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はじめに 

 

 北方資料部では、平成1６年4月、「北の資料」第113号として「プランゲ文庫雑誌目録 北

海道関係分地域別リスト」を作成しました。 

今回は、本年度、新たに当館で収集した、プランゲ文庫新聞コレクション全18,047 タイトル

のうち、北海道関係分の1,079タイトル（599 リール、35mmマイクロフィルム）を、「プラ

ンゲ文庫新聞目録 北海道関係分」（「北の資料」第116号）として作成しました。 

内容は、①基本表題のアルファベット順目次、②本編、③出版地域別索引 で構成し、当館の

請求記号もわかるようにしました。 

 当目録が、プランゲ文庫を利用される皆様の一助となれば幸いです。 

 
 
 

プランゲ文庫の理解のために 

 

この資料群は、第二次世界大戦後、日本を占領したGHQ が1945－1949年間に占領政策

の一環として行った、メディア検閲と情報収集活動の結果として民間検閲局（CCD）に保管さ

れていた資料である。 

当時メリーランド大学教授であったゴードン・W.プランゲ博士は、GHQ の歴史専門官として

仕事をしていた。彼は、日本での検閲済みの資料の重要性に着目し、これを譲り受けて持ち

帰り、メリーランド大学に寄贈した。その数およそ、新聞16,500 タイトル、雑誌13,000タイトル、

図書及びパンフレット82,000 冊、ポスター90 枚、地図40 枚、通信70 ページに及ぶ。 

その内容は、全国各地の様々な分野の出版者、政治団体、文化団体、青年団、職場団体、

個人が刊行した大小の、そして活版から手書きやガリ版刷りといった多様な形態の出版物を

網羅している。当時の出版物は、紙質、印刷技術とも決して良い状態ではなく、国立国会図

書館への納本制度が徹底されていなかったこともあり、現在日本では残されていないものも

多い。 

プランゲ文庫は、占領軍による検閲の実態、占領下、特に敗戦から４年間の日本社会の変

化を当時の出版物から見ることができるなど、日本における占領史研究の第一級資料である

とともに、戦後の大衆文化の諸相を現代に伝える資料であり、文化史や地域史研究の観点

からも高く評価されている。 

コレクションのうち、雑誌はマイクロフィッシュに加工され、新聞は35ミリマイクロフィルムと

して市販された。道内出版の雑誌・新聞については当館で、道外出版のものについては国立

国会図書館憲政資料室で閲覧できる。原資料の劣化も進む中で、関係研究者の間では待ち

望まれていた資料である。   

（参考資料『プランゲ文庫《新聞コレクション》パンフレット』文生書院、ほか） 
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－ 基 本 表 題  目 次  － 

《 アルファベット順 》 
〔記載順は、通番、基本表題、出版者〕   

 
【Ａ】 
1 網走婦人会だより (網走婦人会） … 1 

2 網走新聞 （網走新聞社） … 1 

3 網走新報 （網走新報社） … 1 

4 虻田文化ニュース （虻田文化連盟） … 1 

5 虻田新報 （虻田新報社） … 1 

6 アイヌ新聞 （アイヌ新聞社） … 1 

7 赤平労報 （井華赤平砿労働組合） … 1 

8 赤い切符 （日本共産等釧路･帯広地区委員会国鉄細胞） … 1 

9 アカイワ （日本共産党小樽地区赤岩居住細胞）            … 1 

10 赤い百合 （日本共産党函館地区委員会七飯細胞）     … 1 

11 明るい街 （日本共産党函館11区細胞）          … 1 

12 明るい街 （日本共産党網走細胞）              … 1 

13 明るい窓 （財団法人北方民生協会）            … 1 

14 アカルイ余市 （日本共産党余市細胞群）                   … 1 

15 あかしや （全日本新聞労働組合北海道地方青年協議会）      … 1 

16 赤燈台 （日本共産党小樽地区全細胞）              … 1 

17 網教新聞 （北海道常呂郡端野村端野青年学校）            … 1 

18 天の浮橋 （函館経済思想研究会 ）              … 1 

19 青い丘 （全日本印刷出版労働組合空知支部青年婦人部）     … 1 

20 旭川地協ニュース （全逓旭川地区協議会） … 2 

21 旭川商工通信 （旭川商工通信社） … 2 

22 旭川タイムス （旭川タイムス社） … 2 

23 朝日新聞  北海道版 （朝日新聞東京本社） … 2 

24 あしべつ （三井芦別鉱業所芦別編集部） … 2 

25 芦別学校新聞 （芦別学校新聞学会） … 2 

26 芦別農民新聞 （芦別町農民組合） … 2 

27 芦別農民新聞 （芦別町農民組合） … 2 

28 芦労 （芦別労働組合文化教宣部） … 2 

 

【Ｂ】 
29 ばくしん （国鉄労組北海道地方連絡斗争委員会） … 2 

30 びばい （三井美唄鉱業所美唄編集部） … 2 

31 美唄町公報 （美唄町役場） … 2 

32 美唄町農民新聞 （美唄町農民組合） … 2 

33 美唄週報 （美唄週報社） … 2 

34 美瑛農報 （美瑛町農業改良相談所） … 2 

35 美瑛週報 （美瑛週報社） … 2 

36 美幌新聞 （美幌新聞社） … 2 

37 美津タイムス （美津タイムス社） … 2 

38 母子新聞 （道北児童福祉後援会） … 2 

39 文化部報 （北日本製紙労働組合文化部）                … 3 

40 分会ニュース （全木労道支部清水分会）                   … 3 

41 分会ニュース （全逓南渡島地方支部上磯局分会） … 3 

42 分会ニュース （全逓労道支部将校宿舎分会）     … 3 

43 文化人 （美瑛町役場職員組合文化部）                … 3 

44 文化交流 （證誠寺） … 3 

45 文化ニュース （国鉄労組名寄支部文化部）                      … 3 

46 文化と産業の湧別 （湧別産業社）                              … 3 

47 ぶんせん （札幌文科専門学院学友会編輯部） … 3 

48 仏心 （仏心寺）                                  … 3 

 

【Ｃ】 
49 地区にうす （全逓小樽地区協議会） … 3 

50 地区ニュース （日本共産党小樽地区委員会書記局） … 3 

51 地区ニュース （日本共産党夕張地区委員会）                      … 3 

52 筑炭ニュース （羽幌炭鉱鉄道株式会社築別鉱業所） … 3 

53 地区斗争ニュース （全逓札幌地区会議） … 3 

54 地協ニュース （全逓函館地区協議会） … 3 

55 地協ニュース （全逓信旭川地区協議会） … 3 

56 地協ニュース  青年部版 （全逓札幌地区協議会） … 3 

57 地熱 （夕張炭鉱労働組合） … 3 

58 地連にゅーす （私鉄総連北海道地連） … 3 

59 千島樺太信託統治懇請運動（北海道独立運動社） … 3 

60 地底 （全日本石炭産業労働組合北海道地方本部教育部 ）   … 4 

61 地闘 （遠幌炭砿労働組合） … 4 

62 千歳サンデー毎日 （千歳サンデー毎日） … 4 

63 千歳新聞 （千歳新聞社） … 4 

64 朝日新報 （朝日新報社） … 4 

65 聴診器 （日本共産党国立八雲病院細胞） … 4 

66 中学生タイムス （北進公論社） … 4 

67 中学生タイムス （新北海新聞社） … 4 
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68 中日新聞 （中日週刊新聞社） … 4 

69 中央校P.T.A.だより （北見市中央校内父母と先生の会） … 4 

70 Cultural section's    （全日通労組札幌支部文化部）   … 4 

71 Cultural section's news  （全日通労組札幌支部文化部） … 4 

 

【D】 
72 大地 （大地編輯局） … 4 

73 大乗衆報 （妙音仏法務所） … 4 

74 大農新聞 （大野農業高等学校） … 4 

75 大空知  栗山町版 （大空知新聞社） … 4 

76 団結 （日本電気産業労働組合北海道配電本店分会教宣部）  … 4 

77 段丘 （三井芦別職員組合） … 4 

78 団体交渉速報 （小樽市職組） … 4 

79 電波 （日本共産党札幌電信局細胞） … 4 

80 電産旭川 （電産旭川分会） … 5 

81 電産旭川地区斗争ニュース（日本電気産業労働組合 

旭川地区斗争委員会教育宣伝部） … 5 

82 電産北海道斗争ニュース （[電産]北海道地方本部教育宣伝部） … 5 

83 電産北見 （電産北見分会教宣部） … 5 

84 電産名寄 （電産名寄分会教宣部編集部）                      … 5 

85 道庁職聯会報 （全北海道庁職員組合聯合会情報部） … 5 

86 道婦協ニュース （全新聞北海道地方婦人協議会） … 5 

87 同朋 （同朋発行会） … 5 

88 道北毎日 （道北毎日新聞社） … 5 

89 道北民報 （道北民報編集局） … 5 

90 道北新聞 （道北新聞編集局） … 5 

91 道本部news （全逓道本部情宣部） … 5 

92 道本部ニュース  婦人部版 （全逓北海道地区本部） … 5 

93 道本部ニュース  建設班版 （全逓北海道地区本部） … 5 

94 道本部ニュース  青年部婦人部合同版 （全逓北海道地区本部）     … 5 

95 道本部ニュース  青年部報 （全逓北海道地区本部） … 5 

96 道本部速報 （全逓地区本部） … 5 

97 道本部速報 （全逓地区本部） … 5 

98 道本日誌 （全逓道本部情宣部） … 5 

99 土建タイムス （土建タイムス社） … 6 

100 読書春秋 （三井砂川鉱業所図書館） … 6 

101 読書タイムス （[太平洋炭砿図書館内]読書タイムス編輯部） … 6 

102 同盟情報 （北海道農民同盟事務局） … 6 

103 同盟通信  北海道版 （株式会社同盟通信社札幌支局） … 6 

104 同盟通信社  競馬版 （株式会社同盟通信社函館支局） … 6 

105 ドーム （[日本共産党札鉄本局細胞]） … 6 

106 道南時報 （道南時報社） … 6 

107 道南開発新聞 （道南開発新聞社） … 6 

108 道南経済 （北海道水産経済興信所） … 6 

109 道南毎日新聞 （道南毎日新聞社） … 6 

110 道南民報 （道南民報社） … 6 

111 道南新聞 （道南新聞編集局） … 6 

112 道南新聞 （道南新聞社） … 6 

113 道南タイムス （道南タイムス社） … 6 

114 道南タイムス （道南タイムス社） … 6 

115 道南タイムス （道南タイムス社） … 6 

116 道連ニュース （全逓北海道連合会） … 7 

117 道連ニュース建設班報 （全逓信従業員組合北海道地方連合会） … 7 

118 道連斗争ニュース青年部報 （全逓信従業組合北海道地方連合会） … 7 

119 道立深川女子高校新聞  学校版（道立深川女子高校編集部） … 7 

120 道政弘報 （北海道庁行政調査室） … 7 

121 道青協ニュース （全日本新聞労働組合北海道地方青年協議会） … 7 

122 道特協ニュース （全逓北海道地方特定局協議会） … 7 

123 道特協にゅうす （全逓北海道地方特定局協議会） … 7 

124 道東民報 （道東民報社） … 7 

125 道東林業新聞 （道東林業新聞社） … 7 

126 道東新報 （道東新報社） … 7 

127 道東タイムス （道東タイムス社） … 7 

128 道話協にゅーす （全逓道話協事務局） … 7 

129 Dynamo （日本共産党日発北海道支店細胞） … 7 

 

【E】 
130 江別勤労新聞 （江別勤労新聞社） … 7 

131 江別教育 （北海道教員組合江別町支部） … 7 

132 江別新聞 （江別新聞社） … 7 

133 江別商工会議所だより （江別商工会議所創立事務所） … 7 

134 Economic times （エコノミックタイムス社） … 8 

135 EIGA AMERICA （HOKUSHINSHA ） … 8 

136 衛生民報 （北海放談社） … 8 

137 易断月報 （易断月報会） … 8 

138 遠軽分会特報 （西北見遠軽分会） … 8 

139 演劇しんぶんHokkaido （新演劇人協会北海道支部） … 8 

140 恵庭民報 （恵庭民報社） … 8 
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141 エリ蚕 （北海道野蚕研究所） … 8 

142 枝職時報 （全気職組北見枝幸分会） … 8 

 

【F】 
143 フアン   （北海道フアン社） … 8 

144 父母と学校 （民主教育協力社） … 8 

145 風伝 （全気職稚内支部） … 8 

146 婦人部便り （国鉄労組札幌中央支部） … 8 

147 婦人部ニュース （北日本江別労働組合婦人部宣伝部） … 8 

148 婦人部ニュース （水野美智子） … 8 

149 婦人新聞 （婦人新聞社） … 8 

150 復線器 （[日本共産党追分検車細胞]） … 8 

151 噴火口 （日本共産党芽室居住細胞） … 8 

152 ふらいき （日本共産党車掌区細胞） … 8 

153 富良野民報 （富良野民報社） … 8 

 

【G】 
154 ガイド （札幌サービスステーション） … 8 

155 街上放談 （北鳴社） … 9 

156 外局報 （外局地区職員組合） … 9 

157 学校ニュース （北方通信社） … 9 

158 学院だより （学院同窓会） … 9 

159 学内短信 （札幌文科専門学院学友会編輯部） … 9 

160 学生フレッシュ新聞 （学生フレッシュ新聞社） … 9 

161 学生ジャーナル （北海道公論社） … 9 

162 学生新聞 （学生新聞社） … 9 

163 学窓タイムス （旭川市内高等学校新聞部連盟） … 9 

164 学塔 （札教中等部学友会） … 9 

165 岩宇民報 （岩宇民報編集部） … 9 

166 激流 （国鉄労働組合北見支部） … 9 

167 原動 （[全逓信労働組合函館電話局支部青年部]） … 9 

168 技連マンスリー （北海道科学技術連盟） … 9 

169 五工ノ友 （日本共産党五稜郭工機部細胞） … 9 

170 娯楽ニュース （社団法人稚内文化振興協会） … 9 

171 五星新聞 （五星新聞） … 9 

172 群羊 （小樽公園通協会） … 9 

173 暁鐘 （幾春別炭砿職員組合） … 10 

174 暁鐘 （三井木材北海道労働組合[ほか]） … 10 

175 漁村新生 （長万部漁民組合） … 10 

176 暁雲 （[網走駅青年部]） … 10 

 

【H】 
177 羽幌日報 （羽幌日報社） … 10 

178 羽幌新聞 （羽幌新聞社） … 10 

179 羽幌タイムス （羽幌タイムス社） … 10 

180 鋼の友 （株式会社日本製鋼所室蘭製作所） … 10 

181 歯車 （日本共産党勇払細胞） … 10 

182 ハイパー （東洋高圧北海道工業所労働組合） … 10 

183 函館電話局支部ニュース （吉崎司） … 10 

184 函館子供新聞 （道南時報社） … 10 

185 函館新聞  1版 （函館新聞社） … 10 

186 函館新聞  2版 （函館新聞社） … 10 

187 函館新聞  3版 （函館新聞社） … 10 

188 函館商工新聞 （函館商工新聞社） … 10 

189 函新スポーツ （函館新聞社） … 10 

190 白煙 （東洋高圧工業株式会社北海道工業所白煙編輯部） … 10 

191 白療時報 （[日本共産党白川細胞]） … 10 

192 白雪科学新聞 （自然科学研究会） … 10 

193 働ク村 （日本共産党西足寄細胞） … 11 

194 働く仲間 （室蘭民主青年合同委員会） … 11 

195 はとば新聞 （はとば新聞社） … 11 

196 H.D.O.組合タイムス （函館船渠株式会社小樽工場従業員組合 ） … 11 

197 火花 （[日本共産党全逓道本部細胞]） … 11 

198 ひばり （炭砿児童文化会） … 11 

199 日高地協ニュース （全逓信労働組合日高地区協議会事務局） … 11 

200 日高毎日新聞 （日高毎日新聞社） … 11 

201 日高タイムス （日高タイムス社） … 11 

202 東北海道 （東北海道新聞社） … 11 

203 東北海道新聞 （東北海道新聞社） … 11 

204 ひがしかぐら （東神楽村役場） … 11 
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基本標題 出版者 出版地 巻次・年月次 所蔵注記 注記 刊行頻度

1 網走婦人会だより 網走婦人会 網走 1号(1949.6.20)～2号(1949.7.20) 月刊 Ｍ 2761
2 網走新聞 網走新聞社 網走 2号(1947.2.20)～753号

(1949.10.14)
欠あり 基本標題：2～90号 あばしり新聞    出版者：2～

127号 あばしり新聞社     斜里版,美幌版あり
551号より｢北見毎日新聞｣を合併

日刊

Ｍ
2761-
2763

3 網走新報 網走新報社 網走 [再刊]9067号(1947.10.22)～[再
刊]9641号(1949.10.14)

欠あり 日刊
Ｍ
2763-
2765

4 虻田文化ニュース 虻田文化連盟 虻田町(北海道) 1号(1947.8.25)～3号(1947.10.25) 月刊 Ｍ 2766
5 虻田新報 虻田新報社 虻田町(北海道) 1号(1949.8.5)～2号(1949.9.5) 月刊 Ｍ 2766
6 アイヌ新聞 アイヌ新聞社 札幌 号外(1946.10.15), 10号

(1946.12.7)～14号(1947.5.25) Ｍ 2767

7 赤平労報 井華赤平砿労働組合 赤平町(北海道) 1号(1949.6.26)～15号(1949.10.2) 欠：4,8号
号外とも

週刊
Ｍ 2768

8 赤い切符 日本共産等釧路･帯
広地区委員会国鉄細
胞

[北海道] No.1(1947.8.20)
Ｍ 2768

9 アカイワ 日本共産党小樽地区
赤岩居住細胞

[小樽] 党創立25周年記念特別号
(1947.7.20), no.5(1947.8) Ｍ 2769

10 赤い百合 日本共産党函館地区
委員会七飯細胞

七飯村(北海道) No.1(1948.8.5)～no.3(1948.9.15) 月3回刊
Ｍ 2769

11 明るい街 日本共産党函館11区
細胞

函館 1号(1948.10.3)
Ｍ 2770

12 明るい街 日本共産党網走細胞 [網走] 1号(1949.1.5)～7号(1949.7.20),
号外[1949.10]

関連標題情報：2～5号 網走細胞新聞, 号外 日本
共産党網走細胞機関紙 Ｍ 2770

13 明るい窓 財団法人北方民生協
会

札幌 No.1([1948.4.])～11号
(1948.12.15)

巻号順不同 壁新聞    関連標題情報：No.3,5 Kabesinbun,
no.4,6～8 社会科用地図シリーズ    No.5は｢どん
ぐり子供会の壁新聞｣(3号)と合刷    No.9は｢光の
子供｣と合刷    刊行頻度：No.1～6,9 月2回刊

Ｍ 3359

14 アカルイ余市 日本共産党余市細胞
群

[余市](北海道) 6号(1947.7.20)～9号(1947.8.6)
Ｍ 2771

15 あかしや 全日本新聞労働組合
北海道地方青年協議
会

[北海道] 5号(1949.2.5)～7号(1949.3.2)
Ｍ 2771

16 赤燈台 日本共産党小樽地区
全細胞

小樽 25週年記念号(1947.7.11) [1947.10.8
限り廃刊] Ｍ 2771

17 網教新聞 北海道常呂郡端野村
端野青年学校

[端野村](北海
道)

1号(1947.[1.7])～3号(1947.3.7) 月刊
Ｍ 2772

18 天の浮橋 函館経済思想研究会 [函館] 11号(1947.2.28)～20号(1949.7.1) 欠：16号 Ｍ 2773
19 青い丘 全日本印刷出版労働

組合空知支部青年婦
人部

岩見沢 1号(1949.6.5)～2号(1949.7.18) 月刊

Ｍ 2774

請求番号
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20 旭川地協ニュース 全逓旭川地区協議会 旭川 No.1(1948.11.30)～
no.53(1949.[9.12])

欠あり　　日
付順不同
巻号重複：
14号

基本標題：号により 地協ニュース    他言語標題：
No.1 Asahigawa-Tiky^o-news, no.39 The
Asahigawa Tiky^o-news, no.45 The Tiky^o-
news

不定期刊

Ｍ 2775

21 旭川商工通信 旭川商工通信社 旭川 1号(1949.5.20)～3号(1949.8.1) Ｍ 2776
22 旭川タイムス 旭川タイムス社 旭川 1号(1949.6.20)～31号(1949.10.4) 欠：10,27号

巻号重複：
28号

基本標題：1～28号(1949.8.15) 夕刊旭川タイム
ス

週刊

Ｍ 2776

23 朝日新聞  北海道版 朝日新聞東京本社 東京 22238号(1948.2.1)～22859号
(1949.10.18)

欠あり 日刊
Ｍ 2777

24 あしべつ 三井芦別鉱業所芦別
編集部

芦別町(北海道) 1号(1946.7.15)～62号(1949.9.20) 欠あり    号
外,特集号と
も    巻号重
複：6号

基本標題：1～13号 蘆別勤労    編者および出版
者：1～13号 三井芦別鉱業所芦別勤労編集部
文化協会版あり

月2回刊

Ｍ 2778

25 芦別学校新聞 芦別学校新聞学会 芦別町(北海道) 1号(1948.7.25)～4号(1949.7.25) Ｍ 2778
26 芦別農民新聞 芦別町農民組合 芦別町(北海道) No.2(1946.9.1)～no.4(1946.11.1) 補遺あり 月刊 Ｍ 2778
27 芦別農民新聞 芦別町農民組合 芦別町(北海道) 補遺あり Ｍ 3360
28 芦労 芦別労働組合文化教

宣部
芦別町(北海道) 1号(1949.2.15)～9号(1949.8.30) 基本標題：1～6号 芦労ニュース    編者および出

版者：1～3号 三井芦別労働組合教育宣伝部･文
化部, 4～6号 三井芦別労働組合文化教育宣伝部

Ｍ 2779

29 ばくしん 国鉄労組北海道地方
連絡斗争委員会

札幌 2号(1948.11.8)～[再刊]39号
(1949.9.20)

欠あり    速
報,特集号と
も

基本標題：2～再刊28号 バクシン    関連標題情
報：2号 国鉄労組北海道地方評議会機関紙    編
者および出版者：2～再刊25号 国鉄労組北海道
地方評議会

 

Ｍ 2780

30 びばい 三井美唄鉱業所美唄
編集部

美唄町(北海道) 155号(1948.1.1)～195号
(1949.10.25)

欠：178号 基本標題：155号～176号 美唄 月2回刊
Ｍ 2781

31 美唄町公報 美唄町役場 [美唄町](北海
道)

1号(1948.9.1)～13号(1949.9.1) 臨時号とも 月刊 Ｍ 2782
32 美唄町農民新聞 美唄町農民組合 美唄町(北海道) 1号(1949.3.25)～7号(1949.9.1) 欠：5号 月刊 Ｍ 2782
33 美唄週報 美唄週報社 美唄町(北海道) 9号([1948].4.25)～21号

([1948].12.5)
欠あり

Ｍ 2782

34 美瑛農報 美瑛町農業改良相談
所

美瑛町(北海道) 1号(1949.3.22)～9号(1949.9.15) 欠：2～5号 編者および出版者：1号 美瑛町農業改良普及所 月2回刊
Ｍ 2782

35 美瑛週報 美瑛週報社 [美瑛町](北海
道)

19号(1948.7.17)～70号
(1949.10.2)

欠あり 週刊
Ｍ 2782

36 美幌新聞 美幌新聞社 美幌町(北海道) 8号(1948.7.27)～133号
(1949.10.8)

欠あり 刊行頻度：28,29号 日刊 週2回刊
Ｍ 3342

37 美津タイムス 美津タイムス社 美幌町(北海道) 1号(1949.6.25)～4号(1949.7.25) 旬刊 Ｍ 2783
38 母子新聞 道北児童福祉後援会 旭川 1号(1949.4.20)～17号(1949.10.1) 月3回刊 Ｍ 2784
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39 文化部報 北日本製紙労働組合
文化部

[江別] 1号(1948.9.20)～9号(1949.3.27) 欠：5,7号 編者および出版者：1～3号 北日本製紙江別工場
労働組合文化部 Ｍ 2785

40 分会ニュース 全木労道支部清水分
会

[北海道] 15号(1948.8.14)～18号(1948.9.4) 週刊
Ｍ 2786

41 分会ニュース 全逓南渡島地方支部
上磯局分会

[北海道] No.1([1948].9.11)～
no.4(1949.2.2)

欠：No.2 不定期刊
Ｍ 2786

42 分会ニュース 全逓労道支部将校宿
舎分会

札幌 号外(1948.7.25)
Ｍ 2786

43 文化人 美瑛町役場職員組合
文化部

美瑛町(北海道) 1号(1949.7.12)～2号(1949.[8].15)  
Ｍ 2787

44 文化交流 證誠寺 室蘭 1号(1948.5.18)～7号(1949.5.20) 月刊 Ｍ 2788
45 文化ニュース 国鉄労組名寄支部文

化部
名寄 No.12(1948.9.2)～

no.13(1948.10.2) Ｍ 2788

46 文化と産業の湧別 湧別産業社 中湧別(北海道) 1号(1948.1.1) 旬刊 Ｍ 2789
47 ぶんせん 札幌文科専門学院学

友会編輯部
札幌 2号(1946.11.15)～4号

(1947.7.15), no.2(1949.6.13)～
no.3(1949.6.21)

 基本標題：2～4号 文泉    関連標題情報：2～4号
The Bunsen shimbun    編者および出版者：2～4
号 札幌文科専門学院編輯部    刊行頻度：2～4号
月刊

週刊

Ｍ 2790

48 仏心 仏心寺 釧路 1号(1949.1.1)～3号(1949.8.1) [年6回刊] Ｍ 2790
49 地区にうす 全逓小樽地区協議会 小樽 No.5(1948.9.1)～no.24(1949.6.7) 欠あり 基本標題：No.5,20 地区ニュース 不定期刊* Ｍ 2791
50 地区ニュース 日本共産党小樽地区

委員会書記局
小樽 No.14([1947].7.12)～

no.16(1947.11.28)
巻号重複：
No.15 Ｍ 2791

51 地区ニュース 日本共産党夕張地区
委員会

夕張 4号(1947.7.10)
Ｍ 2791

52 筑炭ニュース 羽幌炭鉱鉄道株式会
社築別鉱業所

羽幌町(北海道) 1号(1949.9.27)
Ｍ 2792

53 地区斗争ニュース 全逓札幌地区会議 [札幌] No.3(1948.3.1) Ｍ 2792
54 地協ニュース 全逓函館地区協議会 函館 [ ] Ｍ 2792
55 地協ニュース 全逓信旭川地区協議

会
[旭川] No.8(1949.1.19) 「旭川地協ニュース」(NA0432)をも見よ Ｍ 2792

56 地協ニュース  青年部
版

全逓札幌地区協議会 [札幌] 1号([1947.8.27])～7号(1948.2.2) 欠：5,6号 基本標題：1号 地協青年部報
Ｍ 2793

57 地熱 夕張炭鉱労働組合 夕張 2年7号[通号]19号(1948.9.1)～3年
9号[通号]33号(1949.9.3)

欠あり 月2回刊
Ｍ 2793

58 地連にゅーす 私鉄総連北海道地連 [北海道] No.30(1948.11.21)～
no.31(1948.11.28) Ｍ 2793

59 千島樺太信託統治懇
請運動

北海道独立運動社 札幌 1号(1948.10.20)
Ｍ 2794
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基本標題 出版者 出版地 巻次・年月次 所蔵注記 注記 刊行頻度 請求番号

60 地底 全日本石炭産業労働
組合北海道地方本部
教育部

札幌 2号(1948.4.15)～6号(1948.9.5),
号外(1948.9.5), 特輯号
(1948.10.1)

関連標題情報：全石炭道本部機関紙ともあり

Ｍ 2794

61 地闘 遠幌炭砿労働組合 夕張 1年2号[通号]2号(1948.12.10)～2
年4号[通号]6号(1949.5.10)

月刊
Ｍ 2794

62 千歳サンデー毎日 千歳サンデー毎日 千歳町(北海道) 1号(1948.4.18)～19号(1948.8.29) ｢石狩新報｣(NI0232)と改題    巻次継承 週刊 Ｍ 2795
63 千歳新聞 千歳新聞社 千歳町(北海道) 1号(1949.6.1)～11号(1949.10.1) 特輯号あり 旬刊 Ｍ 2795
64 朝日新報 朝日新報社 函館 12号(1947.7.21)～69号

(1949.10.1)
欠あり 月3回刊

Ｍ 2796

65 聴診器 日本共産党国立八雲
病院細胞

八雲町(北海道) No.1(1949.2.18)～21号
(1949.10.3)

欠：14号
巻号重複：
18号

週刊

Ｍ 2797

66 中学生タイムス 北進公論社 名寄町(北海道) 1号(1948.12.24)～13号
(1949.5.10) Ｍ 2798

67 中学生タイムス 新北海新聞社 札幌 76号(1949.10.8) ｢新北海中学生新聞｣(NS1654)の改題    巻次継
承

週2回刊
Ｍ 2798

68 中日新聞 中日週刊新聞社 夕張 1号(1947.2.15)～5号(1947.6.25) 基本標題：1～3号 中日週刊新聞    本文は日中両
語 Ｍ 2799

69 中央校P.T.A.だより 北見市中央校内父母
と先生の会

北見 1号(1949.6.10)～2号(1949.7.10) 月刊
Ｍ 2800

70 Cultural section's
news

全日通労組札幌支部
文化部

[札幌] No.2(1949.1.15)～
no.4(1949.2.20)

付録(｢文芸
サークル4
月作品集｣)
とも

他言語標題：No.2,3 文化部のニュース    補遺あ
り Ｍ 2801

71 Cultural section's
news

全日通労組札幌支部
文化部

[札幌] No.1(1948.12.1) 補遺
Ｍ 3353

72 大地 大地編輯局 七飯村(北海道) No.1(1949.6.15)～no.3(1949.8.5) 旬刊
Ｍ 2802

73 大乗衆報 妙音仏法務所 新得町(北海道) 2号(1947.8)～29号(1949.10.1) 欠：7号 月刊 Ｍ 2803
74 大農新聞 大野農業高等学校 大野村(北海道) 1号(1949.7.21) Ｍ 2804
75 大空知  栗山町版 大空知新聞社 栗山町(北海道) 1号(1949.4.10)～18号(1949.9.30) 旬刊 Ｍ 2804
76 団結 日本電気産業労働組

合北海道配電本店分
会教宣部

北海道 1号(1948.10.1)～8号(1949.7.15) 欠：2号 その他の関連標題情報：Densan haihon    編者
および出版者：1～7号 日本電気産業労働組合北
海道配電本店分会情宣部

月刊

Ｍ 2805

77 段丘 三井芦別職員組合 [芦別町(北海
道)]

1号(1947.5.1)～47号(1949.9.15) 欠あり 月2回刊
Ｍ 2806

78 団体交渉速報 小樽市職組 小樽 No.1(1948.9.9) Ｍ 2807
79 電波 日本共産党札幌電信

局細胞
[札幌] 1号(1948.5.20)～2号(1948.6.1) 不定期刊

Ｍ 2808
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基本標題 出版者 出版地 巻次・年月次 所蔵注記 注記 刊行頻度 請求番号

80 電産旭川 電産旭川分会 旭川 No.1(1949.8.20)～no.2(1949.9.5) Ｍ 2809
81 電産旭川地区斗争
ニュース

日本電気産業労働組
合旭川地区斗争委員
会教育宣伝部

[旭川] No.22(1948.5.6)
Ｍ 2809

82 電産北海道斗争ニュー
ス

[電産]北海道地方本
部教育宣伝部

[北海道] No.1(1947.10.1)
Ｍ 2810

83 電産北見 電産北見分会教宣部 北見 1949.1.10～4号(1949.9.23) 欠：2号 Ｍ 2810
84 電産名寄 電産名寄分会教宣部

編集部
名寄町(北海道) No.1(1949.6.20)～

no.2([1949.7.23]) Ｍ 2810

85 道庁職聯会報 全北海道庁職員組合
聯合会情報部

[札幌] 1号(1946.7.10)
Ｍ 2811

86 道婦協ニュース 全新聞北海道地方婦
人協議会

[北海道] No.1([1949.5]) [月刊]
Ｍ 2811

87 同朋 同朋発行会 函館 5号(1946.8.1)～17号(1947.8.20) 月刊
Ｍ 2811

88 道北毎日 道北毎日新聞社 留萌 2号(1949.10.10)～4号
(1949.10.12)

夕刊 日刊
Ｍ 2812

89 道北民報 道北民報編集局 旭川 No.1(1949.3.7)～no.3(1949.4.30) 旬刊
Ｍ 2812

90 道北新聞 道北新聞編集局 北見 No.1(1949.2.17)～
no.[10](1949.7.[12])

旬刊
Ｍ 2812

91 道本部news 全逓道本部情宣部 札幌 No.21(1948.8.26)～
no.30(1948.9.18),no.8(1948.11.1
2)～no.11(1948.12.2)

基本標題：No.21～8 道本部ニュース    編者およ
び出版者：No.21～30 全逓信労働組合北海道地
区本部組織部

不定期刊

Ｍ 2812

92 道本部ニュース  婦人
部版

全逓北海道地区本部 札幌 No.3(1948.7.30)～
no.10(1948.10.9)

欠：No.5 不定期刊
Ｍ 2812

93 道本部ニュース  建設
班版

全逓北海道地区本部 [北海道] No.1(1948.12.1)
Ｍ 2812

94 道本部ニュース  青年
部婦人部合同版

全逓北海道地区本部 [北海道] 5号(1948.8.2) 巻次･年月
次不明あり
欠頁あり

不定期刊

Ｍ 2812

95 道本部ニュース  青年
部報

全逓北海道地区本部 [北海道] 3号(1948.8.31)～4号(1948.9.9) 不定期刊
Ｍ 2812

96 道本部速報 全逓地区本部 [北海道] No.4([1948].7.5)～72号([1948.9]),
no.4([1948].10.4)～44号
([1948].12.16), no.3([1949].1.6)～
71号([1949].6.21)

欠あり    号
外,大会速
報,付録とも

編者および出版者：号により全逓北海道地区本部
補遺あり

不定期刊

Ｍ 2812

97 道本部速報 全逓地区本部 [北海道] 27号([1948].11.13) 補遺 Ｍ 3353
98 道本日誌 全逓道本部情宣部 [北海道] 5号([ ].7.16)～6号([ ]) 基本標題：5号 道本部日誌 Ｍ 2812
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基本標題 出版者 出版地 巻次・年月次 所蔵注記 注記 刊行頻度 請求番号

99 土建タイムス 土建タイムス社 札幌 1号(1946.10.6)
Ｍ 2813

100 読書春秋 三井砂川鉱業所図書
館

上砂川町(北海
道)

1号(1948.10.15)～4号(1949.4.15) 月刊
Ｍ 2814

101 読書タイムス [太平洋炭砿図書館
内]読書タイムス編輯

[北海道] 1号(1948.10.18)～4号(1949.1.1) 月刊*
Ｍ 2814

102 同盟情報 北海道農民同盟事務
局

札幌 No.3(1947.9.24)～46号
(1949.9.20)

欠：
11,36,37号
号外とも

刊行頻度：No.3～21号 週刊 旬刊

Ｍ 2815

103 同盟通信  北海道版 株式会社同盟通信社
札幌支局

札幌 1号(1949.9.20)～9号(1949.9.30) 日刊
Ｍ 2816

104 同盟通信社  競馬版 株式会社同盟通信社
函館支局

函館 1号(1949.8.13)～4号(1949.8.18)
Ｍ 2816

105 ドーム [日本共産党札鉄本局
細胞]

札幌 No.1(1947.9.16)～[ ].11.15 欠あり    号
外,付録とも
巻号重複：
No.11

基本標題：No.1～3 赤いドーム, No.4,5 アカイドー
ム

Ｍ 2817

106 道南時報 道南時報社 伊達町(北海道) 1号(1946.6.25)～10号(1949.1.10) 欠あり 基本標題：1,2号 公憤 (改題)    編者および出版
者：1,2号 公憤社    刊行頻度：変更あり

月3回刊
Ｍ 2817

107 道南開発新聞 道南開発新聞社 熊石村(北海道) 6号(1948.6.13) Ｍ 2817
108 道南経済 北海道水産経済興信

所
函館 1号(1948.10.3)～12号(1949.7.1) 欠：10号 基本標題：1～4号 水産経済    他言語標題：1～4

号 Weekly suisan keizai    刊行頻度：1号 週刊
月刊

Ｍ 2817

109 道南毎日新聞 道南毎日新聞社 伊達町(北海道) 34号(1949.9.1)～56号(1949.9.29) 日刊
Ｍ 2817

110 道南民報 道南民報社 倶知安町(北海
道)

32号(1946.6.28)～60号
(1946.12.23)

月6回刊
Ｍ 2817

111 道南新聞 道南新聞編集局 函館 1号(1949.3.11)～4号(1949.4.27) 旬刊
Ｍ 2817

112 道南新聞 道南新聞社 苫小牧 141号(1948.9.19)～278号
(1949.10.6)

欠あり ｢日刊とまこまい｣(NN0996)の改題    巻次継承
刊行頻度：141～171号 週2回刊

隔日刊*
Ｍ 2817

113 道南タイムス 道南タイムス社 夕張 720号(1948.11.17)～740号
(1949.5.23)

｢夕張タイムス｣(NY0472)と｢投書新聞｣(NT1148)
の合併    ｢夕張タイムス｣の巻次継承    741号から
｢夕張タイムス｣に復題

週刊

Ｍ 2818

114 道南タイムス 道南タイムス社 森町(北海道) 1号(1946.6.13) 月4回刊
Ｍ 2818

115 道南タイムス 道南タイムス社 東瀬棚村(北海
道)

108号(1948.7.4)～168号
(1949.10.8)

号外とも ｢檜山タイムス｣と｢渡島タイムス｣の合併    檜山版,
八雲支社版,森支社版,瀬棚版あり

週刊
Ｍ 2818
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基本標題 出版者 出版地 巻次・年月次 所蔵注記 注記 刊行頻度 請求番号

116 道連ニュース 全逓北海道連合会 [北海道] No.36(1947.8.9), 42号
(1947.8.30), 4号(1947.[9].24)～
no.90(1948.6.23)

欠あり    速
報版とも

基本標題：8～60号 道連にゅうす, no.64～78 道
連斗争ニュース    他言語標題：no.69,76号～
no.77 D^oren news, no.70 Doren tosou news,
no.71～74,78 Doren toso news

不定期刊

Ｍ 2818

117 道連ニュース建設班報 全逓信従業員組合北
海道地方連合会

[北海道] 8号([ ].6.17)
Ｍ 2818

118 道連斗争ニュース青年
部報

全逓信従業組合北海
道地方連合会

[北海道] No.1(1948.6.14) 不定期刊
Ｍ 2818

119 道立深川女子高校新
聞  学校版

道立深川女子高校編
集部

[深川町]（北海
道）

1号(1949.6.1)～2号(1949.7.1) 編者および出版者：1号 北海道立深川女子高等
学校交友会編集部

月刊
Ｍ 2818

120 道政弘報 北海道庁行政調査室 札幌 2号(1948.12.1)～5号(1949.3.1) 月刊 Ｍ 2819
121 道青協ニュース 全日本新聞労働組合

北海道地方青年協議
会

北海道 1号(1948.11.8)
Ｍ 2819

122 道特協ニュース 全逓北海道地方特定
局協議会

[北海道] No.11(1947.8.20)～
no.20(1947.10.11)

補遺あり 不定期刊
Ｍ 2819

123 道特協にゅうす 全逓北海道地方特定
局協議会

[北海道] No.21(1947.10.15)～
no.35(1948.11.25)

欠：No.23～
26

補遺    基本標題：No.21,22 道特協ニュース
Ｍ 3353

124 道東民報 道東民報社 帯広 1号(1949.7.1)～4号(1949.9.24) Ｍ 2819
125 道東林業新聞 道東林業新聞社 帯広 通号18号(1947.8.10)～27号

(1948.11.1)
欠：23,24号 刊行頻度：18～26号 旬刊

Ｍ 2819

126 道東新報 道東新報社 帯広 1号(1946.7.17)～40号
(1946.12.10)

欠あり ｢新十勝｣(NS2016)と改題    巻次継承    刊行頻
度：変更あり

日刊*
Ｍ 2820

127 道東タイムス 道東タイムス社 帯広 55号(1947.2.8)～409号
(1949.10.9)

欠あり 編者および出版者：55～324号 株式会社道東タイ
ムス社    刊行頻度：55号 隔日刊, 56～318号 日
刊

週2回刊
Ｍ 2820

128 道話協にゅーす 全逓道話協事務局 札幌 1号([1947].9.27)～
no.41(1949.6.22)

