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刊行にあたって 
 

当館で所蔵している雑誌は、①旧館（札幌北一条時代）から所蔵しているもの、②昭和 50 年

に東京の栗田出版販売株式会社から 1,600 タイトル、30 万冊の寄贈を受けたもの、③昭和 62
年に中鉢文夫氏より寄贈いただいた昭和 32 年から 60 年にかけて発行された雑誌の創刊号コレ

クション、④全道の保存図書館として、市町村立図書館等が廃棄する雑誌を譲り受けたもの、⑤

日常的に受け入れている購入・寄贈雑誌からなっており、現在は 28,706 タイトルを所蔵してい

ます。 
 これらの中には創刊号も数多く所蔵しておりますが、寄贈を受けた時や展示を開催した際に作

成した目録などが複数存在したため、一元的に探すことができませんでした。 
 この度、これらの目録をひとつにまとめ、「北海道立図書館所蔵雑誌創刊号目録」として作成

しました。収録しているのは当館で所蔵している 1969（昭和 44）年以前に創刊された雑誌 1,088
誌です（北方資料室所蔵雑誌を除く）。 
特に戦後復興期である昭和 20 年代から 30 年代にかけては、多くの雑誌が創刊・復刊した時

期であり、現在も継続刊行されている雑誌も多く存在します。 
雑誌はその時代の世相をよく表した資料です。とりわけ創刊号には、編集者や出版者の意図が

凝縮されており、大変貴重な資料といえます。この目録をきっかけにそれらに触れ、お役立てい

ただければ幸いです。 
 

平成 24 年 3月 
 

 北海道立図書館利用サービス課  
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【凡例】 
１ 収録範囲 
 この目録は、北海道立図書館が 2012 年 3 月現在所蔵している雑誌（北方資料室所蔵雑誌を除

く）のうち、1911（明治 44）年から 1969（昭和 44）年に創刊された雑誌を収録した。 
 

２ 構成 
「五十音順」（p.3～39）、「創刊年順」（p.40～75）の２種類 
「創刊年順」において同じ創刊年月の雑誌については、誌名の五十音順に配列した。 

 
３ 記載事項 
（１）誌名・出版者・刊行頻度・発行年月・備考の順に表示。 
（２）記載情報は、創刊号本体（表紙・裏表紙・奥付・背等）から確認した。 

情報が記載されていない場合は、国立国会図書館 NDL-OPAC、NACSIS－Webcat の書

誌情報を参照した。 
（３）「誌名」は表紙の表記を記載し、英語等のヨミが記載されているものは併記した。 

但し、週刊、月刊、季刊等の刊行頻度、別冊、増刊等の刊行形態を表す表記がある場合は、

本タイトルの後ろに配置した。 
    例：月刊アジア経済→アジア経済／月刊 別冊アサヒ芸能→アサヒ芸能／別冊 
（４）「出版者」は、創刊号時の出版者を記載した。 
（５）「刊行頻度」は、創刊号時のものを記載した。 

刊行頻度が不明の場合は「不明」と記載した。 
（６）「発行年月」は西暦表示とした。 

[ ]付けのものは、本誌に表記はないが、後続の号などから推測できるものを記載した。 
（７）「備考欄」には改題前誌・特集名等必要と思われる情報を記載した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

【五十音順】 
    

  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

【ア】 

1 ＩＬＯ時報 国際公論社 季刊 1949.8   

2 愛情秘号 正光社 月刊 1961.11   

3 愛石春秋 徳間書店 月刊 1964.4   

4 愛鳥の友 小鳥の世界社 月刊 1959.11   

5 アイデア 誠文堂新光社 隔月刊 1953.7   

6 愛と医学 手帖社 月刊 1969.5 改題前誌：ＳＭグラフ 

7 愛の医学読本 家庭新社 隔月刊 1962.1 夫婦生活別冊 

8 青桐／月刊 青桐社 月刊 1968.6   

9 朝日／週刊 カラー別冊 朝日新聞社 季刊 1969.4   

10 アサヒ芸能／別冊 アサヒ芸能社 不明 1960.1   

11 アサヒ芸能／別冊 徳間書店 不明 1969.2   

12 朝日ジャーナル 朝日新聞社 週刊 1959.3   

13 朝日評論 朝日新聞社 月刊 1946.3   

14 葦 葦出版社 月刊 1955.1 
復刊第１号（通巻７巻１

号） 

15 アジアクォータリー アジア調査会 季刊 1969.4   

16 アジアグラフ 同盟（同盟アジアニュース） 月刊 1964.3   

17 アジア経済／月刊 アジア経済通信社 月刊 1960.12   

18 亜細亜詩人 西東書林 月刊 1953.9   

19 アジア評論／季刊 アジア研究の友の会 季刊 1958.10   

20 明日の農業者 明日の農業者協会 月刊 1949.1   

21 遊び方読本 季節風書店 月刊 1960.12   

22 アダム＆ばちぇらあ 芸文社 月刊 1969.2   

23 新しい教養 金園社 月刊 1966.4   

24 新しい時代 新しい時代社 不明 1961.11   

25 新しい住宅 実業之日本社 月刊 1969.10   

26 新しい数学とコンピュータ 企画出版 月刊 1969.1   

27 新しいデザイン（DESEGNO） 生活美術社 季刊 1954.2   

28 アテネウム  アテネウム社 年２回刊 1956.6   

29 アトムの科学 八雲書房 隔月刊 1955.5   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

30 1（あなたは王様） 日本リサーチセンター 隔月刊 1961.11   

31 アパッチ 日本文華社 月刊 1967.9   

32 アプローチ サンパブリシティ出版局 不明 1963.9   

33 編物ヴォーグ 日本ヴォーグ社 年４回刊 1965.9   

34 アメリカーナ 米国大使館文化交換局 月刊 1955.10   

35 あるびよん 新月社 隔月刊 1949.6   

36 アンクルレイズマガジン 新教育事業協会 月刊 1949.8   

【イ】 

37 医学手帖／月刊 医事薬業新報社 月刊 1967.7   

38 医家芸術 日本医家芸術クラブ 月刊 1957.9   

39 生きる女性／週刊 実話出版 週刊 1960.8   

40 囲碁サロン ハンドブック社 月刊 1957.11   

41 一年のくに 学習研究社 月刊 1955.10 
改題前誌：一年ブック 

通巻５巻７号 

42 犬の世界 
ローヤル・パブリッシング・

カンパニー 
月刊 1959.11   

43 いのちのことば いのちのことば社 月刊 1960.10   

44 いぶき 学芸書房 月刊 1959.6   

45 岩と雪 山と渓谷社 年４回刊 1958.6   

46 ENGLISH AGE 旺文社 月刊 1964.4 合併前誌：百万人の英語 

47 Ｉ．Ｅ 日本能率協会 月刊 1959.4   

48 インタナショナル／月刊 刀江書院 月刊 1964.7   

【ウ】 

49 うごく顔 季節風書店 月刊 1959.1   

50 潮 葦会 隔月刊 1952.6   

51 潮／別冊 潮出版社 季刊 1966.4 春季創刊号 

52 歌と音楽 世界音楽社 月刊 1949.9   

53 美しい手芸手帖 三和図書 不明 1965.5   

54 美しい女性 学習研究社 月刊 1962.11   

55 海 中央公論社 月刊 1969.9   

56 うらおもて 水青社 月刊 1952.2   

57 裏と奥／週刊 家庭新社 隔週刊 1961.9   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

【エ】 

58 映画ウィークリー 青志社 旬刊 1954.6   

59 映画周辺／季刊 記録映画社 季刊 1961.11   

60 映画旬刊 雄鶏社 旬刊 1955.10   

61 映画タイムス／週刊 週刊映画タイムス社 週刊 1959.5   

62 映画批評 昭森社 月刊 1957.6   

63 映画物語 近代映画社 月刊 1961.4   

64 ＨＡＨ 新家庭経営研究所 月刊 1969.4   

65 営農技術 三養堂 月刊 1961.6   

66 英文科手帖 垂水書房 月刊 1960.6   

67 英文法研究 研究社出版 月刊 1957.5   

68 SS 画報 SS クラブ 月刊 1955.6   

69 S・F マガジン 早川書房 月刊 1959.12   

70 えすぷりあい 文化実業社 年 4 回刊 1969.9   

71 ENERGY（エネルギー） 日本工業新聞社 月刊 1968.3   

72 FMｆａｎ(エフエムファン) 共同通信社開発局 隔週刊 1966.6   

73 エラリークイーンズ・ミステリ・マガジン 早川書房 月刊 1956.7   

74 エレクトロニクス オーム社 月刊 1956.10   

75 エロチシズム美学 キネマ旬報社 隔月刊 1964.12   

76 Ｅｒｏｔｉｃｉｓｍ美学／別冊 なみ木書房 季刊 1965.10   

77 園芸日本  博文社 月刊 1954.11 農業世界別冊 

78 演劇グラフ／月刊 アルス 月刊 1952.11   

79 エンジニヤ 日本工業経済連盟出版局 月刊 1959.5   

【オ】 

80 黄金 日本週報社 月刊 1955.6 日本週報別冊 

81 応用機械工学 ラジオ技術社 月刊 1960.7   

82 大相撲展望 朝日新聞社 年４回刊 1955.3 アサヒスポーツ別冊 

83 沖縄と小笠原／季刊  南方同胞援護会 季刊 1957.3   

84 Ｏｃｅａｎ Ａｇｅ オーシャン・エイジ社 月刊 1969.6   

85 AUTO＆LIFE 鉄道日本社 月刊 1968.4   

86 オートテクニック 山海堂 月刊 1969.10   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

87 オートメーション 日刊工業新聞社 月刊 1956.4   

88 AUTO MOBILE（オートモビル） イブニングスター社 隔月刊 1952.1   

89 オピニオン／月刊 東京新報社 月刊 1965.9   

90 おもしろブック 集英社 月刊 1949.9   

91 おもしろブック／別冊 集英社 季刊 1956.7   

92 面白読物 実話世界社 月刊 1951.2   

93 OLYMPIA（オリンピア） 日本体育協会 不明 1960.7   

94 オール芸能 オール藝能社 不明 1952.11   

95 オール芸能 双葉社 月２回刊 1964.3   

96 オール娯楽 双葉社 月２回刊 1965.4   

97 オールスポーツ／週刊 スポーツ出版 週刊 1958.1   

98 オールユーモア 一水社 月刊 1962.6   

99 ＯＲＡＮＧＥ（オレンヂ）  臼井書房 月刊 1946.11   

100 音楽学 音楽之友社 年刊 1954.10   

101 音楽生活 東京音楽社 月刊 1964.1   

102 音楽専科 音楽専科社 月刊 1967.3   

103 音楽手帖 三井出版販売 月刊 [1962.11]   

