

　日本国際連合協会

　30巻10号一35巻11号（昭24．7－31．12）

ZN－56

ZN－5
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欠：34（1，4，7－10）

「国際連合」の改題，巻次を継承，以後「国連

評論」と改題

世界通信

　国際文化協会

　253－295号（昭21．4－23．8）

石炭時報

　石炭鉱業聯合会

　13巻7号一15巻4号（昭13．7－15．4）

　　以後「日満面石炭時報」と改題

石油文化

　石油文化社

　18巻1号（昭45．1）一

　　欠：19（4）

061－7

ZI－55

ZI－115

石油学会誌

　石油学会

　20巻1号（昭52．1）一　　　　　　　　　ZS－46

　　総索引：1巻1号一20巻12号（昭33．8－52．12）

　　　　　　（20巻12号収録）

石油時報

　帝国石油株式会社

　510－782号（大10．6一昭19．11）

　　欠：531，536，625，708，709

石油新報

　液体燃料協議会

　126－193号（昭21．5－22．12）

　　欠：145－153

ZI－26

ZI－82

石油統計月報

　通商産業大臣官房調査統計部

　13巻4号一28巻12号（昭34．6－50．2）　　ZL－96

　　欠：13（5），14（2，3，5，6），15，16（1－7），

　　　　18（4，5，7，9），19（1），　28（10）

赤旗（Sekki）（復刻版）

　赤旗社／法政大学大原社会問題研究所編／法政大

　学出版局（昭48復刻）

1巻1号〔前衛3巻4号〕一3巻6号（大12．4－6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　Kp－148

　「前衛」，「社会主義研究」，「無産階級」の合併

　誌，「前衛」の巻次を継承，以後「階級戦」と改

　題

「日本社会運動史料機関紙誌篇　日本共産党

合法機関誌」収録

専　　売

　日本専売公社

　21－79号（日召25。6－30．6）　　　’　　　　　　ZC－6

　　欠：23，36

　　「財政と専売」の改題，巻次を継承

専売局調査月報

　専売局調査課

　1－17回（明45．1一大2．5）

　　欠：2

宣伝会議

　久保田宣伝研究所

　262号（昭49．10）一

ZC－1

ZD－173

船員毎月勤労統計調査月報

　総理府統計局

　昭和31年6月分級1月分（昭31．9－32．2）

　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZHc－6
　　欠：昭31（9）

繊維の日本

　繊維の日本社

　7巻10－12号，8巻1号合併号一24巻夏期号（昭29．

　！－45．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZI－123

　　以後廃刊

繊維統計月報

　通商産業大臣官房調査統計部編／日本繊維協議

　会

　17巻1号一22巻12号（昭43．3－49．2）　　ZLdO5

　　欠：22（9）

戦時食糧問題研究

　食糧協会
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1巻1号一5巻4号（昭14．10－18．5）

　欠：1（3）

ZK－27

先　　駆（復刻版）

　新人会／法政大学大原社会問題研究所編／法政

　大学出版局（昭44復刻）

　1－7号（大9．2－8）　　　　　　　　　　Kp－148

　　「デモクラシイ」の改題以後「同胞」と改題

　「日本社会運動史料　機関紙誌篇　新人会機

　関紙」収録

船協月報

　日本船主協会広報委員会

　1巻1号一13巻12号（昭35．8－47．12）

選挙法議員法委員会速記録

　内閣官報局

　帝国議会1－15回（明23．12－34．3）

鮮満支財界彙報

　朝鮮銀行調査部

　2巻1号一8巻11号（昭13．1－19．11）

　　欠：4（5），6（7）

船舶運営会調査月報

　船舶運営面総務部統計調査課

　31－42号（昭24．4－25．3）

ZG－34

ZN－18

ZB－65

ZG－27

千里山経済学

　関西大学大学院経済学研究科院生協議会

　1号（昭42．12）一　　　　　　　　　ZB－237

　　欠：2－4，7

千里山論集

　関西大学大学院研究会

　1－3号（日召38．5－40。4） ZB－237（R）

染織時報

　大日本織物協会

　213－528号（明37．7一一昭5．12）　　　　　ZI－8

　　欠：246，272，308，478

　　「大日本織物協会会報」と「染織の友」の合併，

　　前者の巻次を継承

専修大学経営研究所報

　専修大学経営研究所

　12号（昭46．1）一

　　欠：21

専修大学論集

　専修大学学会

　1－35号（昭27．1－39．12）

　　以後廃刊

　1－5号（昭40．11－42．12）

　　以後廃刊

専修大学自然科学紀要

　専修大学自然科学研究会

　6号（昭48．3）一

専修法学論集

　専修大学法学会

　1号（昭41．1）一

　　欠：5

専修人文論集

　専修大学学会

　1号（昭43。2）一

専修経営学論集

　専修大学学会

　1号（昭40．11）一

　　欠：2

専修経済学論集

　専修大学経済学会

　1－9号（昭40．5－45．3）

　6巻1号（10号）（昭45．12）一

専修商学論集

　専修大学学会

　1号（昭40．12）一

シリーズ太陽

　平凡社

　1号（昭50．1）一
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社会文化研究　～広島大学総合科学部紀要2～

　広島大学総合科学部

　1巻（昭51．3）一　　　　　　　　ZA－158（2）

社会福祉

　日二女子大学社会福祉学研究会

　8－14号（昭36．3－43．2） ZK－92

社会福祉行政業務月報

　厚生省大臣官房統計調査部

　13巻1号一16巻9号（昭37．8－41．5）

　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZMd－1

　　欠：14（10，12）

　　「社会福祉統計月報」の改題，巻次を継承

社会福祉統計月報

　厚生省大臣官房統計調査部

　7巻1号一12巻12号（昭32．1－37．7）

　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZMd－1
　　以後「社会福祉行政業務月報」と改題

（季刊）社会学

　日本社会学会編／天地書房

　1－4車茸（日召6．4－7．7）

　　欠：2

　　以後廃刊

（季刊）社会学

　東京社会科学研究所編／同文館

　1－4号（昭23．10－25．5）

（季刊）社会学

　東京社会科学研究所編／同文館

　1－4号（昭23．10－25．5）

社会学評論

　日本社会学会編／有斐閣

　1巻1号（昭25．7）一

　　欠：

ZK－15

ZK－46

066－32

ZK－74
　　12（2－4），　13（1－3），　14（1－3），　15－17，

　　18（1，2，4），　19（1，3），　20（3，4），　21（4）

「社会学研究」の改題

社会学評論

　日本社会学会編／有斐閣

　1巻1号（昭25．7）一

　　欠：1（2）一10

　　「社会学研究」の改題

社会学ジャーナル

　筑波大学社会学研究室

　1巻1号（昭51．3）一

社会学研究（一橋大学研究年報）

　一橋大学一橋学会

　1号（昭31．10）一

社会学研究（一橋大学研究年報）

　一橋大学一橋学会

　1号（昭31．10）一

社会学研究（覆刻版）

066－17

ZK－63

ZK－60

085－18

日本社会学三編／国立書院／原書店（昭46覆刻）

1巻1輯一2巻1集（昭22．4－23．12）　　　ZK－100

　以後「社会学評論」と改題

（年報）社会学研究

　日本社会学三編／高山書院

　1巻2輯（昭22．12）

（年報）社会学研究

　日本社会学三編／高山書院

　1車茸（日召19．6）

066－33

Miura－Z－78

社会学論集（桃山学院大学）　は

　桃山学院大学社会学論集（ZK－94）　を見よ

社会学雑誌

　日本社会学会

　1－77号（大13．5一昭5．9）

　　欠：64，65

ZK－8
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社会保険時報

　厚生省保険局

　18巻1号一34巻6号（昭19．1－38．6）　　　ZH－4

　　欠：18（2），19（4－8，10，11），21（11，12），

　　　　32（6，12），　33（10－12）

　　「健康保険時報」の改題巻次を継承

（季刊）社会保障研究

　社会保障研究所

　1巻1号（昭40．6）一

社会評論

　ナウカ社

　3巻1号一6巻7号（昭21．2－24．9）

　　欠：5（8），6（5）

ZK－78

ZK－30

社会事業研究（復刻版）

　大阪府社会事業連盟／文京出版（昭51－52復刻）

　10巻7号一30巻12号（大11．8一昭17．12）　ZK－22

　　「救済研究」の改題巻次を継承，以後「厚生

　　事業研究」と改題

社会事業研究

　大阪府社会事業聯盟

　24巻9号一26巻8号（昭11．9－13．8） ZK－22A

社会事業の諸問題～日本社会事業大学研究紀要～

　日本社会事業大学

　12集（昭39．3）一　　　　　　　　　　ZK－118

社会科学

　同志社大学人文科学研究所

　1巻1号（昭40。3）一

社会科学

　改造社

　1巻1号一6巻1号（大14．6一昭5．6）

　　欠：4（2）

社会科学

　改造社

　1巻1－5号（大14．6－10）

ZB－157

ZK－9

066－34

（季刊）社会科学

　経済往来社

　11－17号（昭42．6－45．7）　　　　　　066－28

　以後休刊

社会科学

　民主主義科学者協会

　6－20号（昭21．12－24．1）

　　「民主主義科学」の改題巻次を継承，

　　以後「月刊」より「季刊」に変更，改巻

　季刊1－2号（昭24．6－25．4）　　　　　　ZK－34

社会科学

　ソ連邦科学アカデミー編／社会科学社

　1号（昭48．3）一　　　　　　　　　ZK－104

（季刊）社会科学評論

　社会科学協会編／関書院

　5号（昭25．2） 066－31

社会科学ジャーナル　～国際基督教大学学報

II－B～

　国際基督教大学社会科学研究所編／同大学

　2号（昭36．3）一　　　　　　　　　　ZA－350

社会科学研究（東京大学社会科学研究所紀要）

　東京大学社会科学研究所

　1巻1号（昭23．2）一　　　　　　　　ZK－43

社会科学研究（東京大学社会科学研究所紀要）

　東京大学界会科学研究所

　20巻1号（昭43．9）一　　　　　　　　〇66－29

社会科学研究年報

　龍谷大学社会科学研究所

　1号（昭45．3）一 ZK－124

社会科学紀要

　東京大学教養i学部社会科学科編／東大出版会

　3輯1（昭28．3）一　　　　　　　　　　　　　ZA－322

社会科学年報

　専修大学社会科学研究所

　1－2号（昭41．3－42．11） ZA－390
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社会科学の方法

　御茶の水書房

　1巻1号（昭43．1）一

　　欠：1（2，5），3（2，4），4（11，12）

社会科学の方法

　御茶の水書房

　4巻1号（昭46．1）一

ZA一一203

066－39

社会科学論集

　市邨学園短期大学社会科学研究会

　1号（昭41．6）一　　　　　　　　　　ZK－90

　　総目次：1－10号（昭41．6－46．1）（9・10号収録）

社会科学論集

　九州大学教養学部

　4集（日傘39．3）一

　　欠：7－9

社会科学論集

　埼玉大学経済研究室

　7号（昭36．3）一

　　欠：12，24，27－29

ZK－122

ZB－151

社会科学論集　～東京教育大学文学部紀要～

　東京教育大学文学部

　1号（昭29．3）一　　　　　　　　　ZK－369

社会科学討究

　早稲田大学社会科学研究所

　1巻1号（昭31．1）一　　　　　　　　　ZK－61

　　欠：8（2，3）

　　総目次：1－23号（昭31．1－38．4）（9巻1号収録）

　　　　　　1－40号（昭31．1－44．3）（15巻1号収録）

社会改良（復刻版）

　社会改良社／法政大学大原社会問題研究所，総同

　盟五十年史刊行委員会編／法政大学出版局（昭52

　復刻）

　1巻1号一2巻6号（大6．5－7．6）　　　　Kp－148

　「日本社会運動史料　機関紙誌篇　友愛会（社会

　改良社）機関誌」収録

社会経済研究

　小樽：経済専門学校経済研究所

　1－10号（昭21．6－23．11）　　　　　　　ZD－31

　　「北方経済研究」の改題，以後「商学討究」に復

　　題，復刊

社会経済史学

　社会経済史学会

　1巻1号（昭6．5）一　　　　　　　　　ZB－33

　　総目次：1巻1号一10巻12号（昭6．5－16．3）（別冊）

社会経済史学

　社会経済史学会

　16巻1号（昭25．4）一 066－11

社会経済史学

　社会経済史学会

　7巻3号一13巻7号（昭14．4－18．10）

　　　　　　　　　　　　　　　Miura－Z－50
　　欠：7（4）一8，11，12（1－4，6－12），13（1）

（月刊）社会教育

　国土社

　15巻1号（昭46．1）一　　　　　　　　ZO－36

　　総目次：1一一200号（18巻7号）（昭27．12－49．7）

　　　　　（別冊）

社会教育

　文部省社会教育会

　3－50号（昭5．11－8．9）

　　欠：4，5，18，43

　6巻1号一15巻3号（昭10．H9．3）

　　欠：6（7），8－11（5），12（3，4）

社会教育

　全日本社会教育連合会

　26巻11号（昭46．11）一

社会問題研究

　河上書軸／同人社

　2－106冊（大8．2一昭5．10）

　　欠：74，93，95，101　’

ZO－9

ZO－37

ZK－10
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社会問題研究

　大阪社会事業短期大学社会問題研究会

　1巻2号（昭26．10）一　　　　　　　　ZK－45

社会及国家

　一匡社

　1巻4号一7巻5号（大2．12－6．1）

　42－110号（大6．2－12．8）

　　欠：2（1），45－62，83－103

社会及国体研究録

　社会学研究所

　1回2号一2回6号（大8．4－9．5）

社会労働研究

　法政大学社会学部学会

　1巻1号（昭29．1）一

社会政策時報

　協調会

　1－294号（大9．9一昭21．7）

　　欠：38，106－111，244－247

　　総目次：

ZA－27

ZK一ユ1

ZK－54

ZK－12

1－200号（大9．9一昭12．5）（別冊）

（日本社会党機関誌）社会思潮

　日本社会党社会思潮編輯局

　1巻1号一6巻1号（37号）（昭22．2－27．1）　ZK－58

　　欠：23，25，27，29

社会史研究

　日本学術普及会

　9巻1号一10巻4号（大12。1－12）　　　　zQ－10

　　「民族と歴史」の改題，巻次を継承，以後「歴

　　史地理」に合併

社会史研究

　日本学術普及会

　9巻1号一10巻4号（大12．1－12）　Miura－Z－4

　　「民族と歴史」の改題，巻次を継承，以後「歴

　　史地理」に合併

（週刊）社会新聞（複刻版）

　社会新聞社／労働運動史研究会編／明治文献資料

　干1」そテ会（日召37雀夏亥ll）

　1－80号（明40．6－44．8）　　　　　　　Km－368

　「明治社会主義史料集6，7集」収録

社会思想

　社会思想社

　3巻4号一6巻8号（大13．6一昭2．8） ZK－53

（季刊）社会思想

　社会思想社

　1巻1号一3巻4号（昭46．5－49．1）　　　ZK一ユ02

　　以後「知の考古学」に引継

　　総目録：1巻1号一3巻4号（昭46．5－49．1）（3巻

　　　　　4号収録）

（季刊）社会思想

　社会思想社

　1巻1号一3巻4号（昭46．5－49．1）

　　以後休刊

066－38

社会主義（無論版）

　労働新聞社／労働運動史研究会編／明治文献資料

　刊行会（昭38複刻）

　7年7号一8年14号（明36．3－37．12）　　Km－368

　　「労働世界」の改題巻次を継承

　「明治社会主義史料集　補遺5－7」収録

社会主義研究

　平民大学

　1巻8号一7巻1号（大9．1－12．3）

　　欠：2（3，4，6，7，9，11），3（1－3，5）

社会主義研究

　日本フェビアン協会

　1巻1号一2巻6号（大13．5－14．4）

　ZK－67
，　4（2，4－7）

ZK－26

社会主義研究（複刻版）

　社会主義研究発行所／労働運動史研究会編／明治

　文献資料刊行会（昭38複刻）

　1－5号（昭39．3－8）　　　　　　　　K：m－368

　「明治社会主義史料集　補遺1」収録
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社会主義政経週報

　政治経済通信社

　23－37号（昭22．6－10）

上　　海

　上海雑誌社

　1008－1040号（昭16．7－19．3）

ZK－59

ZA－8！

上海物価月報

　国定税則委員会

　2巻1期一13巻6期（民国15〔1926〕．1－26．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZL－14