欠あり
付録とも

基本標題：号により｢北方話協ニュース｣, ｢北話情
報｣, ｢北話にゅーす｣ともあり    編者および出版
者：変更あり

不定期刊

Ｍ 2821

129 Dynamo 日本共産党日発北海
道支店細胞

[北海道] No.7(1948.3.20)
Ｍ 2821

130 江別勤労新聞 江別勤労新聞社 江別町(北海道) 9号(1946.10.15)～30号(1947.8.1) 欠あり Ｍ 2822
131 江別教育 北海道教員組合江別

町支部
江別町(北海道) No.1(1946.12.21)～

no.19(1947.3.29) Ｍ 2822

132 江別新聞 江別新聞社 江別町(北海道) 27号(1946.10.10)～68号
(1948.10.2)

欠あり
Ｍ 2822

133 江別商工会議所だより 江別商工会議所創立
事務所

江別町(北海道) No.1(1949.6.28)～
no.2(1949.7.18) Ｍ 2822
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基本標題 出版者 出版地 巻次・年月次 所蔵注記 注記 刊行頻度 請求番号

134 Economic times エコノミックタイムス社 札幌 19号(1948.8.20)～22号
(1948.9.17)

欠：20,21号 週刊
Ｍ 2823

135 EIGA AMERICA HOKUSHINSHA [札幌] Vol.3,no.2([1948].2.1)の検閲文書    Category：
Movie Ｍ 3357

136 衛生民報 北海放談社 札幌 2号(1946.9.1) 月2回刊 Ｍ 2824
137 易断月報 易断月報会 小樽 No.1(1948.5.[1])～

no 2(1948 5 10)
Ｍ 2825

138 遠軽分会特報 西北見遠軽分会 遠軽町(北海道) [1949].12.31 Ｍ 2826
139 演劇しんぶん

Hokkaido
新演劇人協会北海道
支部

札幌 No.1(1949.8.11) 月刊
Ｍ 2826

140 恵庭民報 恵庭民報社 恵庭村(北海道) 1号(1949.4.20) 月2回刊 Ｍ 2827
141 エリ蚕 北海道野蚕研究所 札幌 No.1(1948.2.1)～no.7(1949.3.25) Ｍ 2827
142 枝職時報 全気職組北見枝幸分

会
枝幸町(北海道) 4号(1947.7.20)～8号([1948].2.4) 欠：5号 編者および出版者:4～7号 全気職組北見枝幸支

部組織部 Ｍ 2828

143 フアン 北海道フアン社 函館 1号(1949.6.25)～3号(1949.8.13) 月2回刊 Ｍ 2829
144 父母と学校 民主教育協力社 札幌 1号(1948.9.1) 月刊 Ｍ 2830
145 風伝 全気職稚内支部 稚内町(北海道) No.12(1947.7.3)～

no 14(1947 8 1)
Ｍ 2830

146 婦人部便り 国鉄労組札幌中央支
部

札幌 No.1(1949.1.31)
Ｍ 2830

147 婦人部ニュース 北日本江別労働組合
婦人部宣伝部

札幌 No.1(1948.7.17)～
no.[4](1949.3.22)

他言語標題：No.2,3 Fuzinbu news
Ｍ 2831

148 婦人部ニュース 水野美智子 [北海道] No.5(1948.11.27) Ｍ 2831
149 婦人新聞 婦人新聞社 函館 1号(1948.12.20)～4号(1949.3.16) 編者および出版者：[3号] 北海道出版社 Ｍ 2832
150 復線器 [日本共産党追分検車

細胞]
字追分(北海道) No.1(1948.4.16)～

no.3(1948.4.28)
関連標題情報：No.1,2 日本共産党苫小牧地区委
員会追分検車細胞機関紙    その他の関連標題
情報：Namaco：ナマコ    編者および出版者：
No.1,2 [日本共産党苫小牧地区委員会追分検車
細胞]

Ｍ 2833

151 噴火口 日本共産党芽室居住
細胞

[芽室町(北海
道)]

No.1(1947.7.10)～
no.10(1949.2.25)

欠あり 編者および出版者：No.1～8 日本共産党芽室細
胞

Ｍ 2834

152 ふらいき 日本共産党車掌区細
胞

函館 No.3(1949.[3])～no.4(1949.3.27),
臨時号(1949.4.8)

[月2回刊]
Ｍ 2834

153 富良野民報 富良野民報社 富良野町(北海
道)

28号再刊1号(1949.6.1)～34号
(1949.9.15)

月2回刊
Ｍ 2834

154 ガイド 札幌サービスステー
ション

札幌 検閲文書(1947.8.8)
Ｍ 3357
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基本標題 出版者 出版地 巻次・年月次 所蔵注記 注記 刊行頻度 請求番号

155 街上放談 北鳴社 旭川 1巻6号(1946.6.15)～3巻2･3号通
巻28･29号(1948.5.15)

欠あり    付
録(時刻表)
とも

他言語表題：1巻6号～1巻13･14号 The stleet
landom tark    編者および出版者：1巻6号～2巻6
号 ニュースクラム社    刊行頻度：1巻6号～1巻11
号 月刊, 1巻12号～2巻13･14号 月2回刊

月刊

Ｍ 2835

156 外局報 外局地区職員組合 夕張 1号(1949.6.5)～2号(1949.7.5) Ｍ 2835
157 学校ニュース 北方通信社 名寄町(北海道) 1号(1949.5.18)～3号(1949.6.1) [月4回刊] Ｍ 2836
158 学院だより 学院同窓会 札幌 1号(1946.10.10)～3号(1947.5.10) Ｍ 2837
159 学内短信 札幌文科専門学院学

友会編輯部
[札幌] 1号(1949.6.17) 週刊

Ｍ 2838

160 学生フレッシュ新聞 学生フレッシュ新聞社 岩見沢 1号(1948.9.12)～33号(1949.10.4) 欠あり 週刊 Ｍ 2838
161 学生ジャーナル 北海道公論社 札幌 No.1(1949.3.1) 月2回刊 Ｍ 2838
162 学生新聞 学生新聞社 帯広 [2号](1948.4.16)～5号(1948.6.2) 月2回刊 Ｍ 2839
163 学窓タイムス 旭川市内高等学校新

聞部連盟
旭川 2号(1948.8.20)～8号(1949.8.29) 基本標題：2号 学窓マンスリー    他言語標題：2号

School monthly    編者および出版者：2～7号 市
内高校人文科学部内社会部連盟

Ｍ 2840

164 学塔 札教中等部学友会 [札幌] 1号(1947.4.15)～5号
(1947.12.15),2巻1号(1948.3.15)
～2巻3号(1948.7.5)

欠あり

Ｍ 2840

165 岩宇民報 岩宇民報編集部 岩内町([北海
道])

1号(1949.7.15)～4号(1949.10) 旬刊
Ｍ 2841

166 激流 国鉄労働組合北見支
部

北見 No.9(1946.9.26)～
no.24(1948.3.1),号外
no.4(1948.6.25)～
[号外]no.7(1948.10.14)

欠：
No.16,18
巻号重複：
No.24

編者および出版者：No.9～17 北見地方委員会,
no.19～22 国鉄北海道労働組合北見地方委員会
関連標題情報：No.19～22 国鉄北海道労働組合
北見地方委員会機関誌

Ｍ 2842

167 原動 [全逓信労働組合函館
電話局支部青年部]

[函館] No.2(1949.3.15)
Ｍ 2843

168 技連マンスリー 北海道科学技術連盟 札幌 1号(1948.6)～3号
(1948.11),vol.2,no.1(1948.2.13)～
vol.2,no.6(1949.7.20)

欠：
Vol.2,no.5

月刊

Ｍ 2844

169 五工ノ友 日本共産党五稜郭工
機部細胞

[亀田村](北海
道)

No.1(1947.4.20)～6号(1948.11.8) 関連標題情報：4,5号 日本共産党五稜郭工機部
細胞機関紙 Ｍ 2845

170 娯楽ニュース 社団法人稚内文化振
興協会

稚内町(北海道) No.1(1946.9.25)～no.4(1947.1.1) 月2回刊
Ｍ 2846

171 五星新聞 五星新聞 札幌 1号(1948.6.21) 月刊 Ｍ 2846
172 群羊 小樽公園通協会 小樽 64号(1946.4.15)～83号

(1948.8.15)
欠：74,81号
64号は再刊
号

月刊

Ｍ 2847
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基本標題 出版者 出版地 巻次・年月次 所蔵注記 注記 刊行頻度 請求番号

173 暁鐘 幾春別炭砿職員組合 札幌 1年3号(1949.5.1)～1年5号
(1949.7.1) Ｍ 2849

174 暁鐘 三井木材北海道労働
組合[ほか]

札幌 1号(1948.11.10)～1949.1.31 共同出版者：三井木材札幌支部文化部 月刊
Ｍ 2849

175 漁村新生 長万部漁民組合 長万部町(北海
道)

1号(1946.12.6)～5号(1947.6.1) 編者および出版者：1～3号 新生聯合会 月2回刊
Ｍ 2849

176 暁雲 [網走駅青年部] [網走] No.2･3合併号([ ].10.15) Ｍ 2849
177 羽幌日報 羽幌日報社 羽幌町(北海道) 76号(1947.12.4)～129号

(1948.2.15)
欠あり    巻
号順不同

日刊
Ｍ 2850

178 羽幌新聞 羽幌新聞社 羽幌町(北海道) 1号(1949.8.2)～11号(1949.10.8) Ｍ 2850
179 羽幌タイムス 羽幌タイムス社 羽幌町(北海道) 65号(1946.7.3)～425号

(1949.10.9)
欠あり    巻
号重複：196
号

月10回刊
Ｍ
2850-
2851

180 鋼の友 株式会社日本製鋼所
室蘭製作所

室蘭 19号(1948.1.25)～33号
(1949.9.15), 号外(1949.9.30)

号外とも 月刊*
Ｍ 2852

181 歯車 日本共産党勇払細胞 苫小牧町(北海
道)

No.2(1947.8.8)～no.5(1948.2.20) 欠：No.3,4
Ｍ 2852

182 ハイパー 東洋高圧北海道工業
所労働組合

砂川町(北海道) 1号(1948.5.25)～
no.48(1949.10.3)

欠あり    特
集号とも

週刊
Ｍ 2853

183 函館電話局支部ニュー
ス

吉崎司 [函館] No.1(1948.11.18) [不定期刊]
Ｍ 2854

184 函館子供新聞 道南時報社 函館 12･13号(1947.2･15)～16号
(1947.7.15)

月2回刊
Ｍ 2854

185 函館新聞  1版 函館新聞社 函館 1号(1946.11.29)～1038号
(1949.10.12)

欠あり 道南版,青森版,綜合版あり 日刊
Ｍ
2855-
2857

186 函館新聞  2版 函館新聞社 函館 4号(1946.12.2)～1038号
(1949.10.12)

欠あり 青森版あり 日刊
Ｍ
2858-
2860

187 函館新聞  3版 函館新聞社 函館 158号(1947.5.7)～1013号
(1949.9.17)

欠あり 日刊
Ｍ 2861

188 函館商工新聞 函館商工新聞社 函館 1号(1948.9.12) 旬刊 Ｍ 2861
189 函新スポーツ 函館新聞社 函館 1号(1949.4.1)～13号(1949.10.1) 月2回刊

Ｍ 2861

190 白煙 東洋高圧工業株式会
社北海道工業所白煙
編輯部

砂川町(北海道) 3号(1947.1.15)～8号(1947.7.15) ｢東圧｣(雑誌 T411)の改題    巻次継承    以後｢東
圧｣と復題

月刊

Ｍ 2861

191 白療時報 [日本共産党白川細
胞]

札幌 No.1(1949.7.1)～
no.10(1949.10.5)

刊行頻度：No.1～2号 月2回刊, no.5～7 旬刊
Ｍ 2861

192 白雪科学新聞 自然科学研究会 旭川 1号([1948.10.15])～no.8([1949.6]) 編者および出版者：1～3号 白雪科学クラブ Ｍ 2861
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基本標題 出版者 出版地 巻次・年月次 所蔵注記 注記 刊行頻度 請求番号

193 働ク村 日本共産党西足寄細
胞

[西足寄村](北海
道)

No.4(1947.6.15)
Ｍ 2862

194 働く仲間 室蘭民主青年合同委
員会

室蘭 No.1(1949.4.11), 号外(1949.4.13)
Ｍ 2862

195 はとば新聞 はとば新聞社 函館 6号(1949.7.20) Ｍ 2863
196 H.D.O.組合タイムス 函館船渠株式会社小

樽工場従業員組合
小樽 3号(1946.9.15)

Ｍ 2864

197 火花 [日本共産党全逓道本
部細胞]

[札幌] No.1(1949.2.25)～
no.2(1949.4.24) Ｍ 2865

198 ひばり 炭砿児童文化会 上砂川町(北海
道)

1巻3号(1949.4.15)～1巻6号
(1949.7.15)

月2回刊
Ｍ 2865

199 日高地協ニュース 全逓信労働組合日高
地区協議会事務局

苫小牧 No.1([1948.9])～no.28(1949.6.22) 欠あり 基本標題：No.1～20,26 日高地区協議会ニュー
ス, no.21～25,27 全逓日高地協ニュース Ｍ 2865

200 日高毎日新聞 日高毎日新聞社 浦河町(北海道) 1号(1947.10.1)～350号
(1949.10.8)

欠あり    巻
号重複：
[228],[234],
260号    1
号は復刊号

基本標題：1号 日高まいにち新聞, 26～32号 日高
まいにち

隔日刊

Ｍ
2866-
2867

201 日高タイムス 日高タイムス社 様似村(北海道) 7号(1947.4.4)～8号(1947.4.20) 号外とも 週刊 Ｍ 2868
202 東北海道 東北海道新聞社 釧路 527号(1948.8.8)～891号

(1949.10.14)
欠あり 日刊

Ｍ 2869

203 東北海道新聞 東北海道新聞社 釧路 1号(1946.11.27)～104号
(1947.3.29)

欠あり 夕刊
Ｍ 2869

204 ひがしかぐら 東神楽村役場 東神楽村(北海
道)

1号(1949.2.20)～6号(1949.8.25) 月刊
Ｍ 2870

205 東渡島支部ニュース 全逓信労働組合東渡
島特定局支部

[函館](北海道) No.7(1947.11.8)～no.27(1948.6),
no.1(1948.7.[10])～
no.8(1949.5.24)

欠あり 基本標題：No.7(1947)～3(1948) 東渡島    編者
および出版者：No.7(1947) 全逓信従業員組合東
渡島支部, no.8(1947)～3(1948) 全逓東渡島特
定局支部

不定期刊

Ｍ 2871

206 HIHOKUSEI HIHOKU SHIBU
ZENTEI

[北海道] No.2([1949].2.24)の検閲文書    Category ：
Labor

月刊
Ｍ 3357

207 ひろお新報  壁新聞版 [出版者不明] [北海道] No.1(1949.8.15)～
no.3(1949.8.8.17) Ｍ 3343

208 桧北支部ニュース 全逓桧山北部特定局
支部

[北海道] No.1(1948.5.27)～
no.8(1948.8.26)

｢桧北支部とくほう｣(NH0371)の改題
Ｍ 2872

209 桧北支部とくほう 全逓信従業員組合桧
山北部特定局支部

[太櫓村](北海
道)

1号(1947.8.6)～no.18(1948.3.25) 欠：No.13
巻号重複：
No.5,16
臨時号とも

｢桧北支部ニュース｣(NH0370)と改題    基本標
題：1号～no.5 桧北支部特報    No.11は斗争版

不定期刊

Ｍ 2872
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基本標題 出版者 出版地 巻次・年月次 所蔵注記 注記 刊行頻度 請求番号

210 広尾自由新聞 広尾自由新聞社 広尾町([北海
道])

5号(1947.2.28)～6号(1947.4.24) 月刊
Ｍ 2873

211 檜山タイムス 檜山タイムス社 [東瀬棚村](北海
道)

58号(1947.6.5)～91号(1948.2.27) 欠：
59,60,61号
号外とも

瀬棚版あり    ｢渡島タイムス｣と合併,｢道南タイム
ス｣となる

週刊

Ｍ 2874

212 HJKニュース 北海道自動車運輸株
式会社従業員組合

札幌 15号(1947.6.25)～18号
(1947.9.25) Ｍ 2874

213 北海暁新聞 株式会社北海暁新聞
社

留萌 504号(1948.8.13)～563号
(1948.11.20)

欠あり 日刊
Ｍ 2875

214 北海文化 北海文化会 稚内 1号(1949.8.10) 旬刊 Ｍ 2875
215 北海文化学生新聞 北海文化会 稚内 1号(1949.8.13)～3号(1949.9.22) 週刊 Ｍ 2875
216 北海珍報 十一号書屋 札幌 1号(1949.1.5)～5号(1949.4.1) 欠：2,3号 月2回刊 Ｍ 2875
217 北海電気新聞 北海電気新聞社 札幌 14号(1948.5.5)～39号(1949.9.9) 欠：19,36号 月3回刊 Ｍ 2876
218 北海電産 日本電気産業労働組

合北海道地方本部
札幌 1号(1947.10.25)～61号

(1949.10.5)
欠あり    号
外とも

基本標題：12～50号 Hokkai densan    編者およ
び出版者：1～33号 日本電気産業労働緒組合北
海道地方本部教育宣伝部    刊行頻度：24～32号
旬刊, 33～60号 週刊

月6回刊

Ｍ 2876

219 北海道物価通信 北海商業通信社 札幌 1号(1948.8.4)～21号(1948.10.27) ｢金融と税情報｣(雑誌 K1143)と改題    巻次継承
雑誌形態

週2回刊
Ｍ 2876

220 北海道畜産新聞 北海道畜産新聞株式
会社

帯広 5号(1949.7.5)～7号(1949.9.25) 編者および出版者：5,6号 北海道畜産新聞社 旬刊
Ｍ 2876

221 北海道大学新聞 北海道大学新聞会 札幌 314号(1947.7.8)～334号
(1949.9.19)

欠：
316,317,32
9号

基本標題：314,315号 北海道帝国大学新聞, 318
号 北大新聞    編者および出版者：314,315号 北
海道帝国大学新聞部, 318～328号 北海道大学

Ｍ 2876

222 北海道独立運動 北海道独立運動社 札幌 1号(1947.7.25)～4号(1947.10.10) 編者および出版者：1号 北海道独立運動出版部
刊行頻度：1～3号 月2回刊

月刊
Ｍ 2876

223 北海道道路運送新聞 北海道道路運送協力
会

札幌 1号(1949.4.1)～17号(1949.9.21) 欠：6号 旬刊
Ｍ 2876

224 北海道学生新聞 北海道学生新聞社 札幌 [2]号(1949.5.1)～3号(1949.6.1) Ｍ 2876
225 北海ドッグニュース 週刊北海タイムス社 札幌 1号(1948.6.5)～5号(1948.10.10) ｢日本ドッグニュース｣(雑誌 N270)と改題    巻次

継承    編者および出版者：1号 北海ドッグニュー
ス社, 2,3号 北海ドッグニュース

月2回刊
Ｍ 2876

226 北海道ゴム工業新聞 北海道ゴム工業新聞
社

小樽 1号(1948.9.5)～33号(1949.10.5) 月3回刊
Ｍ 2877

227 北海道評論 北海道評論社 小樽 1巻1号(1948.10.25) 月刊 Ｍ 2877
228 北海道衣料タイムス 北海道衣料タイムス

社
旭川 1号(1948.10.5)～17号(1949.9.30) 刊行頻度：1～10号 月2回刊 旬刊

Ｍ 2877

229 北海道開拓新聞 社団法人北海道開拓
協会

札幌 28号(1948.11.1)～34号(1949.9.1) ｢拓北｣(NT0228)の改題    巻次継承 月刊
Ｍ 2877
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基本標題 出版者 出版地 巻次・年月次 所蔵注記 注記 刊行頻度 請求番号

230 北海道観光と温泉 北海道温泉組合連合
会

札幌 11号(1948.11.15)～13号
(1949.2.10) Ｍ 2877

231 北海道経済通信 北海道経済通信社 札幌 1号(1948.5.13)～31･32･33号
(1949.2.23)

欠あり 週3回刊
Ｍ 2877

232 北海道建設新聞 北海道建設新聞社 札幌 8号(1948.1.5)～51号(1949.8.15) 欠：20号 旬刊 Ｍ 2877
233 北海道コドモ新聞 小樽新聞経営株式会

社
小樽 795号(1948.1.6)～811号

(1948.3.16),619号(1948.3.23)～
625号(1948.4.23)

欠あり    巻
号順不同

刊行頻度：795～811,619～623号 週2回刊 週刊

Ｍ 2877

234 北海道興行組合通信 北海道興行組合 札幌 4巻1号([1948.10])～5巻1号
([1949.4.22]) Ｍ 2877

235 北海道興行新聞 北海道興行新聞社 札幌 1号(1948.12.1)～3号(1949.6.15) 旬刊 Ｍ 2877
236 北海道興信所報 北海道興信所 小樽 1号(1948.12.8)～9号(1949.7.28) 欠：2,7,8号 月3回刊 Ｍ 2877
237 北海道協会会報 北海道協会札幌事務

所
札幌 1号(1948.3.10)

Ｍ 2877

238 北海道ミシンタイムス 山下兼広 旭川 3号(1949.1.3) Ｍ 2877
239 北海道木材時報 北海道木材時報社 小樽 31号(1947.12.5)～75号(1949.8.5) 欠：

32,35,36号
｢北海木材タイムス｣(NH0750)と改題    巻次継承 旬刊

Ｍ 2878

240 北海道農民新聞 北海道農民新聞社 札幌 130号(1948.12.31)～142号
(1949.6.17)

欠：139号
Ｍ 2878

241 北海道林業新聞 北方公論社 札幌 1号(1947.9.25)～22号
(1948.12.11)

欠あり 基本標題：1～10号 薪炭 (改題)    刊行頻度：6～
14号 月2回刊

月刊
Ｍ 2878

242 北海道林材新聞 北海道林材新聞社 札幌 21号(1946.7.15)～159号
(1949.10.6)

欠あり
号外とも

刊行頻度：21～29号 月3回刊 週刊
Ｍ 2878

243 北海道林材特報 北海道林材新聞社 札幌 95号(1947.9.19)～687号
(1949.9.30)

欠あり 日刊
Ｍ 2878

244 北海道産業タイムス 北海道産業タイムス
社

札幌 27号(1947.4.1) 月2回刊
Ｍ 2878

245 北海道新聞 (旭川)  旭
川市内版

北海道新聞旭川支社 旭川 1792号(1947.10.5)～2522号
(1949.10.10)

欠あり 1版,2版,3版あり    補遺あり 日刊
Ｍ
2871-
2881

246 北海道新聞 (旭川)  上
川版

北海道新聞旭川支社 旭川 2231号(1948.12.21)～2521号
(1949.10.9)

欠あり 補遺あり 日刊
Ｍ 2882

247 北海道新聞 (旭川)  上
川･宗谷･天塩版

北海道新聞旭川支社 旭川 1909号(1948.2.1)～2229号
(1948.12.19)

欠あり 上川･宗谷･天塩版(A),上川･宗谷･天塩版(B)あり
補遺あり

日刊
Ｍ 2883

248 北海道新聞 (旭川)  北
見版

北海道新聞旭川支社 旭川 1909号(1948.2.1)～2521号
(1949.10.9)

欠あり 北見版(A),北見版(B)あり    補遺あり 日刊
Ｍ
2884-
2885

249 北海道新聞 (旭川)  留
萌･宗谷版

北海道新聞旭川支社 旭川 2238号(1948.12.28)～2521号
(1949.10.9)

欠あり 補遺あり 日刊
Ｍ 2886

250 北海道新聞 (旭川)  空
知版

北海道新聞旭川支社 旭川 2391号(1949.6.1)～2521号
(1949.10.9)

欠あり 補遺あり 日刊
Ｍ 2887
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251 北海道新聞 (函館)  青
森版

北海道新聞函館支社 函館 1691号(1947.6.26)～2522号
(1949.10.10)

欠あり
巻号重複：
1998号

補遺あり 日刊

Ｍ
2887-
2889

252 北海道新聞 (函館)  函
館市内版･函館版

北海道新聞函館支社 函館 1637号(1947.5.3)～2522号
(1949.10.10)

欠あり 函館市内版：1637～2178号    函館版：2179～
2522号    補遺あり

日刊
Ｍ
2890-
2892

253 北海道新聞 (函館)  渡
島･檜山版

北海道新聞函館支社 函館 1679号(1947.6.14)～2521号
(1949.10.9)

欠あり 1版,2版あり    補遺あり 日刊
Ｍ
2893-
2894

254 北海道新聞 (釧路)  釧
路版

北海道新聞釧路支社 釧路 1533号(1947.1.19)～2520号
(1949.10.9)

欠あり    巻
号重複：
2319号

1533～2492号は釧路国版    総合版あり    補遺
あり

日刊

Ｍ
2895-
2897

255 北海道新聞 (釧路)  [釧
路]市内版

北海道新聞釧路支社 釧路 1765号(1947.9.9)～2492号
(1949.9.11)

欠あり 補遺あり 日刊
Ｍ
2898-
2899

256 北海道新聞 (釧路)  根
室版

北海道新聞釧路支社 釧路 1620号(1947.4.17)～2520号
(1949.10.9)

欠あり 1620～1778号は版表示なし    補遺あり 日刊
Ｍ
2900-
2901

257 北海道新聞 (札幌)  胆
振･日高版

北海道新聞社 札幌 1909号(1948.2.1)～2523号
(1949.10.11)

欠あり 補遺あり 日刊
Ｍ
2902-
2903

258 北海道新聞 (札幌)  石
狩版

北海道新聞社 札幌 1909号(1948.2.1)～2083号
(1948.7.25)

欠あり 補遺あり 日刊
Ｍ
2903-
2904

259 北海道新聞 (札幌)  上
川版

北海道新聞社 札幌 2233号(1948.12.23)～2523号
(1949.10.11)

欠あり 補遺あり 日刊
Ｍ 2904

260 北海道新聞 (札幌)  上
川･留萌版

北海道新聞社 札幌 1909号(1948.2.1)～2220号
(1948.12.10)

欠あり 1版,2版,3版あり    補遺あり 日刊
Ｍ 2905

261 北海道新聞 (札幌)  空
知版

北海道新聞社 札幌 2167号(1948.10.18)～2523号
(1949.10.11)

欠あり 総合版A,総合版B,総合版Cあり    1版,2版,3版あ
り    補遺あり

日刊
Ｍ
2906-
2909

262 北海道新聞 (札幌)  空
知版A

北海道新聞社 札幌 1909号(1948.2.1)～2166号
(1948.10.17)

欠あり 1版,2版あり    補遺あり 日刊
Ｍ 2910

263 北海道新聞 (札幌)  空
知版B

北海道新聞社 札幌 1591号(1947.3.17)～2166号
(1948.10.17)

欠あり 空知版あり    総合版A,総合版B,総合版Cあり    1
版,2版,3版あり    補遺あり

日刊
Ｍ
2911-
2912

264 北海道新聞 (札幌)  室
蘭版

北海道新聞社 札幌 1909号(1948.2.1)～2523号
(1949.10.11)

室蘭･胆振･日高版あり    1版のみ    補遺あり 日刊
Ｍ
2913-
2914

265 北海道新聞 (札幌)  帯
広･十勝版

北海道新聞社 札幌 1909号(1948.2.1)～2523号
(1949.10.11)

欠あり 補遺あり 日刊
Ｍ
2915-
2916

266 北海道新聞 (札幌)  小
樽版

北海道新聞社 札幌 1909号(1948.2.1)～2523号
(1949.10.11)

欠あり 札樽版あり   2版,3版,4版,5版あり    補遺あり 日刊
Ｍ
2917-
2918

267 北海道新聞 (札幌)  札
幌版

北海道新聞社 札幌 1538号(1947.1.23)～2523号
(1949.10.11)

欠あり    巻
号順不同

札樽版あり    2版,3版,4版,5版あり    補遺あり 日刊
Ｍ
2919-
2921

268 北海道新聞 (札幌)  札
幌近郊版

北海道新聞社 札幌 1909号(1948.2.1)～2523号
(1949.10.11)

欠あり 総合版B,総合版Cあり    補遺あり 日刊
Ｍ
2922-
2923

269 北海道新聞 (札幌)  後
志版

北海道新聞社 札幌 1909号(1948.2.1)～2523号
(1949.10.11)

欠あり 補遺あり 日刊
Ｍ
2924-
2925
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270 北海道新聞 (札幌)  夕
張･空知版

北海道新聞社 札幌 2167号(1948.10.18)～2523号
(1949.10.11)

欠あり 夕張･空知･上川版あり    1版,2版あり    補遺あり 日刊
Ｍ
2926-
2927

271 [北海道新聞] [北海道] ｢北海道新聞｣の補遺    本･支社,地方版のリスト
Ｍ 3354

272 [北海道新聞] [北海道] ｢北海道新聞｣の補遺    本･支社,地方版のリスト
Ｍ 3354

273 北海道新聞社報 [北海道新聞社] 札幌 37号(1948.9.25)～43号
(1949.9.10) Ｍ 2927

274 北海道消防協会臨時
会報

財団法人北海道消防
協会

札幌 1949.7.23
Ｍ 2927

275 北海道小学新聞 北海道小学新聞社 室蘭 8号(1947.3.20)～27号(1949.7.31) 欠あり 基本標題：8号 北海道少国民新聞 (改題)    出版
者：8号 北海道少国民新聞社

月刊
Ｍ 2927

276 北海道商報 北海道商報社 小樽 復刊35号(1948.1.10)～復刊162号
(1949.10.6)

欠あり    付
録とも    巻
号重複：復
刊106号

刊行頻度：復刊35～84号 月5回刊, 復刊85～112
号 月6回刊    繊維版あり

週2回刊

Ｍ
2927-
2928

277 北海道商工会議所所
報

社団法人北海道商工
会議所

札幌 1号(1947.10.25)～17号
(1949.9.25)

欠：2,3,11
号    ｢道商
情報｣1号,｢
北海道商工
会議所情
報｣2号,付
録とも

月刊

Ｍ 2928

278 北海道食料営団公報 北海道食料営団 札幌 6号(1946.12.20)～29号(1947.5.5) 欠あり 6,29号は｢計量器｣(6,7号)と合刷    ｢計量器｣の関
連標題情報：北海道食料営団従業員組合機関紙 Ｍ 2928

279 北海道食糧新聞 北海道食糧新聞社 [函館] 49号(1946.10.25) ｢週刊北海水産｣(NS2542)と改題 週刊 Ｍ 2928
280 北海道水産資材通信 農林省資材調整事務

所水産課
[札幌] 1号(1948.12.25)～26号

(1949.10.1)
欠：17,25号 出版者：1～14号 恒文書院 月3回刊

Ｍ 2928

281 北海道水産通信 北海道通信社 小樽 7号(1947.4.10)～74号
(1948.12.16)

欠あり  付録
とも

｢小樽商業新報｣(NO 0471)と改題    巻次継承
刊行頻度：19～30号 月3回刊

週刊
Ｍ 2928

282 北海道投書新聞 北海道投書新聞社 札幌 2号(1946.10.1) 月3回刊 Ｍ 2928
283 北海道ウィークリー 北海道新聞社 札幌 85号(1948.8.8)～145号

(1949.10.2)
欠：101号
臨時増刊と
も

週刊

Ｍ 2929

284 北海道税経情報 株式会社北海道商業
通信社

札幌 48号(1949.6.3)～65号(1949.9.30) ｢金融と税情報｣(雑誌 K1143）の改題 週刊
Ｍ 2930

285 北海ガゼット 北海ガゼット社 岩内町(北海道) 10号(1948.5.20)～11号
(1948.7.30)

月2回刊
Ｍ 2930

286 北海医薬衛生新報 北海薬報社 札幌 424号(1948.1.18)～437号
(1948.12.28)

｢北海医薬新報｣(NH0722)と改題    巻次継承 月3回刊
Ｍ 2930
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287 北海医薬新報 北海薬報社 札幌 438号(1949.1.8)～443号
(1949.2.28)

｢北海医薬衛生新報｣(NH0721)の改題    巻次継
承    ｢北海薬報｣(NH0788)と改題    巻次継承

旬刊
Ｍ 2930

288 北海時報 北海時報社 夕張 1号(1946.5.3)～33号(1949.1.15) 欠あり Ｍ 2930
289 北海時報 北海時報社 札幌 1号(1947.11.3)～2号(1947.11.23) 旬刊 Ｍ 2930
290 北海時報 北海時報社 岩内町(北海道) 21号(1948.1.1)～52号(1949.9.26) 欠：33号 旬刊 Ｍ 2930
291 北海時報 社団法人樺太引揚者

団体連合会
札幌 26号(1948.5.1)～27号(1948.7.1) 月2回刊

Ｍ 2930

292 北海時事 北海時事社 札幌 1号(1949.8.1) 補遺あり [月刊] Ｍ 2930
293 北海時事 北海時事社 札幌 補遺    検閲文書 Ｍ 3354
294 北海時事新聞 北海時事新聞社 小樽 6号(1948.1.30)～21号(1949.8.31) Ｍ 2930
295 北海経済 北海経済新聞社 小樽 1946.11.1～91号(1949.10.1) 欠あり 関連標題情報：1947.1.1 北海経済新聞 月3回刊 Ｍ

2930-
2931

296 北海経済興信日報 株式会社北海経済興
信所

小樽 4600号(1946.11.1)～7542号
(1949.10.14)

欠あり 日刊
Ｍ
2931-
2933

297 北海経済新聞 北海経済新聞社 札幌 36号(1948.1.1)～113号
(1949.10.3)

欠：102号
巻号重複：
64号
付録とも

64号より｢週刊北海経済新聞｣(NS2541)を分離
編者および出版者：36～64号 株式会社北海経済
新聞社

週刊

Ｍ 2933

298 北海建設 北海建設新聞社 札幌 12号(1947.1.25) Ｍ 2933
299 北海高校新聞 北海高等学校新聞部 札幌 1号(1948.12.15)～6号(1949.7.15) 編者および出版者：1～5号 北海高等学校協学会

新聞部    刊行頻度：3,4号 [月刊] Ｍ 2933

300 北海更生新聞 北海更生新聞社 小樽 33号(1947.10.20)～34号
(1947.11.10)

｢からふと時報｣(NK0568)の改題    巻次継承 旬刊
Ｍ 2933

301 北海協同組合通信 北海道協同組合通信
社

札幌 133号(1947.11.28)～405号
(1949.10.12)

欠あり 補遺あり 週3回刊
Ｍ
2933-
2934

302 北海協同組合通信 同上 札幌 補遺    287号の検閲文書 Ｍ 3354
303 北海教育情報 社団法人希望生活の

会
札幌 1号(1948.3.1)～14号(1949.9.1) 欠あり 編者および出版者：1～8号 有限会社自由建設社

編者：4～8号 北海道教育部 Ｍ 2935

304 北海教育展望 北海教育展望社 札幌 1号(1948.11.10)～7号(1949.8.20) 月刊 Ｍ 2935
305 北海教養新聞 国家地方警察札幌管

区本部警務部教養課
北海警友編集部

札幌 1号(1948.2.5)～[27]号(1949.3.25) 欠：20号
以後廃刊

その他の関連標題情報：北海警友付録   「北海警
友」(雑誌 H621)をも見よ     編者および出版者：変
更あり

月2回刊
Ｍ 2935

306 北海毎日 北海毎日新聞社 羽幌町(北海道) 1号(1948.9.13)～33号(1949.3.1) 欠：31,32号
巻号重複：
23号

日刊

Ｍ 2935

307 北海毎日 北海毎日新聞社 岩見沢 11号(1946.12.23) Ｍ 2935
308 北海民報 北海民報社 苫小牧町(北海

道)
58号(1947.6.9)～67号(1947.8.31) ｢日刊とまこまい｣(NH0996)と改題    巻次継承 週刊

Ｍ 2935
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309 北海民報 株式会社札幌毎日新
聞社

札幌 1号(1949.5.15)
Ｍ 2935

310 北海民団時報 在日大韓民国居留民
団北海道本部

札幌 2号(1949.2.15)～3号(1949.3.15)
Ｍ 2935

311 北海民生新聞 北海民生新聞社 旭川 1号(1948.2.15)～2号(1948.3.10) 旬刊 Ｍ 2935
312 北海民声新聞 北海民声新聞社 室蘭 43号(1948.8.6)～46号(1948.11.5) 週刊 Ｍ 2935
313 北海民主新聞 北海民主新聞社 留萌 8号(1946.7.6)～225号(1948.4.29) 欠あり

号外とも
刊行頻度：8～28号 週刊    編者および出版者：29
～148号 株式会社北海民主新聞社

日刊
Ｍ
2935-
2936

314 北海民主新聞 北海民主新聞社 京極村(北海道) 16号(1946.11.11) 月3回刊 Ｍ 2936
315 北海民友新聞 北海民友新聞社 帯広 24号(1947.3.14)～33号

(1947.8.15)
欠：
25,28,32号

週刊
Ｍ 2936

316 北海木材工業 北海道木製品振興会 札幌 5号(1946.12.30)～13号
(1949.3.10)

付録とも 編者および出版者：5,6号 北海道家具建具工業統
制組合, 7～12号 北海道家具建具工業協同組合

月刊
Ｍ 2936

317 北海木材タイムス 北海木材タイムス 小樽 76号(1949.9.5)～82号(1949.10.5) 欠：80号 ｢北海道木材時報｣(NH0676)の改題    巻次継承 月6回刊 Ｍ 2936
318 北海日日新聞  1版 北海日日新聞社 旭川 483号(1948.1.3)～1119号

(1949.10.9)
欠あり    巻
号重複：979
号

市内版,炭鉱版,東部版,北見版,東部･北見版,中部
版,上川･宗谷･留萌版[ほか]あり

日刊

Ｍ
2936-
2939

319 北海日日新聞  2版 北海日日新聞社 旭川 487号(1948.1.8)～1119号
(1949.10.9)

欠あり    巻
号重複：979
号

市内版,炭鉱版,東部版,北見版,東部･北見版,中部
版,上川･宗谷･留萌版[ほか]あり

日刊

Ｍ
2940-
2944

320 北海日日新聞  3版 北海日日新聞社 旭川 [550]号(1948.3.10)～813号
(1948.11.30)

欠あり 市内版,中部版,東部版,北見版[ほか]あり 日刊
Ｍ 2945

321 北海日報 株式会社北海日報社 札幌 78号(1948.1.1)～128号
(1949.10.1)

｢革新日報｣(NK0275)の改題    巻次継承 月3回刊
Ｍ 2945

322 北海日報  道北版 北海日報旭川支局 旭川 1号(1949.2.1)～9号(1949.8.28) 欠：6,7,8号 編者および出版者：1～5号 株式会社北海日報旭
川支局    刊行頻度：1～5号 週刊    1号は旭川版 Ｍ 2945

323 北海農報 北海道農業技術普及
会

札幌 1号(1947.12.12)～49号
(1949.7.29)

欠あり 週刊
Ｍ 2945

324 北海ニュース 株式会社北海ニュー
ス社

札幌 64号(1948.1.25)～68号
(1948.6.25) Ｍ 2945

325 北海パック 北海道政治同盟札幌
支部

札幌 1号(1946.4.5)
Ｍ 2945

326 北海パック 北海パック社 札幌 1号(1948.4.5)～10号(1949.4.15) 炭砿版,網走･北見版,日高･胆振版あり Ｍ 2945
327 北海PT新聞 北海PT新聞社 旭川 2号(1949.6.30)～3号(1949.9.17) 付録あり 週刊 Ｍ 2945
328 北海レポート 自由人社 旭川 1号(1947.10.1)～9号(1949.4.28) 基本標題：1～7号 自由人 (改題)    出版者：1～5

号 自由人連盟 Ｍ 2945

329 北海労働 北海道労働協会 札幌 1号(1949.8.4)～10号(1949.10.6) 欠：5,6,7号 週刊 Ｍ 2945
330 北海労働 日本労働組合総同盟

北海道地方聯合会
札幌 1号(1946.11.1)～3号(1947.1.10) 欠：2号 月2回刊

Ｍ 2945
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331 北海産業経済 北海産業経済新聞社 帯広 1号(1947.6.25)～7号(1947.11.1) 旬刊 Ｍ 2945
332 北海産業経済新聞 北海産業経済新聞社 札幌 1947.8.15～6号(1948.4.25) 欠あり Ｍ 2945
333 北海産業新聞 北海産業新聞社 札幌 1号(1948.8.11) 旬刊 Ｍ 2945
334 北海三友新聞 北海三友新聞社 苫小牧 35号(1948.1.5)～98号(1949.10.5) 旬刊 Ｍ 2946
335 北海石油経済新聞 北海石油経済新聞社 札幌 1号(1949.4.20)～22号(1949.9.28) 週刊 Ｍ 2946
336 北海社会新聞 北海社会新聞社 札幌 1号(1947.12.15)～3号(1948.2.24) Ｍ 2946
337 北海写真新聞 北海写真新聞社 札幌 1号(1948.7.14)～140号