104 恩給 大蔵省印刷局 隔月刊 1961.7   

105 恩給時報 圭文館 月刊 1956.1   

106 温泉工学会誌 温泉工学会 年３回刊 1963.7   

107 温泉旅行／月刊 日英観光出版社 月刊 1964.11   

108 女 手帖社 月刊 1965.11   

109 女の手帖 手帖社 月刊 1964.5   

110 女の百科 臨時増刊 新樹書房 月刊 1962.6 本誌通巻５巻７号 

111 女の百科 新樹書房 月刊 1963.7 
新スタイル創刊号（６巻１

０号） 

112 女の広場 信友社 月刊 1955.4   

【カ】 

113 海外食品経済 光琳書院 月刊 1968.2   

114 会計ジャーナル 第一法規出版 月刊 1969.9   

115 会計人コース 中央経済社 月刊 1966.1   

116 会社 常識社 月刊 1955.7   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

117 ガイド／週刊 ガイド通信社 週刊 1960.4   

118 解放 解放社 月刊 1953.6   

119 かいもの レインボー出版 半月刊 1960.8   

120 海洋開発 
ジャパン・インダストリアル・

パブリシング 
季刊 1968.10   

121 海洋科学／月刊 海洋出版 月刊 1969.9   

122 化学技術 日刊工業新聞社 月刊 1957.10   

123 科学図鑑 世界文化社 月刊 1963.4   

124 化学装置 工業調査会 月刊 1959.4   

125 科学的株式投資／月刊 新屋経済研究所 月刊 1960.6   

126 科学の実験 共立出版 月刊 1950.10   

127 科学ブック 世界文化社 月刊 1963.6   

128 案山子 現代文芸社 月刊 1968.4   

129 我観 我観社 月刊 1933.7   

130 学園 新生社 月刊 1961.5   

131 学際 アイ・ビー・エイ 季刊 1968.12   

132 学習の友 青木書店 月刊 1953.11   

133 学習のひろば 労働者学習センター 月刊 1962.3   

134 学生の科学 誠文堂新光社 月刊 1961.8   

135 楽屋鏡 日本俳優協会 不明 1960.4   

136 影／週刊 辰巳出版社 隔週刊 1968.3   

137 歌劇スタア 歌劇スタア社 月刊 1950.8   

138 菓子の友 菓子とパン新聞社 月刊 1950.5   

139 家政 明玄書房 隔月刊 1958.11   

140 カー・セールス 交通経済研究所 月刊 1960.5   

141 勝馬／週刊 勝馬新聞社 週刊 1967.3   

142 学校教育相談 文教書院 月刊 1966.4   

143 学校劇 国土社 月刊 1954.10   

144 学校体育研究 日本学校体育研究連合会 隔月刊 1966.4   

145 学校の食事／月刊 学校食事研究会 月刊 1968.9   

146 学校放送 NET 学校放送 日本教育テレビサービス 不明 1959.3   

147 合唱界 合唱界出版社 月刊 1956.12   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

148 合唱サークル 音楽之友社 月刊 1966.1   

149 guts（ガッツ） 集英社 月２回刊 1969.8   

150 かっぱ 久保書店 月刊 1956.1   

151 家庭画報 世界文化社 月刊 1958.3   

152 家庭器具／季刊  家庭器具新聞社 季刊 1961.7   

153 家庭春秋 山文社 月刊 1956.10   

154 家庭全科 国際情報社 月刊 1959.12   

155 家庭の料理 図書出版集文社 月刊 1965.11   

156 ガーデンライフ 誠文堂新光社 年４回刊 1962.3 別冊農耕と園芸 

157 CAR トップ 交通タイムス社 月刊 1968.7   

158 株式ダイジェスト 証券経済研究会 月刊 1949.9   

159 株式にっぽん 市場新聞社 旬刊 1962.5   

160 画報実話雑誌 三世社 不明 1961.6   

161 画報戦記 家庭新社 隔月刊 1960.6   

162 カメラアイ 浪速書房 月刊 1962.12   

163 カメラ画報 三世新社 月刊 1964.11   

164 カメラ工業 光画荘 月刊 1964.1   

165 カメラとシネ／月刊 日本カメラ社 月刊 1957.4   

166 カメラの友 光画社 月刊 1955.1   

167 カメラファン イブニングスター社 月刊 1950.10   

168 カメラ毎日 毎日新聞社 月刊 1954.5   

169 カーライフ／月刊 日本自動車旅行社 月刊 1962.5   

170 カラーコミックス 河出書房新社 週刊 1968.5   

171 カラー小説 芳文社 月刊 1969.6   

172 からだの科学 日本評論社 隔月刊 1965.1   

173 カルパン カルパン出版社 季刊 1969.11   

174 カレッジライフ 文化服装学院出版部 不明 1964.11   

175 考える子ども四年生 暁教育図書 月刊 1960.4   

176 監査 中央経済社 月刊 1961.1   

177 関西公論 関西公論社 月刊 1958.8   

178 ガンファン 小出書房 月刊 1962.8 改題前誌：拳銃ファン 
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

179 GUN マガジン ベースボール・マガジン社 月刊 1965.2   

180 ガン・マン 家庭新社 隔月刊 1961.9   

181 管理の手帳 日本ビジネス 月刊 1956.12   

【キ】 

182 棋苑 棋苑圖書 月刊 1946.9   

183 機械 機械社 不明 1957.6   

184 機械技術 日刊工業新聞社 月刊 1953.7   

185 機械ジャーナル 重化学工業通信社 月刊 1963.1   

186 器楽教育 日本器楽教育連盟 月刊 1956.12   

187 企業診断 中小企業診断協会 月刊 1958.9 創刊号（通巻５巻９号） 

188 奇術研究 力書房 季刊 1956.3   

189 奇談マガジン 芸文社 月刊 1966.2   

190 喫煙室／週刊 専売通信 週刊 1960.1   

191 技能ヤング 技能通信 月刊 [1964.3]   