　　欠：7－10，11（4）

上海経済新報

　上海出版協会

　6－17号（大14．1－12）

　3巻1－12号（大15．1－12）

上海満鉄季刊

　南満州鉄道株式会社上海事務所

　1年1－3号（昭12．4－10）

上海日本商工会議所経済月報

　上海日本商工会議所

　129－209号（昭13．1－19．9）

　　欠：154，165，187，191

写真週報

　内閣情報局

　1－362号（昭13．12－20．3）

　　欠：16，17，26，79，360

芝浦工業大学研究報告

　芝浦工業大学

　1－9号（昭29．11－36．11）

斯　　文

　斯文会

　1編1号一27編9号（大8．2一昭20．9）

欠26（11，12），27（1－6）

ZB－18

ZG－21

ZB－70

ZA－80

ZI－138

Miura－Z－51

斯文学会報告書

　斯文学会

　1－24号（明14．11－17．10）

　　欠：18，20－23

　報告（明13．11）

七　　　人

　小山内薫編／七人発行所

　1－2の1（明37．11－39．2）

視聴覚教育

　日本映画教育協会

　25巻1号（昭46．1）一

　
　
吻

　
　
脳

　
　
盛

会
矧

蝉
蜷

苑
濃

縮
蜷

史

史　　淵

　九州大学文学部

　6車茸（日召8．3）一

　　欠：92

　　総索引：

XAz－152

XAz－102

062－9

ZQ－29

ZQ－8

1－43車茸（日召4．11－25．6）（43車茸斗又多乗）

1－100韓‡（日召4．11－43．3）（100車茸耳又霊求）

滋賀大学経済学部附属史料館研究紀要

　滋賀大学経済学部附属史料館

　3号（昭45．3）一

　　欠：4

滋賀大学教育学部紀要

　滋賀大学教育学部

　19号（昭45．2）一

ZB－231

人文・社会・教育

滋賀県立短期大学雑誌

　滋賀県立短期大学学芸部

　1巻1－4号（昭26．3－28．3）

史　　学

　三田史学会

　37巻4号（昭40．2）一

ZA－425

ZA－132

ZQ－35
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史　　学

　三田史学会

　1巻i号一22巻3号（大10．10一昭19．7）

　　　　　　　　　　　　　　　Miura－Z－49
　　欠：20（1，2，4）

　　総目索引：1－15巻（大10．10一昭12．2）（別冊）

史学会論叢

　史学会編／富山房

　1輯（明37．4） Miura－Z－80

史学会雑誌

　史学会

　1編1号一3編36号（明22．12－25．11）

　　以後「史学雑誌」と改題

ZQ－2

史学会雑誌

　史学会

　1編1号一3編36号（明22．12－25．11）

　　　　　　　　　　　　　　Miura－Z－53
　　以後「史学雑誌」と改題

史学研究

　広島史学会編／中文館書房

　3巻1号一5巻3号（昭7．10－10．11）

Miura－Z－56

史学研究　～東京教育大学文学部紀要～

　東京教育大学文学部

　昭和35年3月一　　　　　　　　　　　ZQ－53

史学雑誌

　史学会編／山川出版社

　3編37号（明25．12）一　　　　　　　　ZQ－2

　　「史学会雑誌」の改題，巻次を継承

　　総目録：1－20編12号（明22．12－42．12）（別冊）

　　　　　　1－40編12号（明22．12一昭4．12）（別冊）

　　　　　　1－50編12号（明22．12一昭14．12）（別冊）

史学雑誌

　史学会編／山川出版社

　69編1号（昭35．1）一　　　　　　　　〇64－7

　　「史学会雑誌」の改題，巻次を継承

史学雑誌

　史学会

　3編37号一56編11号（明25．12一昭21．11）

　　　　　　　　　　　　　　　Miura－Z－53
　　欠：32，33，34（1），47（9），51（2，3），

　　　　52（12），　54（6），　55（3－5），　56（4，6－10）

　　「史学会雑誌」の改題，巻次を継承

　　総目録：1－20編（明22．12－42．12）、
　　　　　　1．4。編（明22．12一昭4．12）！（舗本）

（文学評論）しがらみ草紙

　新聲社

　1－59号（明22．10－27．8）

　　44号より「城南評論」を合併

資源科学研究所彙報

　資源科学研究所

　13－39号（昭24．7－30．12）

　　欠：22－24

XAz－103

ZS－22

資源統計月報

　通商産業省大臣官房調査統計部編／通産統計

　協会

　30巻2号（昭51．4）一　　　　　　　　　ZL－99

　　「鉱業統計月報」，「非鉄金属製品統計月報」の

　　合併誌，「鉱業統計月報」の巻次を継承

紙業雑誌

　日本製紙聯合会

　19巻1号一40巻6号（大13．3一昭20．8）

　　欠：19（4），38（11，12）

私　　法

　日本私法学会編／有斐閣

　1号（昭24．5）一

司法研修所論集

　司法研修所

　1968－III（通巻41号）（昭43．11）一

　　欠：1971－III（49）

ZI－27

ZM－52

ZM－138
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司法公報

　満州国司法部総務司調査科

　1－39号（大同1〔1932〕．7－3．2）

　1－20号（康徳1〔1934〕．3－12）

司法の窓

　最高裁判所事務総局

　lO号（昭52．5）一

資本論研究

　宮川　実著／青木書店

　1－12号（昭24．1－25．6）

　　以後休刊

資本論研究

　宮川　実著／青木書店

　1－12号（昭24．1－25．6）

　　以後休刊

司法統計月報

　最高裁判所事務総局

　6巻5－9号（昭32．5－9）

史　　海

　経済雑誌社

　1－38巻（明24．8〔4版〕一29．7）

　　以後廃刊

史　　海

　経済雑誌社

　1－38巻〔明24．5－29．7〕

　　以後廃刊

史　　海

　東京学芸大学史学会

　14－17・18号（昭42．3－45．11）

史　　海

　東京学芸大学史学会

　13号（昭41．3）

ZM一ユ9

ZM－166

ZB－101

066－12

TOKEI－ZNc－1

ZQ－3

Miura－Z－8

ZQ－55

058－13

歯科医学

　大阪歯科学会

　15巻1号一20巻5号（昭27．3－32．11）

　　欠：15（3，4）

士　　魂

　一橋剣道部

　5－10号（昭16．6－35．4）

　　欠：6－9

島大法学

　島根大学文理学部

　12号（昭42．9）一

ZS－19

ZA－62

ZM－151

島根大学文理学部紀要　文学科編

　島根大学文理学部

　1号（昭42．12）一　　　　　　　ZA－292（B）

　　「島根大学論集」の分離改題

島根大学教育学部紀要

　島根大学

　1巻（昭42．12）一

人文・社会科学

ZA－292（K）

島根大学論集～開学十周年記念論文集～

　島根大学

　10集（昭35．2）　　　　　　　　　　　ZA－292

島根大学論集　人文科学

　島根大学

　2－16号（昭27．5－41．12）

　　以後廃刊

島根大学論集　教育科学

　島根大学

　1－16号（昭26．3－41．12）

　　以後廃刊

島根大学論集　社会科学

　島根大学

　1－5号（昭30．2－34．2）

島根大学論集　自然科学

　島根大学

ZA－292

ZA－292

ZA－292
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1－16号（昭26．3－41．12）

　欠：3一9

　以後廃刊

ZA－292

市　　民

　市民編集委員会編／文化社

　1－19号（昭46．3－49．5）　　　　　　ZA－236

　　以後終刊

　　総目録：1－19号（19号収録）

　（復刊第二次）1－11号（昭50．9－51．8）

　　以後第二次終刊

（第二次）市民

　市民編集委員会編／文化社

　1－11号（昭50．9－51．8）

　　以後終刊

下関商船論集

　下関国本学会

　1巻1号（昭32．1）一

　　欠：2（2），6（1），16（2）

061－30

ZD－136

支　　那

　東亜同文会

　17巻4号一29巻6号（大15．4一昭13．6）　　ZI－53

　　欠：17（5，8，11，12），18（1，3－12），19－21，

　　　　22（1，9），　23（4，10），　24（1，8，9），　25（1，

　　　　10，12），　26（1，2，10），　27（1，6－12），　28（1－

　　　　3，6，8）

　　「東亜同文会支那調査報告書」の改題（3巻以降）

支　　那

　東亜同文会

　28巻2号一36巻1号（昭12．2－20．1）

　　　　　　　　　　　　　　　Miura－Z－98
　　欠：32（3），35（5）

　　「東亜同文会支那調査報告書」の改題（3巻以降）

支那貿易通報

　大阪市役所商工課

　16－39号（大13．1－14．12）

　　欠：23，27

ZD－17

支那仏教史学

　支那仏教史学会

　1巻2号一7巻2号（昭12．7－18．8）

　　欠：6（4）

Miura－Z－29

支那調査報告書　は

　東亜同文会支那調査報告書（ZA－52）　を見よ

支那学

　支那学社編／弘文堂

　1巻1号一12巻5号（大9．9一昭22．8）

以後終刊

支那時報

外務省政務局

　7－25号（大1．9－3．3）

支那経済報告書

　東亜同文会支那経済調査部

　1巻1号一5巻51号（明41－43．6）

支那研究

　支那研究会

　1巻1号一2巻3号（大13．12－14．8）

支那研究

　東亜同文書院支那研究部

　1－62号（大9．8一昭17．3）

　　以後「東亜研究」と改題

支那研究

　東亜同文書院支那研究部

　17－39号（昭3．7－11．1）

　　欠：18－35，38

支那鉱業時報

南満州鉄道株式会社地質調査所

26－91号（大3．8一昭12．2）

　欠：35－54

Miura－Z－45

ZN－21

Miura－Z－3

Miura－Z－35

ZA－28

Miura－Z－36

ZI－28
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信　　濃

　信濃史学会

　26巻1号（昭49．1）一　　　　　　　　ZQ－45

　　欠：26（4）

新亜細亜

　南満州鉄道株式会社東亜経済調査局

　1巻1号一7巻1号（昭14．8－20．1）　　　ZA－55

支那と日本

　中華民国通信社

　1年3号一2年6号（大2．12－3．6）　　　ZA－148

新防衛論集

　防衛学会編／朝雲新聞社

　1巻1号（昭48．6）一　　　　　　　　ZN－6g

新聞月鑑

　新聞月同社

　2巻1号（創刊号）（通刊6号）一8巻96号（II召24．2－32．

　1）　　　　　　　　　　　　　　　ZZ－12

新聞一斑（明治初期新聞雑誌雑集）

　内容（1）同人社文学雑誌（同人社）

　　　　　22号（明11．3）　　　　　XAz－104

　　　　教育新誌（汎愛社）

　　　　　4－20号（明10．7－11．3）

　　　　　　欠：5－13，16－18

　　　　家庭叢談（慶応義塾出版部）

　　　　　11号（明9．10）

　　　　五州近事（五州近事社）

　　　　　6号（明10．2）

　　　　学庭拾芳録（聚星館）

　　　　　59号（明10．11）

　　　　　初音学校試験表2

　　　　漢字幣社約章程（漢字学社領／漢字書院）

　　　　会場筆記（河内全節）

　　　　　2回（明11．7）

　　　（2）端脳新誌（龍邨印行社）

　　　　　1号（明14．7）

　　　　雅学新誌（耕文社）

　　　　　3号（明14．2）『

　　　　太平丁丁（丁丁社）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一176

　　1号（明14．4）

　群馬新誌（広帯社）

　　4号（明11．11）

　（各国）商業事情（吹田勘十郎）

　　1号（明10．4）

　子育の草紙（由己社）

　　1号（明10．2）

　教法集説（三省堂）

　　1号（明9．4）

　（諸宗）説教案内誌（明教社）

　　28号（明15．3）

　毘山片玉（明教社）

　　94号（明15．1）

　仏教演説集誌（仏教演説集誌社）

　　6号

（3）（螢雪）学庭志叢（有終社）

　　59号（明17．6）

　初学教文一斑（文友社）

　　8号（明15。2）

　（古今）詩文詳解（成章社）

　　20集（日！月14．6）

　東京教育会雑誌（東京教育会本局）

　　11号（明14．1）

　洋々外聞（洋々社）

　　92号（明15．11）

　北辰雑誌（紅葉社）

　　1号（明13．4）

　（面白叢談）寄合話（万字堂）

　　4会（明17．1）

　粋の友（粋友社）

　　1号（明15．5）

　西京新誌（西京新聞社）

　　1号（明11．4）

　写真新報（朝陽社）

　　1号（明15．9）

（4）五州近事（五州近事社）

　　1号（明10．1）

　東京雑誌（七七社）

　　2号（明10．5）

　講学鯨帯（東京曙新聞社）

　　1号（明10．6）

　撹眠新誌（進取社）

　　19号（明10．6）



　鶯蚤新報（鶯蟄新報社）

　　3号（明11．11）

　（内外）演説新報（群芳社）

　　8号（明12．1）

　北海通誌（日還社）

　　5号（明12．6）

　立行叢談（立行社）

　　1号（明12．7）

　府県新報（採珍社）

　　6号（明13．1）

　（中外）広間新報（四通社）

　　15号（明13．2）

（5）（珍説奇聞）人力新誌（人力社）

　　7－23号（明10．8一　）

　　　欠：8－21

　東京新誌（九錦町）

　　65－76号（明10．9－11。1）

　　　欠：68－75

　魯文珍報（貝母社）

　　1－8号（明10．11－11．2）

　　　欠：2－3，5－7

（6）開化の栞（清過社）

　　7号（明9．1）

　論衡雑誌（自省社）

　　1－3号（明9．11－12）

　評論新聞（集思社）

　　55－69号（明8．12－9．2）

　　　欠：56－58，60－67

　三田演説筆記（慶応義塾出版部）

　　1号（明8．5）

　明六雑誌（明六社）

　　37号（明8．5）

（7）勧懲新話（噂影回）

　　6号（明12．12）

　学びの暁（日岡社）

　　7号

　美事新誌（照暗社）

　　1－2号（明12．1）

　世渡の施（かじ）（戊寅社）

　　3号

　たから函（景映舎）

　　1号（明11．7）

　国益雑誌

SHINBUN－IPPAN内容
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　教育新誌（汎愛社）

　　14号（明10．末）

　溺津叢談（馬情念三社）

　　1号（明11．1）

　（随筆記事）評論雑誌（真権社）

　　4号（明11．9）

⑧金のなる木（由己社）

　　1号（明10．5）

　智慧の庫（由己社）

　　1－2号（明10．2－3）

　教草世渡の杖（交誼社）

　　1号（明10．7），

　實海新報（日清社）

　　4号（明10．4）

　鹿児島暴徒風説録（篠田久治）

　　初編（明10。2）

　名誉新誌（大来社）

　　1号（明9．3）

　養生雑誌（日就社）

　　1号（明9．8）

　衛生新誌（由己社）

　　1号（明11．3）

　（起廃病院）医事雑誌（仮名読新聞社）

　　1号（明10．6）

（9）滑稽大熊手（風交社）

　　17号（明13．8）

　（阿世田田）随感随筆（東京出版社）

　　2号（明13．10）

　（中外）要覧新報（要覧新報社）

　　2号（明12．4）

　弓鳴雑誌（求友達）

　　3号（明12．11）

　万国雑話（弘容館）

　　1号（明9．9）

　西洋雑報（十春社）

　　1号（明12．6）

　東京府勧業課雑誌（東京府勧業課）

　　15号（明11．4）

　養生雑誌（養i健社）

　　1号（明13．10）

　東京医事新誌（東京医事新誌局）

　　50号（明12．3）



SHINBUN－IPPAN内容

　東京薬舗雑誌（東京薬舗雑誌局）

　　1号（明13．1）

（10）小学斜文雑誌（興文社）

　　1号（明12．11）

　珊瑚鞭（珊瑚撮影社）

　　4集（明13．9）

　（二松学舎）学芸雑誌（二松学舎）

　　1号（明14．11）

　学術誌林（南行社）

　　創刊号（明13．7）

　（警世新聞）心のしるべ（魁春社）

　　3号（明9．10）

　春野草誌（九春社）

　　2号（明14．4）

　吾妻新誌（九春社）

　　27号（明16．12）

　七情雑誌（博文堂）

　　3号（明13．2）

　風俗新誌（香同社）

　　1号（明11．11）

　珍笑新誌（開口社）

　　5号（明11．9）　　　　　　、

m）共存雑誌（共存同衆）

　　14号（明12．3）

　近事評論（共同社）

　　139号（明11．7）

　北越雑誌（北越社）

　　3号（明10．7）

　三民新誌（進取社）

　　13－14号（明10．10）

　四鏡雑誌（自主社）

　　5号（明9．3）

　江湖新報（参全社）

　　4－9号（萌9．8－9）

　　　欠：5，8

（12）（広益）問答新聞（四通社）

　　17－18号（明9．7）

　中外評論（集思社）

　　25号（明9．10）

　文明新誌（集思社）

　　1－2号（明9．11）

　草葬事情（集思社分局）

　　1号（明10．1）

871

　草葬雑誌（自主社）

　　1号（明9．3）

　家庭叢談（慶応i義塾出版社）

　　5号（明9．9）

　輿論新誌（正々社）

　　7号（明10．11）

　警世新誌（自立社）

　　11号（明11．1）

（13）（文明鯨戯）妙々雑姐（任天書院）

　　1襟（明11．5）

　和光雑誌（和光社）

　　1号（明11．9）

　（同人社）文学雑誌（同人社）

　　17号（明10．9）

　花月新誌（花月社）

　　33－50号（明11．1一　　）

　　　欠：34，36，38－41，44，45，47－49

（14）（螢雪）詩文集誌（共精社）

　　1号（明15．11）

　三笠（がく）雑誌（尚其館）

　　1号（明18．5）

　進徳雑誌（以文会友社）

　　7集（明16．11）

　一塵集（江東社）

　　3集（明16．11）

　庭訓雑誌（不休堂）

　　1号（明14．5）

　小学雑誌（善誘社）

　　7号（明12．5）

　好古雑誌（好古社）

　　初編9号（明15．3）

　開化珍聞（開化珍聞社）

　　3号（明13．9）

　東洋学芸雑誌（東洋学芸雑誌局）

　　2号（明14．11）

　講法雑誌（興真社）

　　20号（明14．6）

　兵士の友（中本章三）

　　5号（明12．10）

（15）信敬雑記（信敬社）

　　1号（明8．11）

　報国新誌（土居光華）

　　2号（明8．12）



　（新聞）都鄙叢談（集成社）

　　1号（明9．5）

　（東京）華謡（はなうた）新聞（風香月三社）

　　1号（明9．8）

　花実新誌（薫風社）

　　1号（明9．11）

　東京新報（十字社）

　　1号（明9．12）

　学庭拾芳録（聚斎館）

　　1号（明10．2）

　（東京）勧工新聞（日進社）｝

　　1号（明10．1）

　花月新誌（花月社）

　　1号（明10．1）

　香風鯨話（香風社）

　　1号（明10．8）

⑯（各国）摘葦新誌（摘葦社）

　　1－3号（明n．7－8）

　春葉新誌（香国社）

　　1－8号（明11．7－9）

　　　欠：6

（17）東京今話（月旦社）

　　1－3号（明11．3－7）

　（滑稽）風雅新誌（開新社）

　　46－49号（明11．5－6）

　　56号附録さうぶのながめ

　詩歌襟輯（千紫萬紅社）

　　1号（明10。7）

　観光小誌（「詩歌襟集輯」の改題）（千紫萬

　　官社）

　　20号（明11．3）

（18）東京雑誌（東京雑誌社）

　　1号（明14．6）

　政理叢談（粛学塾壁板局）

　　5号（明15．4）

　議政雑誌（開進堂）

　　1号（明15．9）

　官報雑誌（看惣社）

　　1号（明17．5）

　小学野離雑誌（興文社）

　　27号（明13．9）

　法教雑誌（「海雲雑誌」の改題）（法教社）

　　32号（明14．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一179
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　温故集談（東京出版会社）

　　4号（明13．10）

　（滑稽）有佐葉楽誌（滑稽堂）

　　3号（明15．1）

　見珍雑誌（精進社）

　　2号

　親告集（能舞子廼社）

　　25号（明15．5）

（19）東洋学会雑誌（東洋学会）

　　1号（明19．12）

　大日本教育会雑誌（大日本教育会）

　　46号（明19．12）

　東京茗漢会雑誌（東京茗漢会）

　　31号（明18．8）

　学芸志林（東京大学）

　　79冊（明17．2）

　静岡県隆美協会雑誌（同協会）

　　13号（明18．9）

⑳天理賀楽怖（笹屋政兵衛）

　　1号（明2．4）

　明治新聞（大黒屋幸助）

　　3号（明2，4）

　（官版）海外新聞（大学南校）

　　1号（明3．秋）

　新聞雑誌（日新堂）

　　7号（明4．7）

　（絵入）人情雑誌（東陽社）

　　1号（明13．9）

　（絵入）吾妻新聞（克譜社）

　　14号（明14．8）

　（絵入人情）群聚新誌（栄久社）

　　11号（明15．5）

　諸芸新聞（諸芸新聞社）

　　41号（明14．9）

　歌舞伎新報（歌舞伎新報社）

　　17号（明12．5）

　劇場新報（聚珍社）

　　62号（明12．12）

（21）風柳珍聞（環翠社）

　　10号（明10．11）

　（泰平楽雅俗）面白誌（笑門福来社）

　　19号（明14．6）

　伊勢古事記日曜叢誌（二二社）
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　　5号（明12．12）

　三鹸雑誌（三田社）

　　3号（明14．7）

　花叢相談（琢磨社）

　　11号（明14．8）

　浜松魁新誌（浜松魁新誌社）

　　6号（明16．11）

　（俳言皆）明倫雑誌（明倫社）

　　4編（明14．2）

　芳諜雑誌（愛善社）

　　1号（明11．7）

　喜の音（よろこびのおとずれ）（三浦徹）

　　3巻29号（明17．5）

　東京政談（猶興社）

　　4号（明13。12）

（22）世間の機（からくり）（「金のなる木」の改題）

　　（由己社）

　　1号（明10．10）

　（雑誌）小説一夕話（同風社）

　　1号（明11．9）

　騨尾団子（団々社）

　　98号（明13．9）

　（絵入）日曜新聞（絵入日曜新聞社）

　　1号（明10．6）

　（中外）工業新報（桜水舎）

　　20－25号（明11．3－5）

　　　欠：21－24

　（北海道）開拓雑誌（学農社）

　　1号（明13．1）

　器械雑誌（戊田舎）

　　2号（明12．6）

　交言違雑誌（交言旬社）

　　34－35号（明14．1）

（23）内外交際新誌（槍漠社）

　　21号（明13．6）

　友善櫟誌（友善会）

　　1号（明16．3）

　小学雑誌（修正社）

　　17号（明15．10）

　大日本投書雑誌（耳目社）

　　6号（明15．3）

　写真新聞（全真帆）

　　6号（明12．8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一180一

　芸術叢誌（生意気社）

　　41号（明12．4）

　（遊戯雑談）喜楽の友（喜楽社）

　　1号（明12．4）

　月とス・ソポンチ（興・聚社）

　　38号（明12．7）

　団々珍聞（団々社）

　　135号（明12．11）

　於見哺誌（粋文社）

　　1号（明14．3）

⑳大日本美術新報（鴻盟社）

　　1号（明16．11）

　（中外）水産雑誌（水産社）

　　13号（明14．7）

　東京経済雑誌（経済雑誌社）

　　149号（明16．2）

　東海経済新報（東海社）

　　64号（明15．6）

　（毎旬）経済新誌（毎旬社）

　　6号（明14．2）

　法律経済新報（法律経済新報社）

　　3号（明19．10）

　女学新誌（修正社）

　　1号（明1716）

　女学雑誌（女学雑誌社）

　　37号（明19．10）

　女学叢誌（田文舎）

　　33号（明19．8）

　明治新誌（蘭石吟社）

　　2号（明19．9）

新聞事略（複刻版）

　撒兵会／明治文化研究会編／世界文庫（昭36複刻）

　1－8号（慶応4。閏4）　　　　　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集5巻」収録

　「大三王版同全集5巻（XAz－141）」にも脳録

新聞経営

　日本新聞協会

　1号（昭37．10）一　　　　　　　　　ZK－95

　　欠：17，20，21，23，26，28



新聞研究
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研究 新聞集誌

本新聞協会 新聞集誌社

6号（昭42．1）一 ZK－96 1－26号（明10．8．11－10．29） XAz－105
欠：187，196，199，203，206，210，215，

　　216，　221，　223，　224

新聞研究

　日本新聞協会

　222号（昭45．1）一

新聞研究所年報

　慶応義塾大学新聞研究所

　1号（昭48．10）一

新聞協会報

　日本新聞協会

　1828号（昭43．1）一

068－37

新聞雑誌

　日新堂

　1－150号（明4．5－6．10）

　　欠：137

　　後「あけぼの」と改題

XAz－106

　　　　　　新聞雑誌（複刻版）

　　　　　　　日新堂／明治文化研究会編／世界文庫（昭36耕田）

ZA－378　　　1－60号（明4．5－9）　　　　　　　　　Ae－57

　　　　　　　「幕末明治新聞全集　6巻」収録

ZK－97

新聞労働・小新聞

　日本新聞労働組合連合（昭50縮刷）

　〔縮刷版〕

　新聞労働1－39号（昭21．3．18－23．7．26）

　ほんぶニュース，新聞労組ニュース等

　全新聞1－30号（昭23．8．25－27．2．20）　ZK－116

　全新聞（ガリ版），本部ニュース等

新聞労連

　日本新聞労働組合連合（昭50縮刷）

　〔縮刷版〕

　第1分冊：新聞労協2－3号（昭24．12．1－25．2．1）

　　　　　新聞労連4－257号（昭25．3．1－40．7．1）

　第2分冊：新聞労連258－344号（昭40．7．17－44．7．

　　　　　30）

　第3分冊：新聞労連345－484号（昭44．8．15－50．7．

　　　　　15）　　　　　　　　　　　　　ZK－116

新聞労連

　日本新聞労働組合連合

　472号（昭50．1）一　　　　　　　　　ZK－116

　　「新聞労働・全新聞」（昭21．3－27．2），

　　「新聞労連第1，2，3分冊」（昭24．12－50．7）

　　各縮刷版あり

新着資料目録

　一橋大学経済研究所

　7－62号（昭24．10－38．6）　　　　　　ZA－109

　　「資料統計彙報」の改題，巻次を継承

新　　潮

　新潮社

　46巻1号（昭24．1）一

　　欠：49（2），57

新　　潮

　新潮社

　51巻1号（昭29．1）一

　　欠：56（3），57（1－5）

　　　　60（7），　61（2，6）

　　総目次・執筆者索引

新著月刊

　東華堂

　4－7号（明30．7－10）

新　　劇

　白水社

　18巻1号（昭46．1）一

ZA－101

　　　　　　　961－12
，　58（5），　59（3，6），

，　67（3），　68（3）

：明37．5一昭20．3（別冊）

　　　　　　XAz－107

清議報
　評議報館

　2－15冊（光緒24．11－25．4）

063－38

ZA－39
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新塾月誌（四刻版）

　山東一郎／北門門／明治文化研究会編／日本評論

　社（昭43複刻3版）

　1－2号（明2．3－4）　　　　　　　　　Xb－110B

　「明治文化全集　5巻　雑誌編」収録

新経済

　新経済社

　8巻1－5号（昭22．6－12）

　　欠：8（2）

ZB－93

新紀元（虻田版）

　新紀元社／労働運動史研究会編／明治文献資料刊

　二会（昭36複刻）

　1－13号（明38．11－39．11）　　　　　Km－368

　　以後廃刊

　「明治社会主義史料集3集」収録

新興科学の旗のもとに

　新興科学社

　1巻1号一2巻12号（昭3．10－4．12）

新滑稽

　新滑稽社

　2－9号（明24．12－25．4）

　　「滑稽」の改題，巻次を継承

ZA－114

XAz－60

新京経済季報

　新京商工公会

　1巻1号一3巻3号（康徳8〔1941〕．3－10．12）ZD－76

　　「新京商工月報」の改題

新京商工月報

　新京商工公会

　1－27号（康徳5〔1938〕．8－7．12）

　　以後「新京経済季報」と改題

新旧時代（復刻版誌名：明治文化研究）

　明治文化研究会／広文庫（昭47復刻）

　1年1冊一3年6冊（大14．2一昭2．6）

　　以後「明治文化研究」と改題

ZD－76

ZA－242

津　　門

　津門社

　1年1号一2年5号（明43．2－45．5）

　　欠：2（3）

ZA－147

心理学評論（復刻版）

　心理学評論刊行会／雄松堂（昭49復刻）

　1巻1号一10巻2号（昭32．10－43．1）　　　ZO－43

総目次：1－10巻（昭32．10－43ユ）（9，10合本収

　　　　録）

信州大学文理学部紀要

　信州大学文理学部

　4－15号（昭29．9－40．12）

　　欠：9

　　以後廃刊

ZA－293（B）

信州大学人文科学論集

　信州大学人文学部

　2号（昭42．12）一　　　　　　　　ZA－293（J）

信州大学経済学論集

　信州大学人文学部

　1号（昭41．12）一　　　　　　　　　ZB－218

　　（1号のみ「信州大学人文学部紀要　第2部」の

　　副題あり）

信州大学紀要

　信州大学教育学部

　1－8号（昭26．7－34．1）　　　　　　　ZA－293

　　以後「信州大学教育学部紀要」と改題

信州大学教育学部研究論集

　信州大学教育学部

　1－19号（昭26．3－42．3）　　　　　ZA－293（K）

　欠：2
　　以後廃刊

信州大学教育学部紀要

　信州大学教育学部

　9号（昭35．1）一　　　　　　　　　ZA－293

　　「信州大学紀要」の改題，巻次を継承
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信州大学教育学部紀要

　信州大学教育学部

　19号（昭43．2）一　　　　　　　　　〇58－21

　　「信州大学紀要」の改題巻次を継承

信州大学教養部紀要　第1部　人文科学

　信州大学教養部

　1号（昭41．12）一　　　　　　　ZA－293（Ky）

　　欠：8

信州大学繊維学部研究報告

　信州大学繊維学部

　2－10号（昭27．12－35．10）　　　　　　ZI－84

新体育
　栗本義彦編／新体育社

　16巻1号（昭20．1）一　　　　　　　　〇67－14

　　欠：18，36－38

信　　託

　信託協会

　20号（昭29．9）一　　　　　　　　　　ZF－34

　　欠：34，35

　　論文関係記事目次：62－80号（昭40．4－44．10）

　　　　　　　　　　　（80号収録）

　　論文一覧：ユー100号（昭24．12－49．ユ0）（100号収

　　　　　　　録）

信託協会会報

　信託協会

　1巻1号一16巻3号（昭2．3－17．6）、　　　ZF－9

　　以後「信託集会所会報」と改題

信託集会所会報

　信託集会所

　16巻4号一17巻5号（昭17．8－18．10）　　　ZF－9

　　「信託協会会報」の改題，

　　巻次を継承，

　　以後「信託統制会報」と改題

信託統制会報

　信託統制会

　17巻6号一18巻3号（昭18．12－19．12）　　ZF－9

　　「信託集会所会報」の改題，巻次を継承

新東亜経済

　創造社

　2巻1号一3巻13号（昭18．1－19．11）

　　以後「日本経済情報」と改題

神道学
　神道学会

　75号（昭47．11）一

針葉樹
　一橋大学一橋山岳部

　2－11号（大15．12一昭30．12）

　　欠：10

針葉樹
　東京商科大学一橋山岳部

　8－9号（昭10．11－12．7）

白　　樺

　洛陽堂

　1巻4号一8巻10号（明43．7一大6．10）

　　欠：1（7，8），2（2－12），5（7）

白鷺論叢

　大阪府立大学大学院経済学研究会

　4号（昭46．10）一

白百合短期大学研究紀要

　白百合短期大学

　1－2車茸（日召30．2－31．1）

史　　林

　史学研究会

　1巻1号（大5．1）一

　　欠：

　　　　35（4）

　　総目索引：

　　総索引：

　　著者名索引：

　　　　　　　　号収録）

史　　林

　史学研究会

ZB－88

ZO－41

ZA－29

088－13

XAz－108

ZB－214

ZA－312

ZQ－5
27（1），　31（2－4），　32（3，4），　33（3，4），

　1－20巻（大5．1一昭10．10）（別冊）

1－40巻（大5．1一昭32．11）（別冊）

　　1－50巻（大5．1一昭42．11）（50巻6
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1巻2号一31巻4号（大5．4一昭22．12）

欠：1（4），2（2），3（1，2）

　　17（2－4），　30（3）

　　Miura－Z－52
，　5，　6（3），　7（3），

史　　論

東京女子大学史学研究室

4集（昭31．11）一　　　　　　　　　　ZQ－28

　　総目次：1－10集（昭28．1－37．11）（10集収録）

　　　　　　11－20集（昭38．11－43．12）（21・22集

　　　　　収録）

資料だより

　国立国会図書館支部通商産業省図書館

　5－45号（昭24．9－27．12）　　　　　　ZA－134

　　欠：13，40

資料ガイド

　機械振興会経済研究所資料室

　5巻10号一8巻6号（昭44．10－48．5）

　　以後終刊

資料彙報　甲　本邦経済事情之部

　三菱合資会社資料課

　13－32冊（大12．12－14。10）

　　欠：20－22，27，28，30，31

資料彙報　乙　海外経済事情之部

　三菱合資会社資料課

　17－81冊（大12．12－14．12）

　　欠：19－23，48－69，71－73

ZA－220

ZB－19

ZB－19

資料彙報　丙　技術之部

　三菱合資会社資料課

　7－32冊（大13．3－14．11）　　　　　　ZB－19

　　欠：8，9，11－13，16，18，20，23－26，30

資料彙報　丁　勢働之部

　三菱合資会社資料課

　12－52冊（大12．12－14．11）

　　欠：13，15，51

ZB－19

資料彙報　戊　企業之部

　三菱合資会社資料課

　29－45冊（大13．4－14．7）

　　欠：39－42

史料館研究紀要

　国立史料館

　1号（昭43．3）一

資料公報

　満州国立中央図書館等備処

ZB－19

ZQ－62

2巻1号一4巻12号（康徳8〔1941〕．1－10．12）ZA－76

　「資料戦線」の改題，巻次を継承

資料戦線

　満洲国立中央図書館等備処

　1巻1－5号（康徳7〔1940〕．8－12）

　　欠：1（2）

　　以後「資料公報」と改題

ZA－76

資料室報（法政大学大原社会問題研究所）　は

　法政大学大原社会問題研究所資料室報（ZK－

　101）を見よ

資料統計彙報

　東京商科大学経済研究所

　1－6号（昭21．11－23．1）　　　　　　　ZA－109

　　但し，5号（1巻5号），6号（2巻1号）は誌名：「資

　　料月報」，

　　以後「新着資料目録」と改題

史　　流

　北海道教育大学史学会

　2号（昭34．8）一

　　欠：4

市　　政

　全国市長会

　3巻7号一6巻5号（昭29．7－32．5）

市政日誌

　1－8号（慶応4．5－6）

　4号（慶応4．7）

ZQ－57

ZN－43

XAz－109
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史蹟名勝天然記念物

　史蹟名勝天然記念物保存協会

　1集1号一9集6号（大15．1一昭9．6）Miura－Z－47

史　　艸

　日本女子大学史学研究会

　5号（昭39．10）一　　　　　　　　　ZQ－38

　　欠：8

　　総目録：ユー9号（昭36．2－43．10）（ユ0号収録）

思　　想

　岩波書店

　1号（大10．10）一　　　　　　　　　　ZO－5

　　欠：230，268，269，271

　　総目次：1－500号（大10．10一昭41．2）（501号収

　　　　　　録）

　　　　　　501－600号（昭41．3－49．6）（600号収録）

思　　想

　岩波書店

　98号（昭5．7）一　　　　　　　　　　　〇62－1

　　総目次：1－500号（大10．10一昭41．2）（501号収

　　　　　　録）

　　　　　　501－600号（昭41．3－49．6）（600号収録）

思　　想

　岩波書店

　30－265号（大13．4一昭19．7）

　　欠：61，261

Miura－Z－48

思想月報（復刻版）

　司法省刑事局／参考文献懇談会編／文生書院

　（ロ召47－49そ夏亥U）

　1－109号（昭9．7－19．6）　　　　　　ZK－105

　「昭和前期思想資料」1期

思想の科学

　思想の科学社

　1－36号（昭34．1－36．12）（中央公論社版）

　　欠：15

　復刊1（通巻37号）一128号（昭37．4－47．3）

　6次1号（通巻208号）（昭47．4）一　　　　ZO－29

　　総索引：1巻1号（先駆社版）一復刊57号（昭21．5

一41．12）（復刊70号収録）

1巻1号（先駆社版）一復刊128号（昭21

．5－47．3）（6次6号収録）

思想の科学

　思想の科学社

　1－36号（昭34．1－36。12）（中央公論凹版）

　復刊1（通巻37号）一128号（昭37．4－47．3）

　6次1号（通巻208号）（昭47．4）一一　　　〇66－16

　　総索引：1巻1号（先駆社版）一復刊57号（昭21．5

　　　　　　－41．12）（復刊70号収録）

　　　　　　1巻1号（先駆社版）一復刊128号（昭21

　　　　　　．5－47．3）（6次6号収録）

思想の研究

　思想の研究編集会

　3号（昭43．11）一　　　　　　　　　　ZO－40

　　総目録：1－5号（昭42．10－46．6）（5号収録）

指定統計・調整報告・届出統計月報

　行政管理庁統計基準局

　5巻2号一13巻12号（昭32．2－40．12）

　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZBc－1
　　欠：5（3），6（4），7（5，6），8（1－3，5－7），9，

　　　　10，　11（5，6），　12（7，10，11），　13（2，7，8）

　
　
、
「

　
　
㎝

鮒
昭

然
備
腸

萩
蜷

自

自　　然

　中央公論社

　3巻5号（昭23．5）一

史前学雑誌

　史前学会

　1巻1号一7巻2号（昭4．3－10．1）

ZS－35

067－4

Miura－Z－34，

自然科学研究（一橋大学研究年報）

一橋大学一橋学会

5号（昭38．3）一　　　　　　　　　　ZS－30

　　「人文科学・自然科学研究」（1－4号）（ZA－160）

　　の分離改題，巻次を継承
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自然科学研究（一橋大学研究年報）　　　　　　　　　静岡大学教育学部研究報告　教科教育学編