(1949.10.4)
欠あり    巻
号重複：116
号

刊行頻度：1～32号 週刊 日刊

Ｍ
2946-
2947

338 北海新報 北海新報編集局 札幌 特集号(1948.9.25),[再刊]26号
(1948.10.5)～再刊104号
(1949.10.7)

号外とも ｢トラクター｣(NT1056)の改題    巻次継承    関連
標題情報：特集号,[再刊]26～46号 日本共産党北
海道地方委員会機関紙    編者：特集号,[再刊]26
～68号 佐貫徳義主筆    刊行頻度：[再刊]26号～
82号 月6回刊

月10回刊

Ｍ 2947

339 北海新報 北海新報社 紋別町(北海道) 1号(1948.2.24)～128号
(1949.10.5)

欠：6,28,37
号

刊行頻度：1～41号 週刊, 42～127号 週3回刊 週2回刊
Ｍ
2947-
2948

340 北海新報 北海新報社 札幌 5号(1947.6.10)～17号(1947.10.4) 欠：9,11号 刊行頻度：6～8号 月3回刊 週刊 Ｍ 2948
341 北海真宗 北海道教務所 [札幌] 12号(1949.3.10)～14号

(1949.8.15) Ｍ 2948

342 北海商報 北海商報社 函館 再刊1号(1949.4.22)～再刊17号
(1949.10.5)

欠：再刊7号 刊行頻度：再刊1～6号 旬刊 月3回刊
Ｍ 2948

343 北海商工新聞 北海商工新聞社 旭川 1号(1946.6.5)～13号(1949.10.7) 刊行頻度：1～12号 月3回刊 週刊 Ｍ 2948
344 北海商工通信 北海商工通信社 札幌 1号(1949.6.25) Ｍ 2948
345 北海食料 食料毎日新聞社北海

道支社
小樽 1号(1948.2.15)～4号(1948.11.10) 関連標題情報：1,2号 食料毎日新聞北海道版 月3回刊

Ｍ 2948

346 北海商友新報 北海商友新報社 札幌 1号(1948.5.10)～32号(1949.9.10) 欠：18号 月3回刊 Ｍ 2948
347 北海宗教新聞 北海宗教新聞社 帯広 1号(1947.10.11)～[3]号

(1949.6.10)
欠：2号 編者および出版者：1号 北海道宗教新聞社    刊

行頻度：1号 旬刊 Ｍ 2948

348 北海水産新聞 北海水産新聞社 札幌 60号(1948.1.5)～122号
(1949.9.25)

欠あり 月3回刊
Ｍ 2948

349 北海タイムス 新北海新聞社 札幌 187号(1947.3.8)～1152号
(1949.10.10)

欠あり    巻
号重複：265
号

夕刊    1143号より｢新北海｣を合併    編者および
出版者：187～1116号 北海タイムス社  A版,B
版,C版,D版,E版あり

日刊

Ｍ
2949-
2950

350 北海タイムス  炭鉱版 新北海新聞社 札幌 245号(1947.5.6)～1152号
(1949.10.10)

欠あり 245～304号は夕刊    1143号より｢新北海｣を合
併    編者および出版者：245～1116号 北海タイ

日刊
Ｍ
2951-
2952

351 北海探偵時報 北海私立探偵社 札幌 1号(1948.10.10) 月刊 Ｍ 2952
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352 北海隣組新聞 北海隣組新聞社 札幌 6号(1946.10.20)～11号
(1946.12.20)

欠：8号 他言語標題：7,9号 Hokkai tonarigumi press 月3回刊
Ｍ 2952

353 北海通信 北海通信社 帯広 2号(1949.5.1)～3号(1949.6.7) 旬刊 Ｍ 2952
354 北海藁工品 北海藁工品通信社 小樽 1号(1948.11.21)～19･20号

(1949.10.1)
旬刊

Ｍ 2952

355 北海薬報 北海薬報社 札幌 444号(1949.3.8)～464号
(1949.10.8)

｢北海医薬新報｣(NH0722)の改題    巻次継承 旬刊
Ｍ 2952

356 北海読売 北海読売新聞社 小樽 1号(1949.3.10)～21号(1949.9.30) 関連標題情報：1～7号 北海読売新聞 旬刊 Ｍ 2952
357 北海世論 北海世論新聞社 札幌 1号(1949.4.24)～11号(1949.8.28) 週刊 Ｍ 2953
358 北海郵蒐趣味会リポー

ト
北海郵蒐趣味会 札幌 Vol.1,no.1(1947.2.16)～

vol.1,no.7(1947.6.15) Ｍ 2953

359 北患同盟報 北海道患者同盟 札幌 4･5月合併号(1949.5.15)～8月号
(1949.8.20), 号外(1949.9.19)

欠あり
特報とも Ｍ 2953

360 北購連通信 北海道購買農業協同
組合連合会

札幌 No.30(1949.7.10)～
no.38(1949.10.1)

欠：
No.36,37
号外とも

｢購連情報｣(NK1870)の改題    巻次継承 月3回刊
Ｍ 2954

361 北教 北海道教職員組合 札幌 2号(1946.7.1)～20号(1949.9.3),
号外(1949.9.5)

欠あり
号外とも

関連標題情報：号外(1949.9.5) 北教組高校部報
編者および出版者：2号 北海道教員組合

週刊
Ｍ 2954

362 北教十協報 北海道教職員組合十
勝地区協議会書記局

[北海道] No.60([1948].8.28)～1949.1.28 欠あり
Ｍ 2954

363 北潮新報 北潮新報社 岩内町(北海道) 1号(1948.8.23)～41号(1949.10.4) 刊行頻度：1～19号 旬刊 週刊 Ｍ 2955
364 北大職組新聞 北教組北大支部 [札幌] 1号(1948.11.3)～19号(1949.9.20) 特別号,

号外とも

補遺あり 月2回刊
Ｍ 2955

365 北大職組新聞 北教組北大支部 [札幌] 補遺    特別号の検閲文書 Ｍ 3354
366 北映シネマガイド 北海道映画演劇研究

会
[北海道] [1948.9] 月刊

Ｍ 2955

367 北門時報 北門同志会 稚内町(北海道) 55号(1948.2.1)～57号(1948.5.31) 以後廃刊 旬刊 Ｍ 2956
368 北門新報 株式会社北門新報社 帯広 300号(1949.9.11)～331号

(1949.10.13)
｢夕刊北海新報｣(NY0505)の改題    巻次継承 日刊

Ｍ 2956

369 ホクニチ 北海日日新聞社 旭川 1号(1948．6．10）～16号
(1948.11.10)

欠：6号 基本標題：1～15号 北日 旬刊
Ｍ 2956

370 北農連ニュース 北海道指導農業協同
組合連合会農政課

札幌 No.10(1948.5.1)～
no.61(1949.10.1)

欠：No.32 基本標題：No.10～22 北農ニュース    編者および
出版者：No.10～20 北海道農業会総務部･農政
課, no.21 北海道指導農協組連合会総務部･農政
課

旬刊

Ｍ 2957

371 北農労ニュース 北海道農業団体労働
組合教育宣伝部

札幌 1949.7.24～1949.8.15,
no.1(1949.9.1)～no.5(1949.10.7)

巻号順不同 関連標題情報：1949.7.24,3号 北農労機関紙,
1949.8.15 北海道農業団体労働組合機関紙
刊行頻度：1949.8.15 月2回刊

週刊*
Ｍ 2957
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372 ほくれん速報 全鉱北海道地方連合
会

[札幌] No.67([1949].8.1)～
no.86([1949].10.10)

欠：81号
Ｍ 2957

373 北陸運 北海道運搬商業協同
組合連合会

札幌 1号(1949.5.15)～10号(1949.10.1)
Ｍ 2958

374 北労 北海道労働組合会議 札幌 No.3(1948.6.15)～42号
(1949.9.21)

欠あり    号
外,特別情
報とも

関連標題情報：No.3～13 機関紙,14～35号 北海
道労働組合会議機関紙 Ｍ 2959

375 北労文化部宣伝資料 北海道労働組合会議 北海道 1949.10.13 Ｍ 2959
376 北労調査協議会記録 北労会議調査部 [北海道] 6回(1948.7.10) Ｍ 3343
377 北労情報 北海道労働組合会議

情報宣伝部
札幌 No.3(1948.2.16)～

no.104([1948].11.17)
欠あり    号
外,特報とも
巻次年月次
不明あり

｢北労速報｣(NH0888)と改題    基本標題：No.50
～74 人斗情報    編者および出版者：No.3 北海
道労働組合事務局, 1948.8.24～no.74 北労会
議･人斗共同

Ｍ 2959

378 北労会議臨時大会決
定報告

[北労会議] [北海道] 2回([ .7]) 欠頁あり
Ｍ 3343

379 北労速報 北海道労働組合会議
情報宣伝部

札幌 No.180(1949.6.4)～
no.[265]([1949].10.10)

欠あり ｢北労情報｣(NH0887)の改題    編者および出版
者：No.180～192 北海道労働組合会議 Ｍ 2960

380 北竜新聞暁峰 北竜青年政治研究会 北竜村(北海道) 9号(1946.12.5)～
10(1947 3 10)

Ｍ 2960
381 北針 全日通労組北海道地

区青年婦人部
北海道 No.39(1949.8.1)～

no.43(1949.10.1) Ｍ 2961

382 北診 北海道診療協力会 札幌 10号(1949.4.10)～16号
(1949.10.10)

月刊
Ｍ 2961

383 北州民報 北州民報社 札幌 1号(1948.3.20)～17号(1949.9.25) 欠：10,16号 関連標題情報：6～7号 北州民報新聞    出版地：
1～5号 留萌    刊行頻度：1～3号 年20回

月刊
Ｍ 2962

384 北斗時報 北斗時報社 [瀬棚町](北海
道)

20号(1947.4.1) 週刊
Ｍ 2963

385 北東民報 北東民報社 遠軽町(北海道) 82号(1948.1.1)～170号
(1949.10.4)

欠あり 週刊
Ｍ 2963

386 北都日日新聞 北都日日新聞社 北見 37号(1947.8.5)～591号
(1949.10.12)

欠あり    巻
号重複：466
号

｢北都新聞｣(NH0942)の改題    巻次継承 日刊

Ｍ
2963-
2964

387 北都新聞 北都新聞社 江別町(北海道) 1号(1948.8.8)～26号(1949.9.27) 刊行頻度：1～13号 週刊 月2回刊* Ｍ 2964
388 北都新聞 北都新聞社 北見 1号(1947.3.24)～35号(1947.7.27) 欠あり ｢北都日日新聞｣(NH0936)と改題    巻次継承

刊行頻度：1～9号 週刊
週2回刊

Ｍ 2965

389 北話にゅーす 全逓信労働組合電話
協議会北海道地方協
議会

[札幌] No.22(1948.6.10)～
no.31(1949.2.6)

欠あり 基本標題：No.22,29 北話総務情報, no.23 総務
情報, no.30 北話総    ｢総務部ニュース｣をも見よ
補遺あり

不定期刊

Ｍ 2966
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390 北話にゅーす 全逓信労働組合電話
協議会北海道地方協
議会

[札幌] 補遺    検閲文書
Ｍ 3354

391 北洋無塵地帯 北洋無尽株式会社職
員組合文化部

札幌 2号(1948.11.10)
Ｍ 2966

392 北雄時報 北雄時報社 室蘭 1号(1949.9.15)～2号(1949.9.25) Ｍ 2966
393 ホノホ 日本共産党苫小牧地

区鉄道細胞
[苫小牧町](北海
道)

No.11(1947.8.25)～
no.14(1947.10.28), no.1(1948)

欠：
No.12,13

基本標題：No.11,14 焔    関連標題情報：
No.11,14 ホノホ    編者および出版者：No.11 日
本共産党苫小牧地区委員会鉄道細胞

Ｍ 2967

394 焔 国鉄労組名寄支部浜
屯別保線区分会

[名寄村](北海
道)

No.1([1949.1])～no.2(1949.2.8)
Ｍ 2967

395 北方情報 北方情報社 滝川町(北海道) 1巻1号(1949.4.15)～1巻3号
(1949.8.7)

刊行頻度：1巻1号 月2回刊, 1巻2号 月3回刊 月刊
Ｍ 2967

396 北方労働新聞 北方労働新聞社 札幌 1号(1947.4.10)～2号(1947.6.15) 月3回刊 Ｍ 2967
397 北方青年タイムス 北方青年タイムス社 紋別町(北海道) 2号(1947.1.1)～4号(1947.2.1) 欠：3号 月2回刊 Ｍ 2967
398 北方通信 社団法人樺太引揚者

団体連合会
札幌 4号(1947.3.1)～12号(1947.9.1) 欠：5号 月2回刊

Ｍ 2967

399 北方ヤマト新聞 北方ヤマト新聞社 岩見沢 3号(1946.7.25)～4号(1949.1.20) Ｍ 2968
400 幌内新聞 日本共産党幌内細胞

教育宣伝部
三笠町(北海道) No.1(1949.5.16)～

no.8(1949.8.10)
関連標題情報：No.1 日本共産党三笠地区幌内細
胞機関紙    編者および出版者：No.1～4 日本共
産党幌内細胞

旬刊

Ｍ 2968

401 萌青 留萌青年団文化部 [留萌町](北海
道)

1号(1946.12.25)～2号(1947.2.28)
Ｍ 2968

402 いぶり新聞 いぶり新聞編集局 室蘭 1号(1949.2.5)～2号(1949.2.10) 旬刊 Ｍ 2969
403 一高新聞 北海道立札幌第一高

等学校学友会新聞部
札幌 34号(1949.1.20)～42号

(1949.10.1)
月刊

Ｍ 2970

404 いゝんかい [彌生労働組合] [北海道] No.58(1949.1.27)～
no.67(1949.6.22)

欠あり
Ｍ 2971

405 育成 琴似小学校P.T.A [北海道] 1号(1948.7.24)～5号(1949.7.19) Ｍ 2972
406 幾声 幾春別炭鉱労働組合 小樽 2年3号(1949.4.15)～2年4号

(1949.8.25)
編者および出版者：2年3号 全石炭幾春別支部労
働組合 Ｍ 2972

407 いなかしんぶん 松本狂輔 帯広 1号(1949.7.10)～10号(1949.10.5) 刊行頻度：1～3号 旬刊 週刊 Ｍ 2973
408 石狩地区情報 [出版者不明] 石狩 1948.11.28～1949.2.1 Ｍ 2974
409 石狩報知新聞 株式会社石狩報知新

聞社
江別町(北海道) 16号(1946.11.20)～76号

(1948.6.6)
欠あり    以
後廃刊

刊行頻度：16号 月3回刊 週刊
Ｍ 2974

410 石狩労政 札幌労政事務所 札幌 [1号](1948.11.8)～3号(1949.1.1) 半月刊 Ｍ 2974
411 石狩新聞 石狩新聞社 篠路村(北海道) 1号(1946.11.3)～

no.19(1948.11.23)
欠あり ｢篠路新聞｣(NS1854)と改題    巻次継承    刊行

頻度：1号 月2回刊
週刊

Ｍ 2974
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412 石狩新報 石狩新報社 千歳町(北海道) 20号(1948.9.28)～25号
(1949.3.13)

｢千歳サンデー毎日｣(NC0180)の改題    巻次継
承 Ｍ 2974

413 石狩タイムス 石狩タイムス社 江別町(北海道) No.1(1947.1.15)～
no.66(1949.9.25)

欠あり 基本標題：No.1～49 ガリ版石狩タイムス
Ｍ 2974

414 岩高新聞 岩見沢高等学校新聞
部

岩見沢 1号(1949.6.15)～2号(1949.7.20)
Ｍ 2975

415 岩見沢女子高校新聞 北海道立岩見沢女子
高等学校新聞部

岩見沢 1号(1948.8.20)～12号(1949.10.8)
Ｍ 2976

416 岩見沢市報 岩見沢市報社 岩見沢 3号(1948.9.10)～46号(1949.9.15) 欠あり 刊行頻度：17～31号 週刊 旬刊 Ｍ 2976
417 岩見沢スポーツ 岩見沢スポーツ愛好

会
岩見沢 1号(1949.9.14) 月2回刊

Ｍ 2976

418 岩内町公報 岩内町役場 岩内町([北海
道])

89号(1949.5.28)～109号
(1949.10.8)

欠：106号 週刊
Ｍ 2977

419 岩内保健所連絡報 岩内保健所 岩内町([北海
道])

No.1(1949.3.1)～no.9(1949.7.1) 欠：No.8 月2回刊
Ｍ 2977

420 岩内民報 岩内民報社 岩内町([北海
道])

10号(1946.6.22)～15号
(1946.10.10)

欠：
12,13,14号

旬刊
Ｍ 2977

421 いづみ 三菱鉱業北海道監督
事務所

札幌 7号(1949.6.30)～9号(1949.8.31) 月刊
Ｍ 2978

422 泉 泉発行所 札幌 1号(1948.10.10)～12号
(1949.9.10)

月刊
Ｍ 2979

423 ジャッキ 日本共産党五稜郭工
機部細胞

函館 No.1(1949.4.1)～no.2(1949.4.11) 旬刊
Ｍ 2980

424 自治 北海道自治研究所 留萌 1号(1949.9.1) 旬刊 Ｍ 2981
425 自動車協会報 社団法人北海道自動

車協会
札幌 No.3(1948.7.10)

Ｍ 2982

426 自動車整備情報 札幌鉄道局陸運部 [札幌] 1号(1948.4.1) Ｍ 2982
427 時報 札幌逓信局支部 [札幌] No.1(1949.3.8)～12号(1949.6.23) Ｍ 2983
428 時報資料 北労調査部 [北海道] No.2(1948.2.5) Ｍ 2983
429 時事経済 株式会社時事経済新

聞社
札幌 26号(1948.10.22)～43号

(1949.9.16)
欠：27号,33
号,37号 Ｍ 2984

430 時事新聞 時事新聞社 夕張 10号(1946.6.28)～51号
(1949.4.15)

欠あり 月2回刊
Ｍ 2985

431 時事通信  速報 (札幌) 時事通信社札幌支社 札幌 3270号(1949.7.6)～3418号
(1949.10.10)

欠あり    巻
号重複：
3365号

1便,2便あり 日刊*
Ｍ
2986-
2987

432 時事通信  速報 (函館) 時事通信社函館支局 函館 1103号(1949.7.2)～1128号
(1949.10.11)

欠あり    巻
号順不同

1便,2便あり 日刊*
Ｍ
2988-
2990
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433 時事通信  速報 (小樽) 時事通信社小樽支局 小樽 1949.7.20～1949.10.7 欠あり 1便,2便あり 日刊* Ｍ 2991
434 人民公論 人民公論社 旭川 No.3(1946.12.1)～no.4(1947.1.1) No.3は復刊

号

月刊
Ｍ 2992

435 人民の旗 日本共産党札幌地区
委員会

札幌 1号(1949.1.5)～5号(1949.2.20) ｢人民週報｣(NJ0180)と改題    編者：1号 当麻憲
三主筆    刊行頻度：1号 旬刊 Ｍ 2992

436 人民裁判 道東文化出版社 帯広 6号(1947.3.5)～7号(1947.3.20) Ｍ 2993
437 人民週報 人民週報編輯局 札幌 No.1([1949.3])～2号(1949.3.24) ｢人民の旗｣(NJ0165)の改題 月4回刊

Ｍ 2994

438 実業報知新聞  北海道
版

実業報知新聞社 岩見沢 1号(1949.8.28)
Ｍ 2995

439 自由民報 自由民報社 札幌 3号(1946.4.2) 月3回刊
Ｍ 2996

440 自由民報 大酢篤介 旭川 1号(1948.6.5)～11号(1949.6.25) 編者および出版者：1～6号 大森学 Ｍ 2996
441 自由のために 日本共産党札幌一高

細胞
[札幌] No.3(1948.2.11)～

no.12(1949.6.20),号外
([1949].8.26)

欠：
No.10,11
付録とも

刊行頻度：No.3 旬刊, no.9 月2回刊
Ｍ 2997

442 自由タイムス 自由タイムス社 帯広 3号(1946.12.10)～14号
(1947.10.10)

欠：6号 週刊
Ｍ 2998

443 自由タイムス 自由タイムス社 小樽 1号(1947.4.28) Ｍ 2998
444 情報 幾春別労働組合 三笠町(北海道) 1号(1949.6.28)～

no.18(1949.9.28)
欠：
No.15,16
付録とも

Ｍ 2999

445 情報 国鉄労組旭川支部 [旭川] 4号(1948.12.9)～no.17(1949.3.3) 欠あり 他言語標題：No.10～12 The Asahikawashibu-
news    関連標題情報：5号 The Shibu-zy^oh^o,
no.8 The Asahikawa-shibu-jy^oh^o

Ｍ 2999

446 情報 庶路炭砿労働組合書
記局

[北海道] No.1(1949.4.30)～
no.12(1949.9.7), 特報(1949.9.10)

欠あり
特報とも

編者および出版者：No.1 庶路炭砿労働組合宣教
部, no.2,3 庶路炭砿労働組合教宣部, 特報
(1949.7.10)～特報(1949.7.19)  庶路炭砿労組斗
委会宣伝部

Ｍ 2999

447 情報 全日通労働組合北海
道地区本部

[北海道] No.298(1948.9.28)～
no.539(1949.10.4)

欠あり
号外とも

編者および出版者：No.298～355,357,361 全日
通労組北海道地区本部情報連絡部,
No.356,358,362～392 全日通労組北海道地区
本部組織部    補遺あり

Ｍ 2999

448 情報 同上 [北海道] 付録([1948.11]) 補遺 Ｍ 3354
449 情報 全日通労働組合小樽

支部書記局
小樽 No.11(1948.12.1)～

no.63(1949.10.3)
欠あり 編者および出版者：No.11～25 全日通労働組合

小樽支部教育宣伝部    斗争版,選挙版あり Ｍ 2999

450 情報 全逓東北見特定局支
部書記局

[斜里村(北海
道)]]

No.1(1948.6.15)
Ｍ 3344

451 情報宣伝部報 全逓函郵支部 [函館] No.1(1948.5.7) Ｍ 3000
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452 純福音 純福音社 札幌 再刊1号[通号]26号(1947.1.20)～3
巻1号[通号]45号(1949.2.20)

欠：33,37号 月刊
Ｍ
3001-
3002

453 旬刊文化新聞 旬刊文化通信社 砂川町(北海道) 1号(1948.7.25) 旬刊 Ｍ 3003
454 旬刊札電支部通信 全逓札幌電信局支部

文化部
札幌 5号(1947.10.1) 旬刊

Ｍ 3004

455 会報 伊達町農業会 伊達町(北海道) 6号(1946.11.1)～10･11号
(1947.4.1)

欠：7,8号 月刊
Ｍ 3005

456 会報 江別地区労同組合協
議会

[江別町(北海
道)]

No.1(1947.3.21)～27号
(1948.10.20)

欠あり 編者および出版者：No.1～12 江別地区労働協議
会 Ｍ 3005

457 会報 訓子府村役場職員組
合

訓子府村([北海
道])

No.11(1949.6.25)
Ｍ 3005

458 解放戦線 輪西製鉄労働組合 室蘭 2号(1946.12.15)～30号
(1949.9.10),号外(1949.9.25)

欠：3,4,16
号    号外と

関連標題情報：2～7号 輪西製鉄労働組合機関紙 月刊*
Ｍ 3006

459 海耕 釧路漁業青年同盟 釧路 2号(1946.11.1) 月刊 Ｍ 3007
460 海峡新報 海峡新報会 函館 6号(1946.5.1) Ｍ 3007
461 海拓 厚岸漁村青年同盟 厚岸町(北海道) 2号(1946.10.1)～12号

(1948.10.29)
刊行頻度：2～11号 月刊

Ｍ 3008

462 開拓者 日本共産党札幌地区
委員会

札幌 No.9(1947.12.26)～7月号
(1948.7.1) Ｍ 3009

463 革新時報 革新時報社 札幌 6号(1946.8.20)～10号(1946.9.25) 欠：7号
特集号とも

｢革新日報｣(NK0275)と改題    巻次継承    他言
語標題：6号 Renovation current news    刊行頻
度：6～9号 旬刊

月6回刊
Ｍ 3010

464 革新日報 革新日報社 札幌 11号(1946.10.1)～67号
(1947.9.10)

欠あり ｢革新時報｣(NK0270)の改題    巻次継承    ｢北海
日報｣(NH0754)と改題    巻次継承

月6回刊
Ｍ 3010

465 角田村公報 角田村役場 角田村([北海
道])

1号(1947.6.10)～14号(1949.3.28) 欠：11,13号
Ｍ 3010

466 亀田新聞 亀田新聞社 亀田村([北海
道])

2号(1947.6.15)～36号(1948.3.5) 欠あり
以降廃刊

旬刊
Ｍ 3011

467 上磯ニュース 北海道教職員組合上
磯支部情報宣伝部

上磯町(北海道) No.1(1948.9.26) 不定期刊
Ｍ 3012

468 上川旬報 上川旬報社 上川村(北海道) 1号(1948.12.1)～23号(1949.10.1) 刊行頻度：1～12号 月2回刊 旬刊 Ｍ 3012
469 上士幌通信 上士幌通信同盟 上士幌村(北海

道)
1号(1947.1.30)～13号
(1947.10.15)

基本標題：1,2号 上士幌    他言語標題：3～10号
The M. Kamishihoro-news

月刊
Ｍ 3013

470 鐘 日本共産党早来細胞
指導部

安平村(北海道） No.7(1947.8.24)～
No.9(1947.10.8)

欠：No.8
Ｍ 3014

471 歓楽街 特ダネ社 小樽 春の特輯号(1948.5.20) Ｍ 3015
472 函話支部ニュース 全逓信労働組合函館

電話局支部
函館 1号(1949.2.26)～[11]号([ ]) 欠：3号 基本標題：6,7号 函話支部にゅうす    関連標題情

報:No.2 全逓労働組合函館電話局支部機関紙
不定期刊

Ｍ 3016
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473 函郵ニュース 全逓信労組函館郵便
局支部情報第二部

[函館] No.1([1948].10.15)～
no.[43]([1949.9.1])

欠あり 基本標題：No.1 全逓函郵ニュース 不定期刊
Ｍ 3345

474 函郵新報 全逓函館郵便局支部
情報第一部

[函館] No.5(1949.8.27) 補遺あり 不定期刊
Ｍ 3016

475 函郵新報 全逓函館郵便局支部
情報第一部

[函館] No.1(1949.4.11)～no.4(1949.7.1) 補遺    基本標題：No.1 全逓函郵新報
Ｍ 3354

476 カップラ 日本共産党五駅細胞 [函館] No.1(1948.12.5) Ｍ 3017
477 からふと時報 からふと時報社 小樽 16号(1946.10.5)～29号

(1947.5.25)
欠：17,18号 ｢戦災者時報｣(NS1022)の改題    巻次継承    ｢北

海更生新聞｣(NH0734)と改題    巻次継承
月2回刊

Ｍ 3017

478 狩勝新報 狩勝新報社 十勝新得町([北
海道])

1号(1946.10.17)～17号(1947.5.5) 欠あり 刊行頻度：1～15号 旬刊
Ｍ 3018

479 狩労協報 狩太村労働組合協議
会

狩太村([北海
道])

No.1(1948.[3.2])～
no.4(1948.3.31) Ｍ 3018

480 柏学友新聞 柏中学編集班 [札幌] 2号(1949.8.31) Ｍ 3019
481 家庭号 [北日本製紙江別工

場]労働組合宣伝部
[江別町]([北海
道])

No.5(1948.6.18)～
no.11(1949.2.20)

欠：No.10 編者および出版者：No.5～9 王子江別労働組合
宣伝部 Ｍ 3020

482 家庭新聞 家庭新聞社 函館 1号(1949.3.3)～21号(1949.10.9) 週刊 Ｍ 3020
483 かていつうしん 全逓函[館]地方貯金

局支部
[函館] No.3(1949.9.24)～

no.4(1949.9.26)
基本標題：No.3 かてい通信 不定期刊

Ｍ 3021

484 茅沼労報 茅沼炭砿労働組合 泊村(北海道) 3号(1947.3.20)～23号(1949.9.28) 付録(役員
名簿)とも

編者：変更あり    関連標題情報：変更あり 月刊
Ｍ 3022

485 火曜会通信 火曜会 札幌 Vol.1,no.1(1948.4.15)～
vol.1,no.2(1948.6.15)

隔月刊
Ｍ 3022

486 家族新聞 全逓信労働組合室蘭
工事局支部情宣部

室蘭 1号([1948.9.17])～2号
(1948.11.30)

不定期刊
Ｍ 3022

487 鶏鳴投書新聞 鶏鳴投書新聞社 小樽 4号(1946.7.3)～6号(1947.4.27) 基本標題：4,5号 自由民主新聞 (改題)    編者およ
び出版者：4,5号 自由民主新聞社    刊行頻度：4
号 月刊

Ｍ 3023

488 鶏鳴投書新聞 岩内版 鶏鳴投書新聞社岩内
支局

岩内町(北海道) 1号(1947.5.15)～2号(1947.5.31) ｢みなと｣(NM0427)と改題
Ｍ 3023

489 経済旬報 社団法人北海道商工
会議所

札幌 1号(1949.7.15)～9号(1949.10.5) 月3回刊
Ｍ 3024

490 経済トピック 北海経済新聞社 札幌 3号(1948.9.22)～14号(1949.3.9) 3～13号は北海道特報版    編者：11～13号 北海
経済研究所監修

週刊
Ｍ 3025

491 経済通信 経済通信社 旭川 1号(1948.11.20)～[2]号
(1949.1.20)

[月刊]
Ｍ 3025

492 経済輿論新聞 北海道経済輿論新聞
社

札幌 1号(1949.3.21)～15号(1949.10.3) 週刊
Ｍ 3026

493 建設班ニュース 札逓支部建設班 [札幌] 1号(1949.3.2)～no.3(1949.3.25) Ｍ 3027
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494 建設班にゅうす [道連青年部] [北海道] 22号(1948.6) Ｍ 3027
495 建設時報 建設時報社 小樽 30号(1948.11.5)～37号

(1949.9.10) Ｍ 3027

496 建設情報 建設情報社 札幌 1号(1949.8.5)～5号(1949.9.20) 旬刊 Ｍ 3027
497 建設そくほう 全逓信労働組合札幌

工事局支部建設班
札幌 No.1(1949.8.19)～no.5(1949.9.7) 欠：

No.2,3,4
基本標題：No.1 建設速報 不定期刊

Ｍ 3028

498 希望 全日通労組札幌支部
婦人部

[札幌] No.1(1948.3.1)～no.5(1948.8.31) 基本標題：No.1,2 のぞみ
Ｍ 3029

499 機関車 日本共産党五機細胞 函館 1948.12.2 [月2回刊] Ｍ 3030
500 キネマタイムス キネマタイムス社 札幌 1号(1949.8.28) 週刊 Ｍ 3031
501 緊急現行賃金調査報

告
北労会議調査部 [北海道] 2回([ ])

Ｍ 3345

502 勤労新聞 勤労新聞社 北見 1号(1949.1.15)～4号(1949.5.15) 月刊 Ｍ 3032
503 気象ニュース 全気象北海道支部 札幌 No.13(1948.8.28)～

no.35(1949.8.9)
欠あり
号外とも

編者および出版者：No.13～21 全国気象職員組
合北海道支部 Ｍ 3033

504 北上川 全逓信従業員組合北
上川特定局支部

[北海道] No.3(1948.2.5) 雑誌形態 季刊
Ｍ 3034

505 北上川にゅうす 全逓北上川特定局支
部

[北海道] No.31(1949.5.28)～
no.34(1949.7.13)

不定期刊
Ｍ 3034

506 北上川青年部ニュース 全逓北上川支部青年
部

[上川村(北海
道)]

1947.9.18 不定期刊
Ｍ 3034

507 北建設班報 全逓北渡島特定局支
部青年部

長万部町(北海
道)

Vol.2,no.1(1948.5.10)～
vol.2,no.10(1948.7.13)

欠：
Vol.2,no.9

編者および出版者：Vol.2,no.4～vol.2,no.7 全逓
北渡島特定局支部建設班 Ｍ 3035

508 北見文撰 北見市教員組合 北見 1号(1949.3.5) Ｍ 3036
509 北見高校新聞 北見高等学校 [北見] 1号(1949.6.15)～4号(1949.9.13) 月2回刊 Ｍ 3036
510 北見毎日新聞 北見毎日新聞社 北見 2884号(1948.12.28)～2910号

(1949.2.10)
欠あり ｢網走新聞｣に合併 日刊

Ｍ 3036

511 北見農村 北見地区農民同盟事
務局

北見 2号(1946.12.30)～68号
(1949.9.22)

欠あり 関連標題情報：2～10号 北見地方農村対策委員
会機関紙, 11～41号 北見地方農民団体協議会
機関紙    編者および出版者：2～10号 北見地方
農村対策委員会, 11～41号 北見地方農民団体
協議会    刊行頻度：13～41号 月2回刊

月4回刊

Ｍ 3037

512 北見新聞 北見新聞社 北見 1号(1946.9.15)～859号
(1949.10.15)

欠あり    巻
号重複：
307,312,72
2号

日刊

Ｍ
3037-
3039

513 北見新報 留辺蘂印刷所 留辺蘂町(北海
道)

11号(1946.8.21)～112号
(1949.10.1)

欠あり 月3回刊
Ｍ 3039
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514 北見食糧新聞 北見食糧新聞社 遠軽町(北海道) 2号(1946.7.15) 月刊 Ｍ 3039
515 北見タイムス 北見タイムス社 北見 2号(1946.5.1)～72号(1949.8.21) 欠あり ｢新北見｣と合併し｢夕刊北見タイムス｣となる

巻次継承

旬刊
Ｍ 3040

516 北日本 小樽公民会 小樽 3号(1947.3.25) Ｍ 3040
517 北日本時事 北日本新聞社 帯広 498号(1949.8.14) 498号は再

刊号
｢日刊北日本｣(NN0965)の改題    巻次継承    帯
広版

週刊
Ｍ 3040

518 北日本経済新聞 株式会社北日本経済
新聞社

札幌 86･87号(1949.1.1)～123号
(1949.10.3)

｢週刊北海経済新聞｣(NS2541)の改題    巻次継
承    編者および出版者：86･87～93号 株式会社
北海経済新聞社

週刊

Ｍ 3040

519 北日本探偵新聞 北日本探偵社 函館 1号(1949.1.25)～17号(1949.9.25) 欠：4号 基本標題：1号 探偵新聞 月2回刊 Ｍ 3041
520 北の友 北の友社 室蘭 12･13号(1946.11.5)～38号

(1948.10.15)
欠あり 刊行頻度：12･13～16号 月3回刊 月刊

Ｍ 3041

521 北渡嶋だより 全逓北渡嶋特定局支
部書記局

長万部町(北海
道)

No.13(1947.8.2)～
no.28(1947.11.22)

欠あり
Ｍ 3041

522 北渡島ニュース 全逓北渡島特定局支
部

長万部町(北海
道)

No.1(1949.5.10)～
no.14(1949.10.3)

不定期刊
Ｍ 3041

523 北渡島ニュース 全逓北渡島特定局支
部書記局

[鹿部村](北海
道)

No.1(1948.8.29)～
no.4(1948.10.25)

欠：No.3
Ｍ 3041

524 北渡島ニュース  建設
班報

全逓北渡島特定局支
部青年部

胆振郡(北海道) No.3(1949.1.17)
Ｍ 3041

525 北渡島ニュース  青年
部報

全逓労組北渡島特定
局支部青年部

胆振郡(北海道) 1号(1948.10.14)～
no.26(1949.7.4)

不定期刊
Ｍ 3041

526 北青年部報 全逓北渡島特定局支
部青年部

山越郡(北海道) No.8(1947.8.30)～23号
(1948.1.28)

欠あり 不定期刊
Ｍ 3042

527 北山通信 [小樽市北山中学校]
父母と先生の会

小樽 8号(1949.7.23)
Ｍ 3042

528 コアー 日本共産党王子細胞 苫小牧 再刊6号(1948.1.1)～
no.8(1948.5.30)

欠：No.7 旬刊
Ｍ 3043

529 小鳩の鈴 網走市中央小学校
P.T.A

網走 1巻1号(1948.6.23)～2巻6号
(1949.3.20) Ｍ 3044

530 鼓動 函館市役所職員組合 函館 No.1(1948.10.18) ｢鼓動｣(雑誌 K13114)をも見よ Ｍ 3045
531 子供の国 財団法人子供の国 札幌 No.13(1946.9.1)～

no.93(1949.4.10)
欠あり    付
録とも

｢こどものくに幼年版｣と合併し｢子供の国科学新
聞｣となる    他言語標題：No.13～48 The
Children's world    関連標題情報：No.50～71 少
年少女の科学新聞    編者：No.13～71 原田三夫
主筆    刊行頻度：No.13～91 月3回刊

Ｍ 3046

532 子供の国科学新聞 財団法人子供の国 札幌 95号(1949.7.20)～100号
(1949.10.1)

｢子供の国[少年版]｣と｢こどもの国幼年版｣の合併 旬刊
Ｍ 3046
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533 こどものくに  幼年版 財団法人子供の国 札幌 26号(1947.3.25)～91号
(1949.5.23)

欠あり ｢子供の国[少年版]｣と合併し｢子供の国科学新聞｣
となる    刊行頻度：26～61号 月3回刊

週刊
Ｍ 3046

534 子供写真新聞  高学年
用

北海写真新聞社 札幌 1号(1948.3.5)～16号(1948.8.25) 欠あり 3～8号は4年以上 月3回刊
Ｍ 3047

535 こども写真新聞   幼年
版

北海写真新聞社 札幌 1号(1948.3.5)～15号(1948.8.5) 欠あり 2～8号は3年以下, 10号は低学年用 月3回刊
Ｍ 3047

536 子供新聞 新日本出版社 札幌 1号(1949.1.24)～12号(1949.4.18) 付録とも 週刊 Ｍ 3048
537 幌北 札幌市幌北国民学校 札幌 3号(1947.3.30) Ｍ 3049
538 工場街 日本共産党函館地区

北部細胞群委員会
函館 No.1(1949.6.25)

Ｍ 3050

539 工場対策部ニュース 全新聞道新支部工場
対策部

[札幌] 1号(1948.11.16)～6号(1949.3.12) 欠：3号
Ｍ 3050

540 工場は明るく 日本共産党ドック細胞 函館 No.1(1948.5.23)～1948.10.1 Ｍ 3050
541 高校学生新聞 高校学生新聞社 岩見沢 1号(1949.2.10)～15号(1949.7.1) 欠：8,9,10

号
刊行頻度：1～5号 週刊 旬刊 Ｍ 3051

542 広告新聞 広告新聞社 札幌 37号(1947.1.20)～40･41号
(1947.5.10)

｢札幌通信｣の改題 月刊
Ｍ 3051

543 国鉄北見 国鉄労組北見支部 北見 2号(1949.6.8)～7号(1949.10.7) 欠：3号 不定期刊 Ｍ 3052
544 国鉄労組札幌支部情

報
国鉄労組札幌支部情
報宣伝部

札幌 No.6(1948.9.30)～
no.30(1949.3.23)

欠あり ｢支部情報｣(NS1187)をも見よ
Ｍ 3052

545 黒耀 北海道支社職員組合 札幌 1号(1947.3.1)～18号(1949.3.1) 欠あり 関連標題情報：1～4号 北炭札幌支店社員組合機
関誌    編者および出版者：1号 札幌支店社員組
合, 2～6号 北海道支社社員組合

月刊

Ｍ 3053

546 公協ニュース 占冠村公務員団体協
議会

占冠村([北海
道])

No.1(1949.[6])～no.2(1949.7.5) 不定期刊
Ｍ 3054

547 光明 光明社 札幌 817号(1947.2.16)～877号
(1949.10.2)

欠あり 関連標題情報：817～857号 公教修養誌 月2回刊
Ｍ 3055

548 購連情報 北海道購買農業協同
組合連合会

札幌 No.24(1949.4.15)～
no.29(1949.6.20)

｢北購連通信｣(NH0806)と改題    巻次継承 月3回刊
Ｍ 3056

549 コール北海 コール北海社 札幌 19号(1948.4.15)～31号(1949.8.1) 欠：24号 週間情報版は｢コール北海｣(雑誌 K1717)を見よ
刊行頻度：19号 月刊

月2回刊
Ｍ 3057

550 公産タイムス 公産タイムス社 小樽 3号(1946.8.15) 月2回刊 Ｍ 3057
551 光星 札幌光星中学校々友

会
札幌 6号(1946.7.1)～10号(1947.6.15) 6,7号はゲラ    8号はゲラもあり

Ｍ 3057

552 光星学園時報 光星学園時報編輯係 札幌 1号(1946.3.15) Ｍ 3058
553 光星学園新聞 光星学園新聞部 [札幌] 13号(1948.12.15)～21号