192 希望の友 潮出版社 月刊 1964.4   

193 キャピタル／月刊 キャピタル社 月刊 1960.7   

194 キュー／月刊  映画の友 月刊 1967.12   

195 教育経営 日本文化科学社 月刊 1964.10   

196 九州郷土 時事公論出版社 月刊 1960.1   

197 給食／月刊 柴田書店 月刊 1964.7   

198 求美／季刊美術誌 求美 季刊 1969.10   

199 球面 球面発行所 月刊 1954.4   

200 キューティ画報 檸檬社 隔月刊 1966.10 
改題前誌：別冊ＹＯＵＮ

ＧＭＡＮ 

201 教育 国土社 月刊 1951.11   

202 教育音楽 中学版 音楽之友社 月刊 1957.4   

203 教育科学国語教育 明治図書出版 月刊 1959.3   

204 教育科学算数教育 明治図書出版 月刊 1959.4   

205 教育科学社会科教育 明治図書出版 月刊 1964.10   

206 教育科学数学教育 明治図書出版 月刊 1960.10   

207 教育科学理科教育 明治図書出版 月刊 1969.4   

208 教育国語 麦書房 季刊 1965.5   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

209 教育女性 学芸図書出版社 月刊 1949.4   

210 教育心理 日本文化科学社 月刊 1953.3   

211 教育の時代 東洋館出版社 月刊 1963.2   

212 記録映画 ベースボール・マガジン社 月刊 1958.8   

213 奇録実話 東邦図書新社 月刊 1966.4   

214 銀花 文化服装学院出版局 年６回刊 1967.12   

215 キング／別冊 大日本雄弁会講談社 不明 1955.10 本誌通巻３１巻１３号 

216 銀行マーケティング 銀行研修社 月刊 1968.3   

217 金属材料 日刊工業新聞社 月刊 1961.5   

218 近代映画／別冊 近代映画社 月刊 1957.6   

219 近代映画デラックス 近代映画社 隔月刊 1967.10   

220 近代営業 誠文社新光社 月刊 1966.6   

221 近代経営 ダイヤモンド社 季刊 1956.11   

222 近代ゴルフ 自研社 月刊 1960.9   

223 近代柔道 近代柔道社 月刊 1957.5   

224 金融経済 金融経済研究所 隔月刊 1949.9   

【ク】 

225 クイーンマガジン／別冊 早川書房 年４回刊 1959.10   

226 暮らしと流行 双葉社 月刊 1965.1   

227 暮らしのしおり／季刊 東京信友社 季刊 1959.8 若い広場別冊 

228 暮しの設計 中央公論社 隔月刊 1963.1   

229 暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月刊 1948.9   

230 暮しの夢 珊瑚書房 年４回刊 1964.7   

231 グラマーとヌード 文献資料刊行会 月刊 1964.10   

232 クリエティビティ／季刊 電通 季刊 1965.7   

233 クリエート 近代セールス社 月刊 1967.2   

【ケ】 

234 経営 関西経営管理協会 月刊 1962.1   

235 経営機界 日本経営機械協会 月刊 1961.6   

236 経営と人材／月刊 有文社 月刊 1967.6   

237 経済界 
ジャパン・ニュース・サービ

ス 
月刊 1963.7   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

238 経済外交 国際経済研究所 月刊 1957.4   

239 経済学教室 青木書店 月刊 1960.9   

240 経済ジープ ジープ社 月２回刊 1949.11   

241 経済セミナー 日本評論新社 月刊 1957.4   

242 経済タイムス 経済タイムス社 月２回刊 1955.4   

243 経済評論 叢文閣 月刊 1934.9 復刻版 

244 芸術／季刊 季刊芸術出版 季刊 1967.4   

245 計測自動制御学会論文集 計測自動制御学会 季刊 1965.3   

246 芸能天国／週刊 芳文社 隔週刊 1964.3   

247 刑法雑誌 日本刑法学会 年３回刊 1950.6   

248 経理実務 中央経済社 月刊 1963.1 
改題前誌：月刊簿記 通

巻１４巻１号 

249 競輪時代 競輪時代社 不明 1950.5   

250 競輪旬報 競輪旬報社 月２回刊 1950.6   

251 劇画クラブ／週刊 日晴社 週刊 1968.5   

252 劇画マガジン 日の丸文庫・光伸書房 月刊 1967.10   

253 劇画ヤング 明文社 隔週刊 1968.5   

254 結核の臨床 和光書院 月刊 1953.12   

255 結婚手帖 家庭新社 月刊 1964.1   

256 傑作倶楽部／別冊 双葉社 隔月刊 1957.12   

257 傑作倶楽部／特集 双葉社 隔月刊 1959.11   

258 月水金 修道社 月刊 1956.11   

259 月報産経 月報産経出版社 月刊 1966.6   

260 ケミカルエンジニアリング 工業資料社 月刊 1956.3   

261 玄海 玄海社 隔月刊 1960.1   

262 原価計算 中央経済社 月刊 1954.4   

263 原研 日本原子力研究所 月２回刊 1960.4   

264 剣豪小説 双葉社 月刊 1968.9   

265 健康と体力 第一法規出版 月刊 1969.4   

266 健康日本 健康日本社 月刊 1955.3   

267 拳銃ファン 小出書房 月刊 1961.12   

268 原子力 みすず書房 月刊 1954.12   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

269 建設者／月刊 山海堂 月刊 1963.11   

270 現代／週刊 講談社 週刊 1959.4   

271 現代 講談社 月刊 1967.1   

272 現代歌人 現代歌人協会出版部 季刊 1960.5   

273 現代看護 万有出版社 月刊 1969.8   

274 現代教育科学／別冊 明治図書 季刊 1964.3   

275 現代芸術 勁草書房 月刊 1960.10   

276 現代思想 現代思潮社 月刊 1961.5   

277 現代実話 小出書房 月刊 1962.5   

278 現代狩猟 浪速書房 月刊 1968.6   

279 現代小説 双葉社 月刊 1967.7   

280 現代小説／別冊 双葉社 隔月刊 1968.6   

281 現代人の健康作戦 出版健康保険組合 不明 1967.8   

282 現代心理 解放社 月刊 1949.7   

283 現代中学教育 明治図書出版 月刊 1966.10   

284 現代読本 日本文芸社 月刊 1956.6   

285 現代のエスプリ 至文堂 月刊 1963.5   

286 現代の結婚 新風社 月刊 1962.5   

287 現代の高層分譲住宅 大興 月刊 1969.3 創刊号（通巻１巻４号） 

288 現代の必須 結婚への準備 日本経済新社 不明 1966.4   

289 現代の理論 大月書店 月刊 1959.4   

290 現代美術 サン・プロダクション 月刊 1965.1   

291 現代批評 書肆ユリイカ 月刊 1958.11   

292 建築公論 建築出版社 月刊 1965.1   

293 建築材料 工業調査会 月刊 1961.1   

294 建築時代 黒潮社 月刊 1964.5   

295 言潮 言潮社 月刊 1962.1   

【コ】 

296 高一コース 学習研究社 月刊 1963.4   

297 高一時代 旺文社 月刊 1964.4 
改題前誌：高校時代 通

巻 11 巻１号 

298 公会計／月刊 学陽書房 月刊 1967.1   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

299 高校英語 南雲堂 月刊 1961.4   

300 高校国語教育 篝火書院 月刊 1963.7   

301 高校コース 学習研究社 月刊 1955.4   

302 高校上級コース 学習研究社 月刊 1959.11   

303 高校生活 学芸社 月刊 1956.1   

304 高校の数学 聖文社 月刊 1959.10   

305 高校文芸 東京出版センター 月刊 1967.1   

306 講談と小説 春光社 月刊 1954.11   

307 講談と落語 白羊書房 月刊 1956.3   

308 講談読切倶楽部 三世社 月刊 1952.2   

309 交通安全教育 
日本交通安全教育普及協

会 
月刊 1966.10   

310 交通文化 交通史学会 不明 1963.7   

311 高二時代 旺文社 月刊 1964.4   

312 幸福教室 三栄書店 月刊 1953.7   

313 公論／週刊 中央公論社 週刊 1959.11   

314 声 丸善 季刊 1958.10   

315 小型映画 玄光社 月刊 1956.5   

316 国語教育 六三書院 月刊 1955.7   

317 国語教室／月刊 南雲堂・桜楓社出版 月刊 1959.5   

318 国語セミナー 学燈社 隔月刊 1968.1 別冊学燈 

319 国語の教育 国土社 月刊 1968.5   

320 国際経済 国際経済社 月刊 1964.7   

321 国際評論 合同出版社 月刊 1961.10   

322 国際連合 国連社 不明 1946.11   

323 国際労働運動 刀江書院 月刊 1965.1   

324 告発 集団アイステア 不明 1969.6   

325 国文学 解釈と教材の研究 学燈社 月刊 1956.4   

326 国文学 言語と文芸 明治書院 隔月刊 1958.11   

327 国民教育／季刊  労働旬報社 季刊 1969.7   

328 固体物理 サイエンスプレス 月刊 1966.1   

329 コーチング・クリニック ベースボール・マガジン社 月刊 1965.1   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

330 ことば 日本話術ロータリー 月刊 1955.11   

331 ことばの宇宙 
東京言語研究所ラボ教育

センター 
月刊 1966.6   

332 こどもの暮し 学文社 不明 1964.6   

333 子どものしあわせ 福音館書店 月刊 1956.5   

334 子供の美術 蜂書房 月刊 1955.9   

335 こども部屋 ベター・ホーム・プロダクツ 月刊 1959.4   

336 こども部屋／別冊 こども部屋社 不明 1967.12   

337 こばと 女子幼稚園 集英社 月刊 1958.9   

338 古美術 三彩社 年４回刊 1963.1   

339 コマーシャルフォト 玄光社 年４回刊 1960.7   

340 
commercial photo series(コマーシャルフ

ォトシリーズ) 
玄光社 季刊 1966.3   

341 コミックＶＡＮ 芸文社 月刊 1968.2   

342 コミックｍａｇａｚｉｎｅ 芳文社 月刊 1966.6   

343 コミックミステリー 双葉社 月刊 1968.10   

344 娯楽案内／週刊 東京娯楽案内者 週刊 1956.4   

345 娯楽東京／週刊 週刊娯楽東京社 週刊 1959.9   

346 娯楽よみうり／週刊 読売新聞社 週刊 1955.11   

347 ゴルフ春秋 ゴルフ春秋社 月刊 1968.4   

348 ゴルフダイジェスト／別冊 ゴルフダイジェスト社 半月刊 1966.1   

349 GOLF REPORTER（ゴルフリポーター） 新日ゴルフサービス 月刊 1965.6   

350 これからの住宅 日本ハウジングセンター 隔月刊 1968.12   

351 コロイドと界面活性剤 コロイドと界面化学刊行会 月刊 1960.3   

352 ごん 日の丸文庫・光伸書房 月刊 1968.8   

353 ゴング 日本スポーツ出版社 月刊 1968.5   

354 今昔 今昔社 季刊 1968.7   

355 昆虫と自然 ニュー・サイエンス社 月刊 1966.3   

356 再建評論 再建書房 月刊 1949.10   

【サ】 

357 左官教室 黒潮社 月刊 1956.7   

358 酒 酒の友社 月刊 1950.9   

359 サスペンス・マガジン 久保書店 月刊 1965.2   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