　一橋大学一橋学会　　　　　　　　　　　　　　　　静岡大学教育学部

　5号（昭38．3）一　　　　　　　　　〇89－19（2）　　1号（昭45．3）一　　　　　　ZA－277（Ki－K）

　　「入文科学・自然科学研究」の分離改題　　　　　　　欠：3

静岡大学文理学部研究報告　人文科学　　　　　　　静岡大学教育学部研究報告　自然科学編

　静岡大学文理学部　　　　　　　　　　　　　　　静岡大学教育学部

　1－9号（昭26．3－34．1）　　　　　　zA－277（J）　　20号（昭45．3）一　　　　　　ZA－277（Ki－S）

　　11号以後「人文論集」と改題　　　　　　　　　　　欠：21，22

静岡大学文理学部研究報告　社会科学　　　　　　　静岡大学教養部研究報告

　静岡大学文理学部　　　　　　　　　　　　　　　　隷岡大学教養学部

　1－13号（昭27；12－40．7）　　　　　　ZA－277　　1－2号（昭41．3－42．3）　　　　　ZA－277（Ky）

　　以後「静岡大学人文学部研究報告　社会科学」　　　以後「人文科学篇」，「自然科学篇」に分編

　　と改題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡大学教養部研究報告　人文科学篇

静岡大学文理学部研究報告　自然科学　　　　　　　　静岡大学教養学部

　静岡大学文理学部　　　　　　　　　　　　　　　3号（昭43．3）一　　　　　　　ZA－277（Ky）

　1－10号（昭26．3－32．3）　　　　　　ZA－277　　　「静岡大学教養部研究報告」の分編，巻次を継

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承

静岡大学法経研究

　静岡大連文理学部　　　　　　　　　　　　　　静岡大学教養部研究報告　自然科学篇

　15巻1号（昭41．7）一　　　　　　　　ZM－120　　　静岡大学教養部

　　「産業と科学」，「静岡大学人文学部研究報告　　　3－11号（昭43．3－51．3）　　　ZA－277（Ky－S）

　　社会科学」の合併改題，後者の巻次を継承　　　　　「静岡大学教養部研究報告」の分編，巻次を継

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承

静岡大学法経短期大学法経論集　は

　法経論集（ZA－277（H））　をみよ　　　　　　　　静岡大学農学部研究報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡大学農学部

静岡大学人文学部研究報告　社会科学　　　　　　　　1－20号（昭27．2－46．2）　　　　　ZA－277（N）

　静岡大学人文学部　　　　　　　　　　　　　　　　「静岡農科大学研究報告」の改題

　14号（昭41．3）　　　　　　　　　　ZA－277

　　「静岡大学文理学部研究報告　社会科学」の改　　静岡農科大学研究報告

　　題巻次を継承，以後「産業と科学」と合併し　　　静岡農科大学

　　「静岡大学法経研究」と改題　　　　　　　　　　　2号（昭25．12）　　　　　　　　ZA－277（N）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「静岡農林専門学校研究報告」の改題巻次を

静岡大学人文論集　は　　　　　　　　　　　　　　　継承，

　人文論集（ZA－277（J））　をみよ　　　　　　　　　　以後「静岡大学農学部研究報告」と改題

静岡大学頭育学部研究報告　人文・社会科学編　　　静岡農林専門学校研究報告

　静岡大学教育学部　　　　　　　　　　　　　　　静岡農林専門学校

　20号（昭45．3）一　　　　　　　ZA－277（Ki）　　1号（昭24．9）　　　　　　　　ZA－277（N）

　　欠：22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以後「静岡農科大学研究報告」と改題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一186一
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商大論集

　神戸商科大学学術研究会

　1－66号（昭24．6－40．3）

　17巻1号（67号）（昭40．4）一　　　　　ZD－53

　　「研究と資料」の改題

　　総目次：1－23号（昭24．6－33．4）（別冊）

障害者問題研究

　障害者問題研究編集委貝会編／全国障害者問題

研究会

1号（昭48．7）一

商　　学

　横浜高等商業学校商学会

　1－37号（昭4．7－19．3）

　創立25周年記念号（昭23．12）

　　以後「エコノミア」と改題

商学評論

　関西学院高等商業学部商学会

　5巻3号一12巻4号（大15．12一昭9．3）

　　欠：6（1，2）

ZK－117

ZD－30

ZD－52

商学研究～愛知学院大学論叢～

　愛知学院大学商学会

　10巻2号（昭38．4）一　　　　　　　　ZD－150

　　欠：18（3），19（2，3）

　　11巻：商学部創設10周年記念論文集

　　22巻1．2号：愛知学院創立100周年記念論文集

商学研究（一橋大学研究年報）

　一橋大学一橋学会

　1号（昭28．3）一

商学研究（一橋大学研究年報）

　一橋大学一橋学会

　2号（昭33．3）一

ZD－34

085－24

商学研究

　東京商科大学商学研究編輯所編／同文館

　1巻1号一8巻4号（大10．5一昭4．2）　　　ZD－18

　　5巻2号：「50周年記念論文集」

　　総目次：1－6巻（大10．5一昭2．8）（6巻3号収録）

商学研究

　東京商科大学商学研究編輯所編／同文館

　2巻1号一8巻4号（大11．5一昭4．2）　　080－2－1

　　欠：2（2），6（1，2）

　　総目次：1－6巻（大10．5一昭2．8）（6巻3号収録）

商学研究

　東京商科大学商学研究編輯所編／同文館

　4巻2号一6巻3号（大13．11一昭2．8）Miura－Z－72

商学研究（東京商科大学研究年報）

　東京商科大学国立学会編／岩波書店

　1－6巻（昭7．2－18．10）　　　　　　　　ZD－34

商学研究（東京商科大学研究年報）

　東京商科大学国立学会編／岩波書店

　4－5巻（昭11．12－15．10）　　　　Miura－Z－73

商学研究会雑誌

　山口高等商業学校商学研究会

　6巻1号（昭3．10）

　　以後「商学研究雑誌」と改題

商学研究雑誌

　山口高等商業学校学友会学術部

　7－14巻（昭5．1－12．2）

ZD－45

ZD－45
「商学研究会雑誌」の改題，巻次を継承

商学論究

　関西学院大学商学研究会

　1－31号（昭9．12－18．11）

　復刊1－40号（昭26．12－38．3）

　11巻1号（通巻41号）（昭38．6）一 ZD－61
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商学論纂

　中央大学商学研究会

　1巻1号（昭35．7）一　　　　　　　　ZD－122

　　欠：8（2）

　　総目次：1－4巻（昭35．7－38．12）（4巻収録）

商学論集

　福島大学経済学会

　1巻1号（昭5．3）一　　　　　　　　　ZD－46

　　欠：2，7－11，22（1）

　　総目次：1－40巻（昭5．3－47．6）（40巻3・4号収録）

商学論集（関西大学）　は

　関西大学商学論集（ZD－125）　を見よ

商学論集（新潟大学）　は

　新潟大学商学論集（ZD－164）　を見よ

商学論集（西南学院大学）　は

　西南学院大学商学論集（ZD－132）　を見よ

商学論叢

　中央商科短期大学

　5－8号（昭38．3－41．3）

　　「経理経営論叢」の改題

　　総目次：1－4号（5号収録）

商学論叢（福岡大学）　は

　福岡大学商学論叢（ZD－157）　を見よ

商学論叢

　立教大学商学研究室

　1－15号（昭5．2－11．12）

　　欠：2，4－11

商学論叢

　和歌山高等商業学校学会

　1巻1号一2巻3号（大15．6一昭2．11）

　　以後「内外研究」と改題

ZD－162

ZD－60

ZD－19

商学隈隈

　日本大学商学研究会

　34巻1号（昭39．10）一　　　　　　　ZD－158

　　「経済嚢網」の分離改題，巻次を継承

商学集志　人文科学編

　日本大学商学研究会

　1巻1号（昭45．1）一 ZD－158（J）

商学討究

　小樽商科大学経済学会

　1巻上冊一17巻下冊（大15．7一昭17．12）

　　欠：7（上）

　　以後「北方経済研究」，「社会経済研究」と改題

　　後再び「商学討究」に難題，復刊

　復刊1巻1冊（昭25．11）一　　　　　　ZD－31

諸芸新聞

　諸芸新聞社

　1－86号（明13．11－15．10）

　　欠：61－63，65，67－69

昌言報

　1－7冊（懸緒24．7－g）

　　「時務報」の改題

XAz－110

ZA－38

商業美術論集

　名古屋高等商業学校商業美術研究会

　3－9巻（昭8．12－15．5）　　　　　　　　　　　ZD－88

　　欠：4－6

商業動態統計月報

　通商産業大臣官房調査統計部編／通商産業調査

　会

　昭和46年7．8．9月分（19巻3号）（昭47．3）一

　　　　　　　　　　　　　　　　　ZL－106

　　「商業動態統計季報」の改題，巻次を継承

商業動態統計季報

　通商産業大臣官房調査統計部編／通商産業調査

　会

　昭和37年1～3月分一46年4～6月分（10巻1号一19巻

　2号）（昭37．7－46．10）　　　　　　ZL－106
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欠：昭37（7－9）一38（1－3），39（4－6），40（4－6）

以後「商業動態統計月報」と改題

商業経済研究所報

　広島修道大学商業経済研究所

　13巻（昭51．3）一

商業経済論叢

　名古屋大学商業経済学会

　1巻1号一25巻2号（大13．3一昭26．9）

　　以後「経済科学」と改題

商業経済論叢

　名古屋高等商業学校

　4巻（大15．11）

ZD－203

ZD－32

066－30

商業経済論叢

　名古屋高等商業学校商業経済学会

　13巻上一下冊（昭10．7－11．3）　Miura－Z－100

商業組合

　商業組合中央会

　1巻1号一9巻12号（昭10．10－18．12）　　ZD－66

　　欠：9（1－5）

　　以後「工業組合」と合併して「商工組合」と改題

商業及経済研究

　大阪商科大学商業及経済研究会

　1－60冊（大5．1一昭6．12）　　　　　　ZD－20

　　欠：32

　　総目録：1－59冊（大5．1一昭6．11）（60冊収録）

商業論集

　大分高等商業学校商学研究会

　1巻2号一15巻2号（昭2．3－15．12）　　　ZD－54

　　欠：13（1），14（2）

　　以後「大分経回論集」と改題

　　総目次：1－10巻2号（大15．9一昭10．11）（10巻2

　　　　　　号収録）

商業世界

　同文館

　1巻1号一3巻2号（明31．11－32．11）

　　欠：1（8），2（6）一3（1）

商業と経済

　長崎高等商業学校研究館

　3－4冊（大11．12一大12．12）

　5年2冊一24年2冊（大14．2一昭19．3）

　　欠：18（2），23（2）

　　以後「経営と経済」と改題

昇平余聞東京新誌

　九春社

　1－30号（明9．4－11）

XAz－139

ZD－21

061－27

消費実態調査報告

　総理府統計局

　昭和26年12月分一28年3月分（昭27．2－28．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZL－75
　　以後「家計調査報告」と改題

消費実態調査報告

　総理府統計局

　昭和26年12月分一28年3月分（昭27．2－28．5）

　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZHe－2
　　欠：昭26（11）

　　「消費者価格調査報告」の改題，以後「家計調

　　査報告」と改題

商品学研究（商品研究）

　日本商品学会

　1－5号（昭25．6－26．6）

　　以後「商品研究」と改題

　　総目次は「商品研究」参照

ZD－137

商品研究

　日本商品学会

　6号（昭26．9）一　　　　　　　　　　ZD－137

　　「商品学研究」の改題，巻次を継承

　　総目次：1－43号（昭25．6－35．11）（43号収録）

　　　　　　44－67号（昭36．5－41．12）（66・67号収録）
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消費者物価指数

　総理府統計局

　昭和34年2月分一37年12月分（昭34．4－38．1）

　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZHd－2

消費者物価指数速報（東京）

　総理府統計局

　昭和35年1－12月分（昭35．2－36．1）

　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZHd－2

消費者価格調査報告

　総理府統計局

　昭和23年8月分一26年10月分（昭23．10－26．12）

　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZHe－2
　　欠：昭24（7），25（6）

　　以後「消費実態調査報告」と改題

消費水準

　経済企画庁調査部統計課

　5－40号（昭32．8－35．12）

　　欠：12，13，18，23

所　　報

　生命保険文化研究所

　1号（昭29．8）一

　　欠：6，16－18

　　19号より「論集」を統合

書　　報

　極東書店

　45－50号（日召37．1－12）

TOKEI－ZHe－1

書　　評

　日本出版協会

　1巻1号一4巻7号（昭21．12－24．7）

ZH－9

ZA－162

ZA－102

商標公報

　特許局

　1－894号（明20．8－45．7）

　　欠：明35（1），36（1－2），37（1－6）

　1－752号（大1．8－15．12）

　　欠：大7（11－12），8（8－12），12（9）一13（4）

　1－740号（昭2．1－13．10）　　　　　　　ZI－29

　　　欠：524

t（旬刊）商事法務
1

　　商事法務研究会

　　592号（昭47．4）一　　　　　　　　　ZM－64

　　　「（旬刊）商事法務研究」の改題巻次を継承

（旬刊）商事法務研究

　商事法務研究会

　1－591号（昭30．10－47．3）　　　　　　ZM－64

　　欠：159，300，301

　　以後「（旬刊）商事法務」と改題

　　総索引：1－257号（昭30．10－37．9）（別冊〔263

　　　　　　号〕）

　　　　　　ユー500号（昭30．10－44．10）（別冊）

商経学叢（近畿大学）　は

　近畿大学商経学叢（ZD－140）　を見よ

商経法論叢

　神奈川大学日経法学会

　復刊1巻1号一15巻4号（昭25．1－40．2）　ZD－91

　　欠：2（1，2），4（1，2），10（3）

　　以後「商経」と「法」が分離，夫々「商経論叢⊥

　　「神奈川法学」と改題

商経法論叢

　横浜専門学校商経法学会

　1－4号（昭13．12－16．12） ZD－91

商経論集（北九州大学）　は

　北九州大学商経論集（ZD－159）　を見よ

三思論集

　沖縄国際大学商経学部

　1号（昭48．3）一

一経論集

　早稲田大学大学院商学研究科

　15－19号（昭43．7－45．11）

　　欠：17

ZD－193

ZD－199
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商業論叢 28号（昭38．11）一　　　　　　　　ZD－138

鹿児島県立短期大学 「証券投資信託会報」の改題，巻次を継承

13号（昭39．11）一　　　　　　　　　ZD－191

欠：15－17，20 証券投資信託会報

証券投資信託協会

商経論叢 1－17号（昭32．11－36．11）　　　　　ZD－138

神奈川大学経済学会 欠：6

1巻ユ号（昭40．7）一　　　　　　　　　ZD－91 後「証券投資信託月報」と改題

「商時法論叢」の分離改題

正金月報

商経論叢（九州産業大学）　は 横浜正金銀行調査課

九州産業大学商経論叢（ZD－160）　を見よ 9－11号（昭21．10－12）　　　　　　　ZL－29

「正金週報」の改題

商経雑誌 1　以後粒銀月報」と改題

関西学院大学商経学部学練部 i

1－11号（昭10．12－17．9）　　　　　　ZB－61 正金週報

欠：4 横浜正金銀行調査課

昭和7年1月一昭和18年10月　　　　　　ZL－29

証　　券 以後「正金月報」と改題

東京証券取引所

184号（昭39．8）一　　　　　　　　　ZD－149 書　　香　　　　　　　　　’

南満州鉄道株式会社大連図書館

証券月報 1－141号（昭4．4－17．11）　　　　　　ZA－79

山一証券調査部 欠：10－12

4－292号（昭23．11－47．12）　　　　　ZD－104

欠：7－9，113－117，161－172，216 商工月報

台湾総督府殖産局

証券業報 10－61号（明43．4一大3．5）　　　　　　ZD－77

東京証券業協会 欠：14，45－56

136号（昭36．2）一　　　　　　　　　ZD－147 以後「台湾商工月報」と改題

欠：142，148－150，180，204，205

商工月報

証券情勢 東京商工会議所

日東証券株式会社調査部 3巻2号一10巻8号（昭2．2－9．8）　　　　ZD－22

1巻1－11号（昭25．2－12）　　　　　ZD－102 「東京商業会議所報」の改題，

以後「東京商工会議所所報」と改題

証券経済月報

大阪証券経済研究所 商工経済

1－17号（昭34．8－35．12）

　欠：16

ZD－127 東京都商工経済会

1巻1号一17巻7号（昭11．6－19．7）

　欠：16（5）

ZB－62

証券投資信託月報

　証券投資信託協会
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SHOKO

商工経済研究

　高松高等商業学校商工経済研究室

　1巻1号一15巻3号（大14．11一昭15．10）　ZD－23

　　以後「高松高商論叢」と改題

商工金融

　商工組合中央金庫

　2巻2号（昭27．2）一　　　　　　　　　ZF－24

　　総索引：1巻1号一11巻12号（昭26．12－36．12）

　　　　　　（別冊）

　　　　　　12巻1号一18巻12号（昭37．1－43．12）

　　　　　　（19巻6号収録）

商工組合

　商工組合中央会

　1巻1号一1巻5号（昭19．2－6）　　　　　ZD－66

　　「商業組合」と「工業組合」の合併改題

商工指導

　東京都商工指導所

　86号（昭33．4）一　　　　　　　　　　ZI－110

　　欠：105－116，129－143，164，170，172，

　　　　175，　176，　185，　187，　204，　207－249

商工統計月報

　商工省調査統計局

　2巻4－10号（昭24．5－10）

　　以後「通産統計月報」と改題

ZL－73

商工統計月報

　東京都総務局統計部

　昭和39年4月一47年12月（昭39．5－48．3）ZL－100

　　欠：昭43（3）

　　以後廃刊

商工統計研究

　日本商工会議所・通商産業大臣官房調査統計部

　編／日本商工出版

　1巻1号一6巻7号（昭32．1－38．1）　　　ZL－87

　　欠：1（5，6），3（1，2，5，6）

　　以後廃刊

商工通報

　商工省

　1－81号（昭15．7－18．10）

　　欠：80

植物と文化

　八坂書房

　1－20号（昭46．8－52．10）

　　以後休刊

織　　布

　日本綿ス・フ織物工業組合聯合会

　62－87号（昭15．11－17．12）

　　「綿工聯」の改題，巻次を継承

殖銀調査月報

　朝鮮殖産銀行調査部

　1－78号（昭13。6－19．11）

職業時報

　厚生省職業部

　1－18号（昭11．10－13．5）

　　以後「職業紹介」を合併改巻

ZD－2

067－30

ZI－45

ZF－12

ZK－21

職業時報

　職業協会

　1巻1号一7巻7号（昭13．9－19．8）　　　　ZK－21

　　欠：3（5－8），6（11，12），7（6）

　　「職業時報（厚生省職業部）」，「職業紹介」の合

　　併改巻

職業紹介

　職業紹介事業協会

　5巻6号一6巻7号（昭12．6－13．7）

　　以後「職業時報」に合併

職業紹介公報

　中央職業紹介事務局

　75－152号（日召5．1－11．7）

　　欠：90，91

諸　　君

　文芸春秋

　2巻1号（日召45．1）一

ZK－21

ZK－13

061－20
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SHOSHl

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠：3（7，10），4（1－5），5（1，2），7－11

食糧調査統計月報

　食糧庁総務部調査課

　1－12号（昭30．9－31．8）

　　欠：3

食料品購入消費状況調査報告

　中央物価統制協力会議調査部

ZL－89

昭和19年1月分一2月分（昭19．6－9）

　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZHe－3

食糧管理月報

　食糧庁調査課

　4巻2号一12巻12号（昭27．2－35．12）　　ZB－120

食糧経済

　大日本米穀協会

　6巻6号一9巻8号（昭15．6－18．8）

食糧統計季報

　食糧庁

　1965年8月（創刊）一1971年9月

　　欠：1966年

　　「食糧管理統計季報」の改題

初級ドイツ語

　第三書房

　18巻5号（昭41．5）一

書　　物

　美松書房

　1－5号（昭25．5－9）

書物の周囲

　くにたち本の会

　1巻1号一3巻2号（昭9．1－11。12）

書物往来

　従吾所好社

　1巻1号一3巻5号（大13．5－15．6）

　　欠：2（6）

書物展望

　書物展望社

ZI－74

ZL－107

063－13

ZA－127

ZA－41

ZA－141

書陵部紀要

　宮内庁書陵部

　21号（昭45．3）一 ZQ－61

書　　勢

　大同書会

　3巻7号一13巻7号（大8．7昭4．7）　　　　ZP－1

　　欠：3（10－12），4（1，2，4－6，8），6（8－12），

　　　　9（3），　10（3）

商船大学研究報告

　商船大学

　1－2号（昭26．3－9）　　　　　　　　　ZA－276

　　以後「自然科学」，「人文科学」に分編

商船大学研究報告　人文科学

　商船大学

　3－7号（昭28．2－32．3）　　　　　　　ZA－276

　　「商船大学研究報告」の分編，巻次を継承，

　　以後「東京商船大学研究報告　人文科学」と改

　　題

商船大学研究報告　自然科学

　商船大学

　3－7号（昭27．8－31．10）　　　　　ZA－276（S）

　「商船大学研究報告」の分編，巻次を継承，

　　以後「東京商船大学研究報告　自然科学」と改題

書　　誌

　書物同好会

　1年1冊一2年2冊（大14．10一昭2．3）

書誌学
　日本書誌学会

　1巻1号一18巻1号（昭8．1－17．1）

　復刊1号（昭40．7）一

ZA－86

ZA－88

書誌索引展望

　日本索引家協会編／日外アソシェーツ

　1巻1号（昭52．5）一　　　　　　　　ZA－444
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SHOTEN

商店雑誌

　商店雑誌社

　5巻1号一6巻9号（大6．1－7．9）

　　欠：6（1，4，8）

商　と工

　商工社

　5巻2号一7巻6号（大6．2－8．6）

昭和医学会雑誌

　昭和医科大学昭和医学会

ZD－24

ZD－25

12巻3号一22巻11号（昭27．12－38．2）　　ZS－20

昭和医科大学紀要

　昭和医科大学

　1－10号（昭24．4－33．4）

昭和製鋼所調査月報

　昭和製鋼所

　3巻1－9号（康徳8〔1941〕．1－9）

衆議院委員会議録

　衆議院事務局

　3回（E召23．11）一

　　欠あり

集合新誌

　由己社

　1－30号（明10．11－11．9）

週　　報

　内閣情報局

　1－433号（昭11．10－20．2）

　　欠：178，186，245，294

週間棉花資料

　信和商会

　99－202号（昭28．6－30．6）

　　以後休刊

集刊東洋学

　中国文史哲研究会

　1号（昭34．5）一

ZS－40

ZI－76

ZN－12

XAz－111

ZA－50

ZI－101

ZA－376

欠12－7号

総目次：19－24号（昭43．5－45．10）（24号収録）

出荷・在庫統計速報

　通商産業大臣官房調査統計部

　昭和32年1月分一昭和34年7月分

　4巻8号一8巻5号（昭34．8－38．5）

　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－Zlf－3
　　以後「生産統計速報」と合併し，「生産・出荷・

　　在庫統計速報」と改題

（季刊）宗教研究

　日本宗教学会

　1年1輯一6年1輯（昭14．6－19．4）

　　欠：5（3－4）

終末から

　筑摩書房

　1－9号（昭48．6－49．10）

　　以後終刊

春色明治文庫

　鴻文社

　7－8号（明13．1）

春野新誌

　九春社

　1－6号（明14．3－5）

出版ニュース

　出版ニュース社

　78－539号（昭24．1－36．12）

収書月報

　南満州鉄道株式会社奉天図書館

　36－91号（昭14．1－18．9）

　　欠：41，66

主要株式利廻調

　日本勧業銀行調査課

　昭和6年3月一昭和15年12月

　　以後「株式利廻調」と改題

Miura－Z－19

063－48

XAz－112

XAz－113

ZA－110

ZA－75

ZL－39
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SOGOSE

主要貨物情報

　鉄道運輸局

　1巻1号一4巻12号（大14．10一昭3．12）

主要貨物統計月報

　鉄道省経理局

　昭和5年1一ユ2月

主要企業の短期経済観測

　日本銀行統計局

　1－15号（昭32．8－36．3）

　　欠：6，8，9，11

主要債券利廻調

　日本勧業銀行調査課

　昭和6年3月一昭和19年3月

　　欠：昭16－17（21

　　以後「債券及株式利廻調」と改題

主税局月報（東京都）　は

　東京都主税局月報（ZC－11）　を見よ

スイングジャーナル

　スイングジャーナル社

　26巻1号（昭47．1）一

SKI　journal

　スキージャーナル

　54号（昭46．1）一

　〔別冊〕

　1号（昭50．9）一

スラヴ研究

　北海道大学スラヴ研究施設

　1号（昭32．3）一

三　　文

　創文社

　138号（昭50．4）一

ソシ官憲ジ

　社会学研究会

　1巻1号（昭27．1）一

ZG－10

ZL－23

ZD－142

ZL－40

063－41

067－28

ZA－422

060－25

ZK－89

総目次：1巻1号一15巻2号（昭27．10－45．5）（15

　　　　　　巻2号収録）

総　　合

　東洋経済新報社

　昭和32年7－10号（昭32．7－10）

相互銀行

　全国相互銀行協会

　6巻2号一13巻12号（昭31．2－37．12）

　　欠：6（1），8（8，9），9（3），10（4）

　　ZA－164

　　ZF－38
，　11，12（2－4）

綜合法学

　慶応義塾大学等編／綜合法学刊行会

　1巻1号一7巻6号（昭33．6－39．6）　　　ZM－65

総合ジャーナリズム研究

　総合ジャーナリズム研究所編／東京社

　1巻1号（昭39．9）一　　　　　　　　ZK－99

　　欠：2（9），4（11）

綜合科学

　綜合科学協会

　1巻1号一2巻ユ2号（昭9．6－12．11）　　　　ZS－7

綜合経営

　日本証券投資協会

　10巻3号（昭34．2）　　　　　　　　ZD－109

　　「PR」の改題，巻次を継承

総合研究所報

　桃山学院大学総合研究所

　1巻1号（昭50．12）一　　　　　　　ZA－262

　　「桃山学院大学産業貿易研究所報」「国際関係

　　研究」の吸収改題

綜合世界資料

　共同通信社

　1巻1号一5巻9号（昭33．1－37．4）　　　ZN－51

　　欠：1（19－21），3（18）
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SOGOTO

（季刊）総合統計

　総理府統計局編／大蔵省印刷局

　1－11号（昭32．9－35．3）　　　TOKEI－ZC－1

　　以後「内外統計季報」と改題

創価経営論集

　創価大学経営学会

　1巻1号（昭52．1）一

創価経済論集

　創価大学経済学会

　1巻1号（昭46．11）一

算　　庫

　日本倉庫協会

　1－5号（昭14．3－16．7）

倉庫貨物

　日本銀行調査局

　大正14年6月一昭和13年6月

　　欠：大15一昭7（7）

ZD－204

ZB－194

ZD－87

ZL－15

草平事情（複甘酒）

　集思社分局／明治文化研究会編／日本評論社（昭

　43複心3版）

　1－9号（明10．1－6）　　　　　　　　Xb－110B

　「明治文化全集　5巻　雑誌篇」収録

草葬雑誌（複刻版）

　自主社／明治文化研究会編／日本評論社（昭43複

　刻3版）

　1－6号（明9．3－7）　』　　　　　　　Xb－110B

　「明治文化全集　5巻　雑誌篇」収録

損害保険研究

　損害保険事業研究所

　1巻1号（昭10．8）一　　　　　　　　　ZH－5

　　欠：7（3），9（3）一10（4）

　　総目録：1巻1号一29巻4号（昭10．8－42．11）（30

　　　　　　巻3・4号収録）

ソフィア（Sophia）

　上智大学編／創文社

　1巻1号一5巻4号（昭27．2－31．12） ZO－21

総理府統計局図書館資料月報

　国立国会図書館支部総理府統計局図書館

　1963年1－3月号（昭38．1－3）

　170－178号（昭38．4－12）　　　TOKEI－ZA－1

組織科学

　組織学会編／丸善

　1巻1号（昭42．7）一

そよふく風

　詳知会社

　4－6号（慶応4．5．10－5．16）

ZA－204

XAz－114

そよふく風（複刻版）

　詳知会社／明治文化研究会編／世界文庫（昭36複

　刻）

　1－11号（慶応4．5－6）　　　　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集　3巻」収録

　「大誠堂版同全集3巻（XAz－141）」にも収録

シュトイエル

　日本税法学会編／税法研究所

　76号（昭43．7）一　　　　　　　　　　ZC－15

　　総目次：1－100号（昭37．4－45．7）（100号収録）

すばる
　集英社

　1号（昭45．6）一 063－34

数　　学

　日本数学会編／岩波書店

　20巻1号（昭43．4）一　　　　　　　　〇67－13

　　総目次・索引：1巻i号一20巻4号（昭22．4－43．

　　　　　　　　　10）（別冊）
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数学セミナー

　遠山啓・矢野健太郎編／日本評論社

　7巻7号（昭43．7）一　　　　　　　　ZS－32

　　欠：7（8）

数学セミナー

　遠山啓・矢野健太郎編／日本評論社

　1巻1号（昭37．4）一　　　　　　　　〇67－9

水産界
　大日本水産会新聞部

　400－1056号（大5．1一昭47．12）　　　　ZI－11

　　欠：460－471，484－654，673－690，710－756，

　　　　777，　778，　781，　793，　803

　　「大日本水産会報」の改題，巻次を継承

駿台史学

　駿台史学会

　8－29号（昭33．3－46．9）

　　欠：10，12，14－27

数理科学

　ダイヤモンド社

　6巻1号（昭43．1）一

数理科学

　ダイヤモンド社：

　1巻1号（昭38．7）一

ZQ－59

ZS－31

067－10

スタチスチック雑誌

　スタチスチック社

　1－68号（明19．4－24．12）　　　　　　　ZL－16

　　欠：2－5，9，11－14，16，21，22，56

　　以後「統計学雑誌」と改題

鈴峰女子短期大学研究集録

　鈴峰女子短期大学

　1－2集（日召29．4－30．4） ZA－319
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TABl