(1949.9.10)
13号は再刊
号

編者および出版者：13～17号 光星学園編輯部 月刊
Ｍ 3058

554 小清水新報 小清水新報社 小清水(北海道) 1号(1947.8.5)～8号(1947.11.5) ｢斜里郡新報｣(NS1154)と改題 旬刊 Ｍ 3059
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555 高速度 全日本新聞労働組合
北海道新聞支部

札幌 6号(1946.9.25)～19号(1949.10.3) 欠：9,10,11
号

その他の関連標題情報：6,7号 日本新聞通信放
送労働組合北海道新聞社支部機関紙 Ｍ 3060

556 コトニ時報 琴似町役場 [琴似町(北海
道)]

1号([ ])
Ｍ 3061

557 琴似新報 琴似新報社 琴似町(北海道) 1号(1948.8.1)～57号(1949.10.2) 欠：20,26号 週刊 Ｍ 3061
558 群来 鬼鹿村青年団 [鬼鹿村(北海

道)]
1号(1946.12.1) ｢群来｣(雑誌 K1922)をも見よ 月刊

Ｍ 3062

559 組合だより 北海道農業協同組合
課

札幌 1号(1949.4.25)～5号(1949.9.15) 関連標題情報：1号 農業協同組合弘報
Ｍ 3063

560 組合だより 三井鉱山札幌事務所
職員労働組合事務局

[札幌] 1号(1948.11.1)～3号(1949.5.1) 刊行頻度：1号 月刊
Ｍ 3063

561 組合だより 太平洋炭砿労働組合 釧路 1号(1947.1.1)～29号(1949.9.3) 欠あり Ｍ 3063
562 組合報 全逓信労働組合南部

後志特定局支部
樽岸村(北海道) 9号(1947.8.20)～47号

(1947.12.20), no.1(1948.1.20)～
no.31(1948.7.1), no.1(1948.7.23)
～42号(1948.12.25),
no.1(1949.1.13)～41号
(1949.7.11), no.1(1949.7.22)～
no.7(1949.8.25)

欠あり    巻
次･年月次
不明あり

号外とも
巻号重複：
31号

基本標題：23,24号 南後志支部クミアイ報    編者
および出版者：9号(1947.8.20)～18号
(1948.4.26) 全逓信従業員組合南後志特定局支
部    斗争版あり

不定期刊

Ｍ 3064

563 組合報 全逓信労働組合南部
後志特定局支部

樽岸村(北海道) 21号(1947.9.26), 22号
(1947.9.29), 25号(1947.10.16), 26
号(1947.10.20)

補遺    基本標題：21,25号 南後志支部クミアイ報,
26号 全逓南後志支部クミアイ報

Ｍ 3355

564 組合彙報 全逓札幌電気通信工
事局支部

札幌 No.8(1947.8.21)～
no.16(1947.12.6), 1号(1948.2.[ ])
～2号(1948.2.10), 1号(1948.7.[ ])
～4号(1948.10.14)

欠あり 不定期刊

Ｍ 3065

565 組合時報 砂川炭砿職員組合 砂川町(北海道) 2号(1947.2.20)～5号(1947.6.20) Ｍ 3065
566 組合情報 網走支庁農業協同組

合振興会
[網走] 21号(1949.5.26)～24号

(1949.9.25)
基本標題：21～22号 農協組ニュース (改題) 不定期刊

Ｍ 3065

567 組合機関紙 全石炭新幌内支部情
宣部

[北海道] No.2(1948.6.25)～
no.6(1948.11.15) Ｍ 3066
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568 組合教室 尺別炭砿労働組合文
化教育部

[北海道] No.1(1948.6.5)～no.5(1948.9.30) 月2回刊
Ｍ 3066

569 組合ニュース 北海道庁職員組合石
狩支庁支部

北海道 1号(1949.1.28)～4号(1949.6.14) ｢いしかり｣(雑誌 I169)の別冊 不定期刊
Ｍ 3066

570 組合ニュース 北海道拓殖銀行職員
組合書記局

札幌 13号(1948.10.15)～23号
(1949.9.15)

欠：14号
号外とも Ｍ 3066

571 組合ニュース [北教組北大支部] [札幌] No.1(1949.7.20)～
8(1949 9 12)

欠：No.4,5 [月2回刊] Ｍ 3066
572 組合ニュース 北日本製紙労働組合

宣伝部
[江別町](北海
道）

No.98(1948.12.19)～
no.119(1949.10.6)

欠：No.100 編者および出版者:No.98,99 北日本製紙江別工
場労働組合宣伝部 Ｍ 3066

573 組合ニュース 留萌水産工業従組文
化部

留萌町(北海道) No.2([1946].9.1)～13号
(1947.8.[15])

欠：12号
号外とも

編者および出版者：No.2 留萌人石従業員組合文
化部 Ｍ 3066

574 組合ニュース 東洋製缶労働組合小
樽支部

小樽 1号(1949.5.20)
Ｍ 3066

575 組合ニュース 全日本北海道支部清
水分会

[北海道] No.3(1949.2.1)
Ｍ 3066

576 組合ニュース 全日通労組札幌支部
組宣部

[札幌] No.26(1948.8.26)～
no.36(1948.11.16)

欠：
No.30,33,3
5

Ｍ 3066

577 組合ニュース 全炭支部雄別炭砿組
合

阿寒村([北海
道])

1号(1947.1.15)～16号(1947.11.1) ｢雄叫｣(NO 0460)と改題    巻次継承
Ｍ 3067

578 組合ニュース 全逓小樽電話局支部 [小樽](北海道) No.53(1948.4.14)～
no.198(1949.8.30)

欠あり
号外とも

基本標題:号により｢組合にゅーす｣ともあり
Ｍ 3067

579 組合ニュース 全逓小樽郵便局支部 小樽 No.174([1948])～
no.194(1949.9.30)

欠あり
号外とも Ｍ 3067

580 組合ニュース 全逓札幌郵便局支部 [札幌] No.1(1948.5.20)～
no.57(1949.10.4)

欠あり ｢書記局ニュース｣と｢斗争ニュース｣の合併
Ｍ 3067

581 組合資料 国鉄労働組合札幌中
央支部

[札幌] No.3(1949.2.2) 付録とも
Ｍ 3068

582 組合週報 日鋼室蘭労組宣伝部 [室蘭] 34号(1948.11.30)～37号
(1948.12.27)

欠：35,36号
Ｍ 3069

583 組合速報 全逓札幌郵便局支部 [札幌] (1948.5.27) Ｍ 3069
584 組合タイムス 井華赤平新砿労働組

合
赤平町(北海道) 1号(1949.2.1)～5号(1949.6.1) 編者および出版者：1,2号 全石炭井華赤平砿労働

組合情宣教育部 Ｍ 3069

585 栗沢町農業改良だより 栗沢町農業改良委員
会

栗沢町(北海道) 1号(1949.7.10)～2号(1949.8.20) 基本標題：1号 栗沢農業改良だより    刊行頻度：1
号 月刊 Ｍ 3070

586 栗沢村農民情報 栗沢町農民組合[ほ
か]

栗沢町([北海
道])

No.1(1948.8.10)～8号(1949.4.2) 欠：5号 共同出版者：栗沢町農業協同組合,東栗沢農業協
同組合,栗沢町農地改革期成会 Ｍ 3070

587 栗山町公報 栗山町役場 栗山町([北海
道])

15号(1949.6.15)～18号
(1949.9.20)

月刊*
Ｍ 3070
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588 栗山新聞 栗山新聞社 栗山町(北海道) 1号(1948.5.21)～21号(1949.2.20) 欠あり ｢空知新聞｣(NS2766)と改題 旬刊 Ｍ 3070
589 釧路エコノミスト 釧路商工会議所 釧路 No.1(1946.11.1) Ｍ 3071
590 釧路市公報 釧路市役所 釧路 1号(1949.4.10)～5号(1949.8.10) 月刊 Ｍ 3071
591 釧特支部建設班報 [全逓釧路地方特定局

支部]標茶局分会
[釧路] No.1(1949.3.5)～

no.[12](1949.9.10)
欠：
No.2,3,11
付録(議事
録),号外とも

基本標題：No.1～号外(1949.[3.24]) 釧特支部
news建設班版    編者および出版者：No.1  釧特
支部建設班 Ｍ 3072

592 釧特支部ニュース 全逓釧路地方特定局
支部書記局

[釧路] 5(1947.10.14)～No.27(1948.6.8) 欠あり
Ｍ 3072

593 共同募金便り 北海道共同募金委員
会

札幌 1号(1948.7.1)～3号(1948.9.1) 編者および出版者:1号 北海道共同募金事務局 月刊
Ｍ 3073

594 協同新聞 協同社 札幌 8号(1946.6.25)～10号(1946.8.20) 欠：9号 刊行頻度：8号 月3回刊 月2回刊 Ｍ 3074
595 教育部報 全逓札幌郵便局支部 [札幌] No.1(1948.5.17)～no.2(1948.7.7) Ｍ 3075
596 教育解放 教育解放発行所 札幌 1号(1947.12.25)～3号(1948.3.15) [月刊] Ｍ 3076
597 教育宣伝指針 電産北海道地方本部

教育宣伝部
[北海道] No.1(1949.1.5)

Ｍ 3077

598 旭労ニュース 旭川地方労働組合会
議

旭川 No.57(1948.10.27)～
no.58(1948.11.[ ]), no.1(1949.2.4)
～no.4(1949.3.14)

Ｍ 3078

599 極東タイムス 極東タイムス社 札幌 1号(1948.7.20)～7号(1949.3.20)
Ｍ 3078

600 郷音 伊藤輝雄 弟子屈町(北海
道)

3号(1947.8.6)～10号(1947.10.30) 欠：4号 ｢弟農通信｣と合併し｢弟子屈タイムス｣(NT0441)と
なる    編者および出版者：3号 中塚庸弘 Ｍ 3079

601 協力 北海道診療協力会 札幌 2号(1948.8.10)～7号(1949.1.10) 欠：5号 基本標題：2,3号 協力会報 月刊 Ｍ 3079
602 共済月報 女満別村農業共済組

合
女満別村(北海
道)

1号(1949.7.1)～4号(1949.10.1) 月刊
Ｍ 3079

603 教宣部報 全逓南部後志特定局
支部教育宣伝部

狩太村(北海道) No.1(1949.1.12)～
no.21(1949.6.18)

欠：
No.4,9,10
付録とも
巻次年月次
不明あり

全逓南部後志特定局支部教育宣伝部 不定期刊

Ｍ 3079

604 教宣情報 全新聞道新支部教宣
部

[札幌] 6号(1948.11.5)～32号
(1949.3.23), 号外(1949.3.24)

欠：7,10,12
号
号外とも

日刊

Ｍ 3079

605 教宣ニュース 全逓信労働組合岩内
郵便局支部

岩内町(北海道) 1号(1948.10.30)～2号(1948.11.4)
Ｍ 3079

606 救援ニュース 日本労農救援会旭川
地区会

旭川 No.1(1949.5.25)～
no.3(1949.7.10) Ｍ 3080
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607 救援ニュース 日本労農救援会北海
道支部

札幌 No.12(1948.8.10)～19号
(1949.5.23)

欠：18号
特報版とも

関連標題情報：No.12,13 労農運動救援会道支部
機関紙 Ｍ 3080

608 救国協力新報 救国新報社会浄化運
動本部出版部

富良野町(北海
道)

1号(1946.7.1)～24号(1949.8.27) 欠：2,4,9号
付録(社会
浄化宣言)と
も

編者および出版者：1～22号 救国協力新報社
刊行頻度：変更有り

月10回刊

Ｍ 3081

609 丸星ニュース 東和ゴム販売株式会
社

小樽 1号(1949.7.1), 2号(1949.7.15) 1号は｢丸和ニュース｣(1号)と合刷    ｢丸和ニュー
ス｣の編者および出版者:丸和物産株式会社

月刊
Ｍ 3082

610 増毛タイムス 増毛タイムス社 増毛町(北海道) [180]号(1947.11.[23])～288号
(1948.4.25)

欠あり
Ｍ 3082

611 松前タイムス 松前タイムス社 福島町(北海道) 4号(1946.7.25)～6号(1947.3.22) Ｍ 3083
612 メーデーニュース メーデー実行委員会 狩太村(北海道) No.1(1949.4.19), no.2(1949.4.25) 不定期刊 Ｍ 3084
613 メガホン 日本共産党函館地区

委員会
函館 14号(1947.6.17)～

No.16(1948.1.28) Ｍ 3084

614 メザマシ 日本共産党函館検車
区細胞

函館 No.1(1948.10.15),
no.2(1948.12.6) Ｍ 3085

615 緑丘新聞 小樽商科大学編輯部 小樽 200号(1946.10.25)～212号
(1949.9.8)

欠：201,204
号

基本標題：200～210号 緑丘    編者および出版
者：200～210号 小樽経済専門学校編輯部 Ｍ 3086

616 三笠町報 三笠町役場町報編集
部

三笠町(北海道) 7号(1947.2.25), 9号(1947.3.25),
刷新5号(1948.11.20)～20号
(1949.8.15)

基本標題：7,9号(1947) みかさ町報    関連標題情
報：7,9号(1947) 三笠町報 Ｍ 3087

617 三笠タイムス 株式会社三笠タイム
ス社

三笠町(北海道) 1号(1949.7.25)～6号(1949.9.25) 月3回刊
Ｍ 3087

618 民報 北海秘密探偵社 帯広 5号(1949.4.15) Ｍ 3088
619 南北海 南北海新聞社 室蘭 No.1(1949.7.10), no.2(1949.7.12) 旬刊 Ｍ 3088
620 南上川支部ニュース 全逓南上川支部書記

局
[鷹栖村](北海
道)

1号(1948.8.7)～no.44(1949.8.7) 欠：No.33
付録とも
巻号重複：
35,36号

基本標題：変更あり    編者および出版者：変更あ
り

不定期刊

Ｍ 3346

621 南渡島 全逓信労働組合南渡
島地方特定局支部

[北海道] No.29(1947.10.3)～
no.36(1947.11.4), no.1(1948.6.7)
～no.13(1949.4.23)

欠あり 不定期刊

Ｍ 3089

622 南渡島青年婦人部報 [全逓南渡島青年婦人
部]

[上磯郡](北海
道)

No.1(1948.3.19)～
no.6(1948.8.24)

巻号重複：
No.1

不定期刊
Ｍ 3089

623 南渡島そくほう 全逓南渡島地方支部 [上磯郡(北海
道)]

No.18(1948.8.18)～
no.50(1949.4.15)

欠あり    巻
号重複：
No.46

基本標題：No.18～48 南渡島速報 不定期刊

Ｍ 3089
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624 南支婦ニュース 全逓南後志特定局支
部婦人部

磯谷村(北海道) 1号(1947.9.15)～3号(1947.11.4),
No.1(1948.4.26)～8号(1948.6.5),
no.2(1948.8.12)～
no.6(1948.11.14),

3(1949 5 15)

欠あり
付録とも

基本標題：1号(1947)～3号(1947),8号(1948) 南
支婦人部ニュース

不定期刊

Ｍ 3347

625 南支青ニュース 全逓南部後志特定局
支部青年部

歌棄村(北海道) No.[ ](1947.8.30), no.1(1948.3.18)
～no.7(1948.4.13),
no.1(1948.6.28)～
no.17(1948.12.15),
no.3(1949.8.13)

欠：
No.2(1948.
3)～
6(1948.4),n
o.1(1949)
付録とも

出版地：
No.19(1948.3.18),no.6(1948.12.12),no.7(1948.
12.15) 喜茂別村(北海道), no.7(1948.4.13) 狩太
村(北海道)

不定期刊

Ｍ 3348

626 南空知ニュース 全逓信労働組合南空
知支部

栗沢村(北海道) No.1(1948.11.24)～
no.24(1949.7.18), no.1(1949.8.3)
～no.4(1949.8.17)

欠：No.3～
6,12

不定期刊

Ｍ 3090

627 みなと みなと新聞社 岩内町(北海道) 1号(1947.7.21) ｢鶏鳴投書新聞 岩内版｣(NK0797)の改題 Ｍ 3090
628 みなと新聞 みなと新聞社 小樽 19号(1949.2.2)～264号

(1949.10.13)
欠あり 日刊

Ｍ 3091

629 民声私立探偵 私立探偵民声社 帯広 1号(1948.7.25), 2号(1948.8.25) 月刊 Ｍ 3092
630 民衆ポスト 民衆ポスト社 紋別町(北海道) 12号(1946.8.28)～26号

(1947.4.14)
欠：23号 週刊

Ｍ 3093

631 民主聯盟 北海道民主聯盟本部 北見 5号(1946.5.20)～7号([1947.3.17]) Ｍ 3093
632 民主新聞 民主新聞編集局 小樽 1号(1949.7.11)～4号(1949.8.25) 編者および出版者：1～3号 柳田康雄主筆 旬刊 Ｍ 3094
633 三つ柏新聞 [太平洋炭砿図書館]

三ツ柏新聞編輯部
[北海道] 1･2号(1949.1.15)

Ｍ 3095

634 茂尻時報 茂尻砿業所労務課 赤平町(北海道) 26号(1949.6.18)～28号
(1949.8.20)

[月刊]
Ｍ 3096

635 木材労働 全日本木材労組合北
海道支部組織部

琴似町(北海道) No.5(1949.4.26)～
no.21(1949.7.27)

欠あり 共同編者･共同出版者:No.5～13 北海道木材労
働組合連合会 Ｍ 3097

636 もみぢ [全日本新聞労働組合
道新支部青年部]

札幌 No.1(1948.9.25)～
no.19(1949.7.27)

欠：
No.5,6,17
特別号とも

関連標題情報：No.1～4 [北海道新聞社労働組合
機関紙] Ｍ 3098

637 森タイムス 森タイムス社 森町(北海道) 451号(1949.8.27)～457号
(1949.10.8)

｢渡島新報｣の改題 週刊
Ｍ 3099

638 もしり 茂尻炭砿労働組合 赤平町(北海道) 1号(1949.6.17), 2号(1949.7.31) [月刊] Ｍ 3099
639 村の解放 日本共産党軽川細胞 [北海道] 1947.11.25 Ｍ 3100
640 むらのしんぶん むらのしんぶん社 栗山町(北海道) 8号(1946.11.7), 9号(1946.12.17) 月6回刊 Ｍ 3100
641 室高新聞 室蘭高等学校生徒会

新聞局
室蘭 5号(1949.6.20) 月2回刊

Ｍ 3101

33



基本標題 出版者 出版地 巻次・年月次 所蔵注記 注記 刊行頻度 請求番号

642 室蘭民報 室蘭民報社 室蘭 228号(1946.9.1)～1346号
(1949.10.13)

欠あり 912～1346号は夕刊    1335～1346号は1版,2版
あり

日刊
Ｍ
3102-
3106

643 室蘭新聞 室蘭新聞社 室蘭 1号(1947.6.30)～33号(1949.8.5) 欠：23,25～
31号

月3回刊
Ｍ 3107

644 室蘭ウイークリー 室蘭ウイークリー社 室蘭 1号(1948.5.30)～57号(1949.10.2) 欠あり 週刊 Ｍ 3107
645 毎日新聞  北海道版 毎日新聞社(東京) 東京 25729号(1948.2.1)～26350号

(1949.10.18)
欠あり 東北北海道版あり 日刊

Ｍ 3108

646 苗工戦線 国鉄労働組合苗穂工
機部支部

札幌 1号(1949.6.10)～7号(1949.9.28) 基本標題：1号 機関紙
Ｍ 3109

647 長沼文化ペーパー 文化ペーパー社 長沼村([北海
道])

1号(1948.5.5) 月刊
Ｍ 3110

648 長沼村農民情報 長沼村農業協同組合 長沼村([北海
道])

1号(1949.8.22) ｢長沼農報｣の改題    その他の編者および出版
者：長沼村農民同盟 Ｍ 3110

649 ななかまど 全新聞北海道地方婦
人協議会

[北海道] 1号(1949.1.30)
Ｍ 3111

650 南後地区斗ニュース 全逓南後志地区斗争
本部情宣部

岩内町(北海道) 1号(1947.10.25)～
no.3(1947.11.3)

[不定期刊]
Ｍ 3112

651 南特情報 全逓南後志支部情宣
部

狩太村(北海道) No.1(1948.2.27)～
no.17(1948.6.14)

欠あり 不定期刊
Ｍ 3113

652 南特教宣部報 全逓南部後志特定局
支部教育宣伝部

狩太村(北海道) No.1(1948.7.28)～
no.10(1948.9.17)

欠：4号 不定期刊
Ｍ 3113

653 名寄タイムス 北進公論社 名寄町(北海道) 4号(1947.9.1)～101号(1949.10.4) 欠あり 編者および出版者：4～13号 株式会社北進公論
社    中学生版は｢中学生タイムス｣を見よ

週刊
Ｍ 3114

654 根室新聞 根室新聞社 根室町(北海道) 1号(1947.1.6)～597号
(1949.10.14)

欠あり    号
外とも    巻
号重複：541
号

148～597号は夕刊 日刊

Ｍ
3115-
3116

655 The New world times ニューワールドタイム
ス社

札幌 No.1(1949.8.22) 本文は日英両語
Ｍ 3117

656 日労ニュース 日本労働組合会議北
海道地方会議本部

札幌 No.39(1948.10.19)～
no.43([1948.12])

欠：
No.41,42 Ｍ 3118

657 日本共産党岩内細胞
新聞

[日本共産党岩内細
胞]

[岩内郡(北海
道)]

記念号(1947.7.18), 1947.10.27
Ｍ 3119

658 日本露商新聞 日本露商新聞社 室蘭 1号(1947.8.15)～27号(1949.9.15) 欠：3号 月刊 Ｍ 3120
659 日本政治新聞 日本政治新聞社 札幌 20号(1946.6.1) 月3回刊 Ｍ 3121
660 日本青年新聞 日本青年新聞社 札幌 1号(1946.8.1)～2号(1947.3.10) 刊行頻度：1号 月2回刊 Ｍ 3121
661 日本養蜂 社団法人日本養蜂協

会
札幌 Vol.3,no.10通刊25号(1949.1.30)

～vol.4,no.8通刊32号(1949.9.5)
｢転地養蜂｣(雑誌 T336)の改題    巻次継承

Ｍ 3122
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662 日刊道北 道北朝報社 名寄町(北海道) 1号(1948.12.1)～113号
(1949.10.8)

欠：11,19号 刊行頻度：33～84号 週3回刊 週2回刊
Ｍ 3123

663 日刊北日本 日刊北日本新聞社 帯広 154号(1946.9.22)～497号
(1948.4.18)

｢北日本時事｣(NK1314)と改題    巻次継承    改
題とあるが,改題前紙不明    381～497号は特報
版

日刊

Ｍ 3124

664 日刊宗谷 宗谷新聞社 稚内 1号(1948.11.1)～283号
(1949.10.14)

欠あり 日刊
Ｍ
3348-
3349

665 日刊とまこまい 日刊苫小牧新聞社 苫小牧 68号(1947.9.21)～140号
(1948.9.2)

欠あり ｢北海民報｣(NH0741)の改題    巻次継承    ｢道南
新聞｣(ND0330)と改題    巻次継承    出版地：68
～115号 苫小牧町(北海道)

週2回刊
Ｍ 3125

666 二高社研新聞 札幌第二高等学校社
会科学研究会

[札幌] [1号]([ ])～2号([ ]) 関連標題情報：[1号] 二高社研機関紙 月刊
Ｍ 3126

667 日発旭川電産 電産旭川日発分会 [旭川] No.1(1949.8.19)～
3(1949 9 26)

欠：No.2 他言語標題：No.1 The Asahikawa -Densan Ｍ 3126
668 西足寄情報 西足寄村農民同盟 西足寄村(北海

道)
1号(1949.5.10)～8号(1949.8.25) 編者および出版者：1～3号 西足寄情報社 月2回刊

Ｍ 3127

669 西北見書記局ニュース 全逓西北見特定局支
部書記局

[北海道] No.16(1947.8.16) 臨時ニュー
ス,報告書と
も

Ｍ 3128

670 日振タイムス 日振タイムス社 苫小牧 1号(1948.9.12)～3号(1948.10.15) Ｍ 3129
671 日胆新聞 にったん新聞社 室蘭 3号(1949.3.9) 旬刊 Ｍ 3130
672 日胆タイムス 日胆タイムス社 室蘭 1号(1947.1.20)～4号(1947.2.25) 週刊 Ｍ 3130
673 日通北海道 全日通労働組合北海

道地区本部
札幌 1号(1949.7.20)～6号(1949.9.20) 欠：3号 旬刊

Ｍ 3131

674 登別観光新聞 登別温泉観光協会 登別温泉町(北
海道）

1号(1948.6.12)～4号(1948.7.3) 欠：3号 週刊
Ｍ 3132

675 農地農協ニュース 石狩支庁管内農地委
員会協議会

北海道 3号(1949.1.6)～no.14(1949.9.21) 欠：4,5号
付録(広告)
とも

不定期刊

Ｍ 3133

676 農業協同組合時報 北海道協同組合通信
社

札幌 No.1([ ])～no.22(1949.9.1) 欠あり 編者：No.1～[6] 北海道農村振興協会
Ｍ 3134

677 農業共済月報 北農留萌支部共済係 留萌 1号(1947.11.10) 月刊 Ｍ 3135
678 農経教室新聞 [北海道大学] [札幌] 5号(1946.2.15) Ｍ 3136
679 農協組青年部報 長沼村農業協同組合

青年部
長沼村([北海
道])

1号(1949.6.30)
Ｍ 3137

680 農協通信 北見地方農業協同組
合連合会

北見 No.1(1949.7.20)～
no.3(1949.9.25)

月刊
Ｍ 3137

681 農民組合月報 美唄町農民組合 美唄町(北海道) 2号[ ]～6号(1946.9.20) 欠：4号 Ｍ 3137
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682 農民新聞 北海道農民新聞社 札幌 22号(1947.2.4)～139号
(1949.4.22)

欠あり 刊行頻度：22～100号 週3回刊, 101～122号 週
刊 Ｍ

3137-
3138

683 農労ニュース 全農林労働組合北海
道支部事務局

札幌 16号(1949.9.26)
Ｍ 3139

684 農村文化ニュース 北海道農業会総務部
農政課

札幌 No.1(1948.2.1)～no.9(1948.4.21) 欠：No.3 編者および出版者：No.1～no.5 北海道農業会総
務部農村文化課 Ｍ 3140

685 農村建設 喜茂別村農業会 喜茂別村(北海
道)

6号(1946.8.20)～16号(1947.4.2) 月3回刊
Ｍ 3140

686 望 望写真新聞社 札幌 1号(1948.11.13) 週刊 Ｍ 3141
687 ニューグリーン 新緑会 虻田町([北海

道])
No.1([1949.5.10])～
no.2(1949.6.15)

｢みはらし｣(雑誌 M308)のニュースレター
Ｍ 3142

688 ニュースグラフ ニュースグラフ社 札幌 No.1[通巻]22号(1947.11.15)～
no.16(1948.8.10)

欠あり 関連標題情報：No.1～8 北海道報    その他の関
連標題情報：北海道    編者および出版者：No.1～
8 北海道報社    刊行頻度：No.2～8 月3回刊

[旬刊]
Ｍ 3143

689 帯広婦人会報 帯広婦人会 [北海道] 1号(1949.3.25)～4号(1949.9.10) 欠：3号 Ｍ 3144
690 帯広民報 帯広民報編集局 帯広 1号(1949.6.21), 号外(1949.7.18) 付録(チラ

シ)とも
旬刊

Ｍ 3144

691 帯広新聞 帯広新聞社 帯広 21号(1946.11.17)～45号
(1947.10.15)

欠あり 刊行頻度：21～33号 旬刊
Ｍ 3144

692 帯工支部ニュース 全逓帯広電気通信工
事局支部

帯広 No.1(1947.8.28)～
no.11(1948.8.31)

欠：No.2 基本標題:変更あり
Ｍ 3144

693 おいわけ新聞 日本共産党追分細胞
事務所

[北海道] 1号(1949.4.20)～16号(1949.9.15) 週刊
Ｍ 3145

694 おかあさん 青玄社 小樽 1号(1948.12.20)～7号(1949.5.5) 他言語標題：1～5号 Mother's newspaper 月2回刊 Ｍ 3146
695 OLU婦人部ニュース 札幌進駐軍要員労働

組合
札幌 No.1(1947.11.10),

no.2(1947.12.30) Ｍ 3147

696 オールスポーツ新聞 オールスポーツ新聞
社

小樽 1号(1948.7.1), 2号(1948.9.1) 月2回刊
Ｍ 3148

697 長万部民報 小倉範三郎 長万部町(北海
道)

65号(1948.1.7)～126号
(1949.10.7)

欠あり
付録とも

旬刊
Ｍ 3149

698 おしどり通信 全十勝勤労生活協同
組合

帯広 No.3(1949.5.30) 旬刊
Ｍ 3149

699 渡島上磯新聞 渡島上磯新聞社 上磯町(北海道) 1号(1949.1.15)～11号(1949.6.15) 旬刊 Ｍ 3350
700 渡島タイムス 渡島タイムス社 森町(北海道) 1号(1947.3.12)～45号(1948.2.27) 欠：4,42号 ｢檜山タイムス｣と合併,｢道南タイムス｣となる 週刊 Ｍ 3350
701 雄叫 全石炭支部雄別炭砿

労働組合
阿寒村(北海道) 22号(1948.6.1)～39号(1949.9.8) 欠あり

号外とも
｢組合ニュース｣(NK2174)の改題    巻次継承    関
連標題情報:23～32号 をさけび Ｍ 3150

702 小樽毎日新聞 小樽毎日新聞社 小樽 1号(1948.8.1)～4号(1948.10.20) 欠：2号 関連標題情報：1,3号 The Otaru mainichi Ｍ 3151
703 小樽新聞 小樽新聞社 小樽 18号(1946.7.26)～552号

(1949.7.13)
欠あり 刊行頻度：30～538号 日刊 週刊

Ｍ
3151-
3153
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704 小樽商大職組新聞 [小樽商大職員組合] [小樽] No.3(1949.9.2) Ｍ 3153
705 小樽商業新報 小樽商業新報社 小樽 75号(1949.1.1)～111号

(1949.9.29)
｢北海道水産通信｣(NH0716)の改題    巻次継承 週刊

Ｍ 3153

706 ポストは叫ぶ 日本共産党郵便局細
胞

函館 1948.12.2
Ｍ 3154

707 プロレタリア 日本共産党函館郵便
局細胞

[函館] No.1(1949.8.17) 不定期刊
Ｍ 3155

708 酪農検査所報 北海道酪農検査所 札幌 特輯号(1949.4) Ｍ 3156
709 酪農青年 北海道酪農青年研究

連盟
札幌 1号([1949.7]), 2号(1949.8.15) 月刊

Ｍ 3156

710 蘭島郷土新聞 蘭島部落会文化部 蘭島村(北海道) 1号(1947.3.1) Ｍ 3156
711 連合会ニュース 函館市役所労働組合

連合会
函館 No.2(1948.9.13)～

no.7(1948.11.1)
欠：No.3～5

Ｍ 3157

712 レシーバー [日本共産党函館電信
局細胞]

函館 1号(1948.7.15)～no.13(1949.3.7),
no.2(1949.5.15)～no.3(1949.7.5)

欠あり 不定期刊
Ｍ 3158

713 りんげる [日本共産党国立旭川
病院細胞]

旭川 No.3(1949.1.18)～no.5(1949.7.5)
Ｍ 3159

714 立象 瀬棚青年団 瀬棚町(北海道) 2号([1947.1]) ｢立象｣(雑誌 R270)をも見よ 月刊 Ｍ 3160
715 労働タイムス [北海社会新聞社]労

働タイムス

札幌 1号([ ])～3号(1949.6.1)
Ｍ 3161

716 労苑 日甜労組本部 帯広 15号(1949.4.20)～27号(1949.9.5) 欠：25号 Ｍ 3162
717 ロケット･ユニオン 全日本新聞労働組合

北海タイムス支部
札幌 No.1([ ])～no.4(1949.9.7)

Ｍ 3162

718 ロコモ 日本共産党室蘭国鉄
細胞

[室蘭] No.2(1947.6.18)
Ｍ 3163

719 労魂 日鋼室蘭製作所労働
組合

室蘭 4号(1947.1.25)～8号(1947.8.22) ｢労魂｣(雑誌 R404)をも見よ
Ｍ 3163

720 労協 稚内地区労働組合協
議会書記局

稚内町(北海道) 2号(1946.9.1)～10号(1947.5.1) 欠あり 基本標題：2号 労協新聞 月刊
Ｍ 3163

721 労農ニュース 全農林労働組合北海
道支部事務局

札幌 1号(1949.5.1)～15号(1949.9.13) 欠：4,10,14
号 Ｍ 3164

722 労政通信 名寄労政事務所 名寄町(北海道) 5号(1948.7.20)～17号(1949.9.5) 欠：8～15号 Ｍ 3165
723 労組ニュース 三菱美唄労働組合 [北海道] 1948.8.4～no.19(1949.9.15) 編者および出版者:1948.8.4～1949.3.25 全石炭

三菱美唄支部 Ｍ 3166

724 労組ニュース 王子江別労働組合 江別町(北海道) No.41(1948.1.7)～
no.96(1948.11.13)

欠あり
家庭号とも

編者および出版者:No.41～59 王子江別出張所
労働組合宣伝部 Ｍ 3166

725 労組新聞 王子江別労組宣伝部 [江別町(北海
道)]

No.15(1947.5.29)
Ｍ 3166

37



基本標題 出版者 出版地 巻次・年月次 所蔵注記 注記 刊行頻度 請求番号

726 労組速報 全逓旭野支部書記局 [北海道] 95号(1948.9.7) Ｍ 3166
727 ロータリー 日本共産党苗穂工機

部細胞
[札幌] No.13(1947.6.17)～1948.4.18, 号

外(1948.7.5)
号外とも

Ｍ 3166

728 留女高校学報 道立留萠女子高等学
校学友自治会

[留萠] 6号(1948.11.20)～13号
(1949.8.30)

月刊

Ｍ 3167

729 留萠高校新聞 留萠高校新聞社 留萠 1号(1948.5.15)～4号(1948.7.17) 欠：3号 刊行頻度：1～2号 月2回刊 月刊 Ｍ 3167
730 留萠農業共済 北海道農業共済組合

連合会留萠支部
留萠 2号(1947.12.10)～18号

(1949.7.28)
基本標題：2～17号 Rumoi農業共済月報    他言
語標題：2～17号 Agriculture Cooporate monthly
report    編者および出版者：2～6号 北農留萠支
部共済係,  7～16号 北海道農業共済保険組合留
萠支部

月刊

Ｍ 3167

731 留萠タイムス 株式会社留萠タイム
ス社

留萠 165号(1946.7.3)～1171号
(1949.10.13)

欠あり  巻号
重複：638号

日刊
Ｍ
3167-
3169

732 ルンビニ 北海道仏教日校連盟 札幌 1号(1948.12.20), 2号(1949.8.11) Ｍ 3169
733 RYOTEI Harutate Branch,

HIDAKA Union
[北海道] [1947].11.20の検閲文書

Ｍ 3358

734 料理飲食喫茶連合時
報

料理飲食喫茶連合時
報社

札幌 1号(1949.6.15)～8号(1949.10.1) 関連標題情報：1～7号 料理飲食喫茶店綜合機関
紙

月2回刊
Ｍ 3170

735 細胞新聞 日本共産党桟橋細胞 函館 1号(1948.7.17) 1号は｢街の知識｣(No.2)と合刷 週刊 Ｍ 3171
736 再建者 [日本共産党留萌地区

委員会]
留萌町(北海道) 3号(1946.12.1)

Ｍ 3172

737 再起情報 再起情報社 札幌 1号(1948.10.1) Ｍ 3172
738 魁新聞 魁新聞社 小樽 再刊1号(1948.12.25)～再刊6号

(1949.4.10)
旬刊

Ｍ 3173

739 札工斗争ニュース 全逓札幌工争局支部
斗争委員会

[北海道] [No.1](1948.3.9)～
no.16(1948.4.2)

巻号順不同 基本標題：No.1 全逓札工斗争ニュース
Ｍ 3174

740 索道線 遠幌炭砿労働組合 夕張 1号(1949.9.1) Ｍ 3174
741 サークル･ニュース 三菱美唄芸能文化

サークル事務局
美唄町(北海道) No.6(1949.6.10)

Ｍ 3175

742 砂丘 [全新聞道新支部婦人
部]

[札幌] 2号(1949.[3].14)～
[no.5](1949.7.27) Ｍ 3176

743 砂丘通信 砂丘詩社 函館 No.2(1948.8.1) Ｍ 3176
744 サンデータイムス サンデータイムス社 遠軽町(北海道) 11号(1946.7.7), 1号(1948.3.7)～5

号(1948.5.2)
欠：3号 編者：11号 小林定七主筆 月2回刊

Ｍ 3177

745 産業ライト 日本産業倶楽部 札幌 1号(1948.3.12)～8号(1949.5.20) 東京版あり    関連標題情報：3号 Raito    編者お
よび出版者：1,2号 日本産業倶楽部北海道支部,
3～5号 日本産業倶楽部北海道本部

Ｍ 3178
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746 産業タイムス 産業タイムス社 札幌 28号(1947.4.15)～72号(1949.9.1) 欠：41,48号 刊行頻度：28～58号 月2回刊    改題とあるが,改
題前紙不明

月刊
Ｍ 3179

747 産業苫小牧新聞 産業苫小牧新聞社 苫小牧 1号(1948.10.15)～54号
(1949.9.26)

欠：2,8,9号
Ｍ 3179

748 三北連 三井砿山職員組合北
海道連合会

[北海道] 1号(1949.5.20)～5号(1949.9.25) 欠：4号
号外とも

月刊
Ｍ 3180

749 三郵信報 三郵会 札幌 No.1(1946.10.6)～
no.18(1946.12.21), vol.2,no.1[通
号]no.22～vol.2,no.8[通
号]no.29(1947.2.29)

欠あり 週刊

Ｍ 3181

750 3000人のニュース 全逓労組函館地協 [函館] No.1(1949.3.2)～no.4(1949.4.23) Ｍ 3181
751 札幌地区地協ニュース 全逓信労働組合札幌

地区協議会
札幌 No.1(1948.8.19)～

no.18(1949.7.21)
欠：No.7～9 基本標題：No.1～6 札幌地協ニュース    建設班

版あり Ｍ 3182

752 札幌地区ニュース 全逓札幌地区会議 [北海道] No.20(1948.5.21),
no.21(1948.5.26)

不定期刊
Ｍ 3182

753 札幌畜産情報 札幌畜産農業協同組
合

札幌 1号(1949.3.10), 2号(1949.4.10) 月刊
Ｍ 3182

754 札幌中央支部情報 国鉄労組札幌中央支
部

[札幌] No.73(1949.5.20)～
no.90(1949.9.26)

欠：74～
77,89号
特輯号,付
録とも

Ｍ 3182

755 札幌同盟新聞 札幌在外同胞救出学
生同盟

[札幌] 2号(1948.9.15) その他の関連標題情報：盟友
Ｍ 3182

756 札幌印刷労働組合報
(仮称)

札幌印刷労働組合 [札幌] 1号(1946.6.26) ｢吾等の声｣(NW0130)をも見よ
Ｍ 3182

757 札幌女子高等学校新
聞

札幌女子高等学校自
治会新聞部

[札幌] 1号(1948.9.20)～9号(1949.9.22)
Ｍ 3182

758 札幌管区気象台週報 札幌管区気象台 [札幌] No.12(1947.8.21)～
no.25(1947.11.21), 5号
(1948.2.12)～35号(1948.10.21), 3
号(1949.2.18)～18号(1949.9.16)

欠あり
号外とも

週刊

Ｍ 3182

759 札幌毎日新聞 札幌毎日新聞社 札幌 1号(1947.8.15)～170号(1948.6.6) 欠あり 夕刊    基本標題：170号 北海週報    関連標題情
報：170号 札幌毎日新聞    刊行頻度：170号 週刊

日刊
Ｍ
3182-
3183

760 サッポロ･パック サッポロ･パック社 札幌 1号(1947.9.5), 2号(1947.11.3) 刊行頻度：1号 旬刊 Ｍ 3183
761 札幌市公報 札幌市役所 札幌 543号(1949.9.15) 正誤表とも 月3回刊 Ｍ 3183
762 札幌商工会議所所報 札幌商工会議所 札幌 1号(1947.6.1)～10号(1949.9.10) 欠：5号 [月刊] Ｍ 3183
763 砂労 砂川炭鉱労働組合社

会部
上砂川町(北海
道)

1号(1948.11.25)～17号
(1949.9.15)

欠：9,12号
Ｍ 3183
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764 札支文化 国鉄労組札幌支部文
教部