360 S・M グラフ（サスペンス・ミステリーグラフ） 手帖社 月刊 1968.6   

361 
SMマガジン（サスペンス＆ミステリーマガ

ジン） 
コバルト社 月刊 1968.9   

362 サッカーグラフ サッカーグラフ社 月刊 1967.2   

363 サッカーマガジン ベースボール・マガジン社 月刊 1966.6   

364 ＳＳＳ（サンエス） 東光社 月刊 1967.4   

365 産業広告 日本産業広告協会 月刊 1969.12   

366 サンケイスポーツ／週刊 産業経済新聞社 週刊 1958.7   

367 ３０の読物 世文社 月刊 1957.8   

368 サンデー小説 文京社 週刊 1959.6   

369 サンデー毎日特別号 毎日新聞社 月刊 1957.5   

370 サンデー毎日／別冊 毎日新聞社 不明 1958.10 特集：秋の野球号 1958 

【シ】 

371 自衛 防衛報道協会出版部 月刊 1954.8   

372 ジェトロ／月刊 海外市場調査会 月刊 1951.11   

373 事件実話／週刊 日本文芸社 週刊 1960.4   

374 事件実話／別冊 日本文芸社 月刊 1961.9   

375 事故と災害 社会保険新報社 季刊 1967.10   

376 市場と企業 日本能率協会 月刊 1962.5   

377 Season ディスプレイ 誠文堂新光社 年４回刊 1966.11 商店界別冊 

378 思想の科学（第４次） 思想の科学社 月刊 1959.1   

379 実業公論 実業公論社 月２回刊 1958.5   

380 実業之日本 実業之日本社 月刊 1956.9 月刊投資相談版 

381 実業の日本／別冊 実業之日本社 年４回刊 1968.4 特集：自動車特集 

382 実務会計 野田経済研究所 月刊 1965.1   

383 実用英語 商業英語出版社 隔月刊 1962.9   

384 実用娯楽版 日本文芸社 月刊 1963.3   

385 実話／週刊 実話出版 週刊 1958.9   

386 実話／別冊週刊 実話出版 不明 1960.6   

387 実話画報 家庭新社 月刊 1960.3   

388 実話雑誌 三世新社 月刊 1964.12   

389 実話ＳＡＬＯＮ／別冊週刊 
日本ジャーナルプレス実話

出版社 
隔週刊 1962.6   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

390 実話三面記事  速報版 日本文芸社 隔週刊 1961.5   

391 実話三面記事／別冊 日本文芸社 月刊 1962.3   

392 実話情報 三幸出版 月刊 1962.3 別冊芸能特報 

393 実話情報 
文献資料刊行社（れもんし

ゃ） 
月刊 1966.11   

394 実話特報 双葉社 月刊 1956.7   

395 実話特報／別冊 双葉社 隔月刊 1956.12   

396 実話特報／週刊 双葉社 週刊 1959.4   

397 実話特報／別冊 双葉社 月刊 1960.7   

398 実話と事件 三世社 月刊 1962.9   

399 実話と手記 手帖社 月刊 1965.11   

400 実話と秘録／週刊 広晴社 隔週刊 1960.12   

401 実話読物／週刊 日本社 隔週刊 1960.10   

402 支店長 近代セールス社 月刊 1964.11   

403 自動化技術 工業調査会 月刊 1969.6   

404 自動車／月刊 交通科学社 月刊 1959.4   

405 自動車ジュニア 創進社 月刊 1959.7   

406 児童心理と精神衛生 牧書店 隔月刊 1950.5   

407 事務管理 日刊工業新聞社 月刊 1962.11   

408 事務教育 日本事務能率協会 年２回刊 1965.11   

409 ジャイアンツ ベースボール・マガジン社 月刊 1959.5   

410 社会改良 刑罰と社会改良の会 不定期刊 1955.7   

411 社会科学／季刊  経済往来社 季刊 1963.11   

412 社会学評論 有斐閣 年４回刊 1950.7   

413 社会科資料と統計 古今書院 不明 1949.8   

414 社会教育／月刊 国土社 月刊 1957.12   

415 社会主義 大地出版社 月刊 1946.9   

416 社会生活 光文書院 月刊 1954.10   

417 社会文化／月刊 日文 月刊 1967.6   

418 社会保障 東陽書店 季刊 1949.7   

419 写真画報「グラフ日本の顔」／月刊 日本の顔社 月刊 1969.4   

420 写真工業 光画社 月刊 1952.6   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

421 写真ファン 三幸出版 月刊 1962.10   

422 ｊａｚｚ（ジャズ） JAZZ PEOPLE 年６回刊 1969.5   

423 ジャパンモーター ジャパンモーター社 月刊 1953.6   

424 自由 至誠堂 月刊 1959.12   

425 自由世界 自由アジア社 月刊 1964.5   

426 住宅設計写真シリーズ ニューハウス出版 年４回 1963.8   

427 自由評論 政治経済問題懇談会 月刊 1959.6   

428 週末旅行／月刊 朋文堂 月刊 1960.5   

429 受験 洛陽社 月刊 1950.6   

430 受験の英語 聖文社 隔月刊 1968.10   

431 受験の数学／別冊 聖文社 隔月刊 1967.9   

432 ジュニアライフ 旺文社 年４回刊 1968.5   

433 主婦の友／別冊 主婦の友社 年４回刊 1962.12   

434 ジュリスト 有斐閣 月２回刊 1952.1   

435 狩猟界 誠文堂新光社 月刊 1957.6   

436 小学生上級版 河出書房 月刊 1956.1   

437 小学生中級版 河出書房 月刊 1956.1   

438 小学生のたのしい科学 学習研究社 月刊 1957.2   

439 小学生のたのしい科学中級用 学習研究社 月刊 1957.4   

440 小学生のたのしい科学上級用 学習研究社 月刊 1957.4   

441 小学館ブック 小学館 月刊 1966.7   

442 小学校体育 １・２年用 山文社 月刊 1967.5   

443 小学校の体育 ベースボールマガジン社 月刊 1960.4   

444 将棋とチェス 水曜書房 月刊 1949.6   

445 将棋文化 ダイヤモンド社 月刊 1957.9   

446 商業界 商業界 月刊 1948.10   

447 商業建築 商建社 月刊 1960.1   

448 少女コミック 小学館 月刊 1968.5   

449 少女サンデー／季刊  小学館 季刊 1960.9   

450 少女サンデー／月刊 小学館 月刊 1960.12   

451 少女ブック 集英社 月刊 1951.9   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

452 少女フレンド／週刊 講談社 週刊 1963.1   

453 少女ライフ 新生閣 月刊 1951.7   

454 少女ロマンス 明々社 月刊 1949.7   

455 小説朝日 話の手帖 小説朝日社 不明 1952.8   

456 小説エース 学習研究社 月刊 1968.10   

457 小説倶楽部／別冊 桃園書房 不明 1957.4   

458 小説倶楽部／別冊 桃園書房 不明 1961.11   

459 小説劇場 双葉社 月刊 1969.4   

460 小説現代 講談社 月刊 1963.2   

461 小説ジュニア 集英社 年４回刊 1966.4   

462 小説女学生コース 学習研究社 月刊 1967.1   

463 小説女性 檸檬社 月刊 1969.1   

464 小説セブン 小学館 月刊 1968.6   

465 小説の泉／別冊 双葉社 隔月刊 1957.4   

466 小説宝石 光文社 月刊 1968.11   

467 商店経営 商店経営社 月刊 1950.6   

468 商店建築 商店建築社 月刊 1956.8   

469 小児 外科・内科 東京医学社 月刊 1969.11   

470 少年キング／週刊 少年画報社 週刊 1963.8   

471 少年現代 現代芸術社 月刊 1967.8   

472 少年サンデー／週刊 小学館 週刊 1959.4   

473 少年ジャンプ／週刊 集英社 週刊 1968.8   

474 少年少女友達 友達社 月刊 1950.9   

475 少年ブック／別冊 集英社 隔月刊 1965.12   

476 少年マガジン／週刊 講談社 週刊 1959.3   

477 少年マガジン／別冊 講談社 隔月刊 1966.11   

478 情報／週刊 新樹書房 隔週刊 1963.12   

479 情報 三世新社 月刊 1964.9   

480 情報トップｍａｇａｊｉｎｅ 光彩書房 隔週刊 1969.7   

481 情報マガジン 三世新社 月刊 1964.3   

482 ジョーカー 集英社 月２回刊 1969.5   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

483 女学生コース デラックス 学習研究社 年４回刊 1969.1   

484 食堂／月刊 柴田書店 月刊 1961.8   

485 食堂界 食堂界 月刊 1969.3   

486 職場のレクリエーション 池田書店 年 4 回刊 1964.4 別冊総務課の実務 

487 諸君 文芸春秋社 月刊 1969.7   

488 女性／週刊 河出書房 週刊 1957.3   

489 女性コミックＥＬＬＥ 芸文社 月刊 1969.7   

490 女性自身／週刊 光文社 週刊 1958.12   

491 女性セブン／週刊 小学館 週刊 1963.5   

492 女性の手帖 女性の手帖社 隔月刊 1950.8   

493 女性美 ベースボールマガジン社 隔月刊 1956.11   

494 女性明星 集英社 月刊 1962.12   

495 女性ＬＩＦＥ 富士評論社 月２回刊 1956.1   

496 初等理科教育 東雲堂出版 月刊 1967.1   

497 シリーズ日本カメラ 日本カメラ社 季刊 1969.2   

498 城と旅 日本城郭協会出版部 月刊 1969.4   

499 新機械 日刊工業新聞社 月刊 1957.6   

500 新建設 住宅復興同盟 不明 1949.4   

501 人事行政 学陽書房 月刊 1950.10   

502 紳士専科 辰巳書房 月刊 1964.7   

503 真実／雑誌 真実社 月刊 1955.9   

504 寝室手帖 家庭新社 月刊 1963.7 
改題前誌：夫婦生活別

冊 

505 寝室手帖 手帖社 月刊 1964.10   

506 紳士読本 人物往来社 月刊 1961.6   

507 新週刊 新週刊社 週刊 1961.5   

508 人生 池田書店 不明 1955.3   

509 新政界 新政界社 月刊 1955.11   

510 人生倶楽部 青潮社 月刊 1952.1   

511 新政治／月刊 新政治研究会 月刊 1954.9   

512 新世界／月刊 新世界社 月刊 1964.10   

513 新設備 設備資料社 月刊 1965.3   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

514 新創作（第三次） 新創作社 不明 1953.9 改題前誌：創作季刊 

515 新潮／週刊 新潮社 週刊 1956.2   

516 新日本 冨山房 月刊 1911.4   

517 真日本 真日本社 不明 1946.4   

518 新日本 日世企画出版局 月刊 1966.7   

519 新日本大観 世界文化社 月刊 1962.3   

520 新日本文学／別冊 新日本文学会 年４回刊 1961.7   

521 新批評 太陽社 年刊 1967.9   

522 新評／別冊 評論新社 年４回刊 1968.4   

523 新譜ジャーナル 自由国民社 月刊 1968.9   

524 新聞時代 新聞之世界社 季刊 1956.5   

525 新聞週報 新聞週報社 月刊 1956.1   

526 新聞ダイジェスト／月刊 総合出版社 月刊 1967.4   

527 新文明 新文明社 月刊 1951.9   

528 人民の法律 近代評論社 月刊 1949.8   

529 進路と職業 産業教育情報センター 季刊 1969.2   

530 新論 新論社 月刊 1955.7   

【ス】 

531 水泳競技マガジン ベースボール・マガジン社 月刊 1966.7   

532 水産季刊 大日本水産会水産講座部 季刊 1949.8   

533 随筆 随筆舎 月刊 1952.1 
改題前誌：ミラー 通巻６

号 

534 推理界 浪速書房 月刊 1967.7   

535 推理実話  小出書房 隔月刊 1962.6 別冊１００万人の女性 

536 推理ストーリー 双葉社 月刊 1961.12   

537 すうがく／月刊 久保書店 月刊 1963.4   

538 数学教室 新評論社 月刊 1955.2   

539 数学セミナー 日本評論新社 月刊 1962.4   

540 数理科学 ダイヤモンド社 月刊 1963.7   

541 図解製作 電波技術社 年４回刊 1960.4   

542 図解農業 五月書房 月刊 1949.10   

543 SKI JOURNAL（スキージャーナル） 冬樹社 月刊 1966.9   
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544 スキー特集 山と渓谷社 不明 1968.10 別冊山と渓谷 