旅

旅

T

日本交通公社

33巻2号（昭34．2）一

　欠：33（7），35（10）

　　　38（　1），　39（5，

　　　46（9），　47（4）

日本交通公社

43巻1号（昭44．1）一

〔別冊〕：るるぶ

1号（昭48．7）一

　　　　　　ZR－8
36（4，　12），　37（4），

7），　41（11），　45（7），

立川短大論集

　立川短期大学

　1－19号（昭33．12－44．3）

　　以後終刊，

　　以後「立川短大紀要」と改題

太平洋

　太平洋クラブ

　復刊1号（昭38．10）

太平洋

　太平洋協会

　4巻7－12号（日召16．7－12）

太平洋

　東京商科大学太平洋倶楽部

　1－11号（昭6．1一〔16〕）

　　欠：4，6－10

一橋大学太平洋クラブ

復刊2－9号（昭40．4－52．4）

　　欠：3，8

067－16

ZA－166

088－24

ZA－256

ZA－22

台北帝国大学文政学部文学科研究年報　言語と文

学

　台北帝国大学文政学部

　1－5輯（昭13．3－16．7）

　　欠：3，4

ZA－263（B）

台北帝国大学文政学部政学科研究年報

　台北帝国大学文政学部

　1－8輯（昭9．5－18．5）　　　　　　　　ZA－263

　　欠：3

台北帝国大学文政学部政学科研究年報

　台北帝国大学文政学部

　3輯1部（昭11．11）　　　　　　　Miura－Z－58

台北帝国大学文政学部史学科研究年報

台北帝国大学文政学部

4－7車茸（日召12．10－17．8）

　欠：6

ZA－263（S）

体　　育

　東京教育大学体育研究会編／金子書房

1巻1号一4巻3号（昭24．7－27．3）

　以後休刊

体育学部紀要

　東京教育大学体育学部

　1－11巻（日召36．3－47．3）

067－34（1－4）

067－35（1－11）

体育科教育

　体育科教育研究会編／大修館書店

　1巻1号（昭28．9）一

体育研究

　体育研究協会

　1巻1号一14巻1号（昭8．7－25．3）

体育の科学

　日本体育学会編／体育の科学社

　1巻1号（昭25．12）一

067－12

067－33（1－14）

067－7

体育と競技

　東京文理科大学内日本体育学会編／目黒書店

　14巻5号一1g巻12号（昭10．5－15．12）　　067－18

　　欠：15（4－7），16（5）

体協時報

　日本体育協会

　146号（昭41．1）一 067－27
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大西新聞（複製版）

　ロンドン・大西新聞局／明治文化研究会（昭2

複製）

1号（明6．1）

　
　
⑥

　
　
窓

　
　
盈

　
　
㊨
5

　
　
黒
眉

衆
社
づ
：

煉
陶
欠

大

XAz－150

ZK－57

大　　衆（復刻版）

　大衆社／法政大学大原社会問題研究所編／法

　政大学出版局（昭51復刻）

　1巻1号一2巻8号（大15．3一昭2．10）　　Kp－148

　「日本社会運動史料　機関紙誌篇無産階級評論

　雑誌」収録

台湾貿易月表

　台湾総督府財務局

　昭和11年5月一昭和15年9月

台湾時報

　台湾時報発行所

　1－301号（大8．7一昭20．1）

　　欠：16，26，46，58，9Z

　　　　300

台湾慣習記事

　台湾慣習研究会

　1巻1号一7巻8号（明34．1－40．8）

台湾金融経済月報

　台湾銀行調査課
　99－183号・（日召13．1－2σ．3）

　　欠：122，135，13Z　170

ZL－47

ZA－31
97，　289，291－293，

ZK－20

ZF－13

台湾商工月報

　台湾総督府殖産局

　62－120号（大3．6－8．4）　　　　　　　ZD－77

　　欠：98

　　「商工月報」の改題，巻次を継承

台湾統計協会雑誌

　台湾統計協会

　1－47号（明36．11－42．12）

　　欠：46

ZL－17

太　　陽

　博文館

　1巻1号一34巻2号（明28．1一昭3．2）　　XAz－115

　　欠：3（1－11，13），5（13），16（15），17（9），18（8），

　　　　19－23，　24（2－4，　14一），　25（1，3，4，6，7），、

　　　　27（8），　28（8），　29（7，14一），　30（2，8）

太　　陽

　平凡社

　4巻1号（昭41．1）一

　〔別冊〕

　1号（昭48．10〔2版〕）一

太　　陽

　平凡社

　8巻1号（昭44．12）一

　〔別冊〕

　1号（昭47．12）一

高千穂論叢

　高千穂商科大学商学会

　昭和43年度（昭43．11）一

　　欠：昭和45，昭和46（1）

ZA－185

ZA－185（B）

061－16

ED－184

高松経専論叢

　高松経済専門学校人文科学研究所

　20巻1号一22巻1号（昭22．9－24．6）　　　ZD－23

　　「高松高商論叢」の改題巻次を継承以後

　　「香川大学経済学部経済論叢」と改題

高松高商論叢

　高松高等商業学校商工経済研究室

　16巻1号一18巻3号（昭16．2－19．8）　　　ZD－23

　　欠：19

　　「商工経済研究」の改題，巻次を継承以後

　　「高松経専論叢」と改題
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高岡高等商業学校研究論集

　高岡高等商業学校研究会

　1－17巻合併号（昭4．3－19．7）　　　　　ZD－50

　　総目次：1－8巻（昭4．3－10．10）（8巻2．3．4号収録）

　　　　　　1－17巻（昭4．3－19．7）（17巻合併号収

　　　　　　録）

高崎経済大学論集

　高崎経済大学学会

　2号（昭35．1）一　　　　　　　　　　ZB－159

　　欠：4，5，10－12
　　総目次：1－19号（昭34．3－42．3）（20・21・22号

　　　　　　収録）

拓務時報

　拓務省拓務局

　1－85号（昭6．5－13．4）

拓殖大学大学院研究年報

　拓殖大学大学院

　1－2号（昭47－48．3）

ZB－42

ZD－198

拓殖大学論集

　拓殖大学学術研究会

　1－1（》巻（日召5．10－14．12）　　　　　　　　　　ZB－48

　　以後「紅陵大学論集」として昭和26年復刊

拓殖大学論集

　拓殖大学研究所

　4号（昭27．12）一

　　欠：15，17

　　「紅陵大学論集」の改題巻次を継承

ZB－48

拓殖論叢

　日本拓殖協会

　3巻1号一5巻4号（昭16．7－19．3）　　　ZB－81

　　「日本拓殖協会季報」の改題巻次を継承

拓殖奨励館季報

　拓殖奨励館

　1巻1－4号（昭14．1－15．3）　　　　　　ZB－82

　　以後「日本拓殖協会季報」と改題

玉川大学文学部論叢

　玉川大学文学部

　1号（昭34．12）一 ZP－46

多摩のあゆみ

　多摩文化資料プロジェクト編／多摩中央信用金

庫

1号（昭50．11）一

多麻史談

　多麻史談会

　1巻1号一17巻1号（昭8．10－24．1）

　　欠：5－7（3），9（3，4）

064－12

ZQ－16

種蒔く人（復刻版）

　種蒔き社／日本近代文学研究所（昭36．7復刻）

　1巻1－3号（大10．2－4）　　　　　　　　ZP－17

　再刊1年1巻1号一3年5巻2号（大10．10－12．8）

たんそう（常盤労組機関紙）

　常盤炭鉱労働組合教宣部

　95－505号（昭29．3－37．9）

テアトロ

　テアトロ

　9巻2号一11巻11号（昭22．5－24．11）

　　333号（昭46．1）一

ZK－69

063－4

手形研究

　経済法令研究会

　1巻3号（昭32．12）一　　　　　　　　　ZM－88

　　欠：8（8－12）

　　総索引：1－200号（昭32．10－48．5）（17巻12号収

　　　　　　録）

帝国文学

　帝国文学会編／大日本図書株式会社

　1巻1号一19巻12号（明28．1一大2．12）　XAz－116

　　欠：17
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帝国大学新聞

　帝国大学新聞社

　627－939号（日頃11．5－18．　）　　　　　　　ZZ－10

　　以後「大学新聞」と改題　984号（昭21．5）より

　　復題

　984－1042号（昭21．5－22．10）

　　以後「東京大学新聞」と改題

帝国学士院第一部論文集

　帝国学士院

　邦文2号（大8．3）　　　　　　Miura－Z－42

帝国学士院紀事

　帝国学士院

　1巻1号一3巻2号（昭17．3－19．7）　　　ZA－274

　　欠：3（1）

　　6巻以降「日本学士院紀要」と改題

帝国学士院密事

　帝国学士院

　1巻3号一4巻2号（昭17．11－21．7）Miura－Z－39

帝国議会上衆両院委員会議録

　向歯両院事務局

　26回（明43．1－3）　　　　　　　　　　　ZN－13

帝国議会貴衆両院内務省委員会速記録

　貴衆両院事務局

　2－31回（明24．2一大3．3）　　　　　　ZN－16

帝国議会貴衆両院特別委員会速記録

　油衆両院事務局

　14－31回（明29．2一大3．3）　　　　　　ZN－14

帝国議会貴衆両院予算委員会議録

　貴衆両院事務局

　26回（明42．12－43．3）　　　　　　　　ZN－15

帝国議会貴族院議事速記録

　貴族院事務局

　1－86回（明23．12一昭20．3）　　　　　　ZN－8

　　欠：46，57，68，75－8］

帝国議会貴族院法典委員会議事速記録

　貴族院事務局

　1－31回（明24．1一大3．2）　　　　　　　ZN－10

帝国議会貴族院委員会議事速記録

　貴族院事務局

40－73回（大7．2一昭13．3）　　　　　　ZN－9

　　欠：41－48，53－55，5Z　60－62，64－68，71，

　　　　72

帝国議会貴族院委員会会議録

　貴族院事務局

　16－80回（明34．12一昭17．5）　　　　　　ZN－9

　　欠：17－19，2Z　24，28，31－33，37－39

　　　　41－51，　57

帝国議会衆議院議事速記録

　衆議院事務局

　1－86回（明23．12一昭20．3）　　　　　　　　ZN－11

　　欠：38，48，49，54，57，58，68，72，

　　　　74－81

帝国議会衆議院委員会議録

　衆議院事務局

　40－73回（大6．12一昭13．3）

　　欠：41－68，71，72

帝国銀行調査時報

　帝国銀行調査部

　23－29号（昭22．5－9）

帝国銀行経済月報

　帝国銀行調査部

　1－6号（昭18．6－11）

　　調査月報」と改題

帝国農会報

　帝国農会

　　欠：6（1），7（9，10，12），

　　　　18（11），　21（10），

　　　　32（6，　12），　33（1）

ZN－12

ZF－19

ZB－69
「第一銀行経済月報」の改題以後「第一銀行

5巻1号一33巻3号（大4．1一昭18．3）　　　ZI－30

　　　　　　　　　　　　11（12），　15（10），

　　　　　　　　　　　22（4）一27，　31（1－3），
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帝国鉄道協会会報

帝国鉄道協会

1巻1号一38巻3号（明32．5一昭12．3）　　ZG－11

　　欠：21（9－12），26（7－12），34（2，9－11），37（11）

　　以後「汎交通」と改題

帝京法学

帝京大学法学会

　2巻1号（昭45．1）一 ZM－143

逓信協会雑誌

　逓信協会

　221－499（昭2．1－27．12）　　　　　　　　　ZG－13

　　欠：255，339，436，437，440，44L449－465
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ZI－61

丁酉倫理

　丁酉倫理細編／大日本出版

　520－535（B召21．5－22．12）　　　　　　　　　ZO－74

　　欠：535

　　「丁酉倫理会倫理講演集」の改題，巻次を継承，

　　以後「倫理」と改題

丁酉倫理会講演集

　丁酉倫理会編／大日本図書

　1－10号（明33．5－36．1）　　　　　　　　ZO－4

　　欠：6

　　以後「丁酉倫理会倫理講演集」と改題

丁酉倫理会倫理講演集

　丁酉倫理会編／大日本出版

　11－519号（明36．2一昭21．4）　　　　　ZO－4

　　欠：83，10L231，232，482，508，509，511，516

　　「丁酉倫理会講演集」の改題巻次を継承

　　以後「丁酉倫理」と改題

鉄鷹野

　日本鉄鋼連盟

　3巻6号（昭28．6）一 ZI－70

欠：6（7－12），7，8，9（1－5）

「鉄鋼統制」の改題

鉄鋼聯盟調査月報

　鉄鋼聯盟

　1－28号（昭14．H6．4）

鉄鋼統制

　鉄鋼統制会

　1巻1号一4巻1号（昭16．6－19．1）

　　後に「鉄鋼界」と改題

展　　望

　筑摩書房

　1号（昭21．1）一

　　欠：157

　　休刊：昭26．10－39．9

展　　望

　筑摩書房

　11号（昭21．11）一

　　欠：12－15，21，22，35

　　休刊：昭26．10－39．9

天理大学学報

　天理大学人文学会

　13巻1号（昭36．7）一

天理大学学報　自然体育篇

　天理大学人文学会

　6－7輯（昭43．3－43．11）

天晴賢明経済新聞

　天晴地明経済新聞社

　5巻12号一10巻7号（昭8．12－13．12）

典　　籍

　古書保存会

　1－4号（大4．5－4．11）

天　　則

　哲学書院

　1編1－12号（明22．3－23。2）

ZI－70

ZI－70

ZA－100

062『4

ZA－183

ZA－183（S）

ZB－58

ZA－85

XAz－117
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テオリア

　九州大学教養部

　9集（日召40．12）一 ZO一一45

鉄　　道

　鉄道雑誌社

　2－137号（明29．6一大6．11）　　　　　ZG－14

　　欠：7，8，17－21，24－74，76，8Z　92，95，

　　　’125，　132，　133，　136

鉄道技術研究所彙報

　鉄道技術研究所

　3巻1号一4巻2号（昭19．1－20．10）

　　欠：3（3－5，9，11，12）

鉄道業務研究資料

　鉄道技術研究所

　1巻1号一3巻16号（昭17．4－19．9）

　　欠：1（6），2（5）一3（9，11－15）

　　「業務研究資料」の改題

ZG－25

ZG－1

鉄道軌道経営資料

　鉄道同志会

　1－137号（大7．5一昭5．2）　　　　　　ZG－15

　　欠：2－11，13，17－23，32－35，38－47，50，

　　　　52，　82，　83，　85，　93，　10玉　　104，　106，

　　　　108－110，　112，　114，　116－118，　121－135

鉄道ピクトリアル

　鉄道図書刊行会

20巻1号一22巻12号（昭45．1－47．12）　　ZG－43

鉄道統計月報

　日本国有鉄道事務局管理統計部

　昭和26年2月分昭和34年12月分（昭26．5－35．3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZL－86
　　欠：昭26（7），昭27（2，4），昭31（1－3），

　　　　日召34（1－3）

哲学評論

　民面面

　3巻1号一4巻6号（昭23．1－24．8）

　　以後休刊

ZO－18

哲学会雑誌

　哲学会事務所

　1冊1号一6冊63号（明20．2－25．5）

　　以後「哲学雑誌」と改題
ZO－7

哲学研究

　京都哲学会編／創文社

　1巻1号（大5．4）一　　　　　　　　　　ZO－6

　　欠：3（6），4（1），6（10，11），7（7－12），8（1－

　　　8，　11，　12），　9（6－8），　12（3－5），　13，

　　　　29（10－12），　34（6－12），　39（4－7）

　　総目次：1－34巻（大5．4一昭25．12）（別冊）

　　　　　1－43巻6冊（大5．4一昭41．9）（500号

　　　　　　〔43巻6冊〕収録）

哲学年報

　九州大学文学部

　1車茸（日召15．3）一

　　欠：30

ZO－50

哲学倫理学研究～東京教育大学文学部紀要～

　東京教育大学文学部

　昭和36年3月一　　　　　　　　　　ZO－46

哲学論文集

　九州大学哲学会

　4車田（日歯43．9）一

哲学誌

　東京都立大学哲学会

　9－16号（昭42．3－48．12）

ZO－49

ZO－53

哲学雑誌

　哲学会編／有斐閣

　7冊64号（明25．6）一　　　　　　　　　ZO－7

　　欠：32（371）一36（413，415，417），37（421－

　　　424，　426）一43（502），　58（672，　676，678，

　　　　680）一59（684），　74（741），　75（743），　84

　　　　（756），　86（758）一89（761）

　　「哲学会雑誌」の改題巻次を継承
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鉄と鋼

　日本鉄鋼協会

46年10号（昭35．9）一

　　欠：54（2）

帝塚山大学紀要

帝塚山大学

　1－9輯（昭39．12－47．12）

帝塚山大学論集

帝塚山大学

3－5号（昭47．1－48．3）

帝塚山学院短期大学研究年報

　帝塚山学院短期大学

　13－16号（昭40．11－43．12）

東　　亜

　東亜会

　1巻1号一18巻2号（昭3・5－20．2）

ZI－118

ZA－391

ZA－391（R）

ZA－392

ZB－29
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東亜同文会報告

　東亜同文会

　88－132号（明40．3－43．6）　　　　　　ZA－51

　　欠：128，129

　　以後「東亜同文会支那調査報告書」と改題

東亜同文会支那調査報告書

　東亜同文会

　1巻2－8号（明43．7－10）　　　　　　　ZA－52

　　欠：1（3－5）

　　「東亜同文会報告」の改題3巻以降「支那」と

　　改題

東亜同文会支那調査報告書

　東亜同文会

　1巻1－13号（明43．7－12）　　　　Miura－Z－57

　　「東亜同文会報告」の改題　3巻以降「支那」と

改題

東亜同文書院大学学術研究年報

　東亜同文書院大学編／日本評論社

　1輯（昭19．2）　　　　　　　　　Miura－Z－101

東亜同文書院同窓

　単玉同窓会

　2－3号（明43．1－43．5）

東亜学

　日光書院

　1－9輯（昭14．9－19．6）

　　欠：6，7

東亜学

　日光書院

　1－8輯（昭14．9－18．9）

ZA－144

ZA－65

Miura－Z－1

東亜人文学報

　京都帝国大学人文科学研究所編／弘文堂

　1巻1号一4巻2号（昭16．3－20．3）　　　　ZR－4

東亜人文学報

　京都帝国大学人文科学研究所編／弘文堂

　1巻1号一4巻2号（昭16．3－20．3）　Miura－Z－20

東亜解放

　東亜解放社

　1巻1号一4巻6号（昭14．8－17．6）

東亜経済研究

　山口大学東亜経済学会

　1巻1号一28巻3号（大6．5一昭20．3）

　復刊1集一5集2号（昭32．3－36．1）

　35巻1号（昭36．6）一

東亜経済研究年報

ZN一一28

ZB－20

東京商科大学東亜経済研究所編／日本評論社

1輯（昭17．12）　　　　　　　　　　085－12
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東亜経済研究年報

　東京商科大学東亜経済研究所編／日本評論社

　1輯（昭17．12）　　　　　　　Miura－Z－85

東亜経済論叢

　東亜経済研究所（京都帝国大学経済学部）

　2巻1－2号（昭17．3－5）　　　　Miura－Z－74

東亜研究

　東亜同文書院大学東亜研究部

　23巻3号（63号）一25巻2号（70号）（昭17．7－19．10）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZA－28
　　「支那研究」の改題巻次を継承

東亜研究

　東亜学術研究会

1巻1号一8巻3号（明44．12一大7．9）Miura－Z－2

東亜研究所報

　東亜研究所

　1－29号（昭14．5－19．8）

　　欠：5－6，17

東亜問題

　生活社

　1巻1号一5巻2号（昭14．4－18．6）

東亜聯盟

　東亜聯盟同志会

2巻1号一6巻10号（昭15．1－19．10）

　　欠：4（12）

東亜論叢

　文求堂

　1－5輯（日召14．7－16．10）

　　欠：2

ZB－84

ZA－64

ZA－63

Miura－Z－30

東亜繊維工業

　大日本紡績聯合会

　1－2号（昭17．12－18．1）

　　「大日本紡績聯合会月報」の改題，

　　以後廃刊

ZI－6

東亜社会研究

　東亜社会研究会編／生活社

　1輯（昭18．12）

東亜史研究

　生活社

　「東亜問題」終刊号（昭19．9）

東亜商工経済

　大連商工会議所

　1巻1号一5巻12号（昭12．6－16．12）

土地住宅問題

　土地住宅問題研究センター

　39号（昭52．11）一

Miura－Z－79

Miura－Z－76

土地制度史学

　土地制度史学会編／農林統計協会

　1巻1－5号（昭28．11－32．10）

　（新編）1巻1号（昭33．10）一

土地と自由（復刻版）

ZD－69

ZK－136

ZQ－34

日本農民組合／法政大学大原社会問題研究所編

／法政大学出版局（昭47一復刻）

1号（大11．1）一

「日本社会運動史料　機関紙誌篇

組合機関紙」収録

都道府県展望

　全国知事会

　12号（昭34．9）一

　　欠：40－51，55，57，58，60

東銀月報

　東京銀行調査部

　1巻1号一3巻2号（昭22．1－24．2）

　　「正金月報」の改題，

　　以後「東京銀行月報」と改題

糖業世界

　糖業研究会

　2巻12号一6巻3号（明44．12一大4．3）

　　欠：4（10）

　Kp－148
日本農民

ZN－52

ZL－29

ZI－31
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東　　壁～関西文庫協会機関雑誌～（復刻版）　　　東北文化研究室紀要

　関西文庫協会／学術文献普及会（昭49復刻）　　　　東北大学文学部東北研究室

　1－4号（明34．4－35．3）　　　　　　　ZA－260　　2－4集（昭35．3－37．3）　　　　　ZA－370（B）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以後「日本文化研究所研究報告　別巻」

都鄙新聞（複惑乱）　　　　　　　　　　　　　　　　　　と改題

　村上勘兵衛／明治文化研究会編／日本評論社

　（昭43複刻3版）　　　　　　　　　　　　　　　東北大学文学部研究年報

　1－8（慶応4．5－10）　　　　　　　　Xb－110　B　　　東北大学文学部

　「明治文化全集　4巻　新聞篇」収録　　　　　　　　1号（昭26．3）一　　　　　　　　　　ZP－38

都鄙新聞（複刻版）　　　　　　　　　　　　　　　　東北大学教養部文科紀要

　都鄙新聞会社／明治文化研究会編／世界文庫　　　　東北大学教養部

　（昭36複刻）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－10集（33．1－38．1）　　　　　　　　ZA－331（B）

　1－8（慶応4．5－10）　　　　　　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集5巻」収録　　　　　　　　　　　東北大学教養部紀要

　「大誠堂版同全集5巻（XAz－141）」にも収録　　　　　東北大学教養学部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1号（昭40．3）一　　　　　　　　　　ZA－331

東方学報（京都大学人文科学研究所紀要）

　京都大学人文科学研究所　　　　　　　　　　　東北大学日本思想史脈究

　1冊（昭6．3）一　　　　　　　　　　　　ZQ－7　　　東北大学文学部日本思想史学研究室

　　欠：11，13，15，16，34　　　　　　　　　　　6号（昭47．12）一　　　　　　　　　　ZO－42

東方学報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大学農学研究所報告

　東方文化学院京都研究所　　　　　　　　　　　　東北大学農学研究所

　1－16冊（昭6．3－23．9）　　　　Miura－Z－23　　17巻1号（昭40．12）一　　　　　　　ZI－146

　　欠：3－5，10（3），12－13（3，4），15（1）　　　　　欠：19（工2），20（工2），21（工2），22（1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「東北大学農学研究所彙報」の改題巻次を継

東方学報（東京）承　東方文化学院東京研究所
　1－10冊之1（昭6．4－14．10）　　　　　　ZQ－6　　東北大学農学研究所彙報

　　欠：9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大学農学研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1巻1号一16巻3．4号（24．3－40．3）　　　ZI－146

東方学報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠：5（1），12（1，2，4），13（1－3）

　東方文化学院　　　　　　　　　　　　　　　　　　以後「東北大学農学研究所報告」と改題

　3－15冊の1（昭7．12－19．5）’　　Miura－Z－22

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北福祉大学紀要

三韓女子学園紀要　　　　　　　　　　　　　　　　　凍北福祉大学

　桐朋女子学園　　　　　　　　　　　　　　　　　　1号（昭51・12）一　　　　　　　　　ZK－137

　6－8集（昭33．3－38．12）　　　　　　　　ZA－372

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北福祉大学論叢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北福祉大学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5巻（昭38．3）　　　　　　　　　　ZK－119