[札幌] 1号(1949.1.15), 5号(1949.8.5)
Ｍ 3184

765 札話書記局報 全逓従組札話支部書
記局

[北海道] No.4(1947.8.15)
Ｍ 3185

766 札鉄労働組合新聞 国鉄北海道労働組合 北海道 [13]号(1946.10.25)～19号
(1947.6.30)

欠：14,15号
Ｍ 3185

767 札特ニュース 全逓札幌特定郵便局
支部書記局

札幌 No.1(1948.9.1), no.1(1949.5.31) 基本標題:No.1(1948.9.1) 札特組合ニュース 不定期刊
Ｍ 3185

768 さざなみ 全日本新聞労働組合
道婦協札幌地区協議
会

[札幌] 1号(1949.4.30)
Ｍ 3186

769 Science topics 自然科学研究会 [北海道] No.1(1949.6.10), no.2(1949.7.20) Ｍ 3187
770 西部十勝新聞 西部十勝新聞社 芽室町(北海道) 1号(1947.7.24)～5号(1947.10.27) 基本標題：1号 西部十勝    刊行頻度：1号 週刊 Ｍ 3188
771 政調情報 民主党北海道支部青

年部
札幌 No.1(1949.5.1) 不定期刊

Ｍ 3188

772 青婦情報 国鉄労組名寄支部青
婦人部

[名寄町(北海
道)]

No.2(1949.5.31)～
no.8(1949.7.28)

欠：No.4～7 ｢青年婦人ニュース｣(NS0735)の改題    ｢青婦
ニュース｣(NS0573)と改題    基本標題:No.2 青年
婦人情報

Ｍ 3189

773 青婦ニュース 国鉄労組名寄支部青
婦人部

[名寄町(北海
道)]

No.1(1949.8.12) ｢青婦情報｣(NS0569)の改題
Ｍ 3189

774 青婦ニュース 全道庁職員労働組合
青婦封策部

札幌 1947.7.16
Ｍ 3189

775 政治経済新聞 政治経済新聞社 札幌 1号(1947.4.1)～3号(1947.10.8) 刊行頻度：1,2号 月2回刊 週刊 Ｍ 3190
776 政界通信 政界通信社 札幌 Vol.1,no.4(1948.6.20)～

vol.1,no.7(1948.7.20)
旬刊

Ｍ 3191

777 井華砿友 井華砿業株式会社奔
別砿業所

三笠町(北海道) 1号(1946.11.15)～20号
(1948.10.30)

欠：7,9～11
号
号外とも

Ｍ 3192

778 井華展望 井華赤平砿業所 赤平町(北海道) 1号(1946.9.1)～33号(1949.8.25) 欠：17～23
号
付録とも

月刊

Ｍ 3193

779 青年部 News 北日本製紙労組青年
部

[北海道] No.32(1949.1.27)
Ｍ 3194

780 青年部ニュース 王子江別労組青年宣
伝部

[江別] 2号([1947].5.29)～
no.27(1948.7.11)

欠あり
Ｍ 3194

781 青年部ニュース 全逓小樽工事局青年
部

[北海道] No.1(1949.8.27)
Ｍ 3194

782 青年部ニュース 全逓東北見特定局支
部青年部

[北見] No.1(1947.12.20)～
no.7(1947.9.13)

欠：No.3,4
Ｍ 3194
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783 青年朝日 青年朝日新聞社 札幌 2･3号(1946.[6.7])～19号
(1948.7.25)

欠：11号 刊行頻度：3号 旬刊 月刊
Ｍ 3194

784 青年部報 稚内郵便局支部青年
部

稚内 1号(1949.6.30)～5号(1949.8.11) 不定期刊
Ｍ 3194

785 青年婦人ニュース 北労会議青年婦人連
絡協議会

[北海道] 1号(1948.8.3)～5号([1948.8.31])
Ｍ 3195

786 青年婦人ニュース 国鉄労組名寄支部青
年婦人部

[名寄町(北海
道)]

特輯号(1948.10.15),
no.2(1948.11.24)～
no.17(1949.4.22)

欠：No.3,5
～15

｢青婦情報｣(NS0569)と改題
Ｍ 3195

787 青年公論 青年公論社 帯広 1号(1946.7.1)～4号(1947.1.1) 関連標題情報：1号 投書新聞 Ｍ 3196
788 青年民報 青年民報社 札幌 1号(1946.10.15) 月2回刊 Ｍ 3196
789 青年新聞 北海道青年協会 琴似町(北海道) 30号(1949.7.10)～33号

(1949.8.25) Ｍ 3197

790 青年新聞 青年新聞社 札幌 3号(1946.6.1)～19号(1947.11.1) 欠あり 他言語標題：3～8号 The Young press Ｍ 3197
791 生産部報 北日本製紙労組生産

部
北海道 [No.1](1948.8.12)～

no.9(1949.3.7), no.1(1949.6.26),
3号(1949.8.12)

欠：
No.2(1949)

基本標題：[No.1]～4 生産部々報    編者および出
版者：2～9号 北日本製紙江別工場労働組合生産
部

Ｍ 3198

792 生産時報 端野村農業会生産課 [端野村(北海
道)]

1号([1947].2.1)
Ｍ 3198

793 青雲時報 函館市立高等学校学
芸部

函館 1号(1949.6.13), 2号(1949,7.18) 月刊
Ｍ 3199

794 世界仁義新聞 世界仁義新聞社 芽室町(北海道) 1号(1949.4.1) Ｍ 3199
795 赤十字支部通信 日本赤十字社北海道

支部
札幌 No.1(1949.2.1)～7号(1949.8.20) 欠：No.3,4 基本標題:No.1～5 Red cross 支部通信 月刊

Ｍ 3200

796 石教 北海道教員組合石狩
地区協議会

琴似町(北海道) 斗争特輯1号(1946.11.25)～斗争
特輯45号(1947.2.3)

欠：斗争特
輯2号 Ｍ 3201

797 センプウ アカハタ岩内分局 岩内町([北海
道])

1948.4.1～13号(1949.2.7) 基本標題：1948.4.1～12号 せんぷう    刊行頻
度：12号 旬刊 Ｍ 3202

798 先台車 [日本共産党帯広機関
支区細胞]

帯広 復刊1号(1949.4.7)
Ｍ 3202

799 宣伝指針 全逓労働組合中央斗
争委員会日高地区協
議会事務局

[苫小牧] No.66([1948].10.2)
Ｍ 3203

800 センコウ 日本共産党室蘭地区
ドック細胞

[室蘭] No.6(1948.8.30)
Ｍ 3204

801 先駆 国鉄労働組合釧路支
部書記局

釧路 8号(1947.9.30)～21号(1948.6.18) 欠：18,19号
Ｍ 3204

802 戦災者時報 戦災者時報社 小樽 9号(1946.6.20)～15号(1946.9.20) 欠：11号 ｢からふと時報｣(NK0568)と改題    巻次継承 月2回刊 Ｍ 3205
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803 尖塔 全石炭道本部教育宣
伝部

札幌 2号(1948.10.16)～5号(1948.11.6)
Ｍ 3206

804 シャフト [日本共産党富岡細
胞]

函館 No.1([ ])
Ｍ 3207

805 社会新報 社会新報社 角田村(北海道) 1号(1946.2.25) Ｍ 3208
806 斜里郡新報 斜里郡新報社 小清水村(北海

道)
21号(1948.4.25)～28号
(1949.6.25)

欠：22号 ｢小清水新報｣(NK1937)の改題
Ｍ 3209

807 斜里タイムス 斜里タイムス社 斜里町(北海道) 1号(1947.11.20)～4号(1948.1.1) 欠：2号 上斜里版あり 週刊 Ｍ 3209
808 標茶公民 標茶村公民館 標茶村([北海

道])
1号(1949.2.24)～6号(1949.9.5) 基本標題：1,2号 月刊標茶 (改題)    刊行頻度：

1,2号 月刊 Ｍ 3210

809 士別町報 士別町役場 士別町([北海
道])

7号(1948.2.10)～18号(1949.2.10) 欠：8,14,15
号    臨時号
とも

旬刊

Ｍ 3210

810 士別民報 士別民報社 士別町(北海道) 1号(1946.4.10)～10号(1947.9.10) 欠：8号 旬刊 Ｍ 3210
811 支部だより 全逓信従業員組合美

唄局支部
[美唄町(北海
道)]

準備号(1947.8.12), 1号
(1947.9.16), 3号(1947.11.17) Ｍ 3210

812 支部情報 旭川支部情報部 [旭川] Vol.2,no.1(1949.4.8)～
no.10(1949.6.10)

欠：No.3,5
～9 Ｍ 3210

813 支部情報 国鉄労組名寄支部 [名寄町(北海
道)]

No.1(1948.10.16)～
no.21(1949.4.16),
no.1(1949.5.18)～no.6(1949.6.1)

欠あり

Ｍ 3210

814 支部情報 国鉄労組札幌支部情
報宣伝部

[札幌] No.3(1948.9.13)～
no.29([1949.3.23]), 11号その
2(1949.7.11)

欠：No.5～
15,17～23
巻次重複：
No.26

｢国鉄労組札幌支部情報｣(NK1783)をも見よ

Ｍ 3211

815 支部情報 全逓信労働組合札幌
電信局支部

札幌 1号(1948.9.22)～
no.30(1949.7.25)

欠あり    特
輯号,号外と
も

｢斗争ニュース｣(NT1176)の改題 不定期刊

Ｍ 3211

816 しぶき 全逓西北見特定局支
部

[北海道] 1号(1947.9.17)
Ｍ 3211

817 支部ニュース 国鉄労働組合室蘭支
部

室蘭 No.1(1949.1.25)～
no.11(1949.5.10)

基本標題：No.11 斗争ニュース
Ｍ 3211

818 支部ニュース 全日本進駐軍要員労
組北海道支部

札幌 23号(1948.9.30)～
no.30([1949].2.10)

号外とも 補遺あり
Ｍ 3211

819 支部ニュース 同上 札幌 補遺    No.30の検閲文書 Ｍ 3356
820 支部ニュース 全新聞道新支部 [北海道] No.1(1949.7.13)～

no.12(1949.9.22) Ｍ 3211
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821 支部ニュース 全逓富良野地方支部 富良野町(北海
道)

No.51([1948])～no.161([1949]),
no.1([1949.9])～no.[5](1949.9.30)

欠あり
巻号重複：
No.148

関連標題情報：No.156 Furano    編者および出
版者：変更あり    支部速報あり

不定期刊

Ｍ 3212

822 支部ニュース 全逓函館電信局支部 [函館] No.9(1947.8.10)～
no.29(1948.7.30)

[不定期刊]
Ｍ 3212

823 支部ニュース 全逓函館郵便局支部
情宣部

[函館] No.2(1948.5.10)～1948.9.13 欠：No.10
巻号重複：
No.6,14
号外とも

基本標題：No.5,6 支部にゅうす 不定期刊

Ｍ 3212

824 支部ニュース 全逓東北見特定局支
部書記局

北見国(北海道） 14号(1947.8.13)～23号
(1947.11.3), no.1(1948.5.11)～
no.22(1948.9.13),
no.1(1948.10.28)～no.4(1949.3.4)

欠：17号
(1947),no.1
9(1948)
速報,号外と
も

基本標題：No.1(1948.5.11)～no.22(1948.9.23)
支部にゅうす

不定期刊

Ｍ 3212

825 支部ニュース 全逓南上川支部書記
局

[北海道] No.5(1947.8.18)～
no.13(1947.9.23)

欠：No.6～8 基本標題：号により｢支部速報｣,｢支部特報｣ともあ
り Ｍ 3212

826 支部ニュース 全逓西北見支部 [北海道] No.1(1948.8.14)～
no.4(1948.10.2),

基本標題：号により｢しぶニュース｣ともあり 不定期刊
Ｍ 3212

827 支部ニュース 全逓小樽貯金局支部 小樽 No.1(1948.8.10)～
no.21(1948.12.7), no.1(1949.1.6)
～no.24(1949.9.24)

欠あり 不定期刊

Ｍ 3212

828 支部ニュース 全逓信従業員組合釧
路電気通信工事局支
部

[釧路] No.1(1947.8.20)～
no.33(1948.11.26)

欠：No.11～
13,21    速
報,特報とも

基本標題：No.15,18 支部にゅーす 不定期刊

Ｍ 3213

829 支部ニュース 全逓信労働組合函館
電話局支部

函館 No.2(1945.12.7) 不定期刊
Ｍ 3213

830 支部ニュース 全逓信労働組合岩内
郵便局支部

岩内町(北海道) No.1(1948.11.4),
no.2(1948.11.12) Ｍ 3213

831 支部ニュース 全逓信労働組合名寄
郵便局支部

[名寄町(北海
道)]

No.14(1948.9.24)～
no.32(1949.9.7)

欠：
No.16,31
号外とも

不定期刊

Ｍ 3213

832 支部ニュース 全逓宗谷地方特定局
支部情報宣部

[北海道] No.1([1947].8.13)～
no.23(1948.5.1), 1号(1948.6.1)～
no.8(1948.8.28), no.1(1948.9.17)
～no.6(1949.4.25),
no.3(1949.7.29)

欠あり    付
録とも

編者および出版者：変更あり 不定期刊

Ｍ 3213

833 支部にゅうす 全逓労組小樽電気通
信工事局支部調査宣
伝部

[小樽] No.2(1949.3.16)～9号(1949.6.29) No.5は文化版1号    刊行頻度：No.5,7 不定期刊
Ｍ 3214

834 支部速報 全逓小樽郵便局支部 小樽 No.3(1948.8.13)～
no.34(1949.6.27)

欠あり  巻号
重複あり

基本標題:No.24,25,34 支部そくほう    刊行頻度：
No.24 不定期刊 Ｍ 3215
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835 支部速報 全逓労組江別局支部 [江別町(北海
道)]

No.2([ ])～no.5([1948].8.20),
no.2(1949.7.8)～
no.[10](1949.8.26)

欠：
No.3(1949)
号外とも

基本標題：No.2(1949) 支部そくほう 不定期刊

Ｍ 3215

836 支部速報 全逓労組富良野地方
支部

富良野町 No.5(1947.8.13)～
no.64(1948.7.3),
no.15([1948].8.20)～58号
(1949.1.6)

欠あり    巻
次年月次不
明あり

編者および出版者：変更あり 不定期刊

Ｍ 3215

837 支部速報 全逓信労働組合函館
電信局支部組織部

函館 1948.9.19～1948.12.5, 1号
(1949.1.8)～24号(1949.9.28)

欠あり
Ｍ 3215

838 支部通信 全逓労組江別局支部 [江別町(北海
道)]

1号(1948.6.21)～
no.10(1948.11.9), no.1(1949.1.4)

編者および出版者：変更あり 不定期刊
Ｍ 3215

839 思潮新報 思潮新報社 小樽 1号(1948.10.10)～3号(1949.5.25) 出版地：1号 札幌 Ｍ 3216
840 師範新聞 北海道第一師範師友

会
札幌 3号(1947.12.1)～5号(1948.9.15)

Ｍ 3217

841 清水旬報 清水旬報社 清水町([北海
道]）

18号(1946.10.10) 旬刊
Ｍ 3218

842 下海岸タイムス 下海岸タイムス社 函館 1号(1949.5.18)～20号(1949.10.5) 欠：6号
号外とも

週刊*
Ｍ 3219

843 新道南 新道南新聞社 室蘭 1号(1948.4.23)～29号(1949.8.15) 欠あり 基本標題：1～[12]号 産業新報 (改題), 13,15号
室蘭タイムス (改題)    他言語標題：15号 The
Muroran times    編者および出版者：1～[12]号
産業新報社, 13,15号 室蘭タイムス社

旬刊

Ｍ 3220

844 新煙 札幌地方専売局専売
防犯協力会中央委員
会

札幌 2号(1948.10.26)～6号(1949.4.18) 月刊

Ｍ 3221

845 新広島 新広島新聞社 広島村(北海道） 1号(1947.6.5)～38号(1949.9.20) 欠：2～4,7
～14号

編者および出版者：1～16号 新広島新聞編集局 月2回刊
Ｍ 3222

846 新北海  A版 新北海新聞社 札幌 220号(1947.3.10)～1142号
(1949.9.30)

欠あり    巻
号重複あり

｢北海タイムス｣に合併    B版,地方総合版あり 日刊
Ｍ
3223-
3225

847 新北海  B版 新北海新聞社 札幌 197号(1947.2.18)～1142号
(1949.9.30)

欠あり    巻
号重複：
234,235,77
7号

｢北海タイムス｣に合併    C版,札幌版,生産版,小樽
版あり

日刊

Ｍ
3225-
3227

848 新北海  C版 新北海新聞社 札幌 218号(1947.3.11)～1142号
(1949.9.30)

欠あり    巻
号重複：
234,783号

｢北海タイムス｣に合併    D版,小樽版あり 日刊

Ｍ 3228

849 新北海  炭鉱版 新北海新聞社 札幌 727号(1948.8.8)～1142号
(1949.9.30)

欠あり    巻
号重複：777
号

｢北海タイムス｣に合併    807号以降の2面は炭鉱
新北海

日刊

Ｍ
3229-
3230
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850 新北海中学生新聞 新北海新聞社 札幌 1号(1949.1.20)～74号(1949.9.30) 欠：9,49,73
号

｢中学生タイムス｣(NC0365)と改題    巻次継承 週2回刊
Ｍ 3230

851 新幌内労道 日本炭砿労働組合連
合会北海道新幌内労
働組合

[三笠町(北海
道)]

11号(1949.3.5)～17号
(1949.9.11), 特報(1949.10.1)

号外,付録
(臨時大会
資料)とも
巻号重複：
14号

編者および出版者：11～13号 全石炭新幌内支部
情宣部

[月刊]

Ｍ 3230

852 新北見 新北見新聞社 北見 1号(1948.6.15)～62号(1949.8.26) 欠：22号 号
外とも

｢北見タイムス｣と合併し｢夕刊北見タイムス｣となる

刊行頻度：1～8号 旬刊, 9～39号 週刊
週2回刊

Ｍ 3231

853 新室蘭 新室蘭編集局 室蘭 1号(1949.2.7)～3号(1949.5.10),
1949.5.22

週刊
Ｍ 3232

854 新根室 新根室新聞社 中標津村(北海
道)

2号(1947.7.6)～79号(1949.5.27) 欠あり 農協版,酪振版あり 週刊
Ｍ 3233

855 篠路新聞 篠路新聞社 篠路村(北海道） No.20(1949.1.15)～
no.33(1949.9.15)

｢石狩新聞｣(NI0231)の改題    巻次継承    基本標
題：No.20～31 しのろ新聞    編者および出版者：
No.20～23 石狩新聞社

月3回刊
Ｍ 3234

856 新おたる 新おたる編集局 小樽 No.1(1949.1.5)～no.4([1949].2.1),
再刊5号(1949.4.15)～再刊11号
(1949.9.13)

号外とも
巻号重複：
再刊11号

基本標題：No.1～4 新小樽    関連標題情報：
No.1 日本共産党小樽地区機関紙, no.3,4 日本共
産党小樽地区委員会機関紙    編者：No.1～4 寺
井勝夫主筆    出版者： No.2～4 新小樽編集局

旬刊

Ｍ 3235

857 新理想 新理想本社 余市町(北海道） 20号(1946.11.20)～43号
(1947.6.30)

欠：38号
以後休刊

月3回刊
Ｍ 3236

858 真生会報 真生会本部 芽室町([北海
道])

3月号(1947.3.1)～7月号
(1949.7.7)

巻次年月次
不明あり
欠頁あり

年6回刊
Ｍ 3237

859 新生郷土 北海道常呂郡端野青
年学校

[端野村](北海
道）

2号(1946.9.1)
Ｍ 3238

860 新空知 新空知編集局 岩見沢 2号(1948.12.5)～10号(1949.3.20) 基本標題：2～7号 空知日胆新聞(改題), 8,9号 新
そらち (改題)    関連標題情報：2～7号 日本共産
党空知日胆委員会機関紙    編者および出版者：
変更あり

旬刊

Ｍ 3239

861 新宗谷 日本共産党稚内地区
委員会

稚内 1号(1949.4.20), 2号(1949.5.1)
Ｍ 3239

862 新十勝 新十勝新聞社 帯広 41号(1946.12.11)～335号
(1947.12.25)

欠あり ｢道東新報｣(ND0369)の改題    巻次継承    111
号より夕刊

日刊
Ｍ
3240-
3241

863 白樺 日本製鉄株式会社輪
西製鉄所

[北海道] 87号(1946.6.1)～159号
(1949.10.1)

欠あり    号
外とも

月2回刊
Ｍ 3242

864 市連ニュース 北海道全市職員組合
連合会

札幌 1号(1948.5.1)～29号(1949.9.20) 欠：12号 刊行頻度：25号 旬刊
Ｍ 3243
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865 しりべし 旬刊しりべし編集局 倶知安町(北海
道）

2号(1949.5.11) 旬刊
Ｍ 3243

866 後志山麓新聞 後志山麓新聞社 留寿都村(北海
道)

1号(1949.9.10) 月2回刊
Ｍ 3243

867 後志新聞 後志新聞 岩内町(北海道) 7号(1946.6.30)～10号(1946.9.27) 月5回刊 Ｍ 3243
868 後志新聞 後志新聞社 余市町(北海道） 8号(1946.7.27)～11号

(1946.9.19), 46号(1948.1.10)
欠：9,10号 刊行頻度：11号 旬刊 週刊

Ｍ 3243

869 後志タイムス 後志タイムス社 余市町(北海道） 1号(1947.7.10)～103号
(1949.10.8)

欠：
19,23,38号

刊行頻度：1～3号 旬刊 週刊
Ｍ 3243

870 市立高校新聞 札幌市立第一高等学
校

札幌 1号(1949.6.1)～4号(1949.9.10) 月刊*
Ｍ 3243

871 指針 全日本進駐軍要員労
働組合北海道支部

[北海道] No.1(1948.10.20) 付録とも
Ｍ 3244

872 証法寺報 吉井一道 上砂川町([北海
道])

1号(1949.1.1)
Ｍ 3245

873 書記局ニュース 室蘭地方労働組合協
議会

室蘭 No.1(1949.4.13), no.2(1949.5.9)
Ｍ 3246

874 書記局ニュース [全北海道庁職労組書
記局]

[北海道] No.2(1947.6.18)～no.6(1947.8.8) [不定期刊]
Ｍ 3246

875 書記局ニュース 全新聞道新支部 [北海道] No.1(1949.7.6)～no.7(1949.9.28) Ｍ 3246
876 書記局ニュース 全逓従組札幌郵便局

支部
[札幌] No.57(1947.9.11)～

no.63(1947.10.16)
欠：
No.58,62

｢斗争ニュース｣と合併し｢組合ニュース｣となる [不定期刊]
Ｍ 3246

877 書記局ニュース 全逓南空知支部 [南空知郡(北海
道)]

No.53(1947.8.5)～
no.56(1947.9.5),
no.13([1948].8.14)～
no.31(1948.11.20)

欠：
No.23,25,2
8 Ｍ 3246

878 書記局ニュース 全逓南空知特定局支
部

[南空知郡(北海
道)]

No.14([1947].8.20)～
no.23([1947].10.14)

欠：
No.20,21

[不定期刊]
Ｍ 3246

879 書記局ニュース 全逓西北見支部書記
局

[上湧別村(北海
道)]

No.3(1947.9.25), no.4(1947.10.3)
Ｍ 3247

880 書記局ニュース 全逓信労働組合苫小
牧郵便局支部

苫小牧 13号(1947.7.28)～
no.29(1948.5.17), no.1([ ])～
no.33(1949.7.23)

欠あり 編者および出版者：変更あり    出版地：13号～
no.26 苫小牧町(勇拂郡) Ｍ 3247

881 商工北海道 北海道商工組合中央
会

札幌 4号(1948.1.1)～22号(1949.9.15) 号外とも 編者および出版者：4～16号 商工協同組合中央
会北海道支部

月刊
Ｍ 3248

882 商工界報 商工界宣伝社出版部 帯広 No.1(1949.5.10), no.2(1949.5.20) 旬刊 Ｍ 3248
883 食道新聞 食道新聞社 札幌 1巻1号(1946.10.10) 1巻1号はゲラ

Ｍ 3249
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884 職業 札幌公共職業安定所 札幌 [1号](1948.12.1)～[3
号](1949.8.20) Ｍ 3249

885 職業時報 小樽職業安定協会 [小樽] 1号(1948.6.15), 2号(1948.7.15) 月刊 Ｍ 3249
886 職員組合だより 北海道拓殖銀行職員

組合
札幌 12号(1949.1.10)～14号

(1949.6.10) Ｍ 3250

887 食料タイムス 株式会社食料タイム
ス社

小樽 1号(1948.7.9)～3号(1948.8.20) 週刊
Ｍ 3251

888 少年少女北海道新聞 北海道新聞社 札幌 1号(1949.1.24)～38号
(1949.10.10)

週刊
Ｍ 3252

889 翔鴎 北海道漁村同盟 札幌 5号(1946.6.20) 月2回刊 Ｍ 3253
890 小説暦 旭川小説懇談会 旭川 1号(1947.9.1), 2号(1947.11.10) Ｍ 3254
891 小説界 小説界編集部 旭川 1巻1号(1948.5.15), 1巻2号

(1948.7.30) Ｍ 3254

892 商店界新聞 電送通信社 函館 1号(1949.1.10)～5号(1949.6.15),
9月号(1949.9.25)

欠：2号 基本標題：1号 商工マーケット新聞 (改題), 3～5
号 商店界

月2回刊
Ｍ 3254

893 聖徳新聞 聖徳新聞社 夕張 1号(1948.11.25)～4号(1949.4.30) 月2回刊 Ｍ 3254
894 週刊あばしり 週刊あばしり社 網走 1号(1949.3.6)～25号(1949.9.25) 週刊 Ｍ 3255
895 週刊映画と演劇 週刊映画と演劇社 函館 7号(1949.3.10) 月2回刊 Ｍ 3255
896 SHUKAN GAKUNAI

TANSHIN
SAPPORO BUNKA
SEMMON GAKUIN
GAKYUKAI
HENSHUBU

[札幌] No.1(1949.6.17)の検閲文書    Caterory：
Education

週刊

Ｍ 3358

897 週刊北海経済新聞 株式会社北海経済新
聞社

札幌 通算65号改題2号(1948.7.28)～通
算85号改題22号(1948.12.15)

欠：69号 ｢北海経済新聞｣(NH0731)から分離    ｢北日本経
済新聞｣(NK1315)と改題    巻次継承

週刊
Ｍ 3255

898 週刊北海水産 株式会社北海水産新
聞社

函館 110号(1948.1.9)～200号
(1949.10.7)

欠：
120,124,13
9号(付録の
みあり)
付録とも

｢北海道食糧新聞｣(NH0714)の改題    他言語標
題：110～139号 Weekly the Hokkai suisan

週刊

Ｍ 3256

899 週刊北海タイムス 週刊北海タイムス社 札幌 25号(1946.6.22)～90号
(1947.10.25)

欠あり 週刊
Ｍ 3256

900 週刊人民ニュース 川村猛 留萌 1号(1947.9.20)～46号(1949.9.7) 欠あり 基本標題：1～33号 留萌人民ニュース 週刊 Ｍ 3351
901 組報 全逓胆振支部 [幌別村(北海

道)]
No.74(1947.8.22)～
no.103(1947.11.26)

欠あり 不定期刊
Ｍ 3257

902 創建 石狩地区協議会 [北海道] 刊行頻度：2～4号 月刊 隔月刊 Ｍ 3257
903 速報 電産北海道地方本部

教育宣伝部
[札幌] No.1(1947.10.31)～

no.37(1948.6.8)
欠あり 基本標題：1～27号 北海電産速報

Ｍ 3258
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904 速報 国鉄労働組合札幌中
央支部

札幌 No.24([1949.1].18)～
no.134([1949].9.28)

欠あり
追加版とも

Ｍ 3258

905 速報 全日通労組北海道地
区本部

[北海道] 1948.11.24
Ｍ 3258

906 村民の声 [日本共産党狩太細
胞]

狩太村([北海
道])

No.1(1949.4.11) 不定期刊
Ｍ 3259

907 村報 釧路村役場 釧路村([北海
道])

[1948]4月号(1948.4.1)～[1949]9
月(1949.9.1)

欠：
[1948]11月
号～
[1949]8月
号

月刊

Ｍ 3259

908 総務部ニュース 全逓電話協議会北海
道地方協議会総務部

[札幌] 1号(1947.9.27)～10号
(1947.10.21)

欠：3～5,7
～9号

編者および出版者：1,2号 全逓電話協議会北方話
協総務部    ｢北話にゅーす｣をも見よ

不定期刊
Ｍ 3260

909 尊商会会報 尊商会 小樽 20号(1947) Ｍ 3260
910 空知農工新聞 空知農工新聞社 岩見沢 11号(1948.1.1)～18号(1948.7.10) 欠：

13,15,17号
｢空知タイムス｣(NS2770)と改題    巻次継承 月刊

Ｍ 3260

911 空知労政 滝川労政事務所 滝川町(北海道) 1号(1948.7.5)～3号(1948.10.15) 月刊 Ｍ 3260
912 そらち新聞 そらち新聞社 岩見沢 1号(1946.7.7) 週刊 Ｍ 3260
913 空知新聞 空知新聞社 栗山町(北海道) 1号(1949.3.20)～16号(1949.9.19) 欠：15号 ｢栗山新聞｣(NK2325)の改題    栗山版,栗沢･栗山

版,栗山･由仁版,綜合版あり Ｍ 3260

914 空知新聞 空知新聞社 深川町(北海道) 14号(1947.4.4)～38･39合併号
(1949.8.22)

欠：17,18号 編者：14～16号 空知新聞社 週刊
Ｍ 3260

915 空知新報 空知新報社 美唄町(北海道) 1号(1949.4.5)～19号(1949.10.5) ｢新社会合併紙｣とあり 旬刊 Ｍ 3260
916 空知新報 空知新報社 滝川町(北海道) 1巻1号(1949.7.15), 1巻2号

(19498.1)
月2回刊

Ｍ 3260

917 空知タイムス 空知タイムス社 岩見沢 20号(1948.9.13)～37号
(1949.9.13)

欠：25,26号 ｢空知農工新聞｣(NS2763)の改題    巻次継承
刊行頻度：23,24号 旬刊 Ｍ 3260

918 組織人 空知職員組合 歌志内町(北海
道)

1号(1948.9.20)～8号(1949.5.10) 編者および出版者：1～7号 全石炭空知職員支部
Ｍ 3261

919 宗谷地協ニュース 全逓宗谷地区協議会 稚内 No.1(1948.8.20)～
4(1948 9 24)

不定期刊 Ｍ 3262
920 宗谷自由民報 宗谷自由民報社 稚内町([北海

道])
29号(1947.3.20) 月2回刊

Ｍ 3262

921 宗谷タイムス 宗谷タイムス社 稚内 1号(1949.7.1)～6号(1949.8.5) [週刊] Ｍ 3262
922 宗谷特定教育部ニュー

ス
全逓信労組宗谷特定
地方支部教育部

[北海道] No.4(1948.11.5) 不定期刊
Ｍ 3262

923 The Sports times 週刊スポーツタイムス
社

小樽 1号(1947.2.15) 週刊
Ｍ 3262
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924 Stern 日本共産党北二師細
胞

[函館] No.1(1949.2.20)
Ｍ 3262

925 水産特報 北海産業新聞社 札幌 1号(1948.9.18)～3号(1948.10.9) 週刊 Ｍ 3263
926 推進隊ニュース 全逓十勝特定局支部

推進隊
[北海道] No.1(1948.8.30) 不定期刊

Ｍ 3264

927 スクラム [函館電話局細胞] [函館] 1号(1948.8.15), 3[号](1949.2.12),
1949.4.10

1号は雑誌形態
Ｍ 3264

928 スクラム 広尾町農民同盟編集
局

広尾町(北海道) 20号(1949.9.1), 21号(1949.9.20)
Ｍ 3264

929 スクラム [日本共産党ウロコ細
胞]

函館 No.1(1948.3.13)～
no.11(1949.5.20)

欠：No.5～8
欠頁あり
巻次年月次
不明あり

編者および出版者：No.1 日本共産党函館地区委
員会ウロコ細胞工場新聞係

Ｍ 3264

930 スクラム 日本青年共産同盟名
寄地区委員会

[北海道] No.1(1949.6.10)
Ｍ 3265

931 スクラム [小樽市役所職員組
合]

小樽 No.18(1948.9.10),
no.10(1948.11.1)～

欠：No.11
Ｍ 3265

932 スクラム 全逓旭川貯金支部書
記局

旭川 No.14(1947.8.6)～
no.21(1947.9.20)

欠：No.19
Ｍ 3265

933 スクールタイムス 合名会社スクールタイ
ムス社

留萠 1号(1949.6.10)～15号(1949.10.7) 欠：11号 刊行頻度：1～4号 週刊
Ｍ 3266

934 スクリュー [日本共産党国鉄船舶
細胞]

[函館] No.1(1949.2.15)～no.3(1949.6.1) 旬刊
Ｍ 3266

935 砂川春秋 三井砂川鉱業所砂川
春秋編輯部

上砂川町(北海
道)

462号(1948.1.1)～504号
(1949.10.1)

欠：
469,473,48
2号
号外とも

月2回刊

Ｍ 3267

936 スパナ 札幌地方金属産業労
働組合

札幌 1号(1949.7.1), 2号(1949.8.1)
Ｍ 3268

937 スポーツタイムス スポーツタイムス社 小樽 [6]号(1949.5.15)～9号(1949.6.21) 欠：8号 旬刊 Ｍ 3269
938 旅と観光 観光タイムス社 旭川 1号(1949.7.25) 旬刊 Ｍ 3270
939 立売新聞 立売新聞社 函館 9号(1948.3.5)～22号(1949.5.25) 欠：19号

年月次順不
同あり

刊行頻度：変更あり

Ｍ 3270

940 太平洋 太平洋炭砿株式会社
太平洋編集部

釧路 46号(1947.9.15)～71号
(1949.9.16)

欠あり
特別号とも

編者および出版者：46～66号 太平洋炭砿株式会
社釧路鉱業所太平洋編輯部    刊行頻度：46～65
号月2回刊

Ｍ 3271

941 たいまつ 日本共産党函館地区
委員会たいまつ編集
部

函館 1号(1948.6.15), 2号(1948.7.30) 旬刊

Ｍ 3271
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942 タイピスト タイピスト同人会 小樽 No.1(1948.5.10), no.2(1948.8.10) [月2回刊] Ｍ 3272
943 大正村だより 大正村農民同盟 大正村(北海道) 1号(1948.4.25)～15号(1949.10.1) 欠：5,12号 Ｍ 3273
944 大衆新聞 日本共産党電信局細

胞
[函館] No.1(1948.5.27)

Ｍ 3274

945 滝川町公報 滝川町役場 滝川町(北海道) 1号(1948.5.3)～39号(1949.9.1) 欠あり 旬刊 Ｍ 3275
946 滝川高校新聞 北海道立滝川高等学

校校友会新聞部
滝川町 6号(1949.4.25)～8号(1949.6.29)

Ｍ 3275

947 滝川新聞 滝川新聞社 滝川町(北海道) 1号(1946.11.11)～38号
(1949.10.1)

欠：2,26号 新そちら版    刊行頻度：変更あり    14号～17号
は｢滝川町報｣を合刷

月6回刊
Ｍ 3275

948 滝高新聞 滝高社会科学研究会 [滝川町(北海
道)]

No.2(1948.9.25)
Ｍ 3275

949 拓北 社団法人北海道開拓
協会

札幌 13号(1947.4.1)～27号(1948.10.1) 欠：19～25
号

｢北海道開拓新聞｣(NH0665)と改題    巻次継承 月刊
Ｍ 3275

950 拓北新聞 拓北新聞社 遠軽町(北海道) 4号(1946.10.28)～42号
(1949.3.30)

欠：18号 刊行頻度：24号 月3回刊 月2回刊
Ｍ 3275

951 拓殖新聞 拓殖新聞社 函館 1709号(1947.3.22) Ｍ 3275
952 炭脈 全石炭新夕張支部 夕張 1年1号[通号]1号(1947.7.7)～3年2

号[通号26号](1949.2.10)
欠：2年14号
～3年1号

関連標題情報：1年1号～1年[4]号 新夕張労働組
合機関紙, 1年5号～2年12号 新夕張炭砿労働組
合機関紙    編者および出版者：1年1号～1年[4]
号 新夕張労働組合, 1年5号～2年13号 新夕張炭
砿労働組合    刊行頻度：1～5号 月刊

月2回刊

Ｍ 3276

953 炭道 [日本炭鉱労働組合連
合会北海道支部]

札幌 3号(1949.4.28)～15号(1949.9.20) 欠：10号
号外とも

関連標題情報：4号 炭労道支部機関紙    編者お
よび出版者：3号 炭労道支部 Ｍ 3277

954 炭道 日本炭鉱労働組合総
連合北海道支部教育
宣伝部

札幌 1号(1948.7.15), 3号(1948.8.5) 月刊

Ｍ 3277

955 炭郷 全日本石炭産業労働
組合幌内支部

三笠町(北海道) 1年9号(1948.8.15) 月刊
Ｍ 3277

956 炭光 夕張鉱業所炭光編集
部

夕張 1号(1949.5.1)～5号(1949.9.1) 刊行頻度：1,2号 月刊
Ｍ 3277

957 炭砿人 夕張職員組合 夕張 2年7号[通号]23号(1947.5.1)～4年
15号[通号]65号(1949.8.31)

欠：2年8号
～2年10
号,3年11号
別冊,特集
号とも

関連標題情報：23～30号 夕張鉱業所社員組合機
関紙, 31～59号 夕張鉱業所職員組合機関紙
編者および出版者：23～30号 夕張鉱業所社員組
合, 31～59号 夕張鉱業所職員組合

月2回刊

Ｍ 3277

958 炭響 幌内職員組合 三笠町(北海道) 16号(1949.9.15) Ｍ 3278
959 炭層 全石炭昭和支部 [美唄町(北海

道)]
No.3(1948.8.13)

Ｍ 3279
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960 探偵小説新聞 探偵小説新聞社 小樽 1号(1948.5.5)～8号(1948.11.15) 基本標題：1号 実話小説新聞, 2,3号 北海探偵小
説新聞     編者および出版者：1～3,5号 北海道小
説新聞社    刊行頻度：1～3号 旬刊, 6,7号 月2回

月刊

Ｍ 3280

961 炭都タイムス 炭都タイムス社 美唄町(北海道) 1号(1949.2.1) 月2回刊 Ｍ 3280
962 炭山 大夕張炭砿従業員労

働組合
夕張 1号(1949.5.15)～5号(1949.9.17)

Ｍ 3280

963 樽勤協ニュース 小樽勤労生活協同組
合

[小樽] No.5(1949.4.25)
Ｍ 3280

964 樽勤特報 [小樽勤労生活共同組
合]

[小樽] 1949.4.15
Ｍ 3280

965 たゝかひ 全逓労組室蘭工事支
部

室蘭 No.1(1948.8.31)～
no.35(1949.7.20)

欠：
13,19,28号
解説版,号
外とも

編者および出版者：変更あり [不定期刊]

Ｍ 3281

966 たゝかひ 速報版 全逓信労働組合室蘭
電気通信工事局支部

室蘭 No.1([1948].10.9)～
no.27(1949.3.3)

欠：9,25,26
号  号外とも

不定期刊
Ｍ 3281

967 逓旗 [日本共産党釧路局細
胞]

鳥取町(北海道) No.1(1948.10.25)～
no.6(1949.2.24)

以後廃刊 出版地：1号 釧路 不定期刊
Ｍ 3282

968 定期大会経過報告 国鉄労働組合旭川支
部

[旭川] 9回(1949.6.5)
Ｍ 3282

969 帝国新聞 帝国新聞社 函館 133号(1946.9.6)～157号
(1949.9.25)

刊行頻度：133～154号 旬刊 月刊
Ｍ 3283

970 帝繊札幌従組新聞 札幌従組情報宣伝部 札幌 1948.5.1～1949.4.20 特報,臨報と
も

基本標題：変更あり    原稿(巻次年月次不明)あり
Ｍ 3283

971 弟子屈タイムス 弟子屈タイムス郷音
社

[弟子屈町(北海
道)]

1号(1948.6.7)～9号(1948.9.20) 欠：8号 ｢弟農通信｣と｢郷音｣の合併    刊行頻度：1,2号 旬
刊 Ｍ 3284

972 鉄輪 道私鉄定山渓鉄道支
部

[北海道] No.101(1949.4.22),
no.102(1949.5.1) Ｍ 3285

973 鉄山 北海道日鉄鉱業労働
組合

京極村(北海道) 5号(1948.4.8)～19号(1949.7.10) 欠：6～9,14
号
号外とも

Ｍ 3285

974 鉄塔 日本共産党日発札幌
支社細胞

札幌 No.1(1948.12.22)～3号
(1949.1.28)