545 スキーフレンド ラジオ技術社 年刊 1963.10   

546 スクリーン／別冊 近代映画社 不明 1963.2   

547 スタアグラフ 平凡出版 季刊 1956.7 平凡別冊  

548 スター・ストーリィ 東京社 隔月刊 1952.6   

549 stag（スタッグ） 映画の友 隔月刊 1966.12   

550 スター２４時間 新風出版社 月刊 1967.12   

551 ステレオ 音楽之友社 月刊 1963.6   

552 ステレオ芸術／季刊  ラジオ技術社 季刊 1967.7   

553 ステレオサウンド／季刊  ステレオサウンド社 季刊 1966.12   

554 スペイン語／月刊 大学書林 月刊 1961.5   

555 SD（スペースデザイン） 鹿島研究所出版会 月刊 1965.1   

556 スポーツマガジン／週刊 ベースボール・マガジン社 週刊 1959.2   

557 スポーツマガジン別冊 ベースボール・マガジン社 月刊 1963.10   

558 スポーツマガジン’６６／週刊 ベースボールマガジン社 週刊 1966.3   

559 すまい すまいの研究社 月刊 1967.2   

560 相撲 ベースボールマガジン社 月刊 1952.2 
復刊 ベースボール・マ

ガジン増刊 

561 相撲／別冊 ベースボール・マガジン社 月刊 1957.5   

562 スリーエス／月刊 なみ木書房 月刊 1966.3   

563 ９９９（スリーナイン）  高風館 不明 1950.11   

564 スリラー／週刊 森脇文庫 週刊 1959.5   

565 スリラー街 芳文社 月刊 1962.2 別冊週刊漫画 TIMES 

【セ】 

566 星雲 森の道社 不明 1954.12   

567 政界ジープ ジープ社 月刊 1946.8   

568 生活クラブ／月刊 クラブ社 月刊 1952.5   

569 生活指導 明治図書出版 隔月刊 1959.5   

570 世紀 エンデルレ書店 月刊 1949.4   

571 税経セミナー 税務経理協会 月刊 1956.11   

572 星座 三幸社 月刊 1952.12   

573 青年会議 青年友の会 不明 1960.11   
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574 青年学級 雄文社 月刊 1955.4   

575 青年心理 金子書房 年４回刊 1950.3 児童心理別冊 

576 青年日本 青年日本社 月刊 1954.1   

577 生物物理 吉岡書店 年６回刊 1961.7   

578 性問題の研究 久保書店 月刊 1955.12   

579 世界 岩波書店 月刊 1946.1   

580 世界美術全集月報 平凡社 不明 1951.4   

581 世界ジャーナル 外交時報社 月刊 1962.1   

582 世界春秋 世界出版社 月刊 1949.11   

583 世界知識 誠文堂新光社 月刊 1946.2   

584 世界と議会 尾崎行雄記念財団 月刊 1961.6   

585 世界と日本 新日本書房 月刊 1961.5   

586 世界のアイデア 普及版 新製品開発センター 年４回刊 1967.7   

587 世界の教師 世界の教師刊行会 不明 1956.5   

588 世界のグループ・サウンド 近代映画社 月刊 1968.5 別冊スクリーン 

589 世界の航空 鳳文書林 不明 1951.11   

590 世界のショー 新風社 月刊 1964.5   

591 世界の旅日本の旅 修道社 月刊 1959.8   

592 世界のディスプレイ／季刊  雄鶏社 季刊 1966.9   

593 世界の広場 新世界書房 月刊 1952.9   

594 世界文学／季刊 冨山房 季刊 1965.11   

595 施工 彰国社 月刊 1966.9   

596 施工技術 日刊工業新聞社 月刊 1968.6   

597 世潮 民主評論社 月刊 1954.2   

598 設計と材料 建設文化社 不明 1955.6   

599 セブン８（エイト） 新星社 月刊 1966.8   

600 SEVEN エース 雄鶏社 月刊 1966.3   

601 セブンティーン／週刊 集英社 週刊 1968.6   

602 セールス ダイヤモンド社 月刊 1956.11   

603 禅 潮音舎 月刊 1955.3   

604 戦記 小出書房 月刊 1962.9   
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605 先駆／季刊 先駆社 季刊 1961.12   

606 全線 全線社 月刊 1960.4   

607 専門料理／月刊 柴田書店 月刊 1966.12   

【ソ】 

608 装苑特集 文化服装学院出版局 不明 1960.10   

609 草原 地球社 草原の会 隔月刊 1964.1   

610 総合 東洋経済新報社 月刊 1957.5   

611 総合法学 中央経済社 月刊 1958.6   

612 捜査特報 小出書房 月刊 1962.8   

613 創造 雄渾社 季刊 1968.5   

614 総務課の実務 池田書店 月刊 1963.6   

615 速記学習／月刊 言潮社 月刊 1962.5   

616 ソフトウェア 産報 月刊 1969.10   

617 ソフトウェア技術 日本コンピューター協会 月刊 1969.11   

【タ】 

618 体育 金子書房 月刊 1949.7   

619 体育とスポーツ ベースボール・マガジン社 隔月刊 1957.10   

620 大学／月刊 大学公論社 月刊 1968.3   

621 大学受験コース 学習研究社 月刊 1958.4   

622 大学進学コース 学習研究社 月刊 1960.5   

623 大学への数学 東京出版社 月刊 1957.5   

624 タイガース ベースボール・マガジン社 月刊 1959.6   

625 大衆 大衆社 月刊 1955.7   

626 大衆／別冊週刊 双葉社 月刊 1960.7   

627 大衆実話 日本文芸社 月刊 1962.4   

628 大衆小説／別冊 双葉社 隔月刊 1956.5   

629 大衆小説読本 共栄社 月刊 1960.3 別冊オール読物 

630 
THE PACIFIC FAMILY GRAPHIC（太平

洋家庭グラフ） 

HONOLULU 

EDUCATIONAL 

ENTERPRISES inc 

不明 1952.8   

631 タイムス／旬刊 東京内外新聞社 旬刊 1956.4   

632 太陽 経済雑誌 中日交社 不明 1952.3   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

633 太陽 筑摩書房 月刊 1957.10   

634 太陽 平凡社 月刊 1963.6   

635 太陽少年 妙義出版社 月刊 1950.4   

636 大陸 改造社 月刊 1938.6   

637 タウン／月刊 アサヒ芸能出版 月刊 1967.1   

638 Down beat（ダウンビート）日本語版 新興楽譜出版社 不明 1960.6   

639 多喜二と百合子 多喜二・百合子研究会 月刊 1953.12   

640 たのしい一年生 大日本雄弁会講談社 月刊 1956.9   

641 たのしい子供服 文化服装学院出版局 不明 1964.6 ミセス別冊 

642 たのしい五年生 講談社 月刊 1959.4   

643 たのしい三年生 大日本雄弁会講談社 月刊 1957.1   

644 たのしい二年生 大日本雄弁会講談社 月刊 1957.1   

645 たのしい六年生 講談社 月刊 1960.4   

646 旅の手帖 ベースボールマガジン社 月刊 1965.2   

647 たま 雑誌たま刊行会 年６回刊 1966.7   

648 短歌 角川書店 月刊 1954.1   

649 耽奇小説 久保書店 月刊 1958.9   

650 団結と前進  日本共産党中央委員会 不明 1957.10 別冊前衛 

651 男子専科 スタイル社 不明 1954.6   

652 探偵捕物名作選 土曜文庫 月刊 1950.7 実話と講談別冊 

【チ】 

653 知性 河出書房 月刊 1954.8   

654 知性／別冊 河出書房 不明 1956.7   

655 ちゃっぷりん 東和文化社 月刊 1949.7   

656 チャームフォトＤＥＬＵＸＥ パン・フォト・プレス 月刊 1966.8   

657 中学一年コース 学習研究社 月刊 1957.4   

658 中学英語時代 日本英語教育研究会 月刊 1957.5   

659 中学コース／別冊 学習研究社 不明 1964.4   

660 中学時代一年生 旺文社 月刊 1956.11   

661 中学時代二年生 旺文社 月刊 1956.11   

662 中学上級 数学と英語 聖文社 月刊 1966.11   
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663 中学初級コース 学習研究社 月刊 1956.4   

664 中学生画報 秋田書店 月刊 1961.4   

665 中学生活 小学館 月刊 1955.10   

666 中学生の友２年 小学館 月刊 1957.4   

667 中学生のなかま 日本少年児童文化協会 月刊 1955.9   

668 中学二年コース 学習研究社 月刊 1957.4 
改題前誌：中学初級コー

ス 

669 中学文芸 新紀元社 月刊 1965.5   

670 中国展望 アジア問題研究所 月刊 1955.12   

671 朝鮮文化 朝鮮文化社 月刊 1962.7   

672 潮流ジャーナル 恒文社 週刊 1967.5   

673 地理 古今書院 月刊 1956.10   

674 地理学 梶谷書院 月刊 1953.2   

【ツ】 

675 つり情報／月刊 内外出版社 月刊 1968.7   

676 つり場作戦 つりの旅社 月刊 1966.4   

677 つりマガジン 桃園書房 月刊 1966.5   

【テ】 

678 ディズニーの国 
リーダーズダイジェスト日本

支社 
月刊 1960.10   

679 デイトの手帖 手帖社 月刊 1964.3   

680 ティーンルック／週刊 主婦と生活社 週刊 1968.4   

681 デザイン 美術出版社 月刊 1959.10   

682 哲学季刊 青磁社 季刊 1947.4   

683 鉄の時代／月刊 自立経済通信社 月刊 1960.4   

684 テープサウンド ステレオサウンド社 隔月刊 1969.1 ステレオサウンド別冊 

685 デラックス’７０ 辰巳出版 月刊 1969.1   

686 テレビガイド／週刊 テレビガイド社 週刊 1958.5   

687 テレビ技術 テレビ技術社 月刊 1953.6   

688 テレビ時代／週刊 旺文社 週刊 1960.4   

689 テレビスタア MAGAZINE ソノブックス社 月刊 1962.11   

690 テレビズマン 梅田プロデュースセンター 月刊 1967.8   

691 テレビドラマ 現代芸術協会 月刊 1959.9   
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692 電気と工事 オーム社 月刊 1960.11   