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「東北福祉短期大学論叢」の改題巻次を継承

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　206一
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東北福祉短期大学論叢　　　　　　　　　　　　東北学院論集

　東北福祉短期大学　　　　　　　　　　　　　　　東北学院大学文経学会

　3－4巻（昭36．3－37．3）　　　　　　　ZK－119　　1－3号（昭24．3－26．5）　　　　　　　ZB－118

　　以後「東北福祉大学論叢」と改題　　　　　　　　　　以後「東北学院大学論集」と改題

東北学院大学論集　　　　　　　　　　　　　　　東北法学会雑誌

　東北学院大学文経法学会　　　　　　　　　　　　東北法学会

　4－27号（昭26．10－31．12）　　　　　　ZB－118　　　1－17号（昭25．8－42．1（D　　　　　　　ZM－57

　　欠：13－21　　　　　　　　　　　　　　欠：7，8，1α11，13，15
　　「東北学院論集」の改題巻次を継承，33号以　　　　以後休刊

　　降「英語・英文学」2「一般教育」，「経済学」に分編

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北評論（複刻版）

東北学院大学論集　英語・英文学　　　　　　　　　東北評論社／労働運動史研究会編／明治文献資

　東北学院大学文経法学会　　　　　　　　　　　　料刊行会（昭37複刻）

　35号（昭34．11）一　　　　　　　　　ZB－118　　1－3号（明41．5－10）　　　　　　　　Km－368

　　「東北学院大学論集」の分編巻次を継承　　　　　「明治社会主義史料集　別冊2」収録

東北学院大学論集　法律学　　　　　　　　　　　東北開発研究

　東北学院大学文経法学会　　　　　　　　　　　　東北経済開発センター

　1号（昭40．12）一　　　　　　　　　　ZM－108　　　1巻1号一11巻3号（昭37．1－47．4）　　　ZB－156

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠：1（2，4），2（3，4），3（1），4（1）

東北学院大学論集　一般教育　　　　　　　　　　　　索引：1－23号（昭37．1－42．7）（24号〔7巻1号〕

　東北学院大学文経法学会　　　　　　　　　　　　　　　　収録）

　37号（昭35．9）一　　　　　　　　　ZB－118

　　「東北学院大学論集」の分編，巻次を継承　　　　東北経済

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島大学東北経済研究所

東北学院大学論集　経済学　　　　　　　　　　　　1号（昭25．1）一　　　　　　　　　　ZB－119

　東北学院大学文経法学会　　　　　　　　　　　　　欠：7

　37号（昭35．6）一　　　　　　　　　　ZB－118

　　「東北学院大学論集」の分編巻次を継承　　　　東北経済論叢

　　総目次：1－60号（昭24．3－47．3）（60号収録）　　　　東北学院商科商学研究会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－5巻（昭4．5－9．6）　　　　　　　　ZB－46

東北学院大学論集　歴史学・地理学

　東北学院大学文経法学会　　　　　　　　　　　東北研究

　1号（昭45・6）一　　　　　　　　　　ZB－118　　　東北開発研究会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2巻1号一11巻5号（昭27．2－36．11）　　ZN－40

東北学院大学東北文化研究所紀要　　　　　　　　　　欠：8（1）

　東北学院大学東北文化研究所　　　　　　　　　　　以後廃刊

　1号（昭44．3）一　　　　　　　　　ZA－427

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東邦協会報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東邦協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－38号（明24．5－27．7）　　　　　　　ZA－49
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東方史論叢

　養国社

　1号（昭22．7）

東方宗教　第1巻（復刻版）

　日本道教学会（昭50．12復刻）

　1－10号（H召26．12－31．3）

東巡日誌

　村上勘兵衛等

　1－10号（明1．9－10）

東海大学紀要　学生生活研究所

　東海大学学生生活研究所

　1輯（昭46．7）一

　　欠：4

東海大学紀要　教養学部

　東海大学教養学部

　1輯（昭47．2）一

東海大学紀要　沼津教養部

　東海大学出版会

　1輯（昭49．9）一

東海経済新報

　東海社

　1－76号（明13．8－15．10）

Miura－Z－60

ZO－61

XAz－118

ZO－51

ZA－4！4

058－42

ZB－21

統　　計

　日本統計協会

　9－13号（昭22．12－23．8）

　昭和24年1月一昭和25年8月　　　　　ZL－19

　　欠：昭24（5）一昭25（5，7）

　　「大日本統計協会雑誌」の改題巻次を継承

統　　計

　日本統計協会

　2巻1号一14巻12号（昭26．1－38．12）

　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZB－3
　　欠：10（1，8），11（7），12（9，10），14（4，8）

統計分析

　通商産業省大臣官房調査統計部

　1－13号（昭29．6－31．8）

　　欠：2，3

ZL－95

統計学雑誌

　統計学社

　69－696号（明25．1一昭19．6）　　　　　ZL－16

　　欠：70，72，74，77，79－84，93，128，131－

　　　　133，　135，　136，　152，　155，157，159－161，

　　　　163，　165，　343，　344，　348－350，　364，382，

　　　　387，　388，　390－392，399，　405，406，414，

　　　　416，　418，423－425，438，　441－450，　480，

　　　　482，　484，499－502，　504－524，　539，　541，

　　　　549．，550，552，　553，　556，　559－582，　679，

　　　　681，　683－690

　　以後「統計集誌」と合併して「大日本統計協会

　　雑誌」と改題

統計月報（大阪証券取引所）　は

　大阪証券取引所統計月報　（ZL－79）を見よ

統計月報

　総理府統計局

　1－135号（昭22．8－36．3） ZL－67

統計月報

　総理府統計局

　1－135号（昭22．8－36．3）　　　TOKEI－ZC－2

　　欠：5，16，17，28－36，38，85－96，127

統計月報

　鉄道院総裁官房文書課

　明治42年4月一大正6年4月　　　　　　　ZL－24

　　欠：大2（1－3），大3（8，11，12），大4（1－3），

　　　　大5（6－8）

統計時報

　内閣統計局編／帝国地方行政学会

　1－98号（大10．11一昭15．6）

　　欠：2，4，7，12，21

ZL－18
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内閣統計局編／帝国地方行政学会

1－98号（大10．11一昭ユ5．6）　　TOKEI－ZC－3

　欠：2，3，5，14，34，70，71，73，74，77，

　　　81，　82，　85，　86，　88－95

統計情報

　行政管理庁統計基準局

　1巻1号一15巻12号（昭27．5－41．12）

　　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZB－2
　　欠：3（9），4，5，6（1），7（7）

　　索引：1巻1号一7巻12号（昭27．5－33．12）（別冊）

統計研究通信

　統計数理研究所

　1号（昭33．3）一

　　欠：4，5

統計局研究彙報

　総理府統計局

　1号（昭25．4）一

統計局図書館資料月報

　総理府統計局図書館

　26－59号（昭26．3－28．12）

　　欠：39，40，43

統計資料

　三重県統計課

　210－274号（昭42．5－47．12）

統計霊感

　東京統計協会

　1－754号（明13．11一昭19．6）

　　欠：15－19

ZL－111

ZL－78

ZA－133

ZL－108

ZL－19

以後「統計学雑誌」と合併して，　「大日本統計

協会雑誌」と改題

総目録：1－273号（明13．11－36．12）（別冊）

　　　　1－642号（明13．11一昭9．12）（別冊）

統計数理研究所彙報

　統計数理研究所

　1巻1号（昭28．9）一

　　欠：2（2），4（2），6（2），8（1）

統計東京

　東京都総務局統計部

　3巻4号（通巻22号）（昭30．4）一

　　欠：83，84，96，110，113－136

登記研究

　帝国判例法規出版社

　1号（昭22．2）一

ZL－110

ZL－81

ZM－91

時の法令

　法令普及下編／大蔵省印刷局

　84号（昭28．1）一　　　　　　　　　　ZM－42

　　欠：283，302

　　「時の法令解説」の改題巻次を継承

　　索引：84－119，120－156号（昭28．1－29．12）

　　　　　（別冊）

（旬刊）時の法令解説

　法令普及会編／大蔵省印刷局

　1－83号（昭25．11－27．12）　　　　　　ZM－42

　　以後「時の法令」と改題

　　索引：1－54，55－83号（昭25．11－27．12）（別冊）

時の動き～政府の窓～

　総理府編／大蔵省印刷局

　12巻8号（昭43．4）一　　　　　　　　ZA－182

　　欠：14（4）

　　「政府の窓」の改題巻次を継承

登記先例解説集

　金融財政事情研究会

　8巻1号（昭43．1）一

　　欠：8（2，8，11），9（1，2，7，8）

ZM－122

索引：9－10，11－12，13－14，15－16巻

　　　（昭44．1－51．12＞（夫々，11（6），別臥

　　　15（4），　17（3）　耳又金表）
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特高外事月報は

　特高月報　（ZK－106）を見よ

特高月報（復刻版）

　内務省警保局保安課／政経出版社（昭48復刻）

　昭和5年3月分一19年11月分（昭5．4－19．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　ZK－106

　　欠：昭19（5，9）．

国名：昭和10年7月分一昭和13年7月分は

　　　「特高外事月報」

総目録：昭和5年3月分一19年11月分（別冊）

特許公報

　特許局

　70－1002号（大3．1－15．12）

　　欠：大12（9）一13（4）

　1－1763号（昭2．1－13．8）

　　欠：50－149

徳島大学学芸紀要　人文科学

　徳島大学教育学部

　1巻（昭27．2）一

　　欠115，16

ZI－32

ZA－291（G）

徳島大学学芸紀要　教育科学

　徳島大学学芸学部

　1－9巻（昭30．2－38．3）　　　　ZA－291（GK）

徳島大学学芸紀要　社会科学

徳島大学教育学部

1巻（日召27．2）一

　欠：22

ZA－291（GS）

徳島大学教養部紀要　保健体育

　徳島大学教養部

　1巻（昭41．3）一　　　　　　　ZA－291（KH）

徳島大学教養部紀要

　徳島大学教養部

　1巻（昭41．3）一

人文・社会科学

ZA－291（K）

特殊鋼

　特殊鋼社

　1巻1－4号（昭13．4－9）

徳山大学論叢

　徳山大学

　2号（昭47．12）一

ZI－62

ZA－428

東京朝日新聞

　東京朝日新聞社

　〔縮刷版〕

　大正8年7月一昭和15年8月　　　　　　ZZ－5
　　欠：大9（10，12），10（1），11－14（3）

　　以後「朝日新聞（東京）」と改題

東京物価月報

　東京商工会議所

　昭和12年1－12月

　　欠：昭12（4）

ZL－50

東京物価調

　日本銀行調査局

　明治38年5月一昭和21年12月　　　　　ZL－20
　　’欠：明40一大4，大15（5，8，10－12），昭6（7）一

　　　　7（12），　18（10），　20（6，　8）

東単文理科大学文科紀要

　東京文理科大学

　1－19巻（昭6．9－16．3）

東京文理科大学文科紀要

　東京文理科大学

　6－8巻（昭8．5）

Miura－Z－43

東京地学協会報告

　東京地学協会

　8年3号一18年4号（明19．6－30．7）

　　欠：S（8，10－12），9（2，5，11）

　　　　11－17

東京大学経済学研究

　東京大学経済学研究科自治会

　3号（昭39．10）一

055－4

　　ZR－1
10（1，3－12），

ZB－169
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東京大学教育学部紀要

　東京大学教育学部

　1巻（昭31．12）一 ZA－328

東京大学教養学部外国語科研究紀要

　東京大学教養学部外国語科編／東京大学出版会

　21巻1号（昭48．9）一　　　　　　　　〇58－41

東京大学新聞

　東京大学新聞社

　1043－1100号（昭22．10－23．12）　　　　ZZ－10

　　以後休刊

　　「帝国大学新聞」の改題巻次を継承

東京大学新聞研究所紀要

　東京大学新聞研究所

　2－10号（昭28．3－37．3）　　　　　　　ZA－356

　　欠：3，7，8

東京大学史料編纂所報

　東京大学史料編纂所

　2号（昭43．3）一 ZQ－58

東京堂月報

　東京圏

　17巻1号一28巻10号（昭5．1－16．10）　　ZA－45

　　欠：19，20

　　以後「読書人」と改題

　　総目次：3－24巻（大5．1一昭12．12）（25巻10－11

　　　　　　号収録）

東京外国語大学論集

　東京外国語大学

　2号（昭27．12）一

　〔別冊〕

　3－4号（昭29．12－35．1）

ZP－39

東京外国木材輸入協会会報

　東京外国木材輸入協会

　35－39号（大15．9一昭2．1）　　　　　　ZI－14

　　「外国木材輸入協会会報」の改題，巻次を継承，

　　以後「外材」と改題

東京学芸大学研究報告

　東京学芸大学

　1－17集（昭24．11－41．3）　　　　　　　ZA－275

　　欠：11

　　以後「東京学芸大学紀要」と改題し，「第1部門

　　教育科学」，「第2部門人文科学」，「第3部門社

　　会科学」，「第4部門数学・自然科学」，「第5部門

　　芸術・体育」，「第6部門産業・技術・家政」に分

　　編

　　総索引：1－17集（昭24．11－41．3）（別冊）

東京学芸大学研究報告

　東京学芸大学

　14－17集（日召138．3－41．3）　　　　　　　　　　　　　　　058－6

　　以後「東京学芸大学紀要」と改題

　　総索引：1－17集（昭24．11－41．3）（別冊）

’東京学芸大学紀要　第1部門　教育科学

　東京学芸大学
　18，集（昭42．2）一　　　　　　　唖　　　ZA－275（1）

　　「東京学芸大学研究報告」の改題分編，巻次を

　　継承

東京学芸大学紀要　第1部門　教育科学

　東京学芸大学

　18集（日召42．2）一　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇58－6

　　「東京学芸大学研究報告」の改題

東京学芸大学紀要　第2部門　人文科学

　東京学芸大学

　18集（昭42．2）一　　　　　　　　　　ZA－275（2）

　　「東京学芸大学研究報告」の改題分編，巻次を

　　継承

東京学芸大学紀要　第2部門　人文科学

東京学芸大学

18集（日召42．2）一

　「東京学芸大学研究報告」の改題

058－6
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東京学芸大学紀要　第3部門　社会科学

　東京学芸大学

　18集（昭41．11）一　　　　　　　　ZA－275（3）

　　「東京学芸大学研究報告」の改題分編，巻次を

　　継承

東京学芸大学紀要　第3部門　社会科学

　東京学芸大学

　18集（昭41，11）一　　　　　　　　　　〇58－6

　　「東京学芸大学研究報告」の改題

東京学芸大学紀要　第4部門　数学・自然科学

　東京学芸大学

　18集（昭41．9）一　　　　　　　　ZA－275（4）

　　「東京学芸大学研究報告」の改題分編，巻次を

　　継承

棘学芸大学紀要第5部門芸術・鮪
　東京学芸大学

　18集（昭42．1）一　　　　　　　　ZA－275（5）

　　「東京学芸大学研究報告」の改題分編，巻次を

　　継承

東京学芸大学紀要　第5部門　芸術・体育

　東京学芸大学

　18集（日召42．1）一　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇58－6

　　「東京学芸大学研究報告」の改題

東京学芸大学紀要　第6部門　産業技術・家政

　東京学芸大学

　18集（昭41．11）一　　　　　　　　　　ZA－275（6）

　　「東京学芸大学研究報告」の改題分編巻次を

　　継承

東京学芸大学紀要　第6部門　産業技術・家政

　東京学芸大学

　18集（昭41．11）一　　　　　　　　　　　〇58－6

　　「東京学芸大学研究報告」の改題

東京学芸大学紀要　総泪次

東京学芸大学

20－25集（昭43－49） ZA－275（M）

東京学士会院雑誌

　東京学士会院

　1編1冊一23編3冊（明12．1－34．3）

　　欠：1（2－4），4－6，7（1，2，4）

　　　　12（r，　3，4），　16－21

東京銀行月報

　東京銀行調査部

　1巻1号（昭24．6）一

　　欠：5（11，12），10（6），11

　　「東銀月報」の改題

　ZA－33
8（1，3，4），

ZL－29

総索引：1巻1号一12巻12号（昭24．6－35．12）

（別冊）

東京華謡（ぱなうた）新聞

　風香月影回

　1－17号（明9．8－11）

東京医事新聞

　杏林社

　1－30号（明13．5－7）

東京医科歯科大学教養部研究紀要

　東京医科歯科大学教養部

　1号（昭46．3）一

東京城日誌

　村上勘兵衛等

XAz－31

XAz－119

058－29

明治1年1号一明治2年12号（明1．10－2．3）

　　　　　　　　　　　　　　　　XAz－57
　「鎮蓮府日誌」の改題

東京女子大学附属比較文化研究所紀要

　東京女子大学附属比較文化研究所

　1巻（昭30．9）一　　　　　　　　　ZA－302

東京女子大学論集

　東京女子大学学会

　1巻1号（昭25．10）一

　　欠：4（2）

ZA－126
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東京女子大学社会学会紀要

　東京女子大学社会学会

　1－2号（昭40．10－42．12）

東京上等裁判所判決録

　声振舎

　6号（明9．8）

　　「政体原論」と同冊

経済と社会

ZB－220

XAz一一99

東京株式取引所調査彙報

　東京株式取引所調査課

　6－187号（昭2．8－18．6）　　　　　　　ZD－26

　　欠：13，26－29

　　以後「日本証券取引所調査月報」と改題

東京株式取引所月報

　東京株式取引所

4－11号（大3．5－12） ZD－85

東京株式取引所統計月報

　東京株式取引所調査課

　1－153号（昭5．1（ト18．6）　　　　　　ZL－26

　　以後「日本証券取引所統計月報」と改題

東京経大学会誌

　東京経済大学会誌編集委員会

　1号（昭24．10）一　　　　　　　　　ZB－52

　　欠：62

　　「大倉学会誌」の改題

　　「47，48号合併誌」は単行本扱（→Bb－6）

　　29，30号（昭35．10）は「六十周年記念論文集」

東京経済大学人文自然科学論集

　東京経済大学

　5号（昭39．2）一　　　　　　　　　ZA－170

　　欠：10，11

　　「人文科学論集」の改題巻次を継承

東京経済雑誌

　経済雑誌社

　1巻1号一85巻2138号（明12．1一大12．9）　ZB－22

東京高等商業学校同窓会会誌

　東京高等商業学校同窓会

　1－129号く明31．3一大9．6）

　　欠：124，126，128

東京高等商業学校学友会雑誌

　東京高等商業学校学友会

　1－15号（明23．1－27．8）

　　欠：14

ZA－34

ZA－34

東京小売物価指数月報

　日本銀行統計局

　昭和40年1月一41年12月　　　　　ZL－92（T）

　　「卸売物価指数および東京小売物価指数」の分

　　離改題

東京小売相場調

　日本銀行調査局

　大正14年7月一昭和21年12月

　　欠：大15（1）一昭7（8），昭20（6）

東京教育大学地理学研究報告

　東京教育大学理学部地理学教室

　5号（昭36．3）一

　　欠：8

東京教育大学経済学論集

　東京教育大学経済学会

　1号（昭40．2）一

東京教育大学教育学部紀要

　東京教育大学教育学部

　4巻（昭33．3）一

　　欠：11

東京教育大学体育学部紀要

　東京教育大学体育学部

　1－4巻（昭36．3－39．7）

ZL－21

ZR－13

ZB－198

ZA－329

ZA－329（T）
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東京日日新聞

　日報社

　440－2566号（明6．8－13．6）　　　　XAz－120

　　欠：445，447，468，638，668，892，1177，

　　　　1351，　1497，　1523－1672，　1816，　1846，

　　　　1932，　2209，　2451

東京日日新聞

　大阪毎日新聞社東京支店東京日日新聞発行所

　昭和5年3月一昭和17年12月　　　　　　ZZ－6

　　以後「毎日新聞（東京）」と改題

東京農業大学農学集報

　東京農業大学

　16巻1号（昭46．7）一

　　欠：17（3，4）

東京農工大学一般教育部紀要

　東京農工大学

　1巻1号（昭39）一

ZI－144

ZA－401

東京農工大学研究年報

　東京農工大学附属図書館

　昭和24年度一29．30年度（昭26．1－32．3）ZA－266

東京の社会体育

　東京都教育委員会編／東京都教育庁体育課

　1－15号（昭46．7－50．8）　　　　　　　ZP－31

　　欠：3，11，13

　　以後廃刊

東京卸売物価指数季報

　日本銀行統計局
　1－3号（昭和24年12月一25年12月）（昭25．3－26．3）

　　　　　　　　　　　　　TOKEI－ZHd－3

東京砂糖取引所月報

　東京砂糖取引所

　1巻1号一21巻12号（昭27．5－48．1）

　　欠：12（7），18（1，6，11）

ZD－114

東京社会新聞（複刻版）

　東京社会新聞社／労働運動史研究会編／明治文

　献資料刊行会（昭37四刻）

　1－15号（明41．3－9）　　　　　　　　Km－368

　「明治社会主義史料集　8集」収録

東京新誌

　従吾所二面

　1巻1号一2巻3号（大15．8一昭3．5）

　　「書物往来」の改題

（昇平余聞）東京新誌

　九春心

　1－334号（明9．4－16．1）

ZA－141

XAz－121
欠：31－42，50，53－60，101－110，124，126，

　　127，149－245，247－250，　324

東京市産業時報

　東京市経済面

　1巻1号一8巻10号（昭10．7－17．10）

　　欠：8（4，8）

ZI－41

東京市社会局時報

　東京市社会局

　1－11号（昭4．4－6．12）　　　　　　　ZK－16

　昭和10年1月号一12年12月号（昭10．3－13．3）

東京商業会議所月報

　東京商業会議所

　1巻1号一11巻3号（明41．7一大7．3）

　　欠：2（7，8），3（10），5（9），6（5）

　　「東京商業会議所報告」より復題

　　以後「東京商業会議所報」と改題

東京商業会議所報

　東京商業会議所

　1－33号（大7．5－10．1）

　　欠：26

　4巻2号一8巻5号（大10．2－14．5）

　　欠：6（9，10）

　　「東京商業会議所月報」の改題，

　　以後「商工月報」と改題

ZD－22
10（6，10）

ZD－22
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東京商工会議所所報

　東京商工会議所

　1－12輯（昭9．11－12．10）　　　　　　ZD－22

　　「商工月報」の改題

東京商船大学研究報告　人文科学

　東京商船大学

　8号（昭33．4）一．　　　　　　　　　ZA－276

　　「商船大学研究報告　人文科学」の改題巻次

　　を継承

東京商船大学研究報告　自然科学

　東京商船大学

　8－18号（昭32．9－42．9）　　　　　ZA－276（S）

　　「商船大学研究報告　自然科学」の改題巻次

　　を継承

東京水産大学論集

　東京水産大学水産学部

　1－4号（昭41．3－44．2）　　　　　Z工一139（R）

東京水産大学論集

　東京水産大学

　3号（昭43．3）一　　　　　　　　　　〇58－16

東京水産大学特別研究報告

　東京水産大学

　1巻1号一6巻3号（昭33．3－37．9）　　　ZI－139

　　欠：2（2－4），3（3，4），4（2－4），5（3，4）

東京手形交換所月報

　東京手形交換所交換課

　367－458号（昭12．1－19．8）　　　　　　ZL－48

東京帝国大学文学部紀要

　東京帝国大学

　3－4（大8．9－10．3）　　　　　　Miura－Z－40

　　「東京帝国大学文科大学紀要」の改題，巻次を

　　継承

東京帝国大学文科大学紀要

　東京帝国大学

　1－2（大3．5－5．3）　　　　　　Miura－Z－40

　　以後「東京帝国大学文学部紀要」と改題

東京帝国大学工科大学紀要

　東京帝国大学

　8冊1号（大5．3）　　　　　　　MiurrZ－41

東京都立大学法学会雑誌

　東京都立大学法学会

　1巻1号（昭35．11）一　　　　　　　　　ZM－79

東京都立商科短期大学経営学科研究論集

　東京都立商科短期大学

　2号（昭49．3）一　　　　　　　　ZD－210

東京都立商科短期大学研究論集

　東京都立商科短期大学

　15巻1－2号（昭43．11－44．3）　　　　　ZD－161

　　「東京都立商科短期大学論集」の改題巻次を

　　継承，以後「立川短大論集」と合併，「東京都

　　立商科短期大学研究論叢」と改題

東京都立商科短期大学研究論叢

　東京都立商科短期大学

　1号（昭45．3）一　　　　　　　　　　ZD－161

　　「東京都立商科短期大学研究論集」と「立川短

　　大論集」の合併改題

東京都立商科短期大学論集

　東京都立商科短期大学

　7巻2号一14巻2号（昭36．3－43．3）　　　ZD－161

　　以後「東京都立商科短期大学研究論集」と改題

東京都主税局月報

　東京都主税局総務部

　16巻1号（昭40．1）一　　　　　　　　　ZC－11

東京通産情報

　東京通産情報社

　38－69号（昭28．1－30．12）　　　　　　ZI－102

東京薬科大学研究年報

　東京薬科大学

　1－11号（昭26．11－36．12）　　　　　　ZS－39
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稲門経済