[不定期刊]
Ｍ 3285

975 東亜新聞 東亜新聞社 札幌 1号(1947.1.30)～30号(1949.1.1) 欠：2,25,26
号

他言語標題：1～16号 The East Asia press    刊
行頻度：変更あり Ｍ 3286

976 東圧北工斗争本部速
報

[東圧北工斗争本部] [砂川町](北海
道)

No.4(1948.9.15)～
no.5(1948.9.21) Ｍ 3287

977 凍魚 北海道水産物冷凍業
会

札幌 4号(1947.1.15), 7号(1947.6.15) 月刊
Ｍ 3288
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978 東宝ダイジェスト 東宝株式会社北海道
支社宣伝課

北海道 No.1([1949.6])～no.3(1949.8.5) 雑誌形態
Ｍ 3289

979 東邦評論 東邦評論社 根室町(北海道) 7号(1946.10.23)～18号
(1948.1.1), 145号(1949.9.1), 146
号(1949.10.1)

欠：14号
145号は再
刊号

刊行頻度：7～10号 旬刊
Ｍ 3289

980 十勝評論 十勝評論社 帯広 1号(1949.5.1)～4号(1949.8.10) 刊行頻度：1,2号 旬刊 Ｍ 3290
981 十勝毎日 十勝毎日社 帯広 16号(1946.10.1)～42号(1947.8.2) 欠：

17,29,34号
週刊

Ｍ 3290

982 十勝農民新聞 十勝農民新聞社 [帯広] 6号(1947.7.20)～61号(1949.10.5) 欠あり 月3回刊 Ｍ 3291
983 十勝労働 北海道帯広労政事務

所
帯広 1号(1948.5.20)～10号(1948.12.5) 欠：6号 刊行頻度：1～5号 月2回刊 月3回刊

Ｍ 3291

984 十勝青年 十勝連青事務局 [北海道] 1号(1948.5.25)～11号(1949.7.12) 欠：4,5,10
号

Ｍ 3291
985 東缶をたる 東洋製缶小樽工場 [小樽] 1号(1946.6.1)～9号(1948.2.25) 欠：2～4号 Ｍ 3292
986 糖旗 [日本共産党日甜磯分

内細胞]
標茶村(北海道） 1号(1948.12.25)～9号(1949.4.30) 基本標題：1号 ドライヤー [不定期刊]

Ｍ 3293

987 東光 岩見沢市立東光中学
校

岩見沢 1号(1949.6.20), 2号(1949.7.26) 基本標題：1号 東光新聞 [月刊]
Ｍ 3294

988 東光ニュース 東光中学校文芸部 [岩見沢] 1号(1948.5.6)～9号(1948.10.23) Ｍ 3294
989 苫工高新聞 道立苫小牧工業高等

学校内学芸部新聞班
苫小牧 1号(1949.7.11)

Ｍ 3295

990 苫小牧毎日新聞 苫小牧毎日新聞社 苫小牧 3118号(1949.2.8)～3186号
(1949.8.26) Ｍ 3295

991 苫高新聞 苫小牧高等学校内新
聞部

[苫小牧] 1号(1949.2.21)～3号(1949.5.28) 刊行頻度：1,2号 月2回刊
Ｍ 3295

992 苫の星 日本共産党苫小牧地
区委員会

苫小牧 No.7(1947.6.20)～
no.10(1947.10.25), 1948.4.1

巻号重複：
No.9,10

関連標題情報：No.7 日本共産党苫小牧地区委員
会党報 Ｍ 3295

993 とみおか 小樽市富岡中学校父
母と教師の会

小樽 1号(1948.8.1), 2号(1949.3.23)
Ｍ 3296

994 トラクター トラクター編集局 札幌 15号(1947.2.10)～25号
(1948.8.28)

欠：16,17号 ｢北海新報｣(NH0771)と改題    巻次継承 旬刊
Ｍ 3297

995 東陵新聞 東陵中学校出版部 北見 1号(1948.11.10)～9号(1949.10.4) 月刊 Ｍ 3298
996 闘針 東圧北海道工業所労

働組合情報部
[北海道] No.35([1948.8.24])～

no.40(1948.10.6)
特輯号とも 基本標題：No.35,36,特輯号,no.37 斗針    編者お

よび出版者：変更あり Ｍ 3299

997 投書新聞 投書新聞社 夕張 17号(1947.4.10)～36号
(1948.9.25)

欠あり ｢夕張タイムス｣と合併し｢道南タイムス｣(ND0331)
となる Ｍ 3300

998 斗争ニュース 国鉄労働組合札幌中
央支部

[札幌] 43号(1948.9.8) 付録とも
Ｍ 3301

52



基本標題 出版者 出版地 巻次・年月次 所蔵注記 注記 刊行頻度 請求番号

999 斗争ニュース 国鉄労組旭川支部情
報部

旭川 No.33(1948.2.13)～
no.78(1948.8.1)

欠あり    号
外とも    巻
号重複：
No.62

Ｍ 3301

1000斗争ニュース 国鉄労組北海道地方
評議会危機突破合同
委員会

[北海道] No.50(1948.3.23),
no.51(1948.4.3) Ｍ 3301

1001斗争ニュース 国鉄労組名寄支部 [名寄] No.48(1948.9.6), no.49(1948.9.9),
号外(1949.6.1), no.1(1949.6.8)～
no.22(1949.9.27)

欠：
No.6,9,20
号外,速報と
も

Ｍ 3301

1002斗争ニュース 国鉄労組札幌支部情
宣部

[札幌] 1号(1949.5.19)～
no.[29](1949.10.1) Ｍ 3301

1003斗争ニュース 酪農労組中斗情宣部 [北海道] No.6(1949.6.23)～
no.33(1949.8.23)

欠：No.11
Ｍ 3301

1004斗争ニュース 札幌進駐軍要員労働
組合

札幌 [1947.10], 1947.11.13,
no.3(1947.11.29) Ｍ 3301

1005斗争ニュース 全日通労組札幌支部
組宣部

札幌 No.1(1948.11.24)～
no.77(1949.10.3)

欠あり    付
録,特報とも Ｍ 3302

1006斗争ニュース 全新聞道新支部 [北海道] 1号(1949.3.24)～
no.51(1949.6.16), 号外

号外とも
Ｍ 3302

1007斗争ニュース 全新聞北海道新聞支
部旭川分会

[旭川] No.4(1949.4.7)～no.17(1949.6.3) 欠あり
Ｍ 3302

1008斗争ニュース 全逓帯広電機電信工
事局支部斗争委員会

[帯広] No.1(1947.11.5) 不定期刊
Ｍ 3302

1009斗争ニュース 全逓労働組合札幌電
信局支部

札幌 No.17(1948.4.4)～45号
(1948.9.14)

欠あり    巻
号重複：
No.36

｢支部情報｣(NS1188)と改題    編者および出版
者：No.17～26 全逓信従業員組合札幌電信局支
部

不定期刊

Ｍ 3302

1010斗争ニュース 全逓札幌郵便局支部 札幌 No.1(1947.10.16)～
no.54(1948.5.10)

欠あり ｢書記局ニュース｣と合併し｢組合ニュース｣となる
Ｍ 3302

1011斗争ニュース 全逓胆振支部 [北海道] No.1(1947.10.29) 不定期刊 Ｍ 3302
1012闘争ニュース 国鉄労組北海道斗争

委員会
[北海道] 号外(1948.7.1)

Ｍ 3303

1013闘争ニュース 全日本進駐軍要員労
働組合道斗本部

[北海道] No.1(1947.9.25)
Ｍ 3303

1014斗争週報 全逓北海道地区本部
情宣部

札幌 No.2(1949.1.11)～
no.14(1949.6.10)

欠：No.9～
11 号外と

Ｍ 3303

1015豊平町新聞 [日本共産党月寒細
胞]

豊平町(北海道) 1号(1948.9.15)～3号(1948.10.31) 不定期刊
Ｍ 3304

1016津別農民 津別農協運営委員会 津別町(北海道) 1号(1949.6.5)～9号(1949.10.1) 月2回刊 Ｍ 3305
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1017津別新聞 津別新聞社 津別町(北海道) 1号(1948.8.8)～55号(1949.10.1) 欠：18号 週刊
Ｍ
3305-
3306

1018 つながり 全新聞道新支部 [北海道] No.3(1949.4.15) Ｍ 3307
1019躑躅新聞 躑躅新聞 函館 1号([1949.5.1])～4号(1949.9.25) 基本標題：1,2号 つつじ    編者および出版者：1,2

号 道立函館女子高等学校二年六組 Ｍ 3308

1020動き 全逓信労働組合帯広
郵便局支部

帯広 14号(1947.8.14)～77号
([1949].1.31), 特報([1949].2.1), 特
集1号(1949.2.1)

欠あり    特
輯号,付録と
も    巻号重
複：74号

基本標題：60号,No.69 ウゴキ    編者および出版
者：変更あり    No.29,特集1号は雑誌形態

不定期刊

Ｍ 3309

1021 うきよ新聞 うきよ新聞社 小樽 1巻1号(1949.1.1) Ｍ 3310
1022 うさぎ 北海道養兎研究会 札幌 3号(1948.3.1)～15号(1949.6.20) 月刊 Ｍ 3311
1023 うたごえ [日本共産党北農連] [札幌] [1948.1], No.4(1948.1.31)～

no.22(1948.12.17)
欠あり
号外とも

不定期刊
Ｍ 3312

1024若い芽 日本共産党新夕張砿
細胞

夕張 1号(1947.7.1)～4号(1947.9.1)
Ｍ 3313

1025若い仲間 若い仲間編集局 札幌 1号(1949.4.25)～9号(1949.7.28) 旬刊 Ｍ 3313
1026稚内民同 稚内民主化同盟 稚内 1号(1949.3.25)～5号(1949.8.10) [月刊] Ｍ 3314
1027吾等の声 札幌印刷労働組合 札幌 5号(1947.5.1), 6号(1947.6.1) ｢札幌印刷労働組合報｣(NS0455)をも見よ Ｍ 3315
1028矢部産業時報 矢部産業株式会社 小樽 1号(1949.6.15)～4号(1949.9.15) 欠：2号 月刊 Ｍ 3316
1029八雲新報 八雲新報社 八雲町(北海道) 89号(1948.1.1)～178号

(1949.10.9)
欠あり    巻
号重複：118
号    号外と
も

週刊

Ｍ 3317

1030やまびこ やまびこ発行所 夕張 1号(1946.8.5)～10号(1947.1.20) 付録とも 月3回刊 Ｍ 3318
1031山脈 丸瀬布連合青年団 [丸瀬布村](北海

道)
1号(1948.8.31)～18号(1949.9.10) 欠あり 月刊

Ｍ 3319

1032やまのたて [全石炭]赤間職組文
化部

平赤町(北海道) 1号(1948.10.30)～6号(1949.4.1)
Ｍ 3320

1033余市新聞 余市新聞社 余市町(北海道) 45号(1946.10.27)～179号
(1949.10.9)

欠あり 刊行頻度：105～144号 旬刊 週刊
Ｍ 3321

1034陽光 赤間炭鉱労働組合 赤平町(北海道) 1号(1949.1.25)～4号(1949.8.25) 関連標題情報：1,2号 全石炭赤間支部機関紙
編者および出版者：1,2号 全石炭赤間支部

月刊
Ｍ 3322

1035 ヨーコーロ [日本共産党日鉄輪西
細胞]

[室蘭] No.5(1947.8.9), no.7(1947.10.6),
no.8(1947.10.30) Ｍ 3323

1036夕張文化タイムス 夕張文化タイムス社 夕張 1号(1947.8.23)～3号(1947.10.30) Ｍ 3324
1037夕張新聞 夕張新聞社 夕張 20号(1946.11.5)～54号

(1949.10.5)
欠あり 刊行頻度：20～46号 月2回刊 月刊

Ｍ 3324
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1038夕張タイムス 夕張タイムス社 夕張 679号(1946.10.15)～719号
(1948.10.1), 741号(1949.6.20)～
750号(1949.10.1)

欠あり 720号(1948.11.17)から｢投書新聞｣(NT1148)と
合併,｢道南タイムス｣(ND0331)となる    741号か
ら復題    刊行頻度：679～719号 月2回刊

月3回刊
Ｍ 3324

1039夕刊北海新報 北海新報社 帯広 1号(1948.9.11)～299号(1949.9.7) 欠あり 号により北見沿線版,広尾沿線版,上り沿線版,下り
沿線版,士幌沿線版,各地総合版あり   ｢北門新報｣
(NH0838)と改題    巻次継承

日刊

Ｍ 3325

1040夕刊北見タイムス 夕刊北見タイムス社 北見 74号(1949.9.10)～101号
(1949.10.14)

欠：99号
巻号に乱れ
あり    巻号
重複：92号

｢北見タイムス｣と｢新北見｣の合併    ｢北見タイム
ス｣の巻次継承

日刊

Ｍ 3325

1041夕刊留萌 夕刊留萌新聞社 留萌 1号(1949.6.15)～36号(1949.7.30) [日刊] Ｍ 3326
1042郵輪新聞 [全逓札幌鉄郵局支

部]
[札幌] No.53(1948.8.24)～

no.56(1948.10.11) Ｍ 3327

1043読売新聞  北海版 読売新聞社 東京 25535号(1948.2.1)～26156号
(1949.10.18)

欠あり 日刊
Ｍ 3328

1044全町村ニュース 全北海道町村職員組
合

札幌 5号(1948.10.25)～17号
(1949.8.20)

基本標題：5～9号 町村連, 10～15号 全町村 不定期刊
Ｍ 3329

1045全町村にゅーす 全北海道町村職員組
合

札幌 4号(1949.8.20) 不定期刊
Ｍ 3329

1046全道庁 全北海道庁職員労働
組合編集局

[札幌] No.27(1948.9.6)～
no.80(1949.10.3)

欠あり    付
録,号外とも

基本標題：No.27～38 全道庁ニュース 週刊
Ｍ 3330

1047全道庁情報 全道庁職員労働組合
編集局

札幌 No.1(1949.7.4)～
no.19(1949.10.7) Ｍ 3330

1048全官公情報 北海道全官公庁労組
連絡協議会

札幌 1号(1948.6.25)～7号(1948.10.16) 不定期刊
Ｍ 3331

1049全官公ニュース 北海道全官公労働組
合連絡協議会

札幌 特輯号(1949.4.12),
[No.1](1949.4.26)～

欠：No.8 不定期刊
Ｍ 3331

1050ぜんこうほくれん 全鉱北海道地方連合
会

札幌 11号(1949.6.18)～19号(1949.9.1) 欠：
14,16,17号 Ｍ 3332

1051前進 日本共産党函館ドック
支部

[函館] No.2(1949.4.11), no.3([ ])
Ｍ 3333

1052全逓道連通信 全逓信労働組合北海
道地区本部

[札幌] 2号(1947.8.1)～42号(1948.9.14) 欠：6号 編者および出版者：2～35号 全逓信従業員組合
北海道地方連合会    刊行頻度：8～10号 旬刊

週刊
Ｍ 3334

1053全逓道特協会報 全逓北海道地方特定
局協議会

[岩見沢] No.3(1947.10.15)～
no.41(1949.7.25)

欠あり 月2回刊
Ｍ 3334

1054全逓日高 全逓信労働組合日高
特定局支部情報宣伝
部

[三石村](北海
道)

No.1(1948.10.22)～
no.22(1949.9.29)

欠：No.20 不定期刊

Ｍ 3335

1055全逓日高支部  青年婦
人部版

全逓信労働組合日高
支部

[様似村](北海
道)

No.2(1949.5.25)～
no.4(1949.7.21) Ｍ 3335
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1056全逓日高支部速報 全逓信労働組合日高
特定局支部情報宣伝
部

[三石村](北海
道)

No.1(1948.10.9)～
no.11(1949.5.4)

欠：No.3～
8,10

不定期刊

Ｍ 3335

1057全逓東北見 全逓東北見特定支部
書記局

[斜里村](北海
道)

No.8(1949.7.1)
Ｍ 3335

1058全逓北海道 全逓信労働組合北海
道地区本部

札幌 No.1(1949.1.14)～
no.32(1949.9.18)

刊行頻度：No.1～5 半月刊, no.6～14 週刊,
no.15～23 3日刊

週2回刊
Ｍ 3336

1059全逓北海道  号外 全逓信労働組合組合
北海道地区本部情宣
部

札幌 No.1(1949.7.13)～
no.36(1949.9.15)

欠：
No.11,34
付録とも

Ｍ 3336

1060全逓いぶり 全逓胆振特定局支部 [幌別村](北海
道)

No.53(1948.8.18)～
no.72(1948.10.24),
no.10(1948.12.6), no.1(1949.3.8)
～no.8(1949.6.4), no.4(1949.9.1)

欠あり 基本標題：号により 全逓胆振 不定期刊

Ｍ 3336

1061全逓石狩深川支部
ニュース

全逓石狩深川局支部
文教部

[深川町](北海
道)

No.1(1947.10.1)～
no.9(1948.5.15), 1948.7.12,
1948.8.20

欠：No.2～6 基本標題：No.1～9,1948.7.12 支部ニュース
Ｍ 3336

1062全逓時事速報 全逓信労働組合石狩
深川支部

[深川町](北海
道)

No.1(1948.8.10), 1948.8.26
Ｍ 3336

1063全逓従組札幌電話局
支部報

全逓札幌電話局支部 [札幌] No.5(1947.9.15), no.7(1947.11.4) 基本標題：No.5 全逓従組札話支部報 不定期刊
Ｍ 3336

1064全逓北見地区協議
会々報

北見地区協議会書記
局

[北海道] 1949.3.15
Ｍ 3337

1065ぜんてい釧路地区協
ニュース

全逓釧路地区協議会 釧路 No.1(1948.8.25)～
no.28(1948.12.15), [1949.2]～
1949.4.5,  no.1(1949.8.20)～
no.5(1949.9.24)

欠あり    特
輯号,特報と
も

基本標題：変更あり    号により雑誌形態あり 不定期刊

Ｍ 3337

1066全逓釧特支部報 全逓釧路地方特定局
支部

[標茶村](北海
道)

No.1(1948.8.10)～
no.33(1949.7.20),
no.1(1949.8.13)～no.3(1949.9.1)

欠：
No.15,24
号外とも

不定期刊

Ｍ 3337

1067全逓松前 全逓信労働組合松前
地方特定局支部

[福島町(北海
道)]

No.1([1949.8.4]),
no.2([1949].8.25)

[不定期刊]
Ｍ 3337

1068全逓根特支部報 全逓根室特定局支部 [別海村](北海
道)

No.10(1948.4.4)～
no.12(1948.4.15), 1948.5.24～
1949.5.6

基本標題：変更あり 不定期刊

Ｍ 3338

1069全逓ニュース 全逓名寄郵便局支部
書記局

[名寄町](北海
道)

No.10(1947.8.21)～
no.13(1947.11.7)

不定期刊
Ｍ 3338

1070全逓小樽 全逓信労働組合小樽
地区協議会

小樽 No.1(1949.7), no.2(1949.8.10) ｢地区ニュース｣の改題 不定期刊
Ｍ 3338
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1071全逓利礼地方支部
ニュース

全逓従業員組合利礼
地方特定局支部

[北海道] No.2(1948.6.10), no.3(1948.6.27) 基本標題：No.3 利礼地方支部ニュース 不定期刊
Ｍ 3338

1072全逓札電支部通信 札幌電報局支部 札幌 No.11(1948.5.17),
no.14(1948.7.14), 1号(1949.1.15)
～10号(1949.9.30)

欠あり
号外とも

基本標題：No.11,14 支部通信    編者および出版
者：変更あり    刊行頻度：No.11,14 不定期刊, 1
号 旬刊

月2回刊
Ｍ 3339

1073全逓支部ニュース 全逓信労働組合倶知
安郵便局支部

倶知安町(北海
道)

No.3(1948.1.15)～36号
(1948.7.16)

欠あり 基本標題：No.3,4 支部にゅうす 不定期刊
Ｍ 3339

1074全逓十勝 全逓十勝地区連絡協
議会

帯広 No.1(1948.7.7)～no.5(1948.8.7) 基本標題：No.4 ぜんていとかち 不定期刊
Ｍ 3340

1075全逓十勝 全逓十勝特定局支部 [陸別村](北海
道)

No.1(1949.4.15)～no.8(1949.8.1) 欠：No.5
号外とも

不定期刊
Ｍ 3340

1076ぜんていトカチ支部報 全逓十勝特定局支部 帯広 No.1(1947.8.28)～
no.23(1948.2.9), no.8(1948.4.22)
～no.28(1948.10.8),
no.1(1948.10.12)～
no.22(1949.4.4)

欠あり 基本標題：変更あり    出版地：No.1(1947.8.28)～
23(1948.2.9) 池田町(北海道)

不定期刊

Ｍ 3341

1077全逓十勝特定婦人部
報

[全逓信従業員組合十
勝特定局支部]

[本別町](北海
道)

No.1(1948.10.16) 不定期刊
Ｍ 3341

1078 [基本標題不明] [出版者不明] [帯広] 2号(1948.8.25) 表紙欠 Ｍ 3352
1079 [基本標題不明] 2号(1948.8.25) Ｍ 3352
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出 版 地 域 別  索 引 

 

【札幌】     ｐ１ 

【石狩】     ｐ６ 

【渡島】     ｐ６ 

【檜山】     ｐ８ 

【後志】     ｐ８ 

【空知】     ｐ10 

【上川】     ｐ11 

【胆振】         ｐ13 

【留萌】         ｐ14 

【宗谷】         ｐ14 

【網走】         ｐ14 

【日高】         ｐ15 

【釧路】         ｐ16 

【根室】         ｐ17 

【その他】       ｐ18 

  
 

 



凡 例 

 

１ 排列 

  出版地別に排列した。 

  排列は、札幌市、石狩、渡島、桧山、後志、空知、上川、留萌、宗谷、網走、胆振、

日高、十勝、釧路、根室の順に、市町村ごとに排列している。出版地が「北海道」とあ

るのみで市町村名を欠いているものは「北海道」として、また「道外」「不明」のもの

は「その他」として末尾にまとめた。 

 

２ 記載形式 

  記述は次の項目で構成。 

  基本表題、出版者、出版地、ページ、請求記号 

 



－ 出 版 地 域 別  索 引 － 

 

【札幌】 
Cultural section's news （全日通労組札幌支部文化部）  [札幌] …  4 Ｍ2801 

Cultural section's news （全日通労組札幌支部文化部）  [札幌] …  4 Ｍ3353 

Economic times （エコノミックタイムス社）        札幌 …  8 Ｍ2823 

EIGA AMERICA （HOKUSHINSHA ） [札幌] …  8 Ｍ3357 

HJKニュース （北海道自動車運輸株式会社従業員組合）  札幌        … 12 Ｍ2874 

OLU婦人部ニュース （札幌進駐軍要員労働組合）      札幌        … 36 Ｍ3147 
SHUKAN GAKUNAI TANSHIN（SAPPORO BUNKA 

SEMMON GAKUIN GAKYUKAI HENSHUBU）   [札幌] … 47 Ｍ3358 

The New world times （ニューワールドタイムス社） 札幌 … 34 Ｍ3117 

アイヌ新聞 （アイヌ新聞社） 札幌 …  1 Ｍ2767 

いづみ （三菱鉱業北海道監督事務所） 札幌 … 22 Ｍ2978 

うさぎ （北海道養兎研究会） 札幌 … 54 Ｍ3311 

うたごえ （[日本共産党北農連]） [札幌] … 54 Ｍ3312 

エリ蚕 （北海道野蚕研究所） 札幌 …  8 Ｍ2827 

ガイド （札幌サービスステーション） 札幌 …  8 Ｍ3357 

キネマタイムス （キネマタイムス社） 札幌 … 26 Ｍ3031 

コール北海 （コール北海社） 札幌 … 28 Ｍ3057 

こどものくに  幼年版 （財団法人子供の国） 札幌 … 28 Ｍ3046 

こども写真新聞   幼年版（北海写真新聞社） 札幌 … 28 Ｍ3047 

さざなみ （全日本新聞労働組合道婦協札幌地区協議会）[札幌] … 40 Ｍ3186 

サッポロ･パック （サッポロ･パック社） 札幌 … 39 Ｍ3183 

スパナ （札幌地方金属産業労働組合） 札幌 … 49 Ｍ3268 

ぜんこうほくれん （全鉱北海道地方連合会） 札幌 … 55 Ｍ3332 

ドーム （[日本共産党札鉄本局細胞]） 札幌 …  6 Ｍ2817 

トラクター （トラクター編集局） 札幌 … 52 Ｍ3297 

ニュースグラフ （ニュースグラフ社） 札幌 … 36 Ｍ3143 

ばくしん （国鉄労組北海道地方連絡斗争委員会） 札幌 …  2 Ｍ2780 

ぶんせん （札幌文科専門学院学友会編輯部） 札幌 …  3 Ｍ2790 

ほくれん速報 （全鉱北海道地方連合会） [札幌] … 20 Ｍ2957 

もみぢ （[全日本新聞労働組合道新支部青年部]） 札幌 … 33 Ｍ3098 

ルンビニ （北海道仏教日校連盟） 札幌 … 38 Ｍ3169 

ロータリー （日本共産党苗穂工機部細胞） [札幌] … 38 Ｍ3166 

ロケット･ユニオン （全日本新聞労働組合北海タイムス支部） 札幌 … 37 Ｍ3162 

一高新聞（北海道立札幌第一高等学校学友会新聞部） 札幌 … 21 Ｍ2970 

衛生民報 （北海放談社） 札幌 …  8 Ｍ2824 

演劇しんぶんHokkaido （新演劇人協会北海道支部） 札幌 …  8 Ｍ2826 

火花 （[日本共産党全逓道本部細胞]） [札幌] … 11 Ｍ2865 

火曜会通信 （火曜会） 札幌 … 25 Ｍ3022 

開拓者 （日本共産党札幌地区委員会） 札幌 … 24 Ｍ3009 

革新時報 （革新時報社） 札幌 … 24 Ｍ3010 

革新日報 （革新日報社） 札幌 … 24 Ｍ3010 

学院だより （学院同窓会） 札幌 …  9 Ｍ2837 

学生ジャーナル （北海道公論社） 札幌 …  9 Ｍ2838 

学塔 （札教中等部学友会） [札幌] …  9 Ｍ2840 

学内短信 （札幌文科専門学院学友会編輯部） [札幌] …  9 Ｍ2838 

希望 （全日通労組札幌支部婦人部） [札幌] … 26 Ｍ3029 

気象ニュース （全気象北海道支部） 札幌 … 26 Ｍ3033 

技連マンスリー （北海道科学技術連盟） 札幌 …  9 Ｍ2844 

救援ニュース （日本労農救援会北海道支部） 札幌 … 32 Ｍ3080 

共同募金便り （北海道共同募金委員会） 札幌 … 31 Ｍ3073 

協同新聞 （協同社） 札幌 … 31 Ｍ3074 

協力 （北海道診療協力会） 札幌 … 31 Ｍ3079 

教育解放 （教育解放発行所） 札幌 … 31 Ｍ3076 

教育部報 （全逓札幌郵便局支部） [札幌] … 31 Ｍ3075 

教宣情報 （全新聞道新支部教宣部） [札幌] … 31 Ｍ3079 

暁鐘 （幾春別炭砿職員組合） 札幌 … 10 Ｍ2849 

暁鐘  （三井木材北海道労働組合[ほか]） 札幌 … 10 Ｍ2849 

極東タイムス （極東タイムス社） 札幌 … 31 Ｍ3078 

経済トピック （北海経済新聞社） 札幌 … 25 Ｍ3025 

索引- 1 - 



経済旬報 （社団法人北海道商工会議所） 札幌 … 25 Ｍ3024 

経済輿論新聞 （北海道経済輿論新聞社） 札幌 … 25 Ｍ3026 

建設そくほう （全逓信労働組合札幌工事局支部建設班） 札幌 … 26 Ｍ3028 

建設情報 （建設情報社） 札幌 … 26 Ｍ3027 

建設班ニュース （札逓支部建設班） [札幌] … 25 Ｍ3027 

五星新聞 （五星新聞） 札幌 …  9 Ｍ2846 

吾等の声 （札幌印刷労働組合） 札幌 … 54 Ｍ3315 

光星 （札幌光星中学校々友会） 札幌 … 28 Ｍ3057 

光星学園時報 （光星学園時報編輯係） 札幌 … 28 Ｍ3058 

光星学園新聞 （光星学園新聞部） [札幌] … 28 Ｍ3058 

光明 （光明社） 札幌 … 28 Ｍ3055 

工場対策部ニュース （全新聞道新支部工場対策部） [札幌] … 28 Ｍ3050 

広告新聞 （広告新聞社） 札幌 … 28 Ｍ3051 

購連情報（北海道購買農業協同組合連合会） 札幌 … 28 Ｍ3056 

高速度（全日本新聞労働組合北海道新聞支部） 札幌 … 29 Ｍ3060 

国鉄労組札幌支部情報（国鉄労組札幌支部情報宣伝部） 札幌 … 28 Ｍ3052 

黒耀 （北海道支社職員組合） 札幌 … 28 Ｍ3053 

砂丘 （[全新聞道新支部婦人部]） [札幌] … 38 Ｍ3176 

再起情報 （再起情報社） 札幌 … 38 Ｍ3172 

札支文化 （国鉄労組札幌支部文教部） [札幌] … 40 Ｍ3184 

札特ニュース （全逓札幌特定郵便局支部書記局） 札幌 … 40 Ｍ3185 

札幌印刷労働組合報  (仮称)（札幌印刷労働組合） [札幌] … 39 Ｍ3182 

札幌管区気象台週報 （札幌管区気象台） [札幌] … 39 Ｍ3182 

札幌市公報 （札幌市役所） 札幌 … 39 Ｍ3183 

札幌女子高等学校新聞 （札幌女子高等学校自治会新聞部） [札幌] … 39 Ｍ3182 

札幌商工会議所所報 （札幌商工会議所） 札幌 … 39 Ｍ3183 

札幌地区地協ニュース（全逓信労働組合札幌地区協議会）札幌 … 39 Ｍ3182 

札幌畜産情報 （札幌畜産農業協同組合） 札幌 … 39 Ｍ3182 

札幌中央支部情報 （国鉄労組札幌中央支部） [札幌] … 39 Ｍ3182 

札幌同盟新聞 （札幌在外同胞救出学生同盟） [札幌] … 39 Ｍ3182 

札幌毎日新聞 （札幌毎日新聞社） 札幌 … 39 Ｍ3182-3183 

三郵信報 （三郵会） 札幌 … 39 Ｍ3181 

産業タイムス （産業タイムス社） 札幌 … 39 Ｍ3179 

産業ライト （日本産業倶楽部） 札幌 … 38 Ｍ3178 

子供の国 （財団法人子供の国） 札幌 … 27 Ｍ3046 

子供の国科学新聞 （財団法人子供の国） 札幌 … 27 Ｍ3046 

子供写真新聞  高学年用 （北海写真新聞社） 札幌 … 28 Ｍ3047 

子供新聞 （新日本出版社） 札幌 … 28 Ｍ3048 

市立高校新聞 （札幌市立第一高等学校） 札幌 … 46 Ｍ3243 

市連ニュース （北海道全市職員組合連合会） 札幌 … 45 Ｍ3243 

師範新聞 （北海道第一師範師友会） 札幌 … 44 Ｍ3217 

支部ニュース （全日本進駐軍要員労組北海道支部） 札幌 … 42 Ｍ3211 

支部ニュース （全日本進駐軍要員労組北海道支部） 札幌 … 42 Ｍ3356 

支部情報 （国鉄労組札幌支部情報宣伝部） [札幌] … 42 Ｍ3211 

支部情報 （全逓信労働組合札幌電信局支部） 札幌 … 42 Ｍ3211 

時事経済 （株式会社時事経済新聞社） 札幌 … 22 Ｍ2984 

時事通信  速報 (札幌) （時事通信社札幌支社） 札幌 … 22    Ｍ2986-2987 

時報 （札幌逓信局支部） [札幌] … 22 Ｍ2983 

自動車協会報 （社団法人北海道自動車協会） 札幌 … 22 Ｍ2982 

自動車整備情報 （札幌鉄道局陸運部） [札幌]  … 22 Ｍ2982 

自由のために （日本共産党札幌一高細胞） [札幌] … 23 Ｍ2997 

自由民報 （自由民報社） 札幌 … 23 Ｍ2996 

若い仲間 （若い仲間編集局） 札幌 … 54 Ｍ3313 

週刊北海タイムス （週刊北海タイムス社） 札幌 … 47 Ｍ3256 

週刊北海経済新聞 （株式会社北海経済新聞社） 札幌 … 47 Ｍ3255 

旬刊札電支部通信 （全逓札幌電信局支部文化部） 札幌 … 24 Ｍ3004 

純福音 （純福音社） 札幌 … 24 Ｍ3001-3002 

書記局ニュース （全逓従組札幌郵便局支部） [札幌] … 46 Ｍ3246 

商工北海道 （北海道商工組合中央会） 札幌 … 46 Ｍ3248 

少年少女北海道新聞 （北海道新聞社） 札幌 … 47 Ｍ3252 

職員組合だより （北海道拓殖銀行職員組合） 札幌 … 47 Ｍ3250 

職業 （札幌公共職業安定所） 札幌 … 47 Ｍ3249 

食道新聞 （食道新聞社） 札幌 … 46 Ｍ3249 
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新北海  A版 （新北海新聞社） 札幌 … 44 Ｍ3223-3225 

新北海  B版 （新北海新聞社） 札幌 … 44 Ｍ3225-3227 

新北海  C版 （新北海新聞社） 札幌 … 44 Ｍ3228 

新北海  炭鉱版 （新北海新聞社） 札幌 … 44 Ｍ3229-3230 

新北海中学生新聞 （新北海新聞社） 札幌 … 45 Ｍ3230 
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人民週報 （人民週報編輯局） 札幌 … 23 Ｍ2994 

水産特報 （北海産業新聞社） 札幌 … 49 Ｍ3263 

政界通信 （政界通信社） 札幌 … 40 Ｍ3191 

政治経済新聞 （政治経済新聞社） 札幌 … 40 Ｍ3190 
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青年朝日 （青年朝日新聞社） 札幌 … 41 Ｍ3194 

青年民報 （青年民報社） 札幌 … 41 Ｍ3196 

青婦ニュース （全道庁職員労働組合青婦封策部） 札幌 … 40 Ｍ3189 

石狩労政 （札幌労政事務所） 札幌 … 21 Ｍ2974 

赤十字支部通信 （日本赤十字社北海道支部） 札幌 … 41 Ｍ3200 

千島樺太信託統治懇請運動 （北海道独立運動社） 札幌 …  3 Ｍ2794 

尖塔 （全石炭道本部教育宣伝部） 札幌 … 42 Ｍ3206 

泉 （泉発行所） 札幌 … 22 Ｍ2979 

全官公ニュース （北海道全官公労働組合連絡協議会） 札幌 … 55 Ｍ3331 

全官公情報 （北海道全官公庁労組連絡協議会） 札幌 … 55 Ｍ3331 

全町村ニュース （全北海道町村職員組合） 札幌 … 55 Ｍ3329 

全町村にゅーす （全北海道町村職員組合） 札幌 … 55 Ｍ3329 

全逓札電支部通信 （札幌電報局支部） 札幌 … 57 Ｍ3339 

全逓従組札幌電話局支部報 （全逓札幌電話局支部） [札幌] … 56 Ｍ3336 

全逓道連通信 （全逓信労働組合北海道地区本部） [札幌] … 55 Ｍ3334 

全逓北海道 （全逓信労働組合北海道地区本部） 札幌 … 56 Ｍ3336 

全逓北海道  号外 （全逓信労働組合組合北海道地区本部情宣部）  

札幌        … 56 Ｍ3336 

全道庁 （全北海道庁職員労働組合編集局） [札幌] … 55 Ｍ3330 

全道庁情報 （全道庁職員労働組合編集局） 札幌 … 55 Ｍ3330 

組合だより（三井鉱山札幌事務所職員労働組合事務局） [札幌] … 29 Ｍ3063 

組合だより （北海道農業協同組合課） 札幌 … 29 Ｍ3063 

組合ニュース （[北教組北大支部]） [札幌] … 30 Ｍ3066 

組合ニュース （全日通労組札幌支部組宣部） [札幌] … 30 Ｍ3066 

組合ニュース （全逓札幌郵便局支部） [札幌] … 30 Ｍ3067 

組合ニュース （北海道拓殖銀行職員組合書記局） 札幌 … 30 Ｍ3066 

組合資料 （国鉄労働組合札幌中央支部） [札幌] … 30 Ｍ3068 

組合速報 （全逓札幌郵便局支部） [札幌] … 30 Ｍ3069 

組合彙報 （全逓札幌電気通信工事局支部） 札幌 … 29 Ｍ3065 

総務部ニュース （全逓電話協議会北海道地方協議会総務部）[札幌] … 48 Ｍ3260 

速報（電産北海道地方本部教育宣伝部） [札幌] … 47 Ｍ3258 

速報 （国鉄労働組合札幌中央支部） 札幌 … 48 Ｍ3258 

拓北 （社団法人北海道開拓協会） 札幌 … 50 Ｍ3275 

炭道 （[日本炭鉱労働組合連合会北海道支部]） 札幌 … 50 Ｍ3277 

炭道 （日本炭鉱労働組合総連合北海道支部教育宣伝部）   札幌 … 50 Ｍ3277 

地協ニュース  青年部版 （全逓札幌地区協議会） [札幌] …  3 Ｍ2793 

地区斗争ニュース （全逓札幌地区会議） [札幌] …  3 Ｍ2792 

地底 （全日本石炭産業労働組合北海道地方本部教育部）  札幌 …  4 Ｍ2794 

中学生タイムス （新北海新聞社） 札幌 …  4 Ｍ2798 

帝繊札幌従組新聞 （札幌従組情報宣伝部） 札幌 … 51 Ｍ3283 

鉄塔 （日本共産党日発札幌支社細胞） 札幌 … 51 Ｍ3285 

電波 （日本共産党札幌電信局細胞） [札幌] …  4 Ｍ2808 

斗争ニュース （国鉄労働組合札幌中央支部） [札幌] … 52 Ｍ3301 

斗争ニュース （国鉄労組札幌支部情宣部） [札幌] … 53 Ｍ3301 

斗争ニュース （札幌進駐軍要員労働組合） 札幌 … 53 Ｍ3301 

斗争ニュース （全日通労組札幌支部組宣部） 札幌 … 53 Ｍ3302 

斗争ニュース （全逓労働組合札幌電信局支部） 札幌 … 53 Ｍ3302 

斗争ニュース （全逓札幌郵便局支部） 札幌 … 53 Ｍ3302 

斗争週報 （全逓北海道地区本部情宣部） 札幌 … 53 Ｍ3303 

土建タイムス （土建タイムス社） 札幌 …  6 Ｍ2813 

凍魚 （北海道水産物冷凍業会） 札幌 … 51 Ｍ3288 

東亜新聞 （東亜新聞社） 札幌 … 51 Ｍ3286 
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同盟情報 （北海道農民同盟事務局） 札幌 …  6 Ｍ2815 