693 天狗 岩谷書店 不明 1948.7 
改題前誌：ゆうとぴあ通

信 

694 電子 電子機械工業会 月刊 1961.9   

695 電子医学 ラジコン技術社 年 4 回刊 1966.6   

696 電子技術 日刊工業新聞社 月刊 1959.6   

697 電子展望 誠文堂新光社 月刊 1964.7   

698 電信電話 日東出版社 月刊 1949.10   

699 伝統と現代 学灯社 隔月刊 1968.5   

700 電波技術 電波技術社 月刊 1953.9   

701 電波実験 電波実験社 月刊 1958.12   

702 店舗デザイン 店舗設計社 月刊 1969.8   

703 天文ガイド／月刊 誠文堂新光社 月刊 1965.6   

【ト】 

704 東京銀行月報 実業之日本社 月刊 1949.6   

705 投資ジャーナル 投資経済社 月刊 1961.6   

706 投資手帖 日本株式新聞社 月刊 1960.3   

707 冬樹／季刊 冬樹社 季刊 1965.5   

708 道徳の時間 明治図書 月刊 1961.5   

709 道路セミナー 全国加除法出版 月刊 1968.5   

710 時の課題 時事問題研究所 月刊 1957.5   

711 時の窓 旺文社 月刊 1958.6   

712 特集実話／別冊週刊 日本文華社 隔週刊 1963.6   

713 特集実話ＮＥＷＳ／週刊 日本文華社 隔週刊 1960.10   

714 特集小説の泉 双葉社 月刊 1958.1   

715 特集大衆小説 双葉社 隔月刊 1957.12   

716 特集夫婦生活 手帖社 月刊 1964.8 表紙の出版年：1964.10 

717 特集フォトアート 研光社 隔月刊 1957.6   

718 特集漫画トピックス 日本文華社 月刊 1967.8   

719 特集模型と工作 技術出版 年６回刊 1966.8   

720 特集読切傑作集 双葉社 隔月刊 1958.10   

721 特ダネ実話／週刊 双葉社 週刊 1960.8   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

722 特報／週刊 新樹書房 隔週刊 1961.2   

723 特報／週刊 臨時増刊 新樹書房 隔週刊 1961.9 本誌通巻１巻１８号 

724 登山とスキー ベースボール・マガジン社 月刊 1956.5   

725 都市住宅 鹿島研究所出版会 月刊 1968.4   

726 土地住宅総合研究 日本評論社 年４回刊 1964.10   

727 トップスター 郡山書房 季刊 1958.11   

728 とどろき 明屋書店 不明 1962.6   

729 土木施工 山海堂 月刊 1960.12   

730 土曜評論 土曜通信社 月刊 1962.12   

731 土曜漫画 土曜通信社 隔週刊 1957.10   

732 土曜漫画／別冊 土曜通信社 月刊 1960.12   

733 土曜漫画／別冊 土曜出版社 月刊 1969.10   

734 ドライバー モーターサイクル出版社 月刊 1964.4   

735 トラベルファン ジャポロ 月２回刊 1968.11   

736 トランジスタ技術 ＣＱ出版 月刊 1964.10   

737 ドレスメーキング／別冊 鎌倉書房 季刊 1960.1   

738 ドレスメーキングのかわいい子供服 朝倉書房 季刊 1962.3   

【ナ】 

739 内外芸能／週刊 東芸社 週刊 1963.12   

740 内外実話 芸文社 月刊 1960.5 別冊読物と講談 

741 内外実話／週刊 芸文社 隔週刊 1960.7   

742 内外実話／別冊 芸文社 月刊 1961.11   

743 ナイトスポット ナイトスポット社 季刊 1965.12   

744 なかよし 大日本雄弁会講談社 月刊 1955.1   

745 七つのカーテン 鱒書房 隔月刊 1952.8   

746 ナンバーワン 東京書房 月刊 1950.7   

747 南北 南北社 月刊 1966.7   

【ニ】 

748 ２０世紀 ２０世紀社 月刊 1966.5   

749 ２１世紀 秀峰美術印刷 季刊 1961.1   

750 日経ビジネス 特別情報版 日経マグロウヒル社 月刊 1969.5   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

751 日経ビジネス 日経マグロウヒル社 月刊 1969.9   

752 日展美術 日展美術刊行会 年４回刊 1958.8   

753 にっぽん にっぽん社 月刊 1962.9   

754 日本 大日本雄弁会講談社 月刊 1958.1   

755 日本映画 世界映画社 月刊 1953.6   

756 日本国民 日本国民社 月刊 1932.5   

757 日本詩 宝文館 月刊 1944.6   

758 日本史研究 秋田屋 月刊 1946.5   

759 日本週報 日本週報社 週刊 1945.12   

760 日本ダイジェスト 協同出版社 不明 1946.6   

761 日本トピックス サンライズ書房 月刊 1950.6 
改題前誌：人情講談 通

巻３巻６号 

762 日本 PTA 産経新聞出版局 不明 1966.7   

763 日本文学教室 蒼明社 月刊 1950.7   

764 日本文学者 日本青年文学者会 月刊 1944.4   

765 日本浪漫派研究 審美社 半年刊 1966.11   

766 ニューサイクリング サイクル出版 月刊 1963.1   

767 ニューフード・インダストリー 食品資材研究会 月刊 1959.4   

768 ニューメディア／月刊 広放図書 月刊 1961.8   

769 NEW MODE（ニューモード） ニューモード社 不明 1952.12   

770 人間専科 人間専科社 月刊 1959.7   

771 人間読本 相互日本文芸社 不明 1964.1   

772 人間の科学 誠信書房 月刊 1963.7   

773 忍者読切小説 高橋書店 月刊 1963.8   

【ノ】 

774 脳神経外傷 東京医学社 季刊 1969.9   

775 農村ライフ 日本農村調査会 月刊 1949.2   

776 農民文学 日本農民文学会 季刊 1955.5   

777 のらくろ／月刊 ろまん書房 月刊 1964.11   

778 ＮＯＮ ＴＢデザイン研究所 不明 1968.7   

【ハ】 

779 ハイカー 山と渓谷社 月刊 1955.4   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

780 配管 日本工業新聞社 月刊 1966.7   

781 俳句 角川書店 月刊 1952.6   

782 俳句往来 泰光堂 月刊 1950.12   

783 バイタリーＭＡＴＥ 栄光出版 週刊 1967.6   

784 パイデイア／季刊  竹内書店 月刊 1968.4   

785 HIGH FASHION（ハイファッション） 文化服装学院出版局 季刊 1960.8   

786 ハイフラッシュ 映画の友 月刊 1967.11   

787 ハイライトマガジン／週刊 日本ジャーナルプレス社 週刊 1962.8   

788 ハウスプラン 産報 月刊 1969.11   

789 ８ミリ映画 研光社 月刊 1962.12   

790 ８０００万人 白鴎社 月刊 1947.11   

791 花 IN 通信社 不明 1965.11   

792 話のタネ本 相互日本文芸社 隔週刊 1963.12   

793 話の特集 日本社 月刊 1966.2 復刊 

794 母親教室２・３歳 学習研究社 月刊 1969.1   

795 母親教室４・５歳 学習研究社 月刊 1969.1   

796 母親教室３年生 学習研究社 月刊 1969.4   

797 母親教室１年生 学習研究社 月刊 1968.10   

798 母親教室２年生 学習研究社 月刊 1968.10   

799 母と子 東西文明社 月刊 1955.6   

800 母と子の算数教室 毎日学生出版社 月刊 1962.10   

801 パラダイス パラダイス社 月刊 1949.11   

802 犯罪科学 武侠社 月刊 1930.6   

803 反世界 木曜書房 季刊 1967.7   

804 バンドジャーナル 音楽之友社 月刊 1959.10   

805 販売技術／月刊 商業界 月刊 1968.7   

【ヒ】 

806 美／季刊  美術出版社 季刊 1969.1   

807 VENUS（ヴィナス） 一水社 隔月刊 1964.5   

808 ビジネスコンサルタント 文化社 月刊 1965.11   

809 ビジネスマン 学習研究社 月刊 1969.12   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

810 美術 日本美術出版社 月刊 1944.1   

811 ビッグコミック 小学館 週刊 1968.4   

812 ヒッチコックマガジン 宝石社 月刊 1959.8   

813 bit（ビット） 共立出版 月刊 1969.3   

814 ヒットポップス 学習研究社 月刊 1968.7   

815 人 日本経済新聞社 不明 1963.7   

816 ＢＢＢＢ 冬芽書房 月刊 1949.11   

817 １００万人の小説読切 実話出版 不明 1961.10   

818 １００万人の女性 小出書房 月刊 1962.4   

819 １００万人の性科学 新風出版社 月刊 1967.1   

820 ビューティ・マガジン 辰巳書房 月刊 1967.2   

821 評人 評人社 月刊 1950.2   

822 評判講談の泉 矢貴書店 不明 1949.7   

823 評論 河出書房 月刊 1946.2   

824 肥料と農業 肥料と農業社 不明 1953.1   

【フ】 

825 ファイナンス 大蔵省 月刊 1965.12   

826 FIVE 6 SEVEN（ファイブシックスセブン） 恒文社 月刊 1965.2   

827 FIVE ６ セブン／週刊 恒文社 週刊 1965.11   

828 ファニー 虫プロ商事 半月刊 1969.5   

829 フィッシュマガジン 緑書房 月刊 1965.7   

830 フィッシング 産報 月刊 1968.10   

831 FILM（フィルム）／季刊 フィルムアート社 季刊 1968.10   

832 夫婦／週刊 家庭新社 隔週刊 1960.10   

833 夫婦生活 手帖社 月刊 1965.12   

834 夫婦生活／別冊 手帖社 隔月刊 1968.4 改題前誌：ＬＩＺ 

835 夫婦の手帖 手帖社 月刊 1964.4   

836 PHOTOGRAPHY（フォトグラフィ）  フォトグラフィ 月刊 1949.7   

837 フォトにっぽん フォトにっぽん社 月刊 1968.10   

838 服装 同志社 月刊 1957.5   

839 不思議な雑誌 日本文芸社 月刊 1963.6   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

