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資料名 作者名 発行所 発行年 請求記号
三田村鳶魚の時代 安食文雄 著 鳥影社 2004 0020/6/4

大正・昭和のブックデザイン
レトロでモダンな書籍・雑誌の装丁コレクション

松原正世 編著 ピエ・ブックス 2005 0225/2/5

明治の出版文化
国文学
研究資料館 編

臨川書店 2002 0231/46/2

カストリ文化考 長谷川卓也 著 三一書房 1969 0502/1/69
雑誌で見る戦後史 福島鋳郎 著 大月書店 1987 0510/10/87

雑誌100年の歩み　1874-1990
時代とともに誕生し盛衰する流れを読む

塩沢実信 著
グリーンアロー
出版社

1994 0510/12/94

雑誌と読者の近代 永嶺重敏 著
日本エディター
スクール出版部

1997 0510/23/97

雑誌の死に方
 “生き物"としての雑誌、その生態学

浜崎広 著 出版ニュース社 1998 0510/25/98

古雑誌探究 小田光雄 著 論創社 2009 0510/28/9
昭和の雑誌グラフィティー 1945年～1988年 コスミック出版 2010 0510/29/10
カストリ雑誌研究 シンボルにみる風俗史 山本明 著 出版ニュース社 1976 0510/4/76
旧制一高と雑誌「世代」の青春 網代毅 著 福武書店 1990 0510/6/90
雑誌「改造」の四十年 付、改造目次總覧 小林英三郎 他編著 光和堂 1977 0513/1/77

追跡「東京パック」
下田憲一郎と風刺漫画の時代

高島真 著 無明舎出版 2001 0516/1/1

「平凡」物語 めざせ!百万部
岩堀喜之助と雑誌『平凡』と清水達夫

塩澤幸登 著 茉莉花社 2010 0516/2/10

「明星」50年601枚の表紙 明星編集部 編 集英社 2002 0516/3/2

女性誌の源流
女の雑誌、かく生まれ、かく競い、かく死せり

浜崎廣 著 出版ニュース社 2004 0517/1/4

占領下女性と雑誌
近代女性
文化史研究会 著

ドメス出版 2010 0517/2/10

小さな雑誌で町づくり 『谷根千』の冒険 森まゆみ 著 晶文社 1991 0519/1/91
明治文化全集 第18巻 雜誌篇 吉野作造 他編 日本評論社 1928 0810/14/18
近代日本文化論 7 大衆文化とマスメディア 青木保 他編 岩波書店 1999 2106/566/7
写真雑誌が報道した大東亜戦争 恒友出版 1995 2107/L307/95
東京闇市興亡史 猪野健治 編 草風社 1978 2136/487/78

江戸東京ライブラリー 10
断髪する女たち モダンガールの風景

高橋康雄 著 教育出版 1999 2136/502/10

平塚らいてう著作集 1 青鞜
平塚らいてう著作
集編集委員会 編

大月書店 1983 3672/15/1-S0

雑誌文化の中の女性学 諸橋泰樹 著 明石書店 1993 3672/43/93
この百年の女たち ジャーナリズム女性史 岡満男 著 新潮社 1983 3672/62/83
青鞜の時代 平塚らいてうと新しい女たち 堀場清子 著 岩波書店 1988 3672/64/88
関東大震災の社会史 北原糸子 著 朝日新聞出版 2011 3693/75/11

絵とき広告「文化誌」 宮野力哉 著
日本経済新聞
出版社

2009 6742/39/9

近代日本版画の諸相
町田市立国際
版画美術館 編

中央公論
美術出版

1998 7321/6/98

明治版画史 岩切信一郎 著 吉川弘文館 2009 7321/8/9

児童文学
日本文学研究
資料刊行会 編

有精堂出版 1990 9090/3/90

近代児童文学研究のあけぼの
雑誌『童話研究』へのアプローチ

滑川道夫 他編 久山社 1994 9093/4/94

明治の文芸雑誌 その軌跡を辿る 杉本邦子 著 明治書院 1999 9102/542/99
『赤い鳥』と鈴木三重吉 赤い鳥の会 編 小峰書店 1983 9102/62/83