同盟通信  北海道版 （株式会社同盟通信社札幌支局） 札幌 …  6 Ｍ2816 

道政弘報 （北海道庁行政調査室） 札幌 …  7 Ｍ2819 

道庁職聯会報 （全北海道庁職員組合聯合会情報部） [札幌] …  5 Ｍ2811 

道本部news （全逓道本部情宣部） 札幌 …  5 Ｍ2812 

道本部ニュース  婦人部版 （全逓北海道地区本部） 札幌 …  5 Ｍ2812 

道話協にゅーす （全逓道話協事務局） 札幌 …  7 Ｍ2821 

二高社研新聞 （札幌第二高等学校社会科学研究会） [札幌] … 35 Ｍ3126 

日通北海道 （全日通労働組合北海道地区本部） 札幌 … 35 Ｍ3131 

日本政治新聞 （日本政治新聞社） 札幌 … 34 Ｍ3121 

日本青年新聞 （日本青年新聞社） 札幌 … 34 Ｍ3121 

日本養蜂 （社団法人日本養蜂協会） 札幌 … 34 Ｍ3122 

日労ニュース （日本労働組合会議北海道地方会議本部）   札幌 … 34 Ｍ3118 

農業協同組合時報 （北海道協同組合通信社） 札幌 … 35 Ｍ3134 

農経教室新聞 （[北海道大学]） [札幌] … 35 Ｍ3136 

農村文化ニュース （北海道農業会総務部農政課） 札幌 … 36 Ｍ3140 

農民新聞 （北海道農民新聞社） 札幌 … 36 Ｍ3137-3138 

農労ニュース （全農林労働組合北海道支部事務局） 札幌 … 36 Ｍ3139 

柏学友新聞 （柏中学編集班） [札幌] … 25 Ｍ3019 

白療時報 （[日本共産党白川細胞]） 札幌 … 10 Ｍ2861 

苗工戦線 （国鉄労働組合苗穂工機部支部） 札幌 … 34 Ｍ3109 

婦人部ニュース （北日本江別労働組合婦人部宣伝部） 札幌 …  8 Ｍ2831 

婦人部便り （国鉄労組札幌中央支部） 札幌 …  8 Ｍ2830 

父母と学校 （民主教育協力社） 札幌 …  8 Ｍ2830 

分会ニュース （全逓労道支部将校宿舎分会） 札幌 …  3 Ｍ2786 

望 （望写真新聞社） 札幌 … 36 Ｍ3141 

北海タイムス  （新北海新聞社） 札幌 … 18 Ｍ2949-2950 

北海タイムス  炭鉱版 （新北海新聞社） 札幌 … 18 Ｍ2951-2952 

北海ドッグニュース （週刊北海タイムス社） 札幌 … 12 Ｍ2876 

北海ニュース （株式会社北海ニュース社） 札幌 … 17 Ｍ2945 

北海パック （北海道政治同盟札幌支部） 札幌 … 17 Ｍ2945 

北海パック （北海パック社） 札幌 … 17 Ｍ2945 

北海医薬衛生新報 （北海薬報社） 札幌 … 15 Ｍ2930 

北海医薬新報 （北海薬報社） 札幌 … 16 Ｍ2930 

北海協同組合通信 （北海道協同組合通信社） 札幌 … 16 Ｍ2933-2934 

北海協同組合通信 （北海道協同組合通信社） 札幌 … 16 Ｍ3354 

北海教育情報 （社団法人希望生活の会） 札幌 … 16 Ｍ2935 

北海教育展望 （北海教育展望社） 札幌 … 16 Ｍ2935 

北海教養新聞（国家地方警察札幌管区部警務部教養課北海警友編集部） 

 札幌 … 16 Ｍ2935 

北海経済新聞 （北海経済新聞社） 札幌 … 16 Ｍ2933 

北海建設 （北海建設新聞社） 札幌 … 16 Ｍ2933 

北海高校新聞 （北海高等学校新聞部） 札幌 … 16 Ｍ2933 

北海産業経済新聞 （北海産業経済新聞社） 札幌 … 18 Ｍ2945 

北海産業新聞 （北海産業新聞社） 札幌 … 18 Ｍ2945 

北海時事 （北海時事社） 札幌 … 16 Ｍ2930 

北海時事 （北海時事社） 札幌 … 16 Ｍ3354 

北海時報 （北海時報社） 札幌 … 16 Ｍ2930 
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北海写真新聞 （北海写真新聞社） 札幌 … 18 Ｍ2946-2947 

北海社会新聞 （北海社会新聞社） 札幌 … 18 Ｍ2946 

北海商工通信 （北海商工通信社） 札幌 … 18 Ｍ2948 

北海商友新報 （北海商友新報社） 札幌 … 18 Ｍ2948 

北海新報 （北海新報編集局 ） 札幌 … 18 Ｍ2947 

北海新報 （北海新報社） 札幌 … 18 Ｍ2948 

北海真宗 （北海道教務所） [札幌] … 18 Ｍ2948 

北海水産新聞 （北海水産新聞社） 札幌 … 18 Ｍ2948 

北海世論 （北海世論新聞社） 札幌 … 19 Ｍ2953 

北海石油経済新聞 （北海石油経済新聞社） 札幌 … 18 Ｍ2946 

北海探偵時報 （北海私立探偵社） 札幌 … 18 Ｍ2952 

北海珍報 （十一号書屋） 札幌 … 12 Ｍ2875 

北海電気新聞 （北海電気新聞社） 札幌 … 12 Ｍ2876 

北海電産  （日本電気産業労働組合北海道地方本部） 札幌 … 12 Ｍ2876 

北海道ウィークリー （北海道新聞社） 札幌 … 15 Ｍ2929 
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北海道開拓新聞 （社団法人北海道開拓協会） 札幌 … 12 Ｍ2877 

北海道学生新聞 （北海道学生新聞社） 札幌 … 12 Ｍ2876 
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北海道新聞 (札幌)  札幌版 （北海道新聞社） 札幌 … 14 Ｍ2919-2921 
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北海道新聞 (札幌)  上川版 （北海道新聞社） 札幌 … 14 Ｍ2904 
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北海道新聞社報 （[北海道新聞社]） 札幌 … 15 Ｍ2927 
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北海道投書新聞 （北海道投書新聞社） 札幌 … 15 Ｍ2928 

北海道道路運送新聞 （北海道道路運送協力会） 札幌 … 12 Ｍ2876 

北海道独立運動 （北海道独立運動社） 札幌 … 12 Ｍ2876 

北海道農民新聞 （北海道農民新聞社） 札幌 … 13 Ｍ2878 

北海道物価通信 （北海商業通信社） 札幌 … 12 Ｍ2876 

北海道林業新聞 （北方公論社） 札幌 … 13 Ｍ2878 

北海道林材新聞 （北海道林材新聞社） 札幌 … 13 Ｍ2878 

北海道林材特報 （北海道林材新聞社） 札幌 … 13 Ｍ2878 

北海日報 （株式会社北海日報社） 札幌 … 17 Ｍ2945 

北海農報 （北海道農業技術普及会） 札幌 … 17 Ｍ2945 

北海民団時報 （在日大韓民国居留民団北海道本部 ）   札幌 … 17 Ｍ2935 

北海民報 （株式会社札幌毎日新聞社） 札幌 … 17 Ｍ2935 

北海木材工業 （北海道木製品振興会） 札幌 … 17 Ｍ2936 

北海薬報 （北海薬報社） 札幌 … 19 Ｍ2952 

北海郵蒐趣味会リポート（北海郵蒐趣味会） 札幌 … 19 Ｍ2953 

北海隣組新聞 （北海隣組新聞社） 札幌 … 19 Ｍ2952 

北海労働 （北海道労働協会） 札幌 … 17 Ｍ2945 

北海労働 （日本労働組合総同盟北海道地方聯合会） 札幌 … 17 Ｍ2945 

北患同盟報 （北海道患者同盟） 札幌 … 19 Ｍ2953 

北教 （北海道教職員組合） 札幌 … 19 Ｍ2954 

北購連通信 （北海道購買農業協同組合連合会） 札幌 … 19 Ｍ2954 

北州民報 （北州民報社） 札幌 … 20 Ｍ2962 

北診 （北海道診療協力会） 札幌 … 20 Ｍ2961 

北大職組新聞 （北教組北大支部） [札幌] … 19 Ｍ2955 

北大職組新聞 （北教組北大支部） [札幌] … 19 Ｍ3354 

北日本経済新聞 （株式会社北日本経済新聞社） 札幌 … 27 Ｍ3040 

北農連ニュース （北海道指導農業協同組合連合会農政課）   札幌 … 19 Ｍ2957 

北農労ニュース （北海道農業団体労働組合教育宣伝部） 札幌 … 19 Ｍ2957 

北方通信 （社団法人樺太引揚者団体連合会） 札幌 … 21 Ｍ2967 

北方労働新聞 （北方労働新聞社） 札幌 … 21 Ｍ2967 

北洋無塵地帯 （北洋無尽株式会社職員組合文化部） 札幌 … 21 Ｍ2966 

北陸運 （北海道運搬商業協同組合連合会） 札幌 … 20 Ｍ2958 

北労 （北海道労働組合会議） 札幌 … 20 Ｍ2959 

北労情報 （北海道労働組合会議情報宣伝部） 札幌 … 20 Ｍ2959 
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北労速報 （北海道労働組合会議情報宣伝部） 札幌 … 20 Ｍ2960 

北話にゅーす （全逓信労働組合電話協議会北海道地方協議会）[札幌] … 20 Ｍ2966 

北話にゅーす （全逓信労働組合電話協議会北海道地方協議会）[札幌] … 21 Ｍ3354 

幌北 （札幌市幌北国民学校） 札幌 … 28 Ｍ3049 

明るい窓 （財団法人北方民生協会） 札幌 …  1 Ｍ3359 

郵輪新聞 （[全逓札幌鉄郵局支部]） [札幌] … 55 Ｍ3327 

酪農検査所報 （北海道酪農検査所） 札幌 … 37 Ｍ3156 

酪農青年 （北海道酪農青年研究連盟） 札幌 … 37 Ｍ3156 

料理飲食喫茶連合時報 （料理飲食喫茶連合時報社） 札幌 … 38 Ｍ3170 

労働タイムス （[北海社会新聞社]労働タイムス） 札幌 … 37 Ｍ3161 

労農ニュース（全農林労働組合北海道支部事務局） 札幌 … 37 Ｍ3164 

翔鴎 （北海道漁村同盟） 札幌 … 47 Ｍ3253 

コトニ時報 （琴似町役場） [琴似町(北海道)] … 29 Ｍ3061 

琴似新報 （琴似新報社） 琴似町(北海道) … 29 Ｍ3061 

青年新聞 （北海道青年協会） 琴似町(北海道) … 41 Ｍ3197 

石教 （北海道教員組合石狩地区協議会） 琴似町(北海道) … 41 Ｍ3201 

木材労働 （全日本木材労組合北海道支部組織部） 琴似町(北海道) … 33 Ｍ3097 

豊平町新聞  （[日本共産党月寒細胞]） 豊平町(北海道) … 53 Ｍ3304 

 

【石狩】  

石狩地区情報 （[出版者不明]） 石狩 … 21 Ｍ2974 

恵庭民報 （恵庭民報社） 恵庭村(北海道) …  8 Ｍ2827 

家庭号 （[北日本製紙江別工場]労働組合宣伝部）       [江別町]([北海道]) … 25 Ｍ3020 

会報 （江別地区労同組合協議会） [江別町(北海道)] … 24 Ｍ3005 

江別教育 （北海道教員組合江別町支部） 江別町(北海道) …  7 Ｍ2822 

江別勤労新聞 （江別勤労新聞社） 江別町(北海道) …  7 Ｍ2822 

江別商工会議所だより （江別商工会議所創立事務所） 江別町(北海道) …  7 Ｍ2822 

江別新聞 （江別新聞社） 江別町(北海道) …  7 Ｍ2822 

支部速報 （全逓労組江別局支部） [江別町(北海道)] … 44 Ｍ3215 

支部通信 （全逓労組江別局支部） [江別町(北海道)] … 44 Ｍ3215 

青年部ニュース （王子江別労組青年宣伝部） [江別] … 40 Ｍ3194 

石狩タイムス （石狩タイムス社） 江別町(北海道) … 22 Ｍ2974 

石狩報知新聞 （株式会社石狩報知新聞社） 江別町(北海道) … 21 Ｍ2974 

組合ニュース （北日本製紙労働組合宣伝部） [江別町](北海道） … 30 Ｍ3066 

文化部報 （北日本製紙労働組合文化部） [江別] …  3 Ｍ2785 

北都新聞 （北都新聞社） 江別町(北海道) … 20 Ｍ2964 

労組ニュース （王子江別労働組合） 江別町(北海道) … 37 Ｍ3166 

労組新聞 （王子江別労組宣伝部） [江別町(北海道)] … 37 Ｍ3166 

篠路新聞 （篠路新聞社） 篠路村(北海道） … 45 Ｍ3234 

石狩新聞 （石狩新聞社） 篠路村(北海道) … 21 Ｍ2974 

石狩新報 （石狩新報社） 千歳町(北海道) … 22 Ｍ2974 

千歳サンデー毎日 （千歳サンデー毎日） 千歳町(北海道) …  4 Ｍ2795 

千歳新聞 （千歳新聞社） 千歳町(北海道) …  4 Ｍ2795 

新広島 （新広島新聞社） 広島村(北海道） … 44 Ｍ3222 

北竜新聞暁峰 （北竜青年政治研究会） 北竜村(北海道) … 20 Ｍ2960 

 

【渡島】 
大農新聞 （大野農業高等学校） 大野村(北海道) …  4 Ｍ2804 

漁村新生 （長万部漁民組合） 長万部町(北海道) … 10 Ｍ2849 

長万部民報 （小倉範三郎） 長万部町(北海道) … 36 Ｍ3149 

北建設班報 （全逓北渡島特定局支部青年部） 長万部町(北海道) … 26 Ｍ3035 

北渡島ニュース （全逓北渡島特定局支部） 長万部町(北海道) … 27 Ｍ3041 

北渡嶋だより （全逓北渡嶋特定局支部書記局）       長万部町(北海道) … 27 Ｍ3041 

上磯ニュース （北海道教職員組合上磯支部情報宣伝部） 上磯町(北海道) … 24 Ｍ3012 

渡島上磯新聞 （渡島上磯新聞社） 上磯町(北海道) … 36 Ｍ3350 

南渡島そくほう （全逓南渡島地方支部） [上磯郡(北海道)] … 32 Ｍ3089 

南渡島青年婦人部報 （[全逓南渡島青年婦人部]） [上磯郡](北海道) … 32 Ｍ3089 

北渡島ニュース （全逓北渡島特定局支部書記局） [鹿部村](北海道) … 27 Ｍ3041 

赤い百合 （日本共産党函館地区委員会七飯細胞） 七飯村(北海道) …  1 Ｍ2769 

大地 （大地編輯局） 七飯村(北海道) …  4 Ｍ2802 

3000人のニュース （全逓労組函館地協） [函館] … 39 Ｍ3181 

Stern （日本共産党北二師細胞） [函館] … 49 Ｍ3262 
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カップラ （日本共産党五駅細胞） [函館] … 25 Ｍ3017 

かていつうしん （全逓函[館]地方貯金局支部） [函館] … 25 Ｍ3021 

ジャッキ （日本共産党五稜郭工機部細胞） 函館 … 22 Ｍ2980 

シャフト （[日本共産党富岡細胞]） 函館 … 42 Ｍ3207 

スクラム （[函館電話局細胞]） [函館] … 49 Ｍ3264 

スクラム （[日本共産党ウロコ細胞]） 函館 … 49 Ｍ3264 

スクリュー （[日本共産党国鉄船舶細胞]） [函館] … 49 Ｍ3266 

たいまつ （日本共産党函館地区委員会たいまつ編集部） 函館 … 49 Ｍ3271 

はとば新聞 （はとば新聞社） 函館 … 11 Ｍ2863 

フアン   （北海道フアン社） 函館 …  8 Ｍ2829 

ふらいき （日本共産党車掌区細胞） 函館 …  8 Ｍ2834 

プロレタリア （日本共産党函館郵便局細胞） [函館] … 37 Ｍ3155 

ポストは叫ぶ （日本共産党郵便局細胞） 函館 … 37 Ｍ3154 

メガホン （日本共産党函館地区委員会） 函館 … 32 Ｍ3084 

メザマシ （日本共産党函館検車区細胞） 函館 … 32 Ｍ3085 

レシーバー （[日本共産党函館電信局細胞]） 函館 … 37 Ｍ3158 

下海岸タイムス （下海岸タイムス社） 函館 … 44 Ｍ3219 

家庭新聞 （家庭新聞社） 函館 … 25 Ｍ3020 

海峡新報 （海峡新報会） 函館 … 24 Ｍ3007 

機関車 （日本共産党五機細胞） 函館 … 26 Ｍ3030 

原動 （[全逓信労働組合函館電話局支部青年部]） [函館] …  9 Ｍ2843 

鼓動 （函館市役所職員組合） 函館 … 27 Ｍ3045 

工場は明るく （日本共産党ドック細胞） 函館 … 28 Ｍ3050 

工場街 （日本共産党函館地区北部細胞群委員会） 函館 … 28 Ｍ3050 

砂丘通信 （砂丘詩社） 函館 … 38 Ｍ3176 

細胞新聞 （日本共産党桟橋細胞） 函館 … 38 Ｍ3171 

支部ニュース （全逓函館電信局支部） [函館] … 43 Ｍ3212 

支部ニュース （全逓函館郵便局支部情宣部） [函館] … 43 Ｍ3212 

支部ニュース （全逓信労働組合函館電話局支部） 函館 … 43 Ｍ3213 

支部速報 （全逓信労働組合函館電信局支部組織部） 函館 … 44 Ｍ3215 

時事通信  速報 (函館)（時事通信社函館支局） 函館 … 22 Ｍ2988-2990 

週刊映画と演劇 （週刊映画と演劇社） 函館 … 47 Ｍ3255 

週刊北海水産 （株式会社北海水産新聞社） 函館 … 47 Ｍ3256 

商店界新聞 （電送通信社） 函館 … 47 Ｍ3254 

情報宣伝部報 （全逓函郵支部） [函館] … 23 Ｍ3000 

青雲時報 （函館市立高等学校学芸部） 函館 … 41 Ｍ3199 

前進 （日本共産党函館ドック支部） [函館] … 55 Ｍ3333 

大衆新聞 （日本共産党電信局細胞） [函館] … 50 Ｍ3274 

拓殖新聞 （拓殖新聞社） 函館 … 50 Ｍ3275 

地協ニュース （全逓函館地区協議会） 函館 …  3 Ｍ2792 

朝日新報 （朝日新報社） 函館 …  4 Ｍ2796 

帝国新聞 （帝国新聞社） 函館 … 51 Ｍ3283 

天の浮橋 （函館経済思想研究会 ） [函館] …  1 Ｍ2773 

東渡島支部ニュース （全逓信労働組合東渡島特定局支部） [函館](北海道)  … 11 Ｍ2871 

同朋 （同朋発行会） 函館 …  5 Ｍ2811 

同盟通信社  競馬版 （株式会社同盟通信社函館支局） 函館 …  6 Ｍ2816 

道南経済 （北海道水産経済興信所） 函館 …  6 Ｍ2817 

道南新聞 （道南新聞編集局） 函館 …  6 Ｍ2817 

函館子供新聞 （道南時報社） 函館 … 10 Ｍ2854 

函館商工新聞 （函館商工新聞社） 函館 … 10 Ｍ2861 

函館新聞  1版 （函館新聞社） 函館 … 10 Ｍ2855-2857 

函館新聞  2版 （函館新聞社） 函館 … 10 Ｍ2858-2860 

函館新聞  3版 （函館新聞社） 函館 … 10 Ｍ2861 

函館電話局支部ニュース（吉崎司） [函館] … 10 Ｍ2854 

函新スポーツ （函館新聞社） 函館 … 10 Ｍ2861 

函郵ニュース （全逓信労組函館郵便局支部情報第二部） [函館] … 25 Ｍ3345 

函郵新報 （全逓函館郵便局支部情報第一部） [函館] … 25 Ｍ3016 

函郵新報 （全逓函館郵便局支部情報第一部） [函館] … 25 Ｍ3354 

函話支部ニュース （全逓信労働組合函館電話局支部）    函館 … 24 Ｍ3016 

婦人新聞 （婦人新聞社） 函館 …  8 Ｍ2832 

北海商報 （北海商報社） 函館 … 18 Ｍ2948 

北海道食糧新聞 （北海道食糧新聞社） [函館] … 15 Ｍ2928 

北海道新聞 (函館)  青森版 （北海道新聞函館支社） 函館 … 14 Ｍ2887-2889 

北海道新聞 (函館)  渡島･檜山版 （北海道新聞函館支社）函館 … 14 Ｍ2893-2894 
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北海道新聞 (函館)  函館市内版･函館版 （北海道新聞函館支社）函館 … 14 Ｍ2890-2892 

北日本探偵新聞 （北日本探偵社） 函館 … 27 Ｍ3041 

明るい街 （日本共産党函館11区細胞） 函館 …  1 Ｍ2770 

立売新聞 （立売新聞社） 函館 … 49 Ｍ3270 

連合会ニュース （函館市役所労働組合連合会） 函館 … 37 Ｍ3157 

躑躅新聞 （躑躅新聞） 函館 … 54 Ｍ3308 

亀田新聞 （亀田新聞社） 亀田村([北海道]) … 24 Ｍ3011 

五工ノ友 （日本共産党五稜郭工機部細胞） [亀田村](北海道) …  9 Ｍ2845 

松前タイムス （松前タイムス社） 福島町(北海道) … 32 Ｍ3083 

全逓松前 （全逓信労働組合松前地方特定局支部） [福島町(北海道)] … 56 Ｍ3337 

森タイムス （森タイムス社） 森町(北海道) … 33 Ｍ3099 

渡島タイムス （渡島タイムス社） 森町(北海道) … 36 Ｍ3350 

道南タイムス （道南タイムス社） 森町(北海道) …  6 Ｍ2818 

聴診器 （日本共産党国立八雲病院細胞） 八雲町(北海道) …  4 Ｍ2797 

八雲新報 （八雲新報社） 八雲町(北海道) … 54 Ｍ3317 

 

【檜山】 
桧北支部とくほう （全逓信従業員組合桧山北部特定局支部） 

 [太櫓村](北海道) … 11 Ｍ2872 

道南開発新聞 （道南開発新聞社） 熊石村(北海道) …  6 Ｍ2817 

道南タイムス （道南タイムス社） 東瀬棚村(北海道)…  6 Ｍ2818 

北斗時報 （北斗時報社） [瀬棚町](北海道) … 20 Ｍ2963 

立象 （瀬棚青年団） 瀬棚町(北海道) … 37 Ｍ3160 

檜山タイムス （檜山タイムス社）[東瀬棚村](北海道) … 12 Ｍ2874 

 

【後志】 

日本共産党岩内細胞新聞 （[日本共産党岩内細胞]） [岩内郡(北海道)] … 34 Ｍ3119 

センプウ （アカハタ岩内分局） 岩内町([北海道]) … 41 Ｍ3202 

みなと （みなと新聞社） 岩内町(北海道) … 33 Ｍ3090 

岩宇民報 （岩宇民報編集部） 岩内町([北海道]) …  9 Ｍ2841 

岩内町公報 （岩内町役場） 岩内町([北海道]) … 22 Ｍ2977 

岩内保健所連絡報 （岩内保健所） 岩内町([北海道]) … 22 Ｍ2977 

岩内民報 （岩内民報社） 岩内町([北海道]) … 22 Ｍ2977 

教宣ニュース （全逓信労働組合岩内郵便局支部）  岩内町(北海道) … 31 Ｍ3079 

鶏鳴投書新聞 岩内版 （鶏鳴投書新聞社岩内支局） 岩内町(北海道) … 25 Ｍ3023 

後志新聞 （後志新聞） 岩内町(北海道) … 46 Ｍ3243 

支部ニュース （全逓信労働組合岩内郵便局支部）岩内町(北海道) … 43 Ｍ3213 

南後地区斗ニュース （全逓南後志地区斗争本部情宣部）岩内町(北海道) … 34 Ｍ3112 

北海ガゼット （北海ガゼット社） 岩内町(北海道) … 15 Ｍ2930 

北海時報 （北海時報社） 岩内町(北海道) … 16 Ｍ2930 

北潮新報 （北潮新報社） 岩内町(北海道) … 19 Ｍ2955 

H.D.O.組合タイムス （函館船渠株式会社小樽工場従業員組合 ）小樽 … 11 Ｍ2864 

The Sports times （週刊スポーツタイムス社） 小樽 … 48 Ｍ3262 

アカイワ （日本共産党小樽地区赤岩居住細胞）[小樽] …  1 Ｍ2769 

うきよ新聞 （うきよ新聞社） 小樽 … 54 Ｍ3310 

オールスポーツ新聞 （オールスポーツ新聞社） 小樽 … 36 Ｍ3148 

おかあさん （青玄社） 小樽 … 36 Ｍ3146 

からふと時報 （からふと時報社） 小樽 … 25 Ｍ3017 

スクラム （[小樽市役所職員組合]） 小樽 … 49 Ｍ3265 

スポーツタイムス （スポーツタイムス社） 小樽 … 49 Ｍ3269 

タイピスト （タイピスト同人会） 小樽 … 50 Ｍ3272 

とみおか （小樽市富岡中学校父母と教師の会）小樽 … 52 Ｍ3296 

みなと新聞 （みなと新聞社） 小樽 … 33 Ｍ3091 

易断月報 （易断月報会） 小樽 …  8 Ｍ2825 

魁新聞 （魁新聞社） 小樽 … 38 Ｍ3173 

歓楽街 （特ダネ社） 小樽 … 24 Ｍ3015 

丸星ニュース （東和ゴム販売株式会社） 小樽 … 32 Ｍ3082 

幾声 （幾春別炭鉱労働組合） 小樽 … 21 Ｍ2972 

群羊 （小樽公園通協会） 小樽 …  9 Ｍ2847 

鶏鳴投書新聞 （鶏鳴投書新聞社） 小樽 … 25 Ｍ3023 

建設時報 （建設時報社） 小樽 … 26 Ｍ3027 

公産タイムス （公産タイムス社） 小樽 … 28 Ｍ3057 
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思潮新報 （思潮新報社） 小樽 … 44 Ｍ3216 

支部ニュース （全逓小樽貯金局支部） 小樽 … 43 Ｍ3212 

支部にゅうす（全逓労組小樽電気通信工事局支部調査宣伝部）[小樽] … 43 Ｍ3214 

支部速報 （全逓小樽郵便局支部） 小樽 … 43 Ｍ3215 

時事通信  速報 (小樽) （時事通信社小樽支局） 小樽 … 23 Ｍ2991 

自由タイムス （自由タイムス社） 小樽 … 23 Ｍ2998 

小樽商業新報 （小樽商業新報社） 小樽 … 37 Ｍ3153 

小樽商大職組新聞 （[小樽商大職員組合]） [小樽] … 37 Ｍ3153 

小樽新聞 （小樽新聞社） 小樽 … 36    Ｍ3151-3153 

小樽毎日新聞 （小樽毎日新聞社） 小樽 … 36 Ｍ3151 

情報 （全日通労働組合小樽支部書記局）小樽 … 23 Ｍ2999 

職業時報 （小樽職業安定協会） [小樽] … 47 Ｍ3249 

食料タイムス （株式会社食料タイムス社） 小樽 … 47 Ｍ3251 

新おたる （新おたる編集局） 小樽 … 45 Ｍ3235 

赤燈台 （日本共産党小樽地区全細胞） 小樽 …  1 Ｍ2771 

戦災者時報 （戦災者時報社） 小樽 … 41 Ｍ3205 

全逓小樽 （全逓信労働組合小樽地区協議会）小樽 … 56 Ｍ3338 

組合ニュース （全逓小樽電話局支部） [小樽](北海道) … 30 Ｍ3067 

組合ニュース （東洋製缶労働組合小樽支部） 小樽 … 30 Ｍ3066 

組合ニュース （全逓小樽郵便局支部） 小樽 … 30 Ｍ3067 

尊商会会報 （尊商会） 小樽 … 48 Ｍ3260 

樽勤協ニュース （小樽勤労生活協同組合） [小樽] … 51 Ｍ3280 

樽勤特報 （[小樽勤労生活共同組合]） [小樽] … 51 Ｍ3280 

探偵小説新聞 （探偵小説新聞社） 小樽 … 51 Ｍ3280 

団体交渉速報 （小樽市職組） 小樽 …  4 Ｍ2807 

地区にうす （全逓小樽地区協議会） 小樽 …  3 Ｍ2791 

地区ニュース （日本共産党小樽地区委員会書記局）小樽 …  3 Ｍ2791 

東缶をたる （東洋製缶小樽工場） [小樽] … 52 Ｍ3292 

北海経済 （北海経済新聞社） 小樽 … 16 Ｍ2930-2931 

北海経済興信日報 （株式会社北海経済興信所） 小樽 … 16 Ｍ2931-2933 

北海更生新聞 （北海更生新聞社） 小樽 … 16 Ｍ2933 

北海時事新聞 （北海時事新聞社） 小樽  … 16 Ｍ2930 

北海食料 （食料毎日新聞社北海道支社） 小樽 … 18 Ｍ2948 

北海道コドモ新聞 （小樽新聞経営株式会社） 小樽 … 13 Ｍ2877 

北海道ゴム工業新聞 （北海道ゴム工業新聞社） 小樽 … 12 Ｍ2877 

北海道興信所報 （北海道興信所） 小樽 … 13 Ｍ2877 

北海道商報 （北海道商報社） 小樽 … 15 Ｍ2927-2928 

北海道水産通信 （北海道通信社） 小樽 … 15 Ｍ2928 

北海道評論 （北海道評論社） 小樽 … 12 Ｍ2877 

北海道木材時報 （北海道木材時報社） 小樽 … 13 Ｍ2878 

北海読売 （北海読売新聞社） 小樽 … 19 Ｍ2952 

北海木材タイムス （北海木材タイムス） 小樽 … 17 Ｍ2936 

北海藁工品 （北海藁工品通信社） 小樽 … 19 Ｍ2952 

北山通信 （[小樽市北山中学校]父母と先生の会） 小樽 … 27 Ｍ3042 

北日本 （小樽公民会） 小樽 … 27 Ｍ3040 

民主新聞 （民主新聞編集局） 小樽 … 33 Ｍ3094 

矢部産業時報 （矢部産業株式会社） 小樽 … 54 Ｍ3316 

緑丘新聞 （小樽商科大学編輯部） 小樽 … 32 Ｍ3086 

農村建設 （喜茂別村農業会） 喜茂別村(北海道) … 36 Ｍ3140 

鉄山 （北海道日鉄鉱業労働組合） 京極村(北海道) … 51 Ｍ3285 

北海民主新聞 （北海民主新聞社） 京極村(北海道) … 17 Ｍ2936 

しりべし （旬刊しりべし編集局） 倶知安町(北海道） … 46 Ｍ3243 

全逓支部ニュース （全逓信労働組合倶知安郵便局支部） 

倶知安町(北海道) … 57 Ｍ3339 

道南民報 （道南民報社）              倶知安町(北海道) …  6 Ｍ2817 

南支婦ニュース （全逓南後志特定局支部婦人部） 磯谷村(北海道) … 33 Ｍ3347 

組合報 （全逓信労働組合南部後志特定局支部）        樽岸村(北海道) … 29 Ｍ3064 

組合報 （全逓信労働組合南部後志特定局支部） 樽岸村(北海道) … 29 Ｍ3355 

茅沼労報 （茅沼炭砿労働組合） 泊村(北海道) … 25 Ｍ3022 

南特情報 （全逓南後志支部情宣部） 狩太村(北海道) … 34 Ｍ3113 

アカルイ余市 （日本共産党余市細胞群） [余市](北海道) … 1 Ｍ2771 

後志タイムス （後志タイムス社） 余市町(北海道） … 46 Ｍ3243 

後志新聞 （後志新聞社） 余市町(北海道） … 46 Ｍ3243 

新理想 （新理想本社） 余市町(北海道） … 45 Ｍ3236 
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余市新聞 （余市新聞社） 余市町(北海道) … 54 Ｍ3321 

蘭島郷土新聞 （蘭島部落会文化部） 蘭島村(北海道) … 37 Ｍ3156 

後志山麓新聞 （後志山麓新聞社）           留寿都村(北海道) … 46 Ｍ3243 

南支青ニュース （全逓南部後志特定局支部青年部）   歌棄村(北海道) … 33 Ｍ3348 

 

【空知】 

もしり （茂尻炭砿労働組合） 赤平町(北海道) … 33 Ｍ3099 

やまのたて （[全石炭]赤間職組文化部） 平赤町(北海道) … 54 Ｍ3320 

井華展望 （井華赤平砿業所） 赤平町(北海道) … 40 Ｍ3193 

赤平労報 （井華赤平砿労働組合） 赤平町(北海道) …  1 Ｍ2768 

組合タイムス （井華赤平新砿労働組合） 赤平町(北海道) … 30 Ｍ3069 

茂尻時報 （茂尻砿業所労務課） 赤平町(北海道) … 33 Ｍ3096 

陽光 （赤間炭鉱労働組合） 赤平町(北海道) … 54 Ｍ3322 

段丘 （三井芦別職員組合） [芦別町(北海道)] …  4 Ｍ2806 

あしべつ （三井芦別鉱業所芦別編集部） 芦別町(北海道) …  2 Ｍ2778 

芦別学校新聞 （芦別学校新聞学会） 芦別町(北海道) …  2 Ｍ2778 

芦別農民新聞 （芦別町農民組合） 芦別町(北海道) …  2 Ｍ2778 

芦別農民新聞 （芦別町農民組合） 芦別町(北海道) …  2 Ｍ3360 

芦労 （芦別労働組合文化教宣部） 芦別町(北海道) …  2 Ｍ2779 

そらち新聞 （そらち新聞社） 岩見沢 … 48 Ｍ3260 

学生フレッシュ新聞 （学生フレッシュ新聞社） 岩見沢 …  9 Ｍ2838 

岩見沢スポーツ （岩見沢スポーツ愛好会） 岩見沢 … 22 Ｍ2976 

岩見沢市報 （岩見沢市報社） 岩見沢 … 22 Ｍ2976 

岩見沢女子高校新聞 （北海道立岩見沢女子高等学校新聞部）岩見沢 … 22 Ｍ2976 

岩高新聞 （岩見沢高等学校新聞部） 岩見沢 … 22 Ｍ2975 

空知タイムス （空知タイムス社） 岩見沢 … 48 Ｍ3260 

空知農工新聞 （空知農工新聞社） 岩見沢 … 48 Ｍ3260 

高校学生新聞 （高校学生新聞社） 岩見沢 … 28 Ｍ3051 

実業報知新聞  北海道版 （実業報知新聞社 ） 岩見沢 … 23 Ｍ2995 

新空知 （新空知編集局） 岩見沢 … 45 Ｍ3239 

青い丘 （全日本印刷出版労働組合空知支部青年婦人部）   岩見沢 …  1 Ｍ2774 

全逓道特協会報 （全逓北海道地方特定局協議会） [岩見沢] … 55 Ｍ3334 

東光 （岩見沢市立東光中学校） 岩見沢 … 52 Ｍ3294 

東光ニュース （東光中学校文芸部） [岩見沢] … 52 Ｍ3294 

北海毎日 （北海毎日新聞社） 岩見沢 … 16 Ｍ2935 

北方ヤマト新聞 （北方ヤマト新聞社） 岩見沢 … 21 Ｍ2968 

組織人 （空知職員組合）歌志内町(北海道) … 48 Ｍ3261 

ひばり （炭砿児童文化会）上砂川町(北海道)  … 11 Ｍ2865 

砂川春秋 （三井砂川鉱業所砂川春秋編輯部）        上砂川町(北海道) … 49 Ｍ3267 

砂労 （砂川炭鉱労働組合社会部）     上砂川町(北海道) … 39 Ｍ3183 

証法寺報 （吉井一道）               上砂川町([北海道]) … 46 Ｍ3245 

読書春秋 （三井砂川鉱業所図書館）      上砂川町(北海道) …  6 Ｍ2814 

栗沢村農民情報 （栗沢町農民組合[ほか]） 栗沢町([北海道]) … 30 Ｍ3070 

栗沢町農業改良だより（栗沢町農業改良委員会） 栗沢町(北海道) … 30 Ｍ3070 

南空知ニュース （全逓信労働組合南空知支部） 栗沢村(北海道) … 33 Ｍ3090 

むらのしんぶん （むらのしんぶん社） 栗山町(北海道) … 33 Ｍ3100 

空知新聞 （空知新聞社） 栗山町(北海道) … 48 Ｍ3260 

栗山新聞 （栗山新聞社） 栗山町(北海道) … 31 Ｍ3070 

栗山町公報 （栗山町役場） 栗山町([北海道]) … 30 Ｍ3070 

大空知  栗山町版 （大空知新聞社） 栗山町(北海道) …  4 Ｍ2804 

角田村公報 （角田村役場） 角田村([北海道]) … 24 Ｍ3010 

社会新報 （社会新報社） 角田村(北海道) … 42 Ｍ3208 

ハイパー  （東洋高圧北海道工業所労働組合）         砂川町(北海道) … 10 Ｍ2853 

旬刊文化新聞 （旬刊文化通信社） 砂川町(北海道) … 24 Ｍ3003 

組合時報 （砂川炭砿職員組合） 砂川町(北海道) … 29 Ｍ3065 

東圧北工斗争本部速報  （[東圧北工斗争本部]） [砂川町](北海道) … 51 Ｍ3287 

白煙  （東洋高圧工業株式会社北海道工業所白煙編輯部）   砂川町(北海道) … 10 Ｍ2861 

空知新報 （空知新報社） 滝川町(北海道) … 48 Ｍ3260 

空知労政 （滝川労政事務所） 滝川町(北海道) … 48 Ｍ3260 

滝高新聞 （滝高社会科学研究会） [滝川町(北海道)] … 50 Ｍ3275 

滝川高校新聞  （北海道立滝川高等学校校友会新聞部）    滝川町 … 50 Ｍ3275 

滝川新聞 （滝川新聞社） 滝川町(北海道) … 50 Ｍ3275 

滝川町公報 （滝川町役場） 滝川町(北海道) … 50 Ｍ3275 
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北方情報 （北方情報社） 滝川町(北海道) … 21 Ｍ2967 

長沼村農民情報 （長沼村農業協同組合） 長沼村([北海道]) … 34 Ｍ3110 

長沼文化ペーパー （文化ペーパー社） 長沼村([北海道]) … 34 Ｍ3110 

農協組青年部報 （長沼村農業協同組合青年部） 長沼村([北海道]) … 35 Ｍ3137 

サークル･ニュース （三菱美唄芸能文化サークル事務局） 

美唄町(北海道) … 38 Ｍ3175 

びばい （三井美唄鉱業所美唄編集部） 美唄町(北海道) …  2 Ｍ2781 

空知新報 （空知新報社） 美唄町(北海道) … 48 Ｍ3260 

支部だより （全逓信従業員組合美唄局支部） [美唄町(北海道)] … 42 Ｍ3210 

炭層 （全石炭昭和支部） [美唄町(北海道)] … 50 Ｍ3279 

炭都タイムス （炭都タイムス社） 美唄町(北海道) … 51 Ｍ3280 

農民組合月報 （美唄町農民組合） 美唄町(北海道) … 35 Ｍ3137 

美唄週報 （美唄週報社） 美唄町(北海道) …  2 Ｍ2782 

美唄町公報 （美唄町役場） [美唄町](北海道) …  2 Ｍ2782 

美唄町農民新聞 （美唄町農民組合） 美唄町(北海道) …  2 Ｍ2782 

空知新聞 （空知新聞社） 深川町(北海道) … 48 Ｍ3260 

全逓時事速報 （全逓信労働組合石狩深川支部） [深川町](北海道) … 56 Ｍ3336 
全逓石狩深川支部ニュース  （全逓石狩深川局支部文教部） 

[深川町](北海道) … 56 Ｍ3336 

道立深川女子高校新聞  学校版  （道立深川女子高校編集部） 
[深川町]（北海道） …  7 Ｍ2818 

井華砿友 （井華砿業株式会社奔別砿業所） 三笠町(北海道) … 40 Ｍ3192 

三笠タイムス （株式会社三笠タイムス社） 三笠町(北海道) … 32 Ｍ3087 

三笠町報 （三笠町役場町報編集部） 三笠町(北海道) … 32 Ｍ3087 

情報 （幾春別労働組合） 三笠町(北海道) … 23 Ｍ2999 

新幌内労道 （日本炭砿労働組合連合会北海道新幌内労働組合） 

[三笠町(北海道)] … 45 Ｍ3230 

炭郷  （全日本石炭産業労働組合幌内支部） 三笠町(北海道) … 50 Ｍ3277 

炭響 （幌内職員組合） 三笠町(北海道) … 50 Ｍ3278 

幌内新聞 （日本共産党幌内細胞教育宣伝部）三笠町(北海道) … 21 Ｍ2968 

書記局ニュース （全逓南空知支部）          [南空知郡(北海道)] … 46 Ｍ3246 

書記局ニュース （全逓南空知特定局支部）      [南空知郡(北海道)] … 46 Ｍ3246 

やまびこ （やまびこ発行所） 夕張 … 54 Ｍ3318 

外局報 （外局地区職員組合） 夕張 …  9 Ｍ2835 

索道線 （遠幌炭砿労働組合） 夕張 … 38 Ｍ3174 

時事新聞 （時事新聞社） 夕張 … 22 Ｍ2985 

若い芽 （日本共産党新夕張砿細胞） 夕張 … 54 Ｍ3313 

聖徳新聞 （聖徳新聞社） 夕張 … 47 Ｍ3254 

炭光 （夕張鉱業所炭光編集部） 夕張 … 50 Ｍ3277 

炭砿人 （夕張職員組合） 夕張 … 50 Ｍ3277 

炭山 （大夕張炭砿従業員労働組合） 夕張 … 51 Ｍ3280 

炭脈 （全石炭新夕張支部） 夕張 … 50 Ｍ3276 

地区ニュース （日本共産党夕張地区委員会） 夕張 …  3 Ｍ2791 

地闘 （遠幌炭砿労働組合） 夕張 …  4 Ｍ2794 

地熱 （夕張炭鉱労働組合） 夕張 …  3 Ｍ2793 

中日新聞 （中日週刊新聞社） 夕張 …  4 Ｍ2799 

投書新聞 （投書新聞社） 夕張 … 52 Ｍ3300 

道南タイムス （道南タイムス社） 夕張 …  6 Ｍ2818 

北海時報 （北海時報社） 夕張 … 16 Ｍ2930 

夕張タイムス （夕張タイムス社） 夕張 … 55 Ｍ3324 

夕張新聞 （夕張新聞社） 夕張 … 54 Ｍ3324 

夕張文化タイムス （夕張文化タイムス社） 夕張 … 54 Ｍ3324 

 