840 婦女界 婦女界出版 月刊 1952.3 復刊 

841 FUJINGAHO MODE（婦人画報モード） 婦人画報社 季刊 1960.10   

842 婦人教師 明治図書出版 月刊 1967.5   

843 婦人公論／別冊 中央公論社 隔月刊 1961.9   

844 物性 槇書店 月刊 1960.11   

845 プッペ プッペ 月刊 1960.10   

846 物理と化学 聖文社 月刊 1965.10   

847 ブラック ACE（エース） 淡路書房 月刊 1969.9   

848 フラワーコミックス 小学館 不明 1968.5 別冊女性セブン 

849 プラントエンジニア 日本能率協会 月刊 1969.5   

850 BLUE ZONE（ブルーゾーン） ブルーゾーンマガジン社 不明 1968.7   

851 プレイコミック／月刊 秋田書店 月刊 1968.6   

852 プレイ情報 淡路書房 月刊 1969.9   

853 プレイセンス 清風書房 隔週刊 1966.11   

854 プレイボーイ 集英社 週刊 1966.11   

855 プレイボーイ CUSTOM 集英社 年４回刊 1967.5   

856 プレジデント ダイヤモンドタイム社 月刊 1963.5   

857 プレス技術 日刊工業新聞社 月刊 1963.12   

858 フレッシュＶ 芸文社 月刊 1966.12   

859 ブレーン 誠文堂新光社 月刊 1961.6   

860 フレンド 世界出版社 月刊 1950.1   

861 プロ野球／週刊 スポーツタイムズ 週刊 1959.3   

862 プロレス ベースボールマガジン社 月刊 1955.11   

863 プロレス＆ボクシング／別冊 ベースボール・マガジン社 月刊 1963.8   

864 文学５１ 日本社 月刊 1951.5   

865 文学散歩 雪華社 月刊 1961.1   

866 文学者 
角川書店内「文学者」発行

所 
月刊 1958.4   

867 文学の友／別冊 人民文学社 不明 1954.4   

868 文化評論 日本共産党中央委員会 月刊 1961.12   

869 文芸朝日  朝日新聞社 月刊 1962.5 週刊朝日別冊 

870 文芸新風 文芸新風社 不明 1951.2   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

871 文芸評論／季刊 好学社 季刊 1948.12   

872 文芸評論 文芸評論社 隔月刊 1956.7   

873 文春／週刊 文芸春秋新社 週刊 1959.4   

874 分譲地と別荘地／月刊 有朋社 月刊 1969.5   

875 文法／月刊 明治書院 月刊 1968.11   

【ヘ】 

876 平凡／週刊 平凡出版 週刊 1959.5   

877 平凡パンチ／週刊 平凡出版 週刊 1964.5   

878 HEIBON パンチ DELUXE 平凡出版 年６回刊 1965.9   

879 平和経済 平和経済計画会議 月刊 1961.8   

880 平和と社会主義の諸問題 日本共産党機関紙経営局 年４回刊 1958.9   

881 ペコちゃん 少年画報社 月刊 1961.9   

882 ベースボールマガジン別冊 ベースボール・マガジン社 月刊 1957.7   

883 ペットのあるくらし ペットのあるくらし社 月刊 1968.11   

884 ベトナム 実情と統計 駐日ベトナム共和国大使館 不明 1969.1   

885 ペトロケミカルエンジニアリング 重化学工業通信社 月刊 1969.9   

886 ベビーエイジ 婦人生活社 月刊 1969.10   

887 ペン 水青社 月刊 1952.7   

888 ペン／月刊 月刊ペン社 月刊 1968.11   

889 ヘンな雑誌 日本社 月刊 1966.9   

890 ペンフレンド 東京信友社 月刊 1963.10 若い広場別冊 

【ホ】 

891 保育のちえ２歳～６歳 学習研究社 月刊 1969.8   

892 ボーイズライフ 小学館 月刊 1963.4   

893 貿易界 貿易研究會 月刊 1949.7   

894 法学セミナー 日本評論新社 月刊 1956.4   

895 冒険王／別冊 秋田書店 不明 1962.10   

896 宝石 光文社 月刊 1965.10   

897 放送ドラマ ラジオとテレビ  清和書房 月刊 1959.10   

898 放送評論 放送評論社 月刊 1953.10   

899 放送ファン 
ラジオサービスセンター友

の会中央事務所 
月刊 1954.12   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

900 法の研究 改造社 年４回刊 1933.11   

901 法律學／季刊 秋田屋 季刊 1947.9   

902 法律時報 資料版 日本評論社 月刊 1960.11   

903 ボウリング Magazine ベースボール・マガジン社 季刊 1964.8   

904 朗 日本電建（株）出版部 月刊 1956.1 継続後誌：ニューハウス 

905 簿記実習／月刊 大蔵出版 月刊 1953.5   

906 ぼくら 大日本雄弁会講談社 月刊 1955.1   

907 ＰｏｃｋｅｔパンチＯｈ！ 平凡出版 月刊 1968.6   

908 ポケットブックス ポケットブックス社 月刊 1965.3   

909 保健体育教室／月刊 大修館書店 月刊 1967.4   

910 保険評論／月刊 月刊保険評論社 月刊 1949.10   

911 ポスト／週刊 現代出版社 週刊 1958.10   

912 ポスト／週刊 小学館 季刊 1969.8   

913 POPS（ポップス） 東亜音楽社 月刊 1962.11   

914 ボディ☆ビル ベースボール・マガジン社 月刊 1955.12   

915 ボディビル ベースボール・マガジン社 月刊 1967.2   

916 ボディビルディング 体育とスポーツ出版社 月刊 1968.6   

917 ホテルと旅館 同友館 年４回 1964.5   

918 ホテル旅館観光／月刊 柴田書店 月刊 1964.1   

919 ホテルレストラン 
ジス・ウィーク・イン・トーキョ

ー 
月２回刊 1966.12   

920 portrait（ポートレート）／季刊 日本カメラ社 季刊 1961.5   

921 ボーナス 鱒書房 月刊 1953.5   

922 ボナンザ／月刊 頌文社 月刊 1965.8   

923 ホビージャパン ホビージャパン 月刊 1969.9   

924 ホーム／週刊 集英社 週刊 1969.10   

925 ホームアイデア 毎日新聞社 月刊 1969.10   

926 ホームクッキング／月刊 ラスタークラフト（極東） 月刊 1967.1   

927 ホリデイ 早川書房 月刊 1961.12   

【マ】 

928 ｍｙ ｗａｙ（マイウェイ） 映画の友 月刊 1968.8   

929 マイストア 商業通信 月刊 1964.5   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

930 マイライフ グラフ社 月刊 1966.10   

931 マーガレット 集英社 週刊 1963.5   

932 マスコミ市民 日本マスコミ市民会議 月刊 1967.2   

933 MADAM（マダム） 鎌倉書房 年６回刊 1964.6   

934 マダム／別冊 鎌倉書房 不明 1968.11   

935 窓 氷川書房 不明 1956.8   

936 丸／特集 潮書房 隔月刊 1957.6   

937 マルクスレーニン主義研究／季刊 青木書店 季刊 1953.12   

938 秘（まるひ）／週刊 辰巳書房 週刊 1966.1   

939 秘（まるひ）／別冊 辰巳書房 月刊 1966.8   

940 漫画アクション／週刊 双葉社 週刊 1967.8   

941 漫画アクション／別冊 双葉社 月刊 1968.9   

942 漫画アサヒ ソノレコードＫＫ出版部 月刊 1963.2   

943 漫画Ｈ 手帖社 月刊 1966.12   

944 漫画エース／週刊 広晴社 隔週刊 1963.11   

945 漫画エース／別冊 明文社 不明 1966.1   

946 漫画 OK 日生社 月刊 1966.2   

947 漫画キュー／週刊 新樹書房 隔週刊 1966.3   

948 漫画劇場 普通社 月刊 1963.7   

949 漫画コミック 芳文社 月刊 1968.6   

950 漫画娯楽読本 相互日本文芸社 隔週刊 1964.1   

951 漫画ゴラク dokuhon 相互日本文芸社 月刊 1968.1   

952 漫画サンデー／週刊 実業之日本社 週刊 1959.8   

953 漫画情報 新星社 隔週刊 1966.4   

954 漫画ストーリー／別冊 双葉社 月刊 1966.10   

955 漫画 Times／週刊 芳文社 週刊 1956.11   

956 漫画ＴＩＭＥＳ／別冊週刊 芳文社 月刊 1959.12   

957 漫画天国 芸文社 月刊 1960.8   

958 漫画天国／別冊 芸文社 月刊 1964.9   

959 漫画と小説 双葉社 月刊 1967.3   

960 漫画パック 淡路書房 月刊 1967.10   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