　早稲田大学経済学会

　1－4巻（昭2．2－4．12） ZB－43

東南アジア研究

　京都大学東南アジア研究センター

　1巻1号（昭38．7）一　　　　　　　　ZA－175

東南アジア研究年報

　長崎大学東南アジア研究所

1集（昭35．3）一

　欠：3，5，6

頓智会雑誌

　頓智会

　8－15号（明22．9－23．1）

頓智協会雑誌

　頓智協会

　12－28号（明21．5－22．2）

取引所研究

　取引所研究社

　1巻1－6号（大14．1－6）

討　　論～労働法～

　労働法懇談会編／勤草書房

　1－68号（昭26．10－32．11）

　　以後休刊

登　　龍

　受験界社

　19巻5－11号（昭19．5－11）

　　「受験界」の改題

ZB－230

XAz－122

XAz－123

ZD－27

ZM－46

ZA－68

統制経済

　統制経済編輯所

　1巻1号一8巻4号（昭15．9－19．5）　　　　ZB－78

　　欠：8（3）

　　総目録：1－3巻（昭15．9－16．12）（別冊）

統制経済

　統制経済編輯所

　2巻4号一5巻6号（昭16．4－17．12） 080－2－11

投資月報

　日興リサーチセンター

　4巻5号一23巻12号（昭28．5－47．12）　　ZD－115

　　欠：6－9，15（1），16，17（1，4，5，8，10，

　　　　12），18（1）

都市問題

　東京市政調査会

　1巻1号（大14．5）一　　　　　　　　　ZN－19

　　欠：39（1），48（6）

　　総目録：41－49巻（昭25．5－33．12）（50巻1号

　　　　　　収録）

都市問題研究

　都市問題研究会

　2－24集（昭24．5－26．12）

　4巻1号（25集）一11巻3号（昭27．2－34．3）ZN－37

　　総目次：1－97集（11巻1号）（昭24－34．1）（別冊）

都市卸売物価表

　農商務大臣官房統計課

　大正11年7月一大正12年7月

都市連盟

　日本都市連盟

　1巻1号一4巻12号（昭23．5－26．12）

ZL－22

ZN－36

図　　書

　岩波書店

　36－83号（昭14．1－17．11）

　　欠：63，65

　復刊1号（昭24．11）一　　　　　　　ZA－77

　　欠：27，29，59，148，195，227，240

図　　書

　岩波書店

　221号（昭43．1）一 060－14
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図書館学会年報

　日本図書館学会

　2巻（昭30．10）一　　　　　　　　　ZA－235

　　欠：3－5，7，8（2）一13

図書館界

　日本図書館研究会

　1巻1号（昭22．5）一　　　　　　　　　ZA－118

　　総索引：1－100号（昭22．5－42．11）（別冊）

図書館界

　日本図書館研究会

　18巻1号（昭41．5）一　　　　　　　　　〇60－12

図書館研究

　青年図書館員連盟

　1巻1号一15巻4号（昭3．1－17．10）　　　ZA－37

　　総索引：1－10巻（昭3．1－12．10）（別冊）

図書館研究

　図書館職員養成所図書館学会

　復刊1－4号（昭29．5－34．6）　　　　　ZA－37

　　欠：3

図書館短期大学紀要

　図書館短期大学

　1集（昭42．3）一　　　　　　　　　ZA－423

図書館雑誌

　日本図書館協会

　20号（大3．4）一　　　　　　　　　　ZA－35

　　欠：22，25，33，44，47－50，65，79，122－

　　　　129，133，135－145，293，294，296（40年

　　　　2号）一41年2号，43巻5，6，12号，59巻

　　総索引：1－44巻（明40．10一昭25．12）（別冊）

　　　　　　1－54巻（明40．10一昭35．12）（別冊）

図書館雑誌

　日本図書館協会

　60巻4号（昭41．4）一　　　　　　　　　〇60－13

図書新聞

　図書新聞社

　278－481号（昭30．1－33．12）　　　　　ZZ－15

東拓月報

　東洋拓殖株式会社調査課

　1巻1号一5巻3号（大9．8－13．3）　　　　ZI－33

鳥取大学学芸学部研究報告　人文科学

　鳥取大学学芸学部

　1－13巻（昭25．11－37．11）　　　　　ZA－314

　　欠：2

　　以後「鳥取大学学芸学部研究報告　人文・社会

　　科学」と改編

鳥取大学学芸学部研究報告　人文・社会科学

　鳥取大学学芸学部

　14－16巻（昭38．12－40．12）　　　　　ZA－314

　　「鳥取大学学芸学部研究報告　人文科学」の改

　　編，巻次を継承，

　　以後「鳥取大学教育学部研究報告　人文・社会

　　科学」と改題

鳥取大学学芸学部研究報告　教育科学

　鳥取大学学芸学部

　2－7巻（昭35．6－40．12）　　　　　ZA－314（K）

　　以後「鳥取大学教育学部研究報告　教育科学」

　　と改題

鳥取大学教育学部研究報告　人文・社会科学

　鳥取大学教育学部

　17巻（昭41．12）一　　　　　　　　　ZA－314

　　欠：21（2）

　　「鳥取大学学芸学部研究報告人文・社会科学」・

　　の改題巻次を継承

鳥取大学教育学部研究報告　教育科学

　鳥取大学教育学部

　8巻（昭41．12）一　　　　　　　　ZA－314（K）

　　「鳥取大学学芸学部研究報告　教育科学」の改

　　題，巻次を継承
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鳥取大学教養部紀要

　鳥取大学教養部

　1巻（日召42．12）一

富山大学文理学部文学紀要

　富山大学文理学部

　5－16号（昭31－42．3）

富山大学紀要　経済学部論集

　富山大学

　1－8号（昭28．3－30．11）

　　欠：3－7

ZA－314（Ky）

ZP－35

ZB－196

富山大学教養部紀要

　富山大学教養i部

　1－6号（昭44．2－49．3）　　　　　　　ZA－397

　　以後「人文・社会科学篇」，「自然科学篇」に分

　　編

東　　洋

　東洋協会

　28年9号一45年12号（大14．9一昭17．12）　ZA－19

　　欠：38（2）

東洋美術

　東洋美術研究会編／飛鳥園

　1－22号（昭4．4－10．12）

（週刊）東洋貿易時報

　大阪市役所産業部調査課

　1－8号（大14．1H2）

　　以後「東洋貿易研究」と改題

東洋貿易研究

　大阪市経済局東亜課

　6巻6号一22巻25号（昭2．6－19．1）

　　欠：6（11）

　　「東洋貿易時報」の改題

東洋紡績株式会社経済研究所月報

　東洋紡績株式会社経済研究所

　1－114号（昭24．11－37．1）

　　以後「同所季報」と改題

Miura－Z－33

ZD－28

ZD－28

ZB－116

東洋紡績株式会社経済研究所報

　東洋紡績株式会社経済研究所

　1－6号（昭24．3－27．1）

東洋紡績株式会社経済研究所季報

　東洋紡績株式会社経済研究所

　1号（昭38．12）一

　　欠：8，14，16－18，20，23

　　「同所月報」の改題

東洋紡績株式会社経済研究所所報

　東洋紡績株式会社経済研究所

　1－4号（昭37．8－39．10）

　　欠：2

東洋文化

　東京大学東洋文化研究所

　1－21号（昭25．2－31．3）

　　「東洋文化研究」の改題

ZI－100

ZB－116

ZB－116

064－4

東洋文化研究

　東洋学会（東京帝国大学東洋文化研究所）

　2－10号（昭21．9－24．2）　　　　　　　ZQ－23

　　欠：3，4，9

　　11号のあと「東洋文化」と改題

東洋文化研究

　東洋学会（東京帝国大学東洋文化研究所）

1－4号（昭19．10－22．6）

　欠：2

東洋文化研究所紀要

　東京大学東洋文化研究所

　1冊（昭18．12）一

Miura－Z－70

ZQ－51
掲載論文総目録：1－50号（昭18．12－45．3）

　　　　　　　　（51号収録）

東洋文化研究所紀要

　東洋文化研究所（東京帝国大学）編／日光書院

　1冊（昭18．12）　　　　　　　Miura－Z－61
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東洋文庫書報

　東洋文庫

　1号（昭45．3）一

東洋大学大学院紀要

　東洋大学大学院

　5集（日雇43）一

東洋大学経営研究所研究報告

　東洋大学経営研究所

　1号（昭51．12）一

東洋大学経済経営研究所研究報告

　東洋大学経済経営研究所

　2－8号（昭44．3－50．3）

ZA－233

ZA－338（D）

ZD－201

ZB－228
「東洋大学経済研究所研究報告」の改題

東洋大学経済研究所研究報告

　東洋大学経済研究所

　1964年版（昭40．3）　　　　　　　　ZB－228

　　以後「東洋大学経済経営研究所研究報告」と改

　　題

東洋大学紀要

　東洋大学学術研究会

　5－13輯（昭28．3－34．5）　　　　　　　　ZA－338

　　以後「東洋大学紀要　文学部編」と改題

東洋大学紀要　文学部編

　東洋大学学術研究会

　14－28，集（日召35．5－49．12）　　　　　　　ZA－338

　　「東洋大学紀要」の改題巻次を継承

東洋大学紀要　教養課程

　東洋大学

　4号（昭38．12）一　　　　　　　ZA－338（K）

　　「東洋大学教養部紀要」の分離改題巻次を継

　　承

東洋大学教養部紀要

　東洋大学教養部

　1－3号（昭35．2－37．7）　　　　　ZA－338（K）

　　「東洋大学紀要」の分離改題以後「東洋大学紀

　　要教養課程編」「東洋大学紀要教養課程編

　　自然科学」に分編

東洋大学論纂

　東洋大学護国会出版部

　1号（昭16．12） Miura－Z－75

東洋学会雑誌

　東洋学会

　1編1号一4編10号（明19、12－23．11）　XAz－125

東洋学芸雑誌

　東洋学芸社

　18－423号（明16．3一大5．12）　　　　　　ZS－5

　　欠：38，41－64，66－160，162，163，167，168，

　　　　170，　171，　174－178，　180－204，　206－223，

　　　　234－237，　304－311，315－326，　328，　329，

　　　　331，　332，　334，　337－340，　342－347，　349，

　　　　352－364，　366－368，　373，　374，　376－378，

　　　　383，　387，　388，　391－399，　401－407，　409，

　　　　411，412，　414，　415，　418

東洋学報

　東洋学術協会

　1巻1号（明44．1）一　　　　　　　　　ZQ－4

　　総目録：1巻1号一50巻4号（明44．1一昭43．3）

　　　　　　（別冊）

東洋学報

　東洋協会学術調査部

　1巻1号一30巻4号（明44．1一昭19．8）Miura－Z－21

　　欠：7（3），8（2）一13（2），29（1，2＞，30（2，3）

東洋学術研究

　東洋哲学研究所

　3巻1号（昭39．5）一

　　欠：6（9）一8（2）

　　総目次：1－50号（昭37．11－45．5）

　　　　　　（50号〔9巻1号〕収録）

ZA－177
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東洋学研究

　東洋学同放会編／藤井書店

　1（昭18．11）

東洋法学

　東洋大学法学会

　4巻1号（昭35．6）一

　　欠：4（2），5（2）

Miura－Z－84

ZM－109

東洋自由新聞（復刻版）

　東洋自由新聞社／西田長寿編／東大出版会

　（昭39そ夏亥1」）

　1－34号（明14．3－4）　　　　　　　　ZK－68

　　以後終刊

（週刊）東洋経済

　東洋経済新報社

　2977号（昭35．12）一　　　　　　　　ZB－23

　　欠：3161，3172，3194，3259

　　「東洋経済新報」の改題巻次を継承

東洋経済新報

　東洋経済新報社

　1－2976号（明28．11一昭35．12）　　　　ZB－23

　　欠：2135，2136，2154，2156，2159，2160，

　　　　2162，2171－2205，2808－2847，2851，2855，

　　　　2859，　2877，　2895，　2897，　2911，　2932，

　　　　2950，　2953，　2963，　2965

　　以後「（週刊）東洋経済」と改題

東洋経済新報

　東洋経済新報社

　1687－2065号（昭11．1－18．3）

　　欠：2002－2027

東洋経済統計月報

　東洋経済新報社

　1巻1号（昭14．3）一

　　欠：5（4）

東洋経済統計月報

　東洋経済新報社

　17巻2号一20巻12号（昭32．2－35．12）

080－2－9

ZL－56

TOKEI二ZH－3

東洋研究

　大東文化大学東洋研究所

　1号（昭36．7）一　　　　　　　　　ZA－367

　　欠：2，3，6，’7，9，10，19，21－27

東洋協会調査部学術報告

　東洋協会

　1冊（明42．7）

東洋野州紀要

　東洋三会編／福村書店

　1－5冊（昭11．4－22．4）

　　欠：3

Miura－Z－65

Miura－Z－68

東洋史研究

　京都大学東洋史研究会

　10巻1号（昭22．12）一　　　　　　　　ZQ－12

　　欠：10（4，5）

　　総目録：1巻1号一25巻4号（昭10．10－42．3）

　　　　　　（別冊）

東洋史研究

　東洋史研究会

　1巻1号一8巻6号（昭10．10－19．3）

　新1巻1－4号（昭19．8－20．11）

　通巻10巻1－6号（昭22．12－25．2）

　　欠：5（4），6（6），通10（5）

Miura－Z－28

東洋新報

　岡本監輔編／兵事新聞仮本局等

　1－47号（明9．7－11．12）　　　　　　XAz－126

　　欠：3－6，14－18，30，32－34，36，44

東洋思想研究　～早稲田大学東洋思想研究室年報

1937年一1939年～

　津田左右吉編／岩波書店

　1－3号（昭12．3－15．5） Miura－Z－11
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東洋宗教新聞

　栴壇社

　3－32号（明18．11－19．10）

　　欠：4，16－28
XAz－151

東西新聞（複刻版）

　東西新聞会社／明治文化研究会編／世界文庫

　（日章36三夏亥の

　1－4号（慶応4．5）　　　　　　　　　Ae－57

　「幕末明治新聞全集5巻」収録

　「大誠堂版同全集5巻（XAz－141）」にも収録

トランスポート

運輸省大臣官房

45年10月目1号）一12月

21巻1号（昭46．1）一　　　　　　　　ZG－42

　「運輸」（ZG－30）の改題巻次を継承

津田塾大学紀要

　津田塾大学紀要委員会

　1号（昭44．2）一

通　　訊

　在上海日本大使館特別調査班

　3巻18期一5巻2期（昭17－19）

　　欠：4（8），5（1）

筑波大学経済学論集

　筑波大学社会科学系（経済学）

　1号（昭52．3）一

机

ZA－436

ZN－50

ZB－257

紀伊国屋書店

3巻1号一9巻12号（昭27．1－33．12）　　ZA－143

　欠：3（6－9，11，12），4（1－4，6，10），

　　　6（7，　10），8（1，8），9（6）

都留文科大学研究紀要

　都留文科大学

　2－4集（口召40．11－42．7） ZA－393

通産統計

　通商産業大臣官房調査統計部

　16巻4号一30巻4号（昭38．3－52．3）　　　ZL－73

　　「通産統計月報」の改題巻次を継承

通産統計

　通商産業大臣官房調査統計部編／通商産業調査

　会

　16巻4号一19巻12号（昭38．3－41．11）

　　　　　　　　　　　　　TOKEI－Zlf－1
　　「通産統計月報」の改題巻次を継承

通産統計月報

　通商産業大臣官房調査統計部編／日刊工業新聞社

　2巻11号一16巻3号（昭24．11－38．2）　　ZL－73

　　欠：10（11）

　　「商工統計月報」の改題巻次を継承，

　　以後「通産統計」と改題

通産統計月報

　通商産業大臣官房調査統計部編／日刊工業新聞社

　10巻1号一16巻3号（昭32．1－38．2）

　　　　　　　　　　　　　　TOKE工一Zlf－1
　　欠：11（2）

　　以後「通産統計」と改題

通信（復刻版）

　矢内原忠雄著／矢内原恵子／みすず書房

　（日電42そ雪辱lj）

　1－49号（昭7．11－12．12）　　　　　　　ZO－34

　　以後「嘉信」と改題改巻

通信雑誌

　通信社

　1－22号（明16．4－12）

通商調査月報

　通商産業省通商局編／貿易研究会

　16－110号（昭27．4－36．8）

XAz－145

ZD－103
欠：29－36，51，55－58，77－107，109
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通商月報

　大阪商品陳列所

　4－232号（明27．6一大4．6）　　　　　　ZD－49

　　欠：5，7，11，34，40－132，155，161，164，

　　　　204－214

　　以後「通商彙報」と改題

通商彙報

　大阪南方院

　1－436号（大4．8一昭19．1）

　　欠：10－305，330

　　「通商月報」の改題，

　　以後「南方院時報」と改題

ZD－49

通商彙纂

　外務省通商局

　1－259号（明27．1－36．3）　　　　　　　ZD－6

　明治36年1号一大正2年17号（明36．4一大2．3）

　　以後「通商公報」と改題

通商公報

　外務省通商局

　1巻1号一47巻1228号（大2．4－13．12）

　　「通商彙纂」の改題，

　　以後「（日刊）海外商報」と改題

通商産業研究

　通商産業大臣官房調査課

　6巻1号（59号）一169号（昭33，1－48．7）

　　以後休刊

通俗支那事情

　祝山堂

　1－10号（明9．1－10．2）

ZD－6

ZI－109

XAz－127
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上野図書館紀要

　国立国会図書館支部上野図書館

　1－4冊（昭29．4－35．3）

　　以後休刊

卯　　杖

　秋聲会出版部

　1巻1号一7巻3号（明36．1－42．3）

　　以後1一木太刀」と改題

浮世風聞（複刻版）

ZA－294

XAz－129

北場散人／明治文化研究会編／世界文庫（昭36

複刻）

1之巻（慶応4．5）　　　　　　　　　Ae－57

「幕末明治新聞全集5巻」収録

「大誠堂高高全集5巻（XAz－141）」にも収録

有喜世新聞

　三益社等

　1－317号（明11．1－12．1）

　　欠：172－295

海

海

中央公論社

1巻1号（昭44．6）一

中央公論社

1巻1号（昭44．6）一

XAz－128

ZA－216

063－27

運　　輸

　運輸大臣官房文書課編／運輸故資更生協会

　1巻2号一20巻9号（昭26．7－45．9）　　　ZG－30

　　欠：1（3，4），3（4），4－11，12（12），13（12），

　　　　14（3－12），　15（6，7），　17（12），　19（7），

　　　　20（9）

　　以後「トランスポート」（ZG－42）と改題

運輸調査月報

　運輸調査局

　1巻1号一2巻6号（昭22．7－23．6）

　　以後i運輸と経済」と改題

運輸月報

　運輸省大臣官房企画課

　1巻1号一4巻10号（昭25．2－28．3）

　　欠：4（6－8）

以後1運輸統計月報」（ZL－98）と改題

運輸世界

　運輸世界社

　1巻1号一6巻4号（昭14．8－19．4）

　　「海陸運」の改題

運輸と情報管理

　交通統計研究所

　1巻1号一4巻12号（昭47．4－51．3）

　　「交通と統計」の改題

　　以後「（季刊）交通と統計」に復題

ZG－26

ZG－28

ZG－3

ZG－12

運輸統計季報

　運輸省大臣官房情報管理部

　5巻1号（昭29．1）一　　　　　　　　　ZL－98

　　欠：8（4）

　　「運輸月報」（ZG－28）の改題巻次を継承

運輸統計季報

　運輸省大臣官房統計調査部

　7巻3号一16巻4号（昭31．12－41．3）

　　　　　　　　　　　　　TOKEI－Zlk－4
　　欠：9（3），12，14，15

運輸と経済

　運輸調査局

　3巻1号（昭23．7）一　　　　　　　　　ZG－26

　　「運輸調査月報」の改題巻次を継承

U　　P

　東京大学出版会

　1巻1号（昭47．11）一 060－20
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漆と工芸

　日本漆工会

　337－458号（昭4．5－15．9＞　　　　　　ZI－22

　　欠：335，336，399，427，444

　　「日本漆工会雑誌」の改題，巻次を継承

潮

潮

潮出版社

79号（昭42．1）一　　　　　　　　　ZA－206

　欠：96，104，107，110，112，118，143，

　　　155，161
〔別冊）

昭和42年140月

8－19号（昭43．1－45．10）　　　　ZA－206（B）

潮出版社

135号（昭46．1）一 061－25

宇都宮大学学芸学部研究論集　第1部

　宇都宮大学学芸学部

　1－15号（昭25．3－40．12）　　　　　ZA－305（1）

　　以後「宇都宮大学教育学部紀要　第1部」と改

　　題

宇都宮大学学芸学部研究論集　第2部

　宇都宮大学学芸学部

　3－15号（昭28．12－40．12）　　　　ZA－305（2）

　　以後「宇都宮大学教育学部紀要　第2部」と改

　　題

宇都宮大学教育学部紀要　第1部

　宇都宮大学教育学部

　16号（昭41．12）一　　　　　　　ZA－305（1）

　　「宇都宮大学学芸学部研究論集　第1部」の改

　　題，巻次を継承

宇都宮大学教育学部紀要　第2部

　宇都宮大学教育学部

　16号（昭41．12）一　　　　　　　ZA－305（2）

　　「宇都宮大学学芸学部研究報告　第2部」の改

　　題，巻次を継承

宇都宮大学教育学部紀要掲載論文総目録

　宇都宮大学教育学部

　1．2部：1－20号（昭25．3－45）　　ZA－305（M）

　　1－15号誌名：「宇都宮大学学芸学部研究論集」

宇都宮大学教養部研究報告

　宇都宮大学教養部

　1号（昭43．12）一

宇都宮大学教養部研究報告

　宇都宮大学教養部

　1号（昭43．12）一

宇都宮高等農林学校学術報告

　宇都宮高等農林学校

　3－5号（昭8．7－9．3）

第1部

ZA－305（Ky－1）

第2部

ZA－305（Ky－2）

ZA－305

宇都宮農林専門学校学術報告　第2輯

　宇都宮農林専門学校

　4巻1号（昭23．4）　　　　　　　　　ZA－305
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W
和歌山大学学芸学部紀要　人文科学

　和歌山大学学芸学部

　15集（昭40．12）　　　　　　　　　　ZA－394

　　以後「和歌山大学教育学部紀要　人文科学」と

　　改題

和歌山大学教育学部紀要　人文科学

　和歌山大学教育学部

　16号一22集（昭41．12－47．12）　　　　ZA－394

　　「和歌山大学学芸学部紀要　人文科学」の改題

　　巻次を継承

和光経済

　和光大学社会経済研究所

　1巻1号（昭42．1）一 ZB－183

早稲田文学

　東京専門学校，早稲田文学社，東京堂

　1－102号（明24．10－28．12）　　　　XAz－130

　2期1－41号（明29．1－30．9）

　3期7年1－12号，号外（明30．10－31．10）

　再興1－261号（明39．1一昭2．10）

欠：111，146－157，172－228，230，231，

　　234－239，　241，　242，　244－249，　251，

　　254，　256，　258－260

早稲田文学

　早稲田文学編輯肉感／早稲田文学会

　〔第7次〕

　5巻1号一7巻1号（昭48．1－50．1）

　　第7次終刊

　〔第8次〕

　1巻1号（昭51．6）一　　　　　　　　　〇63－47

早稲田大学大学院法研論集

　早稲田大学大学院法学研究科

　1号（昭41．7）一 ZM－116

早稲田大学大学院商学研究科紀要

　早稲田大学大学院商学研究科

　2号（昭50．12）一

早稲田大学比較法研究所紀要

　早稲田大学比較法研究所

　2－21号（昭33．6－37．12）

　　欠：20

　　以後廃刊

早稲田大学法学会誌

　早稲田大学法学会

　1－2号（昭8．2－9．4）

以後「早稲田大学法学部会誌」と改題

ZD－206

ZM－159

ZM－20

早稲田大学法学部会誌

　早稲田大学法学部会

　3－10号（昭10．2－17．2）　　　　　　　ZM－20

　　「早稲田大学法学会誌」の改題巻次を継承

早稲田大学史記要

　早稲田大学大学史編集所

　1巻1号（昭40．6）一

　　欠：5

早稲田法学

　早稲田大学法学会

　1－23巻（大11．10一昭23．3）

　　欠：22

　24巻1冊（昭23．7）一

　別冊1－9巻（昭5．9－14．9）

　　欠：別5

ZO－54

ZM－14

総目録：1－25巻（大11．10一昭24．9）（別冊）

早稲田法学

　早稲田大学法学会

　11巻（昭6．3） Miura－Z－31
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早稲田法学会誌

　早稲田大学法学会

　5－8巻（昭30．2－32．12）

　　以後「法律編」，「人文編」に分編，14巻以降分編

　　を解消，「法律編」のみ毛更，「人文編」は「人文

　　論集」（ZP－29）と改題

　14巻（昭39．3）一　　　　　　　　　　　ZM－68

早稲田法学会誌　法律編

　早稲田大学法学会

　10－13巻（昭35．7－38．3）　　　　　　ZM－68

　　欠：11

　　「早稲田法学会誌」の分編巻次を継承，以後分

　　編を解消，「早稲田法学会誌」に復題

早稲田法学会誌　人文編

　早稲田大学法学会

　9－13巻（昭34．1－37．12）　　　　　　ZM－68

　　「早稲田法学会誌」の分編，巻次を継承，以後分

　　編を解消，「人文論集」（ZP－29）と改題

早稲田人文自然科学研究

　早稲田大学社会科学部学会

　1号（昭42。3）一

早稲田講演

　早稲田大学出版部

　1年9号（明44．12）

ZA－228

Miura－Z－83

早稲田政治経済学雑誌

　早稲田大学政治経済学会

　1号（大14．5）一　　　　　　　　　　　ZN－7

　　欠：27，31，32，94－106，116，161－166，

　　　　194

　　総目録：1－200号（大14．5一昭41．8）（別冊）

早稲田社会科学研究

　早稲田大学社会科学部学会

　1号（昭42．3）一 ZK－93

早稲田商学

　早稲田商学同攻会

　7巻4号一19巻2号（昭7．2－18。9）

　復刊71号（昭21．9）一

　　欠：65－70

ZD－48

8巻3，4号（昭7．10）：早稲田大学創立五十年記

　　　　　　　　　念論文集

総目次：1－165号（大14．6一昭37．10）（別冊）

　　　　166－200号（昭38．5－43．1）（200号別冊）

　　　　201－235号（昭43．6－48．3）（別冊）
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八幡大学法律研究所報

　八幡大学法律研究所

　1－3号（昭42．3－44．7）

Y

ZM－164

八幡大学論集

　八幡大学法経学会

　16巻1号（昭40．11）一　　　　　　　ZA－205

　　総目録：1－18巻（昭24．9－42．11）（18巻1・2・3号

　　　　　　収録）

八幡大学産業経済研究

　八幡大学産業経済研究所

　1－6号（昭41．3－45．5）

八幡大学社会文化研究所紀要

　八幡大学社会文化研究所

　1号（昭46．6）一

山形大学紀要　人文科学

　山形大学

1巻1号（昭25．3）一

ZB－246

ZM－167

ZA－270

山形大学紀要　工学

　山形大学

1巻1号一8巻2号（昭25．9－39．12）　ZA－270（Ko）

山形大学紀要　教育科学

　山形大学

　1巻1号（昭27．3）一 ZA－270（K）

山形大学紀要　農学

　山形大学

1巻1号一6巻3号（昭25．12－47．1）　ZA－270（N）

山形大学紀要　社会科学

　山形大学

　1巻1号（昭35．2）一 ZA－270（S）

山形大学紀要　自然科学

　山形大学

　1巻1号一6巻4号（昭25．3－42．1）

山形大学紀要総目録

　山形大学

　昭和25年一34年（昭34．12）

　昭和35年一44年（昭45．3）

山形県人

　山形県人東京聯合会

　1号一2巻4号（昭13．11－14．5）

　　欠：2（1）

ZA－270（Sh）

ZA－270

Miura－Z－94

山形県人通信

　山形県人東京聯合会

　9年2号一13年5号（昭15．2－19．5）Miura－Z－95

　　欠：9（1，4－12），10，11（1－5）

山形県教育

　山形県教育会

　556－597号（昭11．9－15．2）

　　欠：558－596

山形公論

　山形公論社

　5巻3号一10巻3号（昭4．4－9．5）

Miura－Z－93

Miura－Z－92
欠：5（4－12），6（2）一7，8（2－6），8（8）一10（2）

山ロ大学文学会誌

　山口大学文学会

　1巻1号一5巻2号（昭25．3－29．10）

　　欠：1（2）

ZP－8

山ロ大学教育学部研究論叢

　山口大学教育学部

6巻1－2号（昭32．1－3）　　　　　　ZA－326

　　以後「第1部人文・社会」，「第2部数学・理科」，

　　「第3部教職・芸能・体育職業・家庭」に二三
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山ロ大学教育学部研究論叢　第1部　人文科学・