【上川】 
スクラム （全逓旭川貯金支部書記局） 旭川 … 49 Ｍ3265 

ホクニチ （北海日日新聞社） 旭川 … 19 Ｍ2956 

りんげる （[日本共産党国立旭川病院細胞]）旭川 … 37 Ｍ3159 

旭川タイムス （旭川タイムス社） 旭川 …  2 Ｍ2776 

旭川商工通信 （旭川商工通信社） 旭川 …  2 Ｍ2776 

旭川地協ニュース （全逓旭川地区協議会） 旭川 …  2 Ｍ2775 

旭労ニュース （旭川地方労働組合会議） 旭川 … 31 Ｍ3078 

街上放談 （北鳴社） 旭川 …  9 Ｍ2835 

学窓タイムス （旭川市内高等学校新聞部連盟） 旭川 …  9 Ｍ2840 
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救援ニュース （日本労農救援会旭川地区会） 旭川 … 31 Ｍ3080 

経済通信 （経済通信社） 旭川 … 25 Ｍ3025 

支部情報 （旭川支部情報部） [旭川] … 42 Ｍ3210 

自由民報 （大酢篤介） 旭川 … 23 Ｍ2996 

小説界 （小説界編集部） 旭川 … 47 Ｍ3254 

小説暦 （旭川小説懇談会） 旭川 … 47 Ｍ3254 

情報 （国鉄労組旭川支部） [旭川] … 23 Ｍ2999 

人民公論 （人民公論社） 旭川 … 23 Ｍ2992 

地協ニュース （全逓信旭川地区協議会） [旭川] …  3 Ｍ2792 

定期大会経過報告 （国鉄労働組合旭川支部） [旭川] … 51 Ｍ3282 

電産旭川 （電産旭川分会） 旭川 …  5 Ｍ2809 
電産旭川地区斗争ニュース  （日本電気産業労働組合 

旭川地区教育宣伝部） [旭川] …  5 Ｍ2809 

斗争ニュース （全新聞北海道新聞支部旭川分会）  [旭川] … 53 Ｍ3302 

斗争ニュース （国鉄労組旭川支部情報部） 旭川 … 53 Ｍ3301 

道北民報 （道北民報編集局） 旭川 …  5 Ｍ2812 

日発旭川電産 （電産旭川日発分会） [旭川] … 35 Ｍ3126 

白雪科学新聞 （自然科学研究会） 旭川 … 10 Ｍ2861 

母子新聞 （道北児童福祉後援会） 旭川 …  2 Ｍ2784 

北海PT新聞 （北海PT新聞社） 旭川 … 17 Ｍ2945 

北海レポート （自由人社） 旭川 … 17 Ｍ2945 

北海商工新聞 （北海商工新聞社） 旭川 … 18 Ｍ2948 

北海道ミシンタイムス （山下兼広） 旭川 … 13 Ｍ2877 

北海道衣料タイムス （北海道衣料タイムス社） 旭川 … 12 Ｍ2877 

北海道新聞 (旭川)  旭川市内版  （北海道新聞旭川支社）  旭川   … 13 Ｍ2871-2881 

北海道新聞 (旭川)  空知版  （北海道新聞旭川支社） 旭川 … 13 Ｍ2887 

北海道新聞 (旭川)  上川･宗谷･天塩版  （北海道新聞旭川支社） 旭川 … 13 Ｍ2883 

北海道新聞 (旭川)  上川版  （北海道新聞旭川支社） 旭川 … 13 Ｍ2882 

北海道新聞 (旭川)  北見版  （北海道新聞旭川支社） 旭川 … 13 Ｍ2884-2885 

北海道新聞 (旭川)  留萌･宗谷版  （北海道新聞旭川支社） 旭川 … 13 Ｍ2886 

北海日日新聞  1版 （北海日日新聞社） 旭川 … 17 Ｍ2936-2939 

北海日日新聞  2版 （北海日日新聞社） 旭川 … 17 Ｍ2940-2944 

北海日日新聞  3版 （北海日日新聞社） 旭川 … 17 Ｍ2945 

北海日報  道北版 （北海日報旭川支局） 旭川 … 17 Ｍ2945 

北海民生新聞 （北海民生新聞社） 旭川 … 17 Ｍ2935 

旅と観光 （観光タイムス社） 旭川 … 49 Ｍ3270 

上川旬報 （上川旬報社） 上川村(北海道) … 24 Ｍ3012 

北上川青年部ニュース  （全逓北上川支部青年部） [上川村(北海道)] … 26 Ｍ3034 

士別町報 （士別町役場） 士別町([北海道]) … 42 Ｍ3210 

士別民報 （士別民報社） 士別町(北海道) … 42 Ｍ3210 

公協ニュース （占冠村公務員団体協議会） 占冠村([北海道]) … 28 Ｍ3054 

南上川支部ニュース （全逓南上川支部書記局） [鷹栖村](北海道) … 32 Ｍ3346 

焔  （国鉄労組名寄支部浜屯別保線区分会）            [名寄村](北海道) … 21 Ｍ2967 

学校ニュース （北方通信社） 名寄町(北海道) …  9 Ｍ2836 

支部ニュース  （全逓信労働組合名寄郵便局支部）       [名寄町(北海道)] … 43 Ｍ3213 

支部情報 （国鉄労組名寄支部） [名寄町(北海道)] … 42 Ｍ3210 

青年婦人ニュース （国鉄労組名寄支部青年婦人部） [名寄町(北海道)] … 41 Ｍ3195 

青婦ニュース （国鉄労組名寄支部青婦人部） [名寄町(北海道)] … 40 Ｍ3189 

青婦情報 （国鉄労組名寄支部青婦人部） [名寄町(北海道)] … 40 Ｍ3189 

全逓ニュース （全逓名寄郵便局支部書記局） [名寄町](北海道) … 56 Ｍ3338 

中学生タイムス （北進公論社） 名寄町(北海道) …  4 Ｍ2798 

電産名寄 （電産名寄分会教宣部編集部） 名寄町(北海道) …  5 Ｍ2810 

斗争ニュース （国鉄労組名寄支部） [名寄] … 53 Ｍ3301 

日刊道北 （道北朝報社） 名寄町(北海道) … 35 Ｍ3123 

文化ニュース （国鉄労組名寄支部文化部） 名寄 …  3 Ｍ2788 

名寄タイムス （北進公論社） 名寄町(北海道) … 34 Ｍ3114 

労政通信 （名寄労政事務所） 名寄町(北海道) … 37 Ｍ3165 

美瑛週報 （美瑛週報社） [美瑛町](北海道) …  2 Ｍ2782 

美瑛農報 （美瑛町農業改良相談所） 美瑛町(北海道) …  2 Ｍ2782 

文化人 （美瑛町役場職員組合文化部） 美瑛町(北海道) …  3 Ｍ2787 

ひがしかぐら （東神楽村役場）             東神楽村(北海道) … 11 Ｍ2870 

救国協力新報  （救国新報社会浄化運動本部出版部）     富良野町(北海道) … 32 Ｍ3081 

支部ニュース （全逓富良野地方支部）         富良野町(北海道) … 43 Ｍ3212 

支部速報 （全逓労組富良野地方支部） 富良野町 … 44 Ｍ3215 
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富良野民報 （富良野民報社）             富良野町(北海道) …  8 Ｍ2834 

 

【胆振】 

ニューグリーン （新緑会） 虻田町([北海道]) … 36 Ｍ3142 

虻田新報 （虻田新報社） 虻田町(北海道) …  1 Ｍ2766 

虻田文化ニュース （虻田文化連盟） 虻田町(北海道) …  1 Ｍ2766 

北渡島ニュース  建設班報 （全逓北渡島特定局支部青年部）  
胆振郡(北海道) … 27 Ｍ3041 

北渡島ニュース  青年部報  （全逓労組北渡島特定局支部青年部）  

胆振郡(北海道) … 27 Ｍ3041 

復線器 （[日本共産党追分検車細胞]） 字追分(北海道) …  8 Ｍ2833 

会報 （伊達町農業会） 伊達町(北海道) … 24 Ｍ3005 

道南時報 （道南時報社） 伊達町(北海道) …  6 Ｍ2817 

道南毎日新聞 （道南毎日新聞社） 伊達町(北海道) …  6 Ｍ2817 

コアー （日本共産党王子細胞） 苫小牧 … 27 Ｍ3043 

ホノホ  （日本共産党苫小牧地区鉄道細胞）          [苫小牧町](北海道) … 21 Ｍ2967 

産業苫小牧新聞 （産業苫小牧新聞社） 苫小牧 … 39 Ｍ3179 

歯車 （日本共産党勇払細胞）                    苫小牧町(北海道) … 10 Ｍ2852 

書記局ニュース  （全逓信労働組合苫小牧郵便局支部） 苫小牧 … 46 Ｍ3247 

宣伝指針  （全逓労働組合中央斗争委員会日高地区協議会事務局） 

[苫小牧]  … 41 Ｍ3203 

道南新聞 （道南新聞社） 苫小牧 …  6 Ｍ2817 

苫の星 （日本共産党苫小牧地区委員会） 苫小牧 … 52 Ｍ3295 

苫工高新聞  （道立苫小牧工業高等学校内学芸部新聞班）  苫小牧 … 52 Ｍ3295 

苫高新聞 （苫小牧高等学校内新聞部） [苫小牧] … 52 Ｍ3295 

苫小牧毎日新聞 （苫小牧毎日新聞社） 苫小牧 … 52 Ｍ3295 

日刊とまこまい （日刊苫小牧新聞社） 苫小牧 … 35 Ｍ3125 

日高地協ニュース  （全逓信労働組合日高地区協議会事務局） 苫小牧 … 11 Ｍ2865 

日振タイムス （日振タイムス社） 苫小牧 … 35 Ｍ3129

北海三友新聞 （北海三友新聞社） 苫小牧 … 18 Ｍ2946 

北海民報 （北海民報社）            苫小牧町(北海道) … 16 Ｍ2935 

メーデーニュース （メーデー実行委員会） 狩太村(北海道) … 32 Ｍ3084 

教宣部報 （全逓南部後志特定局支部教育宣伝部）        狩太村(北海道) … 31 Ｍ3079 

狩労協報 （狩太村労働組合協議会） 狩太村([北海道]) … 25 Ｍ3018 

村民の声 （[日本共産党狩太細胞]） 狩太村([北海道]) … 48 Ｍ3259 

南特教宣部報  （全逓南部後志特定局支部教育宣伝部）    狩太村(北海道) … 34 Ｍ3113 

登別観光新聞    （登別温泉観光協会）           登別温泉町(北海道） … 35 Ｍ3132 

鐘 （日本共産党早来細胞指導部） 安平村(北海道） … 24 Ｍ3014 

全逓いぶり （全逓胆振特定局支部） [幌別村](北海道) … 56 Ｍ3336 

組報 （全逓胆振支部） [幌別村(北海道)] … 47 Ｍ3257 

いぶり新聞 （いぶり新聞編集局） 室蘭 … 21 Ｍ2969 

センコウ （日本共産党室蘭地区ドック細胞）  [室蘭] … 41 Ｍ3204 

たゝかひ （全逓労組室蘭工事支部） 室蘭 … 51 Ｍ3281 

たゝかひ 速報版  （全逓信労働組合室蘭電気通信工事局支部） 室蘭 … 51 Ｍ3281 

ヨーコーロ （[日本共産党日鉄輪西細胞]） [室蘭] … 54 Ｍ3323 

ロコモ （日本共産党室蘭国鉄細胞） [室蘭] … 37 Ｍ3163 

家族新聞  （全逓信労働組合室蘭工事局支部情宣部） 室蘭 … 25 Ｍ3022 

解放戦線 （輪西製鉄労働組合） 室蘭 … 24 Ｍ3006 

鋼の友 （株式会社日本製鋼所室蘭製作所）  室蘭 … 10 Ｍ2852 

支部ニュース （国鉄労働組合室蘭支部） 室蘭 … 42 Ｍ3211 

室高新聞 （室蘭高等学校生徒会新聞局） 室蘭 … 33 Ｍ3101 

室蘭ウイークリー （室蘭ウイークリー社） 室蘭 … 34 Ｍ3107 

室蘭新聞 （室蘭新聞社） 室蘭 … 34 Ｍ3107 

室蘭民報 （室蘭民報社） 室蘭 … 34 Ｍ102-3106 

書記局ニュース （室蘭地方労働組合協議会） 室蘭 … 46 Ｍ3246 

新室蘭 （新室蘭編集局） 室蘭 … 45 Ｍ3232 

新道南 （新道南新聞社） 室蘭 … 44 Ｍ3220 

組合週報 （日鋼室蘭労組宣伝部） [室蘭] … 30 Ｍ3069 

働く仲間 （室蘭民主青年合同委員会） 室蘭 … 11 Ｍ2862 

南北海 （南北海新聞社） 室蘭 … 32 Ｍ3088 

日胆タイムス （日胆タイムス社） 室蘭 … 35 Ｍ3130 

日胆新聞 （にったん新聞社） 室蘭 … 35 Ｍ3130 

日本露商新聞 （日本露商新聞社） 室蘭 … 34 Ｍ3120 
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文化交流 （證誠寺） 室蘭 …  3 Ｍ2788 

北の友 （北の友社） 室蘭 … 27 Ｍ3041 

北海道小学新聞 （北海道小学新聞社） 室蘭 … 15 Ｍ2927 

北海民声新聞 （北海民声新聞社） 室蘭 … 17 Ｍ2935 

北雄時報 （北雄時報社） 室蘭 … 21 Ｍ2966 

労魂 （日鋼室蘭製作所労働組合） 室蘭 … 37 Ｍ3163 

北青年部報 （全逓北渡島特定局支部青年部） 山越郡(北海道) … 27 Ｍ3042 

 

【留萌】 

群来 （鬼鹿村青年団） [鬼鹿村(北海道)] … 29 Ｍ3062 

羽幌タイムス （羽幌タイムス社） 羽幌町(北海道) … 10 Ｍ2850-2851 

羽幌新聞 （羽幌新聞社） 羽幌町(北海道) … 10 Ｍ2850 

羽幌日報 （羽幌日報社） 羽幌町(北海道) … 10 Ｍ2850 

筑炭ニュース  （羽幌炭鉱鉄道株式会社築別鉱業所）      羽幌町(北海道) …  3 Ｍ2792 

北海毎日 （北海毎日新聞社） 羽幌町(北海道) … 16 Ｍ2935 

増毛タイムス （増毛タイムス社） 増毛町(北海道) … 32 Ｍ3082 

スクールタイムス （合名会社スクールタイムス社） 留萠 … 49 Ｍ3266 

再建者 （[日本共産党留萌地区委員会]） 留萌町(北海道) … 38 Ｍ3172 

自治 （北海道自治研究所） 留萌 … 22 Ｍ2981 

週刊人民ニュース （川村猛） 留萌 … 47 Ｍ3351 

組合ニュース （留萌水産工業従組文化部） 留萌町(北海道) … 30 Ｍ3066 

道北毎日 （道北毎日新聞社） 留萌 …  5 Ｍ2812 

農業共済月報 （北農留萌支部共済係） 留萌 … 35 Ｍ3135 

萌青 （留萌青年団文化部） [留萌町](北海道) … 21 Ｍ2968 

北海暁新聞 （株式会社北海暁新聞社） 留萌 … 12 Ｍ2875 

北海民主新聞 （北海民主新聞社） 留萌 … 17 Ｍ2935-2936 

夕刊留萌 （夕刊留萌新聞社） 留萌 … 55 Ｍ3326 

留女高校学報 （道立留萠女子高等学校学友自治会）[留萠] … 38 Ｍ3167 

留萠タイムス （株式会社留萠タイムス社） 留萠 … 38 Ｍ3167-3169 

留萠高校新聞 （留萠高校新聞社） 留萠 … 38 Ｍ3167 

留萠農業共済 （北海道農業共済組合連合会留萠支部）留萠 … 38 Ｍ3167 

 

【宗谷】 

枝職時報 （全気職組北見枝幸分会） 枝幸町(北海道) …  8 Ｍ2828 

娯楽ニュース （社団法人稚内文化振興協会） 稚内町(北海道) …  9 Ｍ2846 

宗谷タイムス （宗谷タイムス社） 稚内 … 48 Ｍ3262 

宗谷自由民報 （宗谷自由民報社） 稚内町([北海道]) … 48 Ｍ3262 

宗谷地協ニュース （全逓宗谷地区協議会） 稚内 … 48 Ｍ3262 

新宗谷 （日本共産党稚内地区委員会） 稚内 … 45 Ｍ3239 

青年部報 （稚内郵便局支部青年部） 稚内 … 41 Ｍ3194 

稚内民同 （稚内民主化同盟） 稚内 … 54 Ｍ3314 

日刊宗谷 （宗谷新聞社） 稚内 … 35 Ｍ3348-3349 

風伝 （全気職稚内支部） 稚内町(北海道) …  8 Ｍ2830 

北海文化 （北海文化会） 稚内 … 12 Ｍ2875 

北海文化学生新聞 （北海文化会） 稚内 … 12 Ｍ2875 

北門時報 （北門同志会） 稚内町(北海道) … 19 Ｍ2956 

労協 （稚内地区労働組合協議会書記局）稚内町(北海道) … 37 Ｍ3163 

 

【網走】 

暁雲 （[網走駅青年部]） [網走] … 10 Ｍ2849 

週刊あばしり （週刊あばしり社） 網走 … 47 Ｍ3255 

小鳩の鈴 （網走市中央小学校P.T.A） 網走 … 27 Ｍ3044 

組合情報 （網走支庁農業協同組合振興会） [網走] … 29 Ｍ3065 

明るい街 （日本共産党網走細胞） [網走] …  1 Ｍ2770 

網走新聞 （網走新聞社） 網走 …  1 Ｍ2761-2763 

網走新報 （網走新報社） 網走 …  1 Ｍ2763-2765 

網走婦人会だより (網走婦人会） 網走 …  1 Ｍ2761 

サンデータイムス （サンデータイムス社） 遠軽町(北海道) … 38 Ｍ3177 

遠軽分会特報 （西北見遠軽分会） 遠軽町(北海道) …  8 Ｍ2826 

拓北新聞 （拓北新聞社） 遠軽町(北海道) … 50 Ｍ3275 

北見食糧新聞 （北見食糧新聞社） 遠軽町(北海道) … 27 Ｍ3039 
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北東民報 （北東民報社） 遠軽町(北海道) … 20 Ｍ2963 

書記局ニュース （全逓西北見支部書記局）   [上湧別村(北海道)] … 46 Ｍ3247 

勤労新聞 （勤労新聞社） 北見 … 26 Ｍ3032 

激流 （国鉄労働組合北見支部） 北見 …  9 Ｍ2842 

国鉄北見 （国鉄労組北見支部） 北見 … 28 Ｍ3052 

新北見 （新北見新聞社） 北見 … 45 Ｍ3231 

青年部ニュース （全逓東北見特定局支部青年部） [北見] … 40 Ｍ3194 

中央校P.T.A.だより （北見市中央校内父母と先生の会）北見 …  4 Ｍ2800 

電産北見 （電産北見分会教宣部） 北見 …  5 Ｍ2810 

東陵新聞 （東陵中学校出版部） 北見 … 52 Ｍ3298 

道北新聞 （道北新聞編集局） 北見 …  5 Ｍ2812 

農協通信 （北見地方農業協同組合連合会） 北見 … 35 Ｍ3137 

北見タイムス （北見タイムス社） 北見 … 27 Ｍ3040 

北見高校新聞 （北見高等学校） [北見] … 26 Ｍ3036 

北見新聞 （北見新聞社） 北見 … 26 Ｍ3037-3039 

北見農村 （北見地区農民同盟事務局） 北見 … 26 Ｍ3037 

北見文撰 （北見市教員組合） 北見 … 26 Ｍ3036 

北見毎日新聞 （北見毎日新聞社） 北見 … 26 Ｍ3036 

北都新聞  （北都新聞社） 北見 … 20 Ｍ2965 

北都日日新聞 （北都日日新聞社） 北見 … 20 Ｍ2963-2964 

民主聯盟 （北海道民主聯盟本部） 北見 … 33 Ｍ3093 

夕刊北見タイムス （夕刊北見タイムス社） 北見 … 55 Ｍ3325 

支部ニュース （全逓東北見特定局支部書記局） 北見国(北海道） … 43 Ｍ3212 

会報 （訓子府村役場職員組合）   訓子府村([北海道]) … 24 Ｍ3005 

斜里タイムス （斜里タイムス社） 斜里町(北海道) … 42 Ｍ3209 

情報     （全逓東北見特定局支部書記局）      [斜里村(北海道)]] … 23 Ｍ3344 

全逓東北見 （全逓東北見特定支部書記局） [斜里村](北海道) … 56 Ｍ3335 

新生郷土 （北海道常呂郡端野青年学校） [端野村](北海道） … 45 Ｍ3238 

生産時報 （端野村農業会生産課） [端野村(北海道)] … 41 Ｍ3198 

網教新聞 （北海道常呂郡端野村端野青年学校）       [端野村](北海道) …  1 Ｍ2772 

津別新聞 （津別新聞社）         津別町(北海道) … 54      Ｍ3305-3306 
津別農民 （津別農協運営委員会） 津別町(北海道) … 53 Ｍ3305 

郷音 （伊藤輝雄）             弟子屈町(北海道) … 31 Ｍ3079 

文化と産業の湧別 （湧別産業社） 中湧別(北海道) …  3 Ｍ2789 

美津タイムス （美津タイムス社） 美幌町(北海道) …  2 Ｍ2783 

美幌新聞 （美幌新聞社） 美幌町(北海道) …  2 Ｍ3342 

山脈 （丸瀬布連合青年団）       [丸瀬布村](北海道) … 54 Ｍ3319 

共済月報 （女満別村農業共済組合）     女満別村(北海道) … 31 Ｍ3079 

北海新報 （北海新報社）         紋別町(北海道) … 18 Ｍ2947-2948 

北方青年タイムス （北方青年タイムス社） 紋別町(北海道) … 21 Ｍ2967 

民衆ポスト （民衆ポスト社） 紋別町(北海道) … 33 Ｍ3093 

北見新報 （留辺蘂印刷所）          留辺蘂町(北海道) … 26 Ｍ3039 

 

【日高】 

日高毎日新聞 （日高毎日新聞社）   浦河町(北海道) … 11 Ｍ2866-2867 

全逓日高支部  青年婦人部版（全逓信労働組合日高支部） 
[様似村](北海道) … 55 Ｍ3335 

日高タイムス （日高タイムス社） 様似村(北海道) … 11 Ｍ2868 
全逓日高  （全逓信労働組合日高特定局支部情報宣伝部） 

[三石村](北海道) … 55 Ｍ3335 

全逓日高支部速報 （全逓信労働組合日高特定局支部情報宣伝部） 

 [三石村](北海道) … 56 Ｍ3335 

西足寄情報 （西足寄村農民同盟） 西足寄村(北海道) … 35 Ｍ3127 

働ク村 （日本共産党西足寄細胞） [西足寄村](北海道) … 11 Ｍ2862 

[基本標題不明] （[出版者不明]） [帯広] … 57 Ｍ3352 

いなかしんぶん （松本狂輔） 帯広 … 21 Ｍ2973 

おしどり通信 （全十勝勤労生活協同組合） 帯広 … 36 Ｍ3149 

ぜんていトカチ支部報 （全逓十勝特定局支部） 帯広 … 57 Ｍ3341 

学生新聞 （学生新聞社） 帯広 …  9 Ｍ2839 

自由タイムス （自由タイムス社） 帯広 … 23 Ｍ2998 

十勝農民新聞 （十勝農民新聞社） [帯広] … 52 Ｍ3291 

十勝評論 （十勝評論社） 帯広 … 52 Ｍ3290 

十勝毎日 （十勝毎日社） 帯広 … 52 Ｍ3290 
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十勝労働 （北海道帯広労政事務所） 帯広 … 52 Ｍ3291 

商工界報 （商工界宣伝社出版部） 帯広 … 46 Ｍ3248 

新十勝 （新十勝新聞社） 帯広 … 45 Ｍ3240-3241 

人民裁判 （道東文化出版社） 帯広 … 23 Ｍ2993 

青年公論 （青年公論社） 帯広 … 41 Ｍ3196 

先台車 （[日本共産党帯広機関支区細胞]）帯広 … 41 Ｍ3202 

全逓十勝 （全逓十勝地区連絡協議会） 帯広 … 57 Ｍ3340 

帯工支部ニュース （全逓帯広電気通信工事局支部） 帯広 … 36 Ｍ3144 

帯広新聞 （帯広新聞社） 帯広 … 36 Ｍ3144 

帯広民報 （帯広民報編集局） 帯広 … 36 Ｍ3144 

斗争ニュース  （全逓帯広電機電信工事局支部斗争委員会） [帯広]       … 53 Ｍ3302 

動き （全逓信労働組合帯広郵便局支部）帯広 … 54 Ｍ3309 

道東タイムス （道東タイムス社） 帯広 …  7 Ｍ2820 

道東新報 （道東新報社） 帯広 …  7 Ｍ2820 

道東民報 （道東民報社） 帯広 …  7 Ｍ2819 

道東林業新聞 （道東林業新聞社） 帯広 …  7 Ｍ2819 

日刊北日本 （日刊北日本新聞社） 帯広 … 35 Ｍ3124 

北海産業経済 （北海産業経済新聞社） 帯広 … 18 Ｍ2945 

北海宗教新聞 （北海宗教新聞社） 帯広 … 18 Ｍ2948 

北海通信 （北海通信社） 帯広 … 19 Ｍ2952 

北海道畜産新聞 （北海道畜産新聞株式会社） 帯広 … 12 Ｍ2876 

北海民友新聞 （北海民友新聞社） 帯広 … 17 Ｍ2936 

北日本時事   （北日本新聞社） 帯広 … 27 Ｍ3040 

北門新報 （株式会社北門新報社） 帯広 … 19 Ｍ2956 

民声私立探偵 （私立探偵民声社） 帯広 … 33 Ｍ3092 

民報 （北海秘密探偵社） 帯広 … 32 Ｍ3088 

夕刊北海新報 （北海新報社） 帯広 … 55 Ｍ325 

労苑 （日甜労組本部） 帯広 … 37 Ｍ3162 

大正村だより （大正村農民同盟） 大正村(北海道) … 50 Ｍ3273 

上士幌通信 （上士幌通信同盟） 上士幌村(北海道) … 24 Ｍ3013 

斜里郡新報 （斜里郡新報社） 小清水村(北海道) … 42 Ｍ3209 

小清水新報 （小清水新報社） 小清水(北海道) … 28 Ｍ3059 

清水旬報 （清水旬報社） 清水町([北海道]） … 44 Ｍ3218 

狩勝新報 （狩勝新報社） 十勝新得町([北海道]) … 25 Ｍ3018 

大乗衆報 （妙音仏法務所） 新得町(北海道) …  4 Ｍ2803 

スクラム （広尾町農民同盟編集局） 広尾町(北海道) … 49 Ｍ3264 

広尾自由新聞 （広尾自由新聞社） 広尾町([北海道]) … 12 Ｍ2873 

全逓十勝特定婦人部報 （[全逓信従業員組合十勝特定局支部]）[本別町](北海道)… 57 Ｍ3341 

真生会報 （真生会本部） 芽室町([北海道]) … 45 Ｍ3237 

世界仁義新聞 （世界仁義新聞社） 芽室町(北海道) … 41 Ｍ3199 

西部十勝新聞 （西部十勝新聞社） 芽室町(北海道) … 40 Ｍ3188 

噴火口 （日本共産党芽室居住細胞） [芽室町(北海道)] …  8 Ｍ2834 

全逓十勝 （全逓十勝特定局支部） [陸別村](北海道) … 57 Ｍ3340 

 

【釧路】 

組合ニュース （全炭支部雄別炭砿組合） 阿寒村([北海道]) … 30 Ｍ3067 

雄叫 （全石炭支部雄別炭砿労働組合） 阿寒村(北海道) … 36 Ｍ3150 

海拓 （厚岸漁村青年同盟） 厚岸町(北海道) … 24 Ｍ3008 

ぜんてい釧路地区協ニュース（全逓釧路地区協議会） 釧路 … 56 Ｍ3337 

海耕 （釧路漁業青年同盟） 釧路 … 24 Ｍ3007 

釧特支部ニュース （全逓釧路地方特定局支部書記局） [釧路] … 31 Ｍ3072 

釧特支部建設班報 （全逓釧路地方特定局支部標茶局分会） [釧路] … 31 Ｍ3072 

釧路エコノミスト （釧路商工会議所） 釧路 … 31 Ｍ3071 

釧路市公報 （釧路市役所） 釧路 … 31 Ｍ3071 

支部ニュース （全逓信従業員組合釧路電気通信工事局支部） [釧路] … 43 Ｍ3213 

先駆 （国鉄労働組合釧路支部書記局） 釧路 … 41 Ｍ3204 

組合だより （太平洋炭砿労働組合） 釧路 … 29 Ｍ3063 

太平洋 （太平洋炭砿株式会社太平洋編集部） 釧路 … 49 Ｍ3271 

東北海道 （東北海道新聞社） 釧路 … 11 Ｍ2869 

東北海道新聞 （東北海道新聞社） 釧路 … 11 Ｍ2869 

仏心 （仏心寺） 釧路 …  3 Ｍ2790 

北海道新聞 (釧路)  [釧路]市内版 （北海道新聞釧路支社） 釧路 … 14 Ｍ2898-2899 

北海道新聞 (釧路)  釧路版 （北海道新聞釧路支社） 釧路 … 14 Ｍ2895-2897 
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北海道新聞 (釧路)  根室版 （北海道新聞釧路支社） 釧路 … 14 Ｍ2900-2901 

逓旗 （[日本共産党釧路局細胞]） 鳥取町(北海道) … 51 Ｍ3282 

村報 （釧路村役場） 釧路村([北海道]) … 48 Ｍ3259 

全逓釧特支部報 （全逓釧路地方特定局支部） [標茶村](北海道) … 56 Ｍ3337 

糖旗 （[日本共産党日甜磯分内細胞]） 標茶村(北海道） … 52 Ｍ3293 

標茶公民 （標茶村公民館） 標茶村([北海道]) … 42 Ｍ3210 

弟子屈タイムス （弟子屈タイムス郷音社）    [弟子屈町(北海道)] … 51 Ｍ3284 

 

【根室】 

新根室 （新根室新聞社）          中標津村(北海道) … 45 Ｍ3233 

根室新聞 （根室新聞社）           根室町(北海道) … 34 Ｍ3115-3116 

東邦評論 （東邦評論社） 根室町(北海道) … 52 Ｍ3289 

全逓根特支部報 （全逓根室特定局支部） [別海村](北海道) … 56 Ｍ3338 

 

 

[北海道新聞] （北海道新聞社） [北海道] … 15 Ｍ3354 

[北海道新聞] （北海道新聞社） [北海道] … 15 Ｍ3354 

Dynamo （日本共産党日発北海道支店細胞）[北海道] …  7 Ｍ2821 

HIHOKUSEI （HIHOKU SHIBU ZENTEI） [北海道] … 11 Ｍ3357 

RYOTEI （Harutate Branch, HIDAKA Union）  [北海道] … 38 Ｍ3358 

Science topics （自然科学研究会） [北海道] … 40 Ｍ3187 

あかしや （全日本新聞労働組合北海道地方青年協議会） 

[北海道] …  1 Ｍ2771 

いゝんかい （[彌生労働組合]） [北海道] … 21 Ｍ2971 

おいわけ新聞 （日本共産党追分細胞事務所） [北海道] … 36 Ｍ3145 

しぶき （全逓西北見特定局支部） [北海道] … 42 Ｍ3211 

スクラム （日本青年共産同盟名寄地区委員会） [北海道] … 49 Ｍ3265 

つながり （全新聞道新支部） [北海道] … 54 Ｍ3307 

ななかまど （全新聞北海道地方婦人協議会） [北海道] … 34 Ｍ3111 

ひろお新報  壁新聞版 （[出版者不明]） [北海道] … 11 Ｍ3343 

育成 （琴似小学校P.T.A） [北海道] … 21 Ｍ2972 

教育宣伝指針 （電産北海道地方本部教育宣伝部）  [北海道] … 31 Ｍ3077 

緊急現行賃金調査報告 （北労会議調査部） [北海道] … 26 Ｍ3345 

建設班にゅうす （[道連青年部]） [北海道] … 26 Ｍ3027 

札工斗争ニュース （全逓札幌工争局支部斗争委員会）  [北海道] … 38 Ｍ3174 

札鉄労働組合新聞 （国鉄北海道労働組合） 北海道 … 40 Ｍ3185 

札幌地区ニュース （全逓札幌地区会議） [北海道] … 39 Ｍ3182 

札話書記局報 （全逓従組札話支部書記局） [北海道] … 40 Ｍ3185 

三つ柏新聞 （[太平洋炭砿図書館]三ツ柏新聞編輯部） [北海道] … 33 Ｍ3095 

三北連 （三井砿山職員組合北海道連合会）       [北海道] … 39 Ｍ3180 

指針 （全日本進駐軍要員労働組合北海道支部）  [北海道] … 46 Ｍ3244 

支部ニュース （全新聞道新支部） [北海道] … 42 Ｍ3211 

支部ニュース （全逓南上川支部書記局） [北海道] … 43 Ｍ3212 

支部ニュース （全逓西北見支部） [北海道] … 43 Ｍ3212 

支部ニュース （全逓宗谷地方特定局支部情報宣部）    [北海道] … 43 Ｍ3213 

時報資料 （北労調査部） [北海道] … 22 Ｍ2983 

宗谷特定教育部ニュース （全逓信労組宗谷特定地方支部教育部）[北海道]   … 48 Ｍ3262 

十勝青年 （十勝連青事務局） [北海道] … 52 Ｍ3291 

書記局ニュース （[全北海道庁職労組書記局]） [北海道] … 46 Ｍ3246 

書記局ニュース （全新聞道新支部） [北海道] … 46 Ｍ3246 

情報 （庶路炭砿労働組合書記局） [北海道] … 23 Ｍ2999 

情報 （全日通労働組合北海道地区本部  ）[北海道] … 23 Ｍ2999 

情報 （全日通労働組合北海道地区本部）  [北海道] … 23 Ｍ3354 

推進隊ニュース （全逓十勝特定局支部推進隊） [北海道] … 49 Ｍ3264 

生産部報 （北日本製紙労組生産部） 北海道 … 41 Ｍ3198 

西北見書記局ニュース （全逓西北見特定局支部書記局） [北海道] … 35 Ｍ3128 

青年婦人ニュース （北労会議青年婦人連絡協議会） [北海道] … 41 Ｍ3195 

青年部 News （北日本製紙労組青年部） [北海道] … 40 Ｍ3194 

青年部ニュース （全逓小樽工事局青年部） [北海道] … 40 Ｍ3194 

赤い切符 （日本共産等釧路･帯広地区委員会国鉄細胞     ）[北海道] …  1 Ｍ2768 

全逓北見地区協議会々報 （北見地区協議会書記局） [北海道] … 56 Ｍ3337 

全逓利礼地方支部ニュース （全逓従業員組合利礼地方特定局支部） 

[北海道] … 57 Ｍ3338 

索引- 17 - 



組合ニュース （全日本北海道支部清水分会） [北海道] … 30 Ｍ3066 

組合ニュース （北海道庁職員組合石狩支庁支部）  北海道 … 30 Ｍ3066 

組合機関紙 （全石炭新幌内支部情宣部） [北海道] … 29 Ｍ3066 

組合教室 （尺別炭砿労働組合文化教育部） [北海道] … 30 Ｍ3066 

創建 （石狩地区協議会） [北海道] … 47 Ｍ3257 

速報 （全日通労組北海道地区本部） [北海道] … 48 Ｍ3258 

村の解放 （日本共産党軽川細胞） [北海道] … 33 Ｍ3100 

帯広婦人会報 （帯広婦人会） [北海道] … 36 Ｍ3144 

団結 （日本電気産業労働組合北海道配電本店分会教宣部） 北海道 …  4 Ｍ2805 

地連にゅーす （私鉄総連北海道地連） [北海道] …  3 Ｍ2793 

鉄輪 （道私鉄定山渓鉄道支部） [北海道] … 51 Ｍ3285 

電産北海道斗争ニュース （[電産]北海道地方本部教育宣伝部） [北海道] …  5 Ｍ2810 

斗争ニュース （国鉄労組北海道地方評議会危機突破合同委員会）[北海道]   … 53 Ｍ3301 

斗争ニュース （酪農労組中斗情宣部） [北海道] … 53 Ｍ3301 

斗争ニュース （全新聞道新支部） [北海道] … 53 Ｍ3302 

斗争ニュース （全逓胆振支部） [北海道] … 53 Ｍ3302 

東宝ダイジェスト （東宝株式会社北海道支社宣伝課）       北海道 … 52 Ｍ3289 

闘針 （東圧北海道工業所労働組合情報部）[北海道] … 52 Ｍ3299 

闘争ニュース （国鉄労組北海道斗争委員会） [北海道] … 53 Ｍ3303 

闘争ニュース （全日本進駐軍要員労働組合道斗本部）      [北海道] … 53 Ｍ3303 

道青協ニュース （全日本新聞労働組合北海道地方青年協議会） 北海道 …  7 Ｍ2819 

道特協ニュース （全逓北海道地方特定局協議会） [北海道] …  7 Ｍ2819 

道特協にゅうす （全逓北海道地方特定局協議会） [北海道] …  7 Ｍ3353 

道婦協ニュース （全新聞北海道地方婦人協議会） [北海道] …  5 Ｍ2811 

道本日誌 （全逓道本部情宣部） [北海道] …  5 Ｍ2812 

道本部ニュース  建設班版 （全逓北海道地区本部） [北海道] …  5 Ｍ2812 

道本部ニュース  青年部婦人部合同版 （全逓北海道地区本部） [北海道] …  5 Ｍ2812 

道本部ニュース  青年部報 （全逓北海道地区本部） [北海道] …  5 Ｍ2812 

道本部速報 （全逓地区本部） [北海道] …  5 Ｍ2812 

道本部速報 （全逓地区本部） [北海道] …  5 Ｍ3353 

道連ニュース （全逓北海道連合会） [北海道] …  7 Ｍ2818 

道連ニュース建設班報 （全逓信従業員組合北海道地方連合会） [北海道] …  7 Ｍ2818 

道連斗争ニュース青年部報 （全逓信従業組合北海道地方連合会） [北海道]  …  7 Ｍ2818 

読書タイムス （[太平洋炭砿図書館内]読書タイムス編輯部）  [北海道] …  6 Ｍ2814 

南渡島   （全逓信労働組合南渡島地方特定局支部）      [北海道] … 32 Ｍ3089 

農地農協ニュース （石狩支庁管内農地委員会協議会）  北海道 … 35 Ｍ3133 

白樺 （日本製鉄株式会社輪西製鉄所） [北海道] … 45 Ｍ3242 

桧北支部ニュース （全逓桧山北部特定局支部） [北海道] … 11 Ｍ2872 

婦人部ニュース （水野美智子） [北海道] …  8 Ｍ2831 

分会ニュース （全木労道支部清水分会） [北海道] …  3 Ｍ2786 

分会ニュース （全逓南渡島地方支部上磯局分会）  [北海道] …  3 Ｍ2786 

北映シネマガイド （北海道映画演劇研究会） [北海道] … 19 Ｍ2955 

北教十協報（北海道教職員組合十勝地区協議会書記局）     [北海道] … 19 Ｍ2954 

北上川 （全逓信従業員組合北上川特定局支部）     [北海道] … 26 Ｍ3034 

北上川にゅうす （全逓北上川特定局支部） [北海道] … 26 Ｍ3034 

北針 （全日通労組北海道地区青年婦人部）     北海道 … 20 Ｍ2961 

北労会議臨時大会決定報告（[北労会議]） [北海道] … 20 Ｍ3343 

北労調査協議会記録 （北労会議調査部） [北海道] … 20 Ｍ3343 

北労文化部宣伝資料 （北海道労働組合会議） 北海道 … 20 Ｍ2959 

労組ニュース （三菱美唄労働組合） [北海道] … 37 Ｍ3166 

労組速報 （全逓旭野支部書記局） [北海道] … 38 Ｍ3166 

 

【その他】 

朝日新聞  北海道版 （朝日新聞東京本社） 東京 …  2 Ｍ2777 

読売新聞  北海版 （読売新聞社） 東京 … 55 Ｍ3328 

毎日新聞  北海道版 （毎日新聞社(東京)） 東京 … 34 Ｍ3108 

[基本標題不明] （2号(1948.8.25)） 〔記載なし〕  … 57 Ｍ3352 
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