資料名 作者名 発行所 発行年 請求記号

『文藝春秋』とアジア太平洋戦争 鈴木貞美 著
武田ランダム
ハウスジャパン

2010 9102/638/10

東京文壇事始 巌谷大四 著 講談社 2004 9102/B614/4
日本近代文学大事典 第5巻 新聞・雑誌 日本近代文学館 編 講談社 1977 9103/15/5-S0

新発見!100年前の児童雑誌
遊んで学んだ、あの時代。

北海道立文学館
編

北海道立文学
館

2007 M10/HO-27/8

中央公論表紙絵展
移ろいゆく四季を今野忠一が描く

天童市美術館 2000 M25/TE-1/12

若き久米正雄・芥川龍之介・菊池寛
文芸雑誌『新思潮』にかけた思い

こおりやま文学
の森資料館

2008 M26/KO-5/12

挿絵と装幀の世界 竹久夢二 絵で描いた詩人
こおりやま文学
の森資料館

2003 M26/KO-5/5

児童文学の世界
こおりやま文学
の森資料館

2004 M26/KO-5/7

創刊号のパノラマ 近代日本の雑誌
岩波書店コレクションより

うらわ美術館 編 うらわ美術館 2004 M34/UR-4/1

東京の戦後誌
台東区立下町
風俗資料館 編

台東区立下町
風俗資料館

1987 M3631/TA-4/18-1

関東大震災と復興の時代
台東区立下町
風俗資料館 編

台東区立下町
風俗資料館

2012 M3631/TA-4/60

実録！"漫画少年"誌
-昭和の名編集者・加藤謙一伝-

文京ふるさと
歴史館

2009 M3632/BU-1/34

ミリオンセラー誕生へ！明治・大正の雑誌メディア 印刷博物館 編著 東京書籍 2008 M3632/IN-1/17

田辺茂一と新宿文化の担い手たち
考現学、雑誌「行動」から「風景」まで

新宿区立
新宿歴史博物館 編

新宿区
教育委員会

1995 M3636/SH-1/14

山本昇雲展 東京初公開 高知県立美術館所蔵
浮世絵太田記念
美術館 編

浮世絵太田記
念美術館

2006 M3648/OT-1/16

山名文夫と熊田精華展
絵と言葉のセンチメンタル

目黒区美術館 編 目黒区美術館 2006 M3653/ME-2/50

「青鞜」と「女人芸術」 時代をつくった女性たち展 世田谷文学館 編 世田谷文学館 1996 M3654/SE-4/16

日日是好日 雑誌『心』に集う人々
調布市武者小路
実篤記念館 編

調布市武者小
路実篤記念館

2007 M3662/CH-2/18

「堀内誠一 雑誌と絵本の世界」展資料集
 『アンアン』から『ぐるんぱのようちえん』まで時代を
駆け抜けたヴィジュアル・メッセージ

平塚市美術館 編 平塚市美術館 1999 M37/HI-2/18

清方の描いた女性たち
雑誌『苦楽』の表紙にみる

鎌倉市鏑木清方
記念美術館 編

鎌倉市鏑木清
方記念美術館

1999 M37/KA-26/3

「赤い鳥」と「少年倶楽部」の世界 企画展 山梨県立文学館 編 山梨県立文学館 2005 M51/YA-7/8

戦時下日本の報道写真 梅本忠男と「写真週報」
立命館大学国際平
和ミュージアム 編

立命館大学国際
平和ミュージアム

1995 M62/RI-1/5

総合雑誌「改造」 直筆原稿収蔵図録
大正・昭和文芸レトロの世界

川内まごころ
文学館 編

川内まごころ
文学館

2004 M97/SE-2/1
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