社会科学

　山口大学教育学部

　16巻（昭42．3）一　　　　　　　　ZA－326（1）

　　「第1部　人文・社会」の改題巻次を継承

山口大学教育学部研究論叢　第1部　人文・社会

　山口大学教育学部

　7－15巻（昭33．3－41．3）　　　　　ZA－326（1）

　　以後「第1部　人文科学・社会科学」と改題

山ロ大学教育学部研究論叢　第2部　数学・理科

　山口大学教育学部

　7－11巻（昭33．3－36．11）　　　　ZA－326（1）

　　欠：9

山ロ大学教育学部研究論叢　第3部　芸能・体育・

教育・心理

　山口大学教育学部

　16巻（昭42．3）一　　　　　　　　ZA－326（3）

　　「第3部　教職・芸能・体育・職業・家庭」の改題，

　　巻次を継承

山ロ大学教育学部研究論叢　第3部　教職・芸能・

体育・職業・家庭

　山口大学教育学部

　7－15巻（昭33．3－41．3）　　　　　ZA－326（3）

　　以後「第3部　芸能・体育・教育・心理」と改題

山野経済学雑誌

　山口大学経済学会

　1巻1号（昭25．3）一　　　　　　　　ZB－114

山ロ高商調査時報

　山口高等商業学校東亜経済研究所

　1巻1号一6巻5号（昭4．7－9．12）　　　　ZD－47

　　欠：1（2，3），2（1，3）

山ロ商学雑誌

　山口経済専門学校商学会

　H6号（昭2．9－10．1）　　　　　　　ZD－29

　6巻1号（通巻17号）一18巻2号（昭10．4－22．11）

　　欠：7（5）

山梨大学学芸学部研究報告

　山梨大学学芸学部

　7－16号（昭31．12－41．2）　　　　　　ZA－333

　　以後「山梨大学教育学部研究報告」と改題

山梨大学学芸学部紀要

　山梨大学学芸学部

　2－3号（昭32．3－38．3）　　　　　ZA－333（K）

　　以後「山梨大学教育学部紀要」と改題

山梨大学教育学部研究報告

　山梨大学教育学部

　17－22号（昭42．3－47．2）　　　　　　ZA－333

　　「山梨大学学芸学部研究報告」の改題巻次を

　　継承，以後「人文科学系」，「自然科学系」に分

　　編

山梨大学教育学部研究報告　第1分冊　人文社会

科学系

　山梨大学教育学部

　23号（昭48．2）一　　　　　　　　ZA－333（］）

　　「山梨大学教育学部研究報告」の忍笠巻次を

　　継承

山梨大学教育学部研究報告　第2分冊　自然科学

系

　山梨大学教育学部

　23号（昭48．2）一　　　　　　　　ZA－333（2）

　　「山梨大学教育学部研究報告」の分編巻次を

　　継承

山梨大学教育学部紀要

　山梨大学教育学部

　4号（昭45．2）一　　　　　　　　ZA－333（K）

　　「山梨大学学芸学部紀要」の改題巻次を継承

やまと文化

　天理大学おやさと研究所

　1－50号（昭9．8－45．3）　　　　　　　　ZA－46

　　以後休刊

　　1－46号誌名：「日本〔やまと〕文化」

　　総目録：1－50号（昭9．8－45．3）（50号収録）
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山と四谷

　山と漢谷社

　280号（昭37．6）一　　　　　　　　　ZR－9

　　欠：307

　〔別冊〕

　3号（昭44．10）一

　　欠：9，11

　　総索引：1－379号（昭5．5－45．4）（別冊）

山と漢谷

　山と渓谷社

　400号（昭41．1）一　　　　　　　　　〇67－32

　〔別冊〕

　1号（昭43．10）一

柳沢統計研究所報

　枷沢統計研究所

　42－52号（昭13．12－18．12）　　　　　　ZL－55

　　「柳沢統計研究所季報」の改題巻次を継承

柳沢統計研究所季報

　柳沢統計研究所

　21－41号（昭2．7－12．12）

　　以後「柳沢統計研究所報」と改題

野性時代

　角川書店

　1巻1号（昭49．1）一

八代学院大学紀要

　八代学院大学学術研究会

　1号（昭45．2）一

安田学園研究紀要

　安田学園

　1－6号（昭32．12－38．7）

安田銀行調査時報

　安田銀行調査課

　100－177号（昭13．2－19．1）

　　「調査時報」と改題

ZL－55

063－49

ZA－412

ZA－374

ZF－11

四日市商工会議所月報

　四日市商工会議所

　258－269号（昭11．1－12）　　　　　　ZD－64

横浜大学論叢

　横浜市立大学学術研究会

　1巻1号一6巻5号（昭24．11－29．12）　　　ZD－41

　　「研究論集」の改題，

　　以後「人文科学系列」，「社会科学系列」，「自

　　然科学系列」に分煙

横浜大学論叢　人文科学系列

　横浜市立大学学術研究会

　7巻1号一10巻3号（昭31．2－34．5）　ZD－41（J）

　　欠：7（3）

　　「横浜大学論叢」の分編10巻1号は各系列合

　　俳号，以後「横浜市立大学論叢　人文科学系

　　列」と改題

　　総目録：1－10巻（昭24．11－34．5）（別冊）

横浜大学論叢　社会科学系列

　横浜市立大学学術研究会

　7巻1号一10巻4号（昭31．1－34．5）　　　ZD－41

　　欠：7（4），9

　　「横浜大学論叢」の分編，10巻1号は各系列合

　　群青，以後「横浜市立大学論叢　　社会科学系

　　列」と改題

　　総目録：1－10巻（昭24．11－34．5）（別冊）

横浜大学論叢　自然科学系列

　横浜市立大学学術研究会

　8巻1号一10巻2号（昭32．2－34．5）　ZD－41（S）

　　「横浜大学論叢」の分編10巻1号は各系列合

　　併号，以後「横浜市立大学論叢　自然科学系

　　列」と改題

　　総目録：1－10巻（昭24．11－34．5）（別冊）

横浜経済研究所月報

　横浜経済研究所

　1巻1号一2巻6号（昭8．11－9．7）　　　　ZD－54

　　以後「横浜経済研究所時報」と改題
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横浜経済研究所時報 横浜市立大学論叢　社会科学系列

横浜経済研究所 横浜市立大学学術研究会

2巻7号一7巻5号（昭9．11－15．2） ZD－54 11巻1号（昭34．10）一 ZD－41
40－45号（昭22．4－24．9） 欠：11（4），12（1－2）

「横浜経済研究所月報」の改題巻次を継承， 「横浜大学論叢　社会科学系列」の改題 巻次

以後「経済と貿易」と改題 を継承

横浜経済統計月報

　横浜商工会議所

　1－74号（昭10．5－16．3）

　　欠：38，47

　　「横浜商工月報」より分離

横浜国立大学人文紀要　第1類

　横浜国立大学教育学部

　5輯（昭32．9）一

横浜国立大学人文紀要　第2類

　横浜国立大学教育学部

　8輯（昭37．3）一

横浜国立大学経済学部紀要

　横浜国立大学経済学部

　1－3集（日召27．8－30．3）

横浜国立大学教育紀要

　横浜国立大学教育学部

　1輯（昭37．3）一

横浜市立大学紀要　法学篇

　横浜市立大学

　1巻1号（昭50．3）一

横浜市立大学紀要　商学篇

　横浜市立大学

　1巻1号（昭50．10）一

ZL－41

哲学・社会科学

ZA－417（1）

語学・文学

総目次：18－20巻（昭41．12－44．3）（20巻4号収

　　　　録）

横浜市立大学論叢　自然科学系列

　横浜市立大学学術研究会

　13巻1号（昭36．10）一　　　　　　ZD－41（S）

　　欠：22（2）

　　「横浜大学論叢　自然科学系列」の改題巻次

　　を継承

横浜市立経済専門学校横浜経済研究所時報　は

　横浜経済研究所時報（ZB－54）を見よ

ZA－417（2）　横浜市立横浜商業専門学校横浜経済研究所月報，

　　　　　　　同時報　は

　　　　　　　　横浜経済研究所月報，同時報（ZB－54）を見よ

ZB－197　　横浜商大論集

　　　　　　　横浜商科大学学術研究会

　　　　　　　2巻1．2号（昭43．12）一

ZA－417（K）

ZA－408（H）

ZA－408（S）

横浜市立大学論叢　人文科学系列

横浜市立大学学術研究会

　11巻1号（昭34．12）一　　　　　　ZD－41（J）

　　欠：11（3）・12，1《4）

　　「横浜大学論叢　人文科学系列」の改題巻次

　　を継承

横浜商業会議所月報

　横浜商業会議所

　126－260号（明40．4一大7．6）

　　欠：195－200，248，250，269，270

横浜商工月報

　横浜商工会議所

　126－128号（昭10．1－3）

　　「横浜商工会議所月報」の改題，

　　以後「横浜経済統計月報」を分離

　改号1－73号（昭10．4－16．4）

横浜取引所生糸月報

　横浜生糸取引所

　昭和12年1－12月

ZD－200

ZD－79

ZD－68

改号

ZI－49
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横浜税関外国貿易月表

　横浜税関

　昭和12年3月一昭和15年9月　　　　　　ZL－49

読売新聞

　日就社

　283－1785号（明9．1－13．12）　　　XAz－131

　　欠：295，298，339－343，345，346，349－356，

　　　　673，　698，728，　730，　731，　824，　906，962，

　　　　988，　1355，　1357－1361，　1387，　1400，

　　　　1445，　1470，　1613，　1725

読売新聞

　読売新聞社

　昭和27年1月一昭和33年7月

　　欠：昭28（1，11），33（3）

　〔縮刷版〕

　1号（昭33．9）一　　　　　　　　　　ZZ－13

世論調査

　総理府広報室

　1巻1号（昭44．7）一　　　　　　　　　ZA－219

　　欠；5（10）

輿論新誌

　正々社

　1－15号（明10．9－11．4）　　　　　　XAz－132

　　欠：2，8－10，12

洋々二二

　洋々社

　1－70号（明8．4－13。11）　　　　　　XAz－133

友愛新報集成（復刻版）

　友愛新報社刊／総同盟五十年史刊行委員会編／

　柏書店（昭39復刻）

　1－38号（大1．11－3．10）　　　　　　ZK－65

郵便報知新聞

　報知社

　1－2374号（明5．6－13．12）　　　　　XAz－134

　　欠：37，55－501，503－513，583，661，664，

　　　　679，　700，　773，　872－1024，　1224，　1766，

　　　　1837－1843，　1865，　1926，　1964，　1989，

　　　　2166，　2363

郵便事業研究

　逓信省郵務局

　1－12号（昭12．1－14．2）　　　　　　　ZG－22

唯物論研究（復刻版）

　唯物論研究会／学芸発行所／青木書店（昭47－50

復刻）

　1－65号（昭7．11－13．3）

　　以後「学芸」と改題

　66－73号（昭13．4－11）（誌名：「学芸」）　ZO－57

唯物論研究

　唯物論研究所

　1－7集（昭22．10－25．2）　　　　　　　ZO－19

唯物史観

　大内兵衛・向坂逸郎編／河出書房新社

　1－4号（昭22．11－23．12）

　　以後廃刊

　復刊1号（昭40．10）一　　　　　　　ZK－103

唯物史観

　大内兵衛・向坂逸郎編／河出書房新社

　復刊1号（昭40．10）一　　　　　　　　〇66－19

（人物伝記専門雑誌）有名無名

　雅俗文庫

　1－2号（明45．4－6）　　　　　　　　XAz－135

輸出保険

　輸出保険普及協会

　1巻1号一4巻12号（昭40．6－43．12）　　　ZH－11

　　欠：3
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輸出組合

　輸出組合中央会

　1巻1号一3巻6号（昭11．1－13．6）

　　欠：1（5－7）

　　以後「貿易組合」と改題

輸出莫大小彙報

　輸出莫大小工業組合連合会

　167－249号（昭12．1－18．10）

　　欠：203

輸送展望

　日通総合研究所

　38号（昭40．7）一

　　欠：91，92，94，96

ZD－67

ZI－50

ZG－40

融和事業研究（複刻版）

　中央融和事業協会／部落解放研究所監修，世界

　文庫（昭48－49複刻）

　1－60車茸（日済3．7－15．12）　　　　　　　　　Kl－58

　　以後「同和事業研究」と改題

融和時報（点呼版）

　中央融和事業協会／部落解放研究所監修，世界

　：文コ車（昭49整髪亥ID

　2巻6－10号（昭2．8－12）　　　　　　　K1－58

　　「中央融和事業協会会報」の改題巻次を継承

　「融和事業研究（複帆船）別巻2，3」収録
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財団法人邊羅’協会会報

　財団法人逞羅協会

　1－3集（日干10．11－11．6）

　　欠：2

Z

057－1

財界バロメーター

　毎日通信社経済調査部

　132－133号（大13．9）　　　　　　　　ZL－8

　　「経済統計図表通信」の改題巻次を継承，以

　　後「毎通財界バロメーター」と改題

財界人物

　ダイヤモンド社

　1巻1号一7巻6号（昭26．6－32．6） ZB－2

財界観測

　野村総合研究所編／野村証券株式会社

　11巻1号一21巻12号（昭6．7－11．12）

　　「財界研究」の改題，巻次を継承

　復刊1巻1号（昭25．1）一　　　　　　ZB－24

財界研究

　野村証券株式会社調査部

　3巻5号一10巻6号（昭2．11－6．6）

　　欠：5（5），6（3）

　　以後「財界観測」と改題

（週刊）財経詳報

　財経詳報社

　981号（昭48．4）一

ZB－24

ZC－19

財　　政

　大蔵財務協会

　1巻1号一24巻12号（昭11．10－34．11）　　ZC－3

　　欠：2（2），4（7－12），6（1－4），7（6），

　　　　9（4，5，11，12），　10（4，5），　11（9），

　　　　12（2，3，8－10，12），　23（6）

財政経済

　大蔵財務協会

　1巻2号一4巻6号（昭22．4－25．6）

財政経済時報

　財政経済時報社

　3巻1号一9巻12号（大5．H1．12）

財政経済弘報

　財政経済弘報社

　970－1536号（昭38．1－48．11）

　　以後休刊

財政経済統計月報

　大蔵省理財局

　1－6号（昭21．7－22．4）

財政金融統計月報

　大蔵省編／大蔵財務協会

　1号（昭24．8）一

ZC－4

ZB－25

ZC－10

TOKEI－ZG－1

ZL－77

欠：15，17，26，44，141，142，144，146，

　　149，　150，　152－156，　163－165，　172，

　　173，　175，　177，　206

財政と専売

　日本専売公社

　3－20号（昭23．6－25。3）

　　以後「専売」と改題

雑誌記事索引　人文科学編

　国立国会図書館

　1巻1号一17巻12号（昭24．2－39．12）

　　以後「入文・社会編」と改編

ZC－6

ZA－116

雑誌記事索引　人文・社会編

　国立国会図書館

　18巻1号（昭40．1）一　　　　　　　　ZA－116

　　「雑誌記事索引　人文科学編」の改編，

　　巻次を継承
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雑誌記事索引　人文・社会編

　国立国会図書館

　19巻1号（昭41．1＞一　　　　　　　　　　〇60－9

　　「雑誌記事索引　人文科学編」の改編，巻次を

　　継承

雑誌記事索引　人文・社会編　累積索引版

　国立国会図書館参考書誌部監修／日外アソシエ

　ーツ（昭50一再編）

　〔シリーズ1－11〕

　23－27巻（昭45－49）

　18－22巻（昭40－44）　　　　　　　　ZA－116

　　以下1巻迄発行予定

　〔総合索引〕

　日召40・一49

　　以下昭23（1巻）迄発行予定

雑誌記事索引　科学技術編

　国立国会図書館

　16巻1号（昭40．1）一　　　　　　　　ZA－117

　　「雑誌記事索引　自然科学編」の改編，巻次を

　　継承

雑誌記事索引’ ｩ然科学編

　国立国会図書館

　1巻1一号一15巻12号（昭25．4－39．12）

　　以後「科学技術編」と改編

税

帝国地方行政学会

7巻7号一22巻3号（昭4．7－19．3）

　欠：10－17

復刊5巻1－7号（昭25．1－7）

　欠：5（2，4－6）

ZA－117

ZC－5

税法学

　日本税法学会編／三晃社

　1号（昭26．1）一　　　　　　　　　　ZM－60

　　総目次：1－200号（昭26．1－42．8）（200号収録）

税関月報

　横浜税関

　34号一99号（明37．3－42．8）

　　欠：46，90，94

税経セミナー

　税務経理協会

　16巻1号（昭46．1）一

税経通信

　税務経理協会

　10巻1号（昭30．1）一

税務大学校論叢

　税務大学校

　1号（昭43．4）一

税務弘報

　中央経済社

　昭和29年1月一昭和30年12月

全調連彙報

　全国経済調査機関連合会

　4－7号（昭21．9－12）

　　「調査及資料彙報」の改題

前衛（復刻版）

ZC－2

ZC－17

ZC－8

ZC－21

ZC－9

ZA－5

前衛社／法政大学大原社会問題研究所編／法政

大学出版局（昭46－47復刻）

1巻1号一3巻3号（大11．1－12．3）　　　Kp－148

　以後「社会主義研究」，「無産階級」と合併し，

　「赤旗（Sekki）」と改題

「日本社会運動史料　機関紙誌篇　社会主義

評論雑誌」収録

全銀連調査時報

　全国銀行従業貝組合連合会調査部

　20－68号（昭27．4－31．7）

　　欠：25

　　以後「銀行労働調査時報」と改題

ZK－51
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全国賃銀統計月報

　商工省大臣官房調査課編／日本商工会議所

　昭和13年6月一昭和15年7月　　　　　　ZL－2

　　欠；14（7）

　　「賃銀統計月報」の改題

全国経済調査機関連合会会員購読外国新聞雑誌表

全国経済調査機関連合会

昭和3年一昭和15年

　欠：昭4デ6－8，10－14

全国金融統制会報

　全国金融統制会調査部

　1巻！号一4巻3号（昭17．8－19．3）

　　「大阪銀行通信録」の改題

全国小売物価月報

　商工大臣官房調査課

　昭和13年6月一昭和15年8月

　　欠：昭15（5）

　　「小売物価月報」の改題

ZA－36

ZF－8

ZL－28

全国卸売物価月報

　商工大臣官房調査課編／日本商工会議所

　昭和14年1月一昭和15年7月　　　　　　ZL－13

　　欠：昭14（12），15（5）

　　「卸売物価月報」の改題

前　　進（復刻版）

　前進社／法政大学大原社会問題研究所編／法政

　大学出版局（昭50－51復刻）

　1巻1号一2巻6号（昭7．7－8．7）　　　　Kp－148

　「日本社会運動史料　機関紙誌篇　労農派機関

　紙2」収録
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BUNKA

A

安陽発掘報告

　李済等編／国立中央研究院歴史語言研究所

　1－4期（民国18．12－22．6）　　Miura－YZ－6

　（「国立中央研究院歴史語言研究所」専朝寒一）

亜洲文化論叢

　何達編／中華法令編印館．

　1輯（民国31。6）　　　　．．Miura－YZ－23

B

文　　物

　文物編輯委員会編／文物出版社

　1959年1期（総101号）（1959．1）一　　　ZY－18

　　「文物参考資料」の改題巻次を継承

　1967－1971年発行中断，1972．1復刊

文物参考資料

文物参考資料編輯委員会編／文物出版社

1950年1期一1958年12期（総1－100号）（1950．10－

1958．12）　　　　　　　　　　　　　　　　ZY－18

　欠：1952（1），1954（1）

　以後「文物」と改題

　索引：1954－1955年（別冊）

文　　学（影印版）

　中国左翼作家朕畔編／上海文学社／大安（1968影

　印）

　1巻1期（1932．4）　　　　　　　　　ZY－61

　「中国現代文学史資料」4（中国資料叢書11＞所収

文学月報（影印版）

　中国左翼作家朕盟編／光華書局／大安（1968影印）

　1－6号（1932．6一〔12〕）　　　　　　　ZY－61

　「中国現代文学史資料」1，2（中国資料叢書11）

　所収

文学評論

　文学評論編輯委員会編／人民文学出版社

　1959年1期一1966年3期（1959．2－1966．6）ZY－30

　　「文学研究」の改題

文学研究

　文学研究編輯委員会編／人民文学出版社

　1958年1－4期（1958．3－12）　　　　　IZY－30

　　以後「文学評論」と改題

文　　藝（影印版）

　大公報文藝編輯部

　1－390期（1938．8－1940．1） ZY－74

文藝報
　中華全国文学藝術界連合会，文藝報編集委員会

　編／人民文学出版社

　1949年1巻1期一1966年5号　　　　　　063－55

文藝報　総覧（影印版）

　ロ伊唖立会（1974影印）

　準備号一1966年5期・目次（1949．9－1966．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZY－82

文藝講座（影印版）

　中国左翼作家細紋編／神州国光社／大安（1968影

　印）

　第1冊（1930．4）

　五一特刊（1930．5）　　　　　　　　ZY－61

　「中国現代文学史資料」9（中国資料叢書11）所収

文化月報（影印版）

　中国左翼文化総同盟編／神州国光社／大安（1968

影印）

　1巻1期（1932．11）　　　　　　　　　　ZY－61

　「中国現代文学史資料」10（中国資料叢書11）所収

文化批判（影印版）

　創造社／大安（1968影印）

　1－5号（1928．1－5）　　　　　　　　　ZY－61

　「中国現代文学史資料」11（中国資料叢書11）所収
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文史哲　～山東大学学報之一～

　山東大学文史哲編輯委員会編／山東人民出版社

　1956年7期一1958年12期（1956．7－1958．12）

　　欠：1957（1－3，5）　　　　　　ZY－29

文史哲学報（国立台湾大学）　は

　国立台湾大学文史哲学報（ZY－6）　を見よ

文史雑誌（影印版）

　文史雑誌社編／龍門書店（1966影印）

　1巻1－12期（1941．4－12）　　　　　　ZY－55

文　　叢（影印版）

　文季社

　1巻1－4号（民国26．3－6）

地理知識

C

ZY－100

地理知識編輯部編／科学出版社

1975年1期（1975．1）一　　　　　　　ZY－87

　欠：1975（3）

　総目録：1972－1975年（1975年9期所収）

地理学報

　中国地理学会編／科学出版社

　25巻1－6期（1959．2－12）

　　欠：25（2）

朝　　霞

　上海人民出版社

　1975年1期一1976年8期（1975．1－1976．8）

以後停刊

中国学報

　中国学報社

　1－9期（民国1．11－2．7）

　1－5冊（洪憲1〔民国5〕．1－5）

ZY－34

ZY－89

ZY－36

中国語文

　中国語文雑誌編輯委員会編／中国語文雑誌社

　1955年2月号一1966年4期（総32－143期）（1955．2－

　1966．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　ZY－13

中国科学院歴史研究所第三所集刊

　中国科学院

　1－2集（1954．7－1955．7） ZY－14

中国考古学報　～即田野考古報告～

　中国科学院考古研究所編／中国科学院

　2－5冊（民国36．3－1951．12）　　　　　ZY－17

　　「田野考古報告」の改題，巻次を継承，

　　以後「考古学報」と改題

　　（2，5冊は大安1963－1964影印版）

中国農業科学

　中国農林科学院編／農業出版社

　1976年1期（1976．2）一 ZY－97

中国農民（影印版）

　中国国民党中央執行委員会農民部編輯委員会編

　／民智書店等／大安（1964影印）

　1－7期（民国15．1－7）　　　　　　　　ZY－42

　「中国資料叢書」2所収

中国農村（影印版）

　中国農村経済研究会編／黎明書局／大安（1968影

　印）

　1巻1－12期（民国23．10－24．9）　　　　ZY－60

　「中国資料叢書」10所収

中国作家（影印版）

　中華全国文藝協会，中国作家編輯委員会

　1巻1－3期（民国36．10－37．5）　　　　ZY－gg

中国青年（影印版）

　中国青年社編／史泉書房（1970影印）

　彙刊1－6集（1－150期）（民国12．10－16．2）

　7巻2－8号（152－158期）（1927．1－3）　　ZY－81

　　欠：7（1，6，7）
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中華月報

　中華月報社

　総700－723期（1974．1－1975．12）

　　以後休刊

ZY－77

中共研究

　中共研究編輯委員会編／中共研究雑誌社

　3巻5期（民国58．5）一　　　　　　　ZY－81

　　「古情研究」の改題，巻次を継承

　　索引：1巻1期一5巻12期（総1－60号）（1967．1－

　　　　　1971．12）（別冊）

　　　　　1巻1期一9巻4期（総1－100号）（1967．1－

　　　　　1975．4）（別冊）

中央研究院歴史語言研究所集刊

　中央研究院歴史語言研究所

　9本（民国36．9）一 コ入－3

（国立）中央研究院歴史語言研究所集刊

　国立中央研究院歴史語言研究所集刊編輯委員会

　編／商務印書館

　1－8本（民国17．10－28．12）　　Miura－YZ－4

中和月刊

　中和月刊社編／新民印書館

　1巻1－6期（民国29．1－6）

中山大学民間文芸　は

　民間文藝（ZY－106）　を見よ

中山大学民俗専刊　は

　民俗（季刊）（ZY－107）　を見よ

中山大学民俗週刊　は

　民俗（周刊）（ZY－107）　を見よ

ZY－80

D

大公報
　大公週期

　1953年10月一1957年4月

欠

　　　　　　　　　　　　　ZZY－1
1953〔10（2，4，13）〕，　1954〔1（2），　2（3，4，5），

5（2），　6（5，6），　7（29），　10（2）〕，

1955〔1（2，24，25，26），　5（2），　10（2）〕，

1956〔1（2），　2（12，13，14，16），　5（2，19），

10（2），　！2（28）〕，　1957〔1（2，31），　2（1，2）〕

伝記文学（合訂本）

　伝記文学編輯委員会編／伝記文学雑誌社

　1巻1期一25巻6期（民国51．6－63．12）　　ZY－90

田野考古報告

　国立中央研究院歴史語言研究所編／商務印書館

　1冊（民国25．8）　　　　　　　　　　ZY－17

　　以後「中国考古学報」9と改題

　（「国立中央研究院歴史語言研究所」専刊之一三）

田野考古報告

　国立中央研究院歴史語言研究所編／商務印書館

　1冊（民国25．8）　　　　　　　Miura－YZ－7

　　以後「中国考古学報」と改題

　（「国立中央研究院歴史語言研究所」専刊之一三）

独立評論（周刊）（影印版）

　胡適編

　1－244号（民国21．5－26．7）

読書雑誌（影印版）

　神州国光社／龍漢書舎（1973影印）

　1巻4．5期（民国21．5，4版）

　2巻2．3期（民国21．3，3版）

　2巻7．8期（民国21．8，2版）

　3巻3．4期（民国22．4，初版）

　「中国社会史論戦専号」1－4所収

ZY－103

ZY－72
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E

燕京大学燕京学報

　燕京大学ロ合膝燕京学社北京辮公処燕京学報編輯

　委員会

　1－29期（民国16．6－30．6）　　Miura－YZ－11

　　欠：4，11，14－20，22，24，26

F

風土什誌（影印版）

　風土什誌社／婁子剛志／東方文化書局（民国63影

　印）

　1巻1－5期（民国32．9－34．4）　　　　ZY－108

　（「景印中国期刊五十種　第17種」）

G

学術月刊

　学術月刊編委会編／上海人民出版社

　1958年1期一1960年7月号（1958．1－1960．7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZY－28

学　　林

　学林社編／開明書店

　1－9輯（民国29－30．7）

　　欠：4，6，8

Miura－YZ－12

学習与批判（影印版）

　学習与批判雑誌編輯部編／上海人民出版社／龍漢

　書影（1976影印）

　1973年1期一1974年3期（総1－7期）（1973．9－

　1974．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　ZY－88

学習与批判

　上海学習与批判雑誌編輯手編／上海人民出版社

　1975年1期一1976年9期（総17－37期）（1975．1－

　1976．9）　　　　　　　　　　　　　　　　ZY－88

　　以後停刊

藝術月刊（影印版）

　藝術劇社編／藝術社／大安（1968影印）

　1期（1930．3）　　　　　　　　　　ZY－61

　「中国現代文学史資料」12（中国資料叢書11）所収

月月小説（復刻版）

　月月小説社編／群学社図書発行所瀧渓書舎

　（1977そ夏亥lj）

　1年1号一2年12期（原24号）（光緒32〔1906〕．9－

　34．12）　　　　　　　　　　　　　　　　　ZY－105

語文学習

　語文学習雑誌社編／人民教育出版社

　16－102期（1953．1－1960．3）　　　　　ZY－1

　　欠：20，23，28－31，38，41，98，99

語　　糸（影印版）

　墨糸社／大安（1965影印）

　1－156期（1924．11－1927．11）

　4巻1期一5巻52期（1927．12－1930．3）

　「中国資料叢書」4所収

H

旧情月報

　懇情月報社

　5巻6－10期（民国51．7－11）

　　欠：5（8）

ZY－41

ZY－44

匪情研究

　匪情研究編輯魚貝船齢／匪情研究雑誌社

　1巻1期一3巻4期目民国56．1－58．4）　　　ZY－84

　　以後「中共研究」と改題

4
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匪情研究

　国防部情報局

　5巻7－11期（民国51．7－11）

　　欠：5（9）

匪区現況

　剣潭新荘

　94－104期（民国51．7－12）

　　欠：95－100

ZY－43

ZY－45

北　　斗（影印版）

　中国左翼作家朕盟編／北斗雑誌社／大安（1968影

　印）

　1巻1期一2巻4期（1931．9－1932．7）　　ZY－61

　「中国現代文学史資料」3，4（中国資料叢書11）

　所収

逸　　経（文史半月刊）（影印版）

　人聞書屋／大安（1966影印）

　1－36期（民国25．3－26．8）

　「中国資料叢書」7所収

J

ZY－49

人文月刊雑誌要目索引（影印版）

　人文編輯前編／人文月刊社／東方文化書局（民国

　64影印）

　1巻1期一8巻10期（1930．2－1937．12）　ZY－65

人間世（影印版）

　林語堂等編／良友図書

　1－42期（民国23．4－24．12）

　漢出1－2期（民国25．3－4） ZY－104

人民文学（影印版）

　中華全国文学工作者協会人民文学編輯委員会編

　／新華書店／不二書店（1974影印）

　1巻1期一2巻6期（1949．10－1950．10）　ZY－83

人民文学

　人民文学編集委員会編／人民文学出版社

　1976年1期（1976．1）一　　　　　　　ZY－83

人民日報

　人民日報社

　3463号（1958．1＞一

　　欠：1961年7（6）

ZZY－2

人民日報

　人民日報社／ナウカ（昭52マイクロ製作）

　〔マイクロフィルム（ポジ）〕

　1－702号（1946．5－1948．4）

　　欠あり

　1－3462号（1948．6－1957．12）　　　　MFY－15

　　欠あり

人民音楽

　人民音楽編輯部編／音楽出版社

　1954年6期一1966年2期（1954．12－1966．4）

欠1955（1－7，10），1956（1，2，5，6），

　　1961（1－4）

ZY－98

人民手盛

　大公報社人凶手冊編輯委員会編／大公東社

　1952－1965年版（1952．8－1965．10）　　ZY－2

　　欠：1953－1955

　　1959はマイクロフィルム（・→MFY－1）

5
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時与文（週刊）（影印版）

　時弔文週刊編輯部編／大安（1964－65影印）

　1巻1期一3巻23期（民国36．3－37．9）　　ZY－40

　「中国資料叢書」3所収

実業部公報

　中華民国実業部

　273－292期（民国25．4－8）

　　「実業公報」の改題，巻次を継承

実業公報

　中華民国実業部

　229－272期（民国24．6－25．3）

　　以後「実業部公報」と改題

ZY－71

ZY－71

自由陳縫

　自由陳綬社

　9巻2期一14巻11期（民国41．3－42．7）　　ZY－10

　　欠：12（11），B（10），14（7，8）

自由中国

　自由中国社

　8巻3期一10巻12期（民国42．2－43．6）　　ZY－8

　　欠：8（5），9（2－12）

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

　1巻1期一2巻2期（民国19．3－20．4）

　　　　　　　　　　　　　　Miura－YZ－13

十字街頭　半月刊（影印版）

　中国左翼作家朕盟編／上海文藝出版社／大安

　（1968景多痒「1）

　1－3期（1931．12－1932．1）　　　　　　ZY－61

　「中国現代文学史資料」1（中国資料叢書11）所収

述　　報（影印版）

　広州述報館編／台湾学生書局（民国54影印）

　光緒10年3月一光緒11年2月（1884．4－1885．4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　ZZY－9

　「中国史学叢書」20所収

K

科学通報

　科学通報編輯委員会編／科学出版社

　1965年1－12月号（1965．1－12）　　　　ZY－47

海風生出彙刊（影印版）

　太陽社編／泰東図書局／大安（1968影印）

　1－17号（1929．1－5）　　　　　　　　ZY－61

　「中国現代文学史資料」12（中国資料叢書11）所収

解団民報

　中国人民解放軍総政治部／ナウカ（昭51マイクロ

　製作）

　〔マイクロフィルム（ポジ）〕

　1－2961号（1955．9－1965．12）　　　　MFY－11

　　欠あり

解放日報

　解放日報社／ナウカ（昭50，51マイクロ製作）

　〔マイクロフィルム（ポジ）〕

　（延安臥）

　1－2081号（民国30．5－36．2）

　　欠あり

　（上海版）

　1298－6401号（1953．1－1966．12）　　MFY－10

　　欠あり

晦鳴録（一名平民之声）（影印版）

　晦鳴学舎／劉師復編／龍門書店（1967影印）

　1－2期（1913．8）　　　　　　　　　　ZY－63

　　以後「同声」と改題

華国月刊

　華国月刊社

　1巻1期一3期3冊（民国12．9－15．6）

革命文物

　革命文物編輯部編／文物出版社

　1976年1期（1976．4）一

ZY－32

ZY－96
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歌謡，歌謡週刊　は

　北京大学歌謡週刊（ZY－67）　を見よ

計画経済

　計画経済編輯部編／計画統計雑誌社／日本マイク

　ロ写真（昭46マイクロ製作）

　〔マイクロフィルム（ポジ）〕

　1951年24，26，27期

　1956年4－12期

　1957年1－12期

　1958年1－6，8－12期　　　　　　　　MFY－8

計画与統計（影印版）

　計画与統計編輯部編／計画統計雑誌社／大安

　（1967景多匠「1）

　1959年1期一1960年6期（1959．1－1960．6）ZY＿56

慶祝薬圃培先生六十五歳論文集

　国立中央研究院歴史語言研究所

　上一下冊（民国22．1－24．1）　　Miura－YZ－8

　（「国立中央研究院歴史語言研究所集刊」外編一種）

経済研究

　経済研究編輯部編／経済研究雑誌社

　1956年1期一1966年6期（総6－116期）（1956．2－

　1966．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　ZY－23

　　欠：1960（7－9），1961

　　尚，1955（1－5），1960（1－9），1961（1－7，

　　10－12）はマイクロフィルム（→MFY－13）

経済研究

　経済研究編輯部編／科学出版社／ナウカ（昭52マ

　イクロ製作）

〔マイクロフィルム（ポジ、）〕

1955年1－5期目1955．4－12）

1960年1－9期（1960．1－12）

1961年1－12期（1961．1－12）

　欠：1961（8，9）

経済周知

MFY－13

経済周報編輯委員会編／経済周報社／日本マイク

クロ写真（昭46マイクロ製作）

〔マイクロフィルム（ポジ）〕

1951年23期

1952年5，32，34，40，49期

1953年2－9，11－23期

1954年7－12，15－24，44，48，50期　MFY－7

経済訳叢

　経済訳叢編輯部編／科学出版社

　1956年1期一1960年6期（1956．1－1960．6）ZY－22

　　欠：1960（4，5）

近代史資料

　中国科学院近代史研究所編／中華書局

　1954年1期（総1号）一総35号（1954．8－1965．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZY－11

　　「1962年1期（総26号）一幅35号」：大安1965－66

　　影印版

金陵大学金陵学報

　金陵大学金陵学報編輯委員会

　1巻1期一3巻2期（民国20．5－22．11）

　　　　　　　　　　　　　　Miura－YZ－10
　　欠：3（1）

工人日報

　工人日報社

　2237－5659号（1956．5－1966．12）　　ZZY－10

　　欠あり（マイクロフィルム〔MFY－12〕参照）

工人日報

　工人日報社／中国研究所（昭51マイクロ製作）

　〔マイクロフィルム（ネガ）〕

　1957－1966〔ZZY－10〕の欠号補充分　MFY－12

広角鏡
　広角鏡出版祉

　1－48其局曳1972．10－1976．9）

紅　　旗

　紅旗惟誌社

　1958年1期（総1期）（1958．3）一

ZY－101

ZY－31

7



KOKO

考　　古

　“考古”編輯部編／科学出版社

　1959年1期（1959．1）一　　　　　　　　ZY－16

　　欠：1960（4）

　　「考古通訊」の改題

　　1967－1971発行中断，1972．1復刊

考古学報

　科学出版社

　1953年（総6冊）（1953．12）一　　　　　ZY－17

　　「中国考古学報」の改題巻次を継承

　　1966－1971発行中断，1972．12復刊

　　「総6，7冊，1960年2期」：大安1962－1963影印

考古人類学刊（国立台湾大学）　は

　国立台湾大学考古人類学刊（ZY－20）　を見よ

古　今文三半月刊（影印版）

　注兆銘（精衛）等編著／古今出版社／龍門書店

　（1968影印）

　1－57期（1942．3－1944．10）　　　　　　　ZY－75

　　附：総目及目録通検

考古通訊

　考古通訊編輯委員会編／科学出版社

　1955年1期一1958年12期（1955．1－1958．12）

以後「考古」と改題

国画月刊

　中国画会編学部編／中国画会

　1巻1－10期（〔民国23．11〕一24．8）

ZY一ユ6

ZY－91

国学月報彙刊

　北京述学社編／撲社出版経理部

　1－2集（民国17．1－18．1）　　　Miura－YZ－24

　「述学凸凹物」之一

国学季刊

　胡適等編／北京大学

　1巻1号一6巻2号（民国12．1－26．6）

　　　　　　　　　　　　　　　Miura－YZ－2

国学論叢

　清華学校研究院

　1巻3号一2巻2号（民国17．4－19．3）

　　　　　　　　　　　　　　　Miura－YZ－14

国学明明

　羅振玉等編／国学叢刊社

　1－2冊（宣統3〔1911〕） Miura－YZ－15

国学叢刊

　国学研究会編／商務印書館

　1巻1－2期（民国13．6〔2版〕一12．8〔初版〕）

　　　　　　　　　　　　　　　Miura〒YZ－16

国語週刊（影印版）

　中華文物出版社（民国64影印）

　1－260期（民国20．9－25．9） ZY－92

国民日日報（影印版）

　上海国民日日報館編／台湾学生書局（民国54影印）

　光緒29（1903）年6，8月分　　　　　ZZY－8

　「中国史学叢書」19所収

国立武漢大学文哲季刊

　国立武漢大学文哲季刊委員会編／国立武漢大学

　出版部

　3巻1号，5巻2号（民国22－25）Miura－YZ－22

国立中央研究院院刊

　国立中央研究院院刊編輯委員会

　1－3輯（民国43．6－45．12） ZY－4

国立中央研究院歴史語言研究所集刊　は

　中央研究院歴史語言研究所集刊（Miura－YZ－

　4）　を見よ

国立中山大学文史研究所輯刊

　国立中山大学文史研究所

　1巻1冊（民国20．7） Miura－YZ－21

国立台湾大学文史哲学報

　国立台湾大学文史哲学報編輯委貝会編／国立台

　湾大学出版委員会

　1－15期（民国39．6－55，8）　　　　　　ZY－6
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国立台湾大学考古人類学刊

　国立台湾大学文学院

　2－33／34期（民国42．11－58．11）　　　ZY－20

　　総目録：2ユー32期（民国52．11－59．9）（33／34期

　　　　　　所収）

国史館館刊（銀版）

　国史館編／龍門書店

　1巻1－4期（1947．12－1948．11） ZY－53

国粋学報（影印版）

　愛国氏平編／国粋学報館／文海出版社（民国59影

　印）

　1年1期一7年82期（光緒31〔1905〕．1一宣統3〔1911〕

　．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZY－68

光明日報

　光明日報社

　3083号（1958．1）一　　　　　　　　ZZY－3

　　欠：1960年，1961年6（9），7（13），8（17），

　　　　1975年9（25）

湖南歴史資料

　湖南歴史資料編輯委貝会編／湖南人民出版社

　1958年3期一1960年］期（1958．7－1960．3）ZY－62

　　欠：1959（2）

工商界
　中華全国工商業朕合会工商界月刊社編／財政経

　済出版社

　1955年7号一1957年12期（1955．7－1957．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZY－19

洪水週年増刊（影印版）

　創造社出版部

　増干旺（1926）

饗導週報（影印版）

　響導週報社／大安（1963影印）

　1－201期（1922．9－1927．7）

ZY一一79

ZY－38

M
民間文藝（影印版）

　董作二等編／国立中山大学／素子高校／東方文化

　書院（民国59影印）

　1－12期（民国16．11－17．1）　　　　　ZY－106

　　以後「民俗（週刊）」と改題

　　標題紙誌名：「中山大学民間文藝1

明報月刊

　明報月刊編輯委員会編／明報有限公司

　1巻1期（1966．1）一　　　　　　　　ZY＿66

　　欠：2（1－6），4（7）一6（6）

民立報
　世界社／近代中国研究センター（昭43マイクロ製

　作）

　〔マイクロフィルム（ポジ）〕

　1－1036号（1910．10－1913．9）

　民立画報（1911．1－3）　　　　　　　MFY－5

　　欠あり

民　　声（影印版）

　平民書社／劉師出品／龍門書店（1967影印）

　3－33号（1913．12－1921．7）　　　　　ZY－63

　　「弓鳴録」の改題，巻次を継承

民　　主（影印版）

　鄭振澤編／民主週刊社／大安（1964影印＞

　1－54期（民国34．10－35．10）　　　　　ZY－3g

　「中国資料叢書」1所収

民　　俗（季刊）（影印版）

　国立中山大学研究院文科研究所／婁子匡校／東方

　文化書局（民国59影印）

　復刊1巻1期一2巻4期（民国25．9－32．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　ZY－107
　　「民俗（週刊）」の復刊

　　標題紙誌名：「中山大学民俗専刊」
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民　　俗（周刊）（影印版）

　国立中山大学文史学研究所民俗学会／婁子匡校／

　東方文化書局（民国59影印）

　1－123期（民国17．3－22．6）　　　　　ZY－107

　　「民間文藝」の改題，以後「民俗（季刊）」として

　　復刊

　　総目録：1－123期（民国17．3－22．6）（毎冊〔除

　　　　　　第20冊〕巻首所収）

　　標題紙誌名：「中山大学民俗週刊」

葬　原半月刊（影印版）

　未名社／朋友書店（1973影印）

　1巻1期一2巻24期（民国15．1－16．12）　ZY－73

　「天理図書館本」複製4号所収

孟氏図書館館刊

　止血図書館

　1巻1期一3巻1期（民国44．1－46．1）

0

音楽雑誌

　北京大学音楽研究会

　1巻2号一2巻10号（民国9．4－10．12）

　　欠：1（9，10），2（1）

P

ZY－21

ZY－94

巴一滴山（Partisan）旬刊（影印版）

　中国左翼作家朕盟編／上海文藝出版社／大安

　（1968影印）

　1巻1－5号（1930。4－5）　　　　　　　ZY－61

　「中国現代文学史資料」1（中国資料叢書11）所収

北京大学学報　人文科学

　北京大学学報編輯委員会編／北京大学

　1955年1期一1958年2期（1955．7－1958．5）ZY－26

北京大学学報　人文科学（影印版）

　北京大学／采華書林（1966－1967影印）

　〔文学篇〕

　1－3集（1955－1961よ｝）収録）

　〔語文関係〕

　1－2集（1955－1961よ　り耳又1録）

　〔歴史篇〕

　1－2集（1955－1961より収録）　　　　　ZY－26

北京大学学報　自然科学

　北京大学学報編輯委員会編／北京大学

　1955年1期一1958年2期（1955．12－1958．5）ZY－27

北京大学学報　哲学社会科学版

　北京大学・清華大学学報編輯部編／北京人民出

　版社

　1974年1期（1974．2）一　　　　　　　　ZY－26

　　欠：1975（1－3）

北京大学歌謡週刊（影印版）

　北大研究院文科研究所歌謡研究会／東方文化書

　局（民国59影印）

　1－97号（民国11．12－14．6）

　復刊2巻1期一3巻13期（民国25．4－26．6）ZY－67

　　誌名：1－48号，2巻1期一3巻13期：「歌謡」

　　　　　49－97号：「歌謡週刊」

R

歴史語言研究所集刊（中央研究院）　は

　中央研究院歴史語言研究所集刊（ZY－3）

　を見よ

歴史研究

　歴史研究編輯部編／人民出版社

　1954年1期一1966年2期（1954．2－1966．4）

　1974年1期（復刊1期）（1974．12）一　　　ZY－5
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歴史教学（復製版）

　歴史教学月刊編輯委員会編／天津人民出版社

　1956年1月一1958年12月　　　　　　　ZY－5f

　　欠：1956（5），1958（1－7）

　　索引：歴史教学十年総目分類索引（1951－

　　　　　1960）（別冊）

連環画報

　連環画報編輯部編／人民出版社

　1975年1月号（総16期）（1975．1）一

　　欠：20，35（脱期）

S

作　　家（影印版）

　孟十還編／作家社／大安（1967影印）

　1巻1号一2巻2号（1936．4－11）

ZY－86

ZY－58

沙　　禽（影印版）

　藝術劇三編／沙子社／大安（1968影印）

　1期（1930．3）　　　　　　　　　　ZY－61

　「中国現代文学史資料」12（中国資料叢書11）所収

制　　言

　章氏国学講習会編／制言半月刊社

　1－50期（民国24．1－28．3）

　　欠：45，48

西北瘤導（影印版）

　西北饗導高息／大安（1968影印）

　8－25期（民国25．6－12）

　　欠：23

　「中国資料叢書」9所収

清華学報

　清華学報社

　新1巻1期一7巻1期（民国45．6－57．8）

ZY－33

ZY－59

ZY－24

清華学報

　国立清華大学清華学報編輯部編／国立清華大学

　出版事務所

　1巻1期一11巻4期（民国13。6－25．10）

　　　　　　　　　　　　　　Miura－YZ－19
　　欠：4，5，6（2），9（1，2），10，11（1，3）

正路（影印版）
　中国左翼文化総同盟編／湖風書判／大安（1968影

　印）

　1－2期（1933．6－7）　　　　　　　　　ZY－61

　「中国現代文学史資料」10（中国資料叢書11）所収

説文月刊

　説文月刊社

　3巻4期（民国30．10） Miura－YZ－20

社会科学

　国立清華大学社会科学編輯部編／国立清華大学

　1巻1期一2巻4期（民国24．10－26．7）

　　　　　　　　　　　　　　Miura－YZ－5

七　　月（影印版）

　七月社／采華書林（1975影印）

　1－20期（民国26．10－28．8）

　　欠：14－16，18－19

七十年代月刊

　七十年代雑誌社

　1－77期（1970．2－1976．6）

　　欠：12－23

ZY－64

ZY－102

史学月刊（影印版）

　中国史学会河南分会編／河南人民出版社／龍門書

　店（1966影印）

　1957年1期一1958年6期（1957．1－1958．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZY－50
　　「新史学通訊」の改題

史学集刊

　国立北平研究院史学集刊編輯委貝即納／国立北

　平研究院総辮事処出版課

　1－2期（民国25．4－10）　　　　Miura－YZ－18
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史学訳叢

　歴史研究編輯委員会編／科学出版社

　1955年1期一1956年6期（1955．1－1956．12）

ZY－15

史学雑誌

　中国史学会

　1巻1期一2巻6期（民国18．3－20．4）

　　　　　　　　　　　　　　Miura－YZ－9

詩　　刊

　詩僧社編／人民文学出版社

　1976年1月（総81期）（1976．1）一

新亜学報

　二野研究所編／新鮮書院図書館

　1巻1期一6巻2期（1955．8－1964．8）

ZY－95

ZY－25

新　　潮（雑誌）（影印版）

　北京大学新潮社編／国立北京大学出版部／東方文

　化書局（1972影印）

　1巻1号一2巻5号（民国8．1－9．9）　　　ZY－69

　「中国期刊五十種」8所収

新華月報

　新華月報社
　1巻4期一4巻2期（総4－20期）（1950．2－1951・6）

　　欠：1（5），2（r，4）（総7，10），4（3）一1952（7）

　　　　（糸念21－33）

　1952年8号一1955年12号（総34－74期）（1952．8－

　1955．i2）

　　欠：1954－1955（2）（総51－64）

　　以後「新華半月刊」と改題，1962年（当館所蔵

　　分）より復題

　1962年1号一1966年6号（総207－260期）（1962．1－

　1967．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZY－7

新華半月刊

　新華半月刊社

　1956年1号一1959年20号（総75－166期）（1956．1－

　1959．10）　　　　　　　　　　　　　　　　　ZY－7

　　欠：1959（21）一1961（総167－206）

　　「新華月報」の改題

以後「新華月報」に復題

新建設
　新建設雑誌社

　1955年2月号一1966年5期（総77－206期）（1955．2－

　1966．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　ZY－12

　　欠：1960（4，7－12），1961－1964（7）

新民叢報（影印版）

　新民叢報社／藝文印書館（民国55影印）

　1－48号（光緒28〔1902〕．1－29．12）

　3年1号一4年24号（原49－96号）（内緒30．5－33．10）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZY－54

新民叢報（謙刻本）

　清・漏柴珊編／新過載報社

　3年1－20号（原49－68号）（明37．6－38．5）

　　　　　　　　　　　　　　Miura－YZ－25

　　欠：3（14－17）

新農村
　農村教育改新社

　2－14期（民国22．7－23．7）

　　欠：10，12

Miura－YZ－26

申　　報（影印版）

　上海申報館編／台湾学生書局（民国54影印）

　同治11年3月〔旧暦〕一光緒13年4月〔旧暦〕

（1872．4－1887．5）　　　　ZZY－6
　　欠：光緒1（7），5（3，5），6（2－5，12），

　　　　7（2－6，8），　9（1－3），　10－13（3）

　「中国史学叢書」17所収

申　　報

　申報館／ナウカ（昭52マイクロ製作）

　〔マイクロフィルム（ネガ）」

　1883．12－1884．1（光緒9．11－12〔旧暦〕

　1887．4－1887．5（光緒13．4（旧暦〕）

　1910．4，　5，　7－1912．3，　7

　　欠あり

MFY－14
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申報月刊（影印版）

命頒華等編／申報回申報月刊社／東方文化書局

　（1972影印）

　1巻1－6号（民国21．7－12）　　　　　　ZY－76

　「中国期刊五十種」11所収

新世紀（影印版）

　1－77号（新世紀7〔1907〕．6－8．12）

　　欠：48，67－69，72

新青年
　新青年社／大安（8，9巻1962影印）

　1巻1号一9巻6号（1915．9－1922．7）

　広州新青年社／大安（1963影印）

　（季刊）1－4期（1923．6－1924．12）

新青年社／大安（1962影印）

　1－5号（1925．4－1926．7）

　　総目録：1915．9－1926．7（別冊）

自然弁証法雑誌

上海人民出版社

1974年2期（総4号）（1974．6）一

湘学新報（影印版）

　謳嗣同等編／華朕出版社（民国55影印）

　1－45冊（光緒23〔1897〕．3－24．8）

　「清末民初報刊叢編」之一所収

食　翻意月刊（影印版）

　予震聖子／食貨社／大安（1965影印）

　1巻1期一6巻1期（民国23．12－26．7）

　「中国資料叢書」5所収

ZZY－4

ZY－35

ZY－93

ZY－48

ZY－46

食貨半月刊

　子心降等編／新生命書局

　1巻1期一5巻8期（民国23．12－26．4）

　　　　　　　　　　　　　　Miura－YZ－3

周　　報（影印版）

　周報社／燈原書房（1971影印）

1－50号（1945．9－1946．8）

　　以後休刊

ZY－70

蘇　　報（影印版）

　上海蘇報時編／台湾学生書局（民国54影印）

　光緒29（1903）年2月一4月　　　　　　ZZY－7

　「中国史学叢書」18所収

T

大陸雑誌

　大陸雑誌社

　7巻1期一20巻11期（民国42．7－49．6）

　　欠：7（4，6），，13（2，3）

ZY－9

大衆文藝

　中国左翼作家朕盟編／現代書局／大安（1968影印）

　2巻3－4期（新興文学専号上・下冊）（1930．3－5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZY－61
　「中国現代文学史資料」5，6（中国資料叢書11）

　所収

拓荒者（影印版）

　中国左翼作家朕盟編／拓荒月刊社／大安（1968影

　印）

　1－3期（1930．1－3）　　　　　　　　　ZY－61

　「中国現代文学史資料」7－9（中国資料叢書11）所

　収

展　　望　半月刊

　白聯出版社

　総288期（1974．2）一

天　　義（影印版）

　清・何震編

　3－19巻（光緒33〔1907〕一34）

　　欠：4，7，13，14

ZY－78

ZZY－5
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TETSU

哲学研究

　哲学研究編輯委員会編／哲学研究雑誌社

　1961年1期一1966年3期（1961．1－1966．5）

ZY－37

東方雑誌（影印版）

　商務印書館／東方雑誌社／台湾商務印書館（影印・

　復刊）

　1巻1期一44巻12号（墜緒30〔1904〕．1一民国37．12）

　復刊1巻1期一6巻12期（民国56．7－62．6）ZY－85

　　総目録：全部旧刊（含復刊1－6巻）（173冊所収）

　　総索引：全部旧刊（174，175冊所収）

　　目　録：1－7年（1904－1910）（別冊）

　　総　目：1巻1号一44巻12号（1904．3－1948．12）

　　　　　　（別冊）

東方雑誌

　李聖王編／商務印書館

　33巻7号（民国25．4） Miura－YZ－27

図書季刊

　国立北平図書館編／世界文化合作中国協会

　1巻1期一2巻1期（民国23．3－24．3）

　　　　　　　　　　　　　　Miura－YZ－17

　　欠：1（4）

　　1巻1－3期：英文

u

禺　　貢　半月刊（影印版）

　二丁剛等編／皆野学会／大安（1967－1968影印）

　1巻1期一7巻10期（民国23．3－26．7）　　ZY－57

　　総索引：1巻1期一7巻10期（1934．3－1937．7）

　　　　　　（別冊）

　「中国資料叢書」8所収

禺　　貢　半月刊

　顧額門門編／皆野学会

　1巻1期一7巻10期（民国23．3－26．7）

　　　　　　　　　　　　　　Miura－YZ－1

Y

訳書彙編（影印版）

　坂崎斌編／台湾学生書局（民国55影印）

　1－8期（明33．12－34．8）　　　　　　　ZY－52

　　欠：3－6

　「中国史学叢書」49所収

Z

前哨・文学導報（影印版）

　中国左翼作家朕盟編／上海文藝出版社／大安

　（1968影印）

　1巻1－8期（1931．4－11）　　　　　　　ZY－61

　「中国現代文学史資料」1（中国資料叢書11）所収
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