961 漫画パンチ 芳文社 月刊 1967.5   

962 漫画プレイ７ 淡路書房 月刊 1968.12   

963 漫画文芸 高橋書店 月刊 1963.2   

964 漫画ボイン 新星社 月刊 1968.2   

965 漫画ボン 少年画報社 月刊 1969.8   

966 漫画読売 読売新聞社 不明 1955.10 週刊読売別冊 

967 漫画ルック 東京社 半月刊 1959.5   

【ミ】 

968 みすず みすず書房 月刊 1959.4   

969 ミセスの子ども服 文化服装学院出版局 不明 1966.6   

970 みどり 学燈社 月刊 1958.6   

971 明星 集英社 月刊 1952.10   

972 明星／別冊 集英社 年４回刊 1956.11 特集：オール時代漫画号 

973 明星／週刊 集英社 週刊 1958.7   

974 明星／週刊 別冊 集英社 年４回刊 1961.1   

975 明星／別冊  集英社 季刊 1964.4   

976 明星／別冊週刊 集英社 年６回刊 1966.11   

977 明星ヤングセンス 集英社 季刊 1968.4   

978 民話 未来社 月刊 1958.10   

【メ】 

979 明治大正文学研究 東京堂 不明 1949.7   

980 ｍｅｄｉｃｉｎa（メディチーナ） 医学書院 月刊 1964.4 創刊号（通巻 19 巻 4 号） 

981 めばえ 小学館 月刊 1959.1   

982 MEN'S MATE（メンズメイト） 一水社 月刊 1968.8   

【モ】 

983 モダン日本 別冊 新太陽社 不明 1949.11   

984 モダン日本／週刊 三世社 週刊 1959.5   

【ヤ】 

985 やきもの趣味 徳間書店 月刊 1964.3   

986 野球／週刊 博友社 週刊 1959.4   

987 野球界／別冊 博友社 月刊 1958.5 
特集：大相撲夏場所展

望号 
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

988 野球少年／別冊 芳文社 不明 1950.11   

989 ヤングエース 学習研究社 月刊 1968.5   

990 ヤングコミック／月刊 少年画報社 月刊 1967.9   

991 ヤング専科 小学館 季刊 1968.4   

992 ＹＯＵＮＧＭＡＮ／別冊 檸檬社 不明 1966.8   

993 ヤング漫画情報 日晴社 不明 1967.1   

994 ヤングレディ／週刊 講談社 週刊 1963.9   

【ユ】 

995 油圧化設計 日刊工業新聞社 月刊 1963.8   

996 優雅な生活 アグレマン社 月刊 1969.9   

997 ゆうとぴあ 岩谷書店 月刊 1946.9   

998 U コン技術 ラジコン技術社 年４回刊 1966.1   

999 ユースヒストリー 中等教育研究会 月刊 1950.8   

1000 夢と希望 夢と希望社 月刊 1955.7   

1001 ユーモアグラフ 一水社 月刊 1961.8 別冊笑の泉 

1002 百合子 黒蘭社 月刊 1949.12   

【ヨ】 

1003 よいこ 小学館 月刊 1956.12   

1004 よいこ二年生 集英社 月刊 1951.2   

1005 洋裁シャルム 池田学園出版部 月刊 1954.10   

1006 幼児と保育 教育技術 小学館 月刊 1955.4   

1007 洋酒 洋酒刊行会 月刊 1956.5   

1008 幼稚園／別冊 小学館 年４回刊 1962.4   

1009 幼稚園クラブ こどもマンガタイムズ社 月刊 1951.10   

1010 装いの泉 日本織物出版社 不明 1956.6 
改題前誌：アメリカンスタ

イル全集 

1011 ヨット＆モーターボートイラストレーテッド ベースボール・マガジン社 月刊 1963.8   

1012 読売／週刊 別冊 読売新聞社 不明 1966.3   

1013 読売スポーツ／週刊 読売新聞社 週刊 1959.4   

1014 読売評論 読売新聞社 月刊 1949.10   

1015 読売レジャーガイド 読売新聞社 不明 1966.10   

1016 読売レジャーライフ 読売新聞社 不明 1967.10   
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

1017 読切劇場 高橋書店 月刊 1961.10   

1018 読切傑作倶楽部 双葉社 月刊 1951.12   

1019 読切傑作集 別冊 双葉社 隔月刊 1954.6   

1020 読切豪華版 銀柳書房 月刊 1950.1   

1021 読切娯楽小説 双葉社 月刊 1953.12   

1022 読切時代小説 双葉社 月刊 1960.5   

1023 読切特撰集／別冊 双葉社 月刊 1957.5   

1024 読切文庫 双葉社 月刊 1964.8   

1025 読物 太虚堂書房 不明 1953.2   

1026 読物専科 毎日新聞社 年４回刊 1968.8 サンデー毎日別冊 

1027 読物専科  毎日新聞社 年４回刊 1969.6 別冊サンデー毎日 

1028 読物専科 毎日新聞社 不明 1969.10   

1029 読物マンスリー 風土社 月刊 1952.8   

1030 夜と昼 三世社 月刊 1962.3   

1031 よるの１００科 小出書房 月刊 1962.3   

【ラ】 

1032 ライオンズ ベースボール・マガジン社 月刊 1959.5   

1033 ライズ／週刊 片野出版 週刊 1967.4   

1034 THE ROUND TABLE（ラウンドテーブル） ラウンドテーブル社 月刊 1955.8 復刊１号（通巻８巻１号） 

1035 ラジオスタア 鱒書房 月刊 1955.7   

1036 ラジオテレビ技術 ラジオ技術出版社 年４回刊 1957.1   

1037 ラジオと実験 鳳文書林 月刊 1949.4 
改題前誌：少年文庫 通

巻 12 巻２号 

1038 ラジコン技術 電波実験社 年４回刊 1961.7   

1039 ラジコン模型 技術出版 月刊 1963.12   

1040 ラテン・アメリカ ラテンアメリカ経済調査会 週刊 1958.12   

【リ】 

1041 理学療法と作業療法 医学書院 月刊 1967.1   

1042 陸・海・空／月刊 甲鳥書林 月刊 1965.4   

1043 陸上競技／月刊 講談社 月刊 1967.7   

1044 Ｌｉｚ（リズ） 手帖社 隔月刊 1967.8   

1045 リズム 全音楽譜出版社 月刊 1949.9 
学校音楽ニュース／月

刊 
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

1046 立体グラフ  手帖社 隔月刊 1966.9   

1047 りぼん 集英社 月刊 1955.9   

1048 りぼんコミック 集英社 月刊 1969.1   

1049 りぼんコミックス 集英社 年６回刊 1968.1   

1050 流動 東亜経済研究所 月刊 1969.12   

1051 旅館建築 旅館建築社 月刊 1960.11   

1052 緑園 日本緑園協会 月刊 1959.11   

1053 旅行／月刊 金園社 月刊 1968.1   

1054 旅行読売 読売新聞社 月刊 1966.4   

1055 臨床科学 臨床科学社 月刊 1965.1   

1056 臨床心理と教育相談 草美社 月刊 1950.5   

1057 臨床免疫 東京医学社 隔月刊 1969.2   

【レ】 

1058 歴史科学 明治大学歴史科学研究会 季刊 1949.9   

1059 歴史地理教育 播磨書房 月刊 1954.7   

1060 レジャー生活 三幸出版 月刊 1961.6   

1061 レジャーマガジン 双葉社 月刊 1963.6 世界浪漫シリーズ 

1062 レジャーライフ／週刊 日本社 隔週刊 1963.4   

1063 レストランマネージメント／月刊 国際出版 月刊 1966.1   

1064 レディースユニオン 東京書籍 年 5 回刊 1961.5   

【ロ】 

1065 労働調査時報／月刊 
労働調査時報共同編集委

員会 
月刊 1965.1   

1066 労働法／季刊  労働法学研究所 季刊 1951.7   

1067 労務管理研究 労働管理協会 月刊 1957.2   

1068 ロシア語 ナウカ 不明 1963.5   

1069 ロシヤ語 五月書房 月刊 1952.10   

1070 ロータリーの友 ロータリーの友編集事務所 月刊 1953.1   

1071 ロマンス／週刊 東西新報社 週刊 1958.10   

1072 論争 論争社 年４回刊 1959.6   

【ワ】 

1073 WILD（ワイルド）  タイガー書房 月２回刊 1967.8 発行：技術出版 
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  誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

1074 若い暮し 雄鶏社 月刊 1957.5   

1075 若い芸術 若い芸術社 月刊 1959.5   

1076 若い女性 大日本雄弁会講談社 月刊 1955.9   

1077 若い生活 日本社 月刊 1959.3   

1078 若い世代 朝日新聞社 隔月刊 1955.4   

1079 若いなかま 四ツ葉文化会 月刊 1954.11   

1080 若い仲間 日本社会党機関紙局 月刊 1964.1   

1081 若い日 新光社 月刊 1956.3   

1082 若い広場／臨時増刊 信友社 不明 1957.12 特集：性と愛のバイブル 

1083 若い広場／別冊 信友社 月刊 1965.11   

1084 若い夫婦 家庭新社 隔月刊 1962.2   

1085 若人 学燈社 月刊 1955.5   

1086 わっぱ／月刊 鷲書房 月刊 1967.9   

1087 笑の泉／別冊 笑の泉社 隔月刊 1958.1   

1088 笑いの泉サンデー 一水社 隔週刊 1965.12 
改題前誌：笑の泉 通巻

229 号 
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【創刊年順】 
    

 
誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

【１９１０～４０年代】 

1 新日本 冨山房 月刊 1911.4   

2 犯罪科学 武侠社 月刊 1930.6   

3 日本国民 日本国民社 月刊 1932.5   

4 我観 我観社 月刊 1933.7   

5 法の研究 改造社 年４回刊 1933.11   

6 経済評論 叢文閣 月刊 1934.9 復刻版 

7 大陸 改造社 月刊 1938.6   

8 美術 日本美術出版社 月刊 1944.1   

9 日本文学者 日本青年文学者会 月刊 1944.4   

10 日本詩 宝文館 月刊 1944.6   

11 日本週報 日本週報社 週刊 1945.12   

12 世界 岩波書店 月刊 1946.1   

13 世界知識 誠文堂新光社 月刊 1946.2   

14 評論 河出書房 月刊 1946.2   

15 朝日評論 朝日新聞社 月刊 1946.3   

16 真日本 真日本社 不明 1946.4   

17 日本史研究 秋田屋 月刊 1946.5   

18 日本ダイジェスト 協同出版社 不明 1946.6   

19 政界ジープ ジープ社 月刊 1946.8   

20 棋苑 棋苑圖書 月刊 1946.9   

21 社会主義 大地出版社 月刊 1946.9   

22 ゆうとぴあ 岩谷書店 月刊 1946.9   

23 ＯＲＡＮＧＥ（オレンヂ） 臼井書房 月刊 1946.11   

24 国際連合 国連社 不明 1946.11   

25 哲学季刊 青磁社 季刊 1947.4   

26 法律學／季刊 秋田屋 季刊 1947.9   

27 ８０００万人 白鴎社 月刊 1947.11   

28 天狗 岩谷書店 不明 1948.7 改題前誌：ゆうとぴあ通信 

29 暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月刊 1948.9   



 

~ 38 ~ 
 

 
誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

30 商業界 商業界 月刊 1948.10   

31 文芸評論／季刊 好学社 季刊 1948.12   

32 明日の農業者 明日の農業者協会 月刊 1949.1   

33 農村ライフ 日本農村調査会 月刊 1949.2   

34 教育女性 学芸図書出版社 月刊 1949.4   

35 新建設 住宅復興同盟 不明 1949.4   

36 世紀 エンデルレ書店 月刊 1949.4   

37 ラジオと実験 鳳文書林 月刊 1949.4 
改題前誌：少年文庫 通

巻 12 巻２号 

38 あるびよん 新月社 隔月刊 1949.6   

39 将棋とチェス 水曜書房 月刊 1949.6   

40 東京銀行月報 実業之日本社 月刊 1949.6   

41 現代心理 解放社 月刊 1949.7   

42 社会保障 東陽書店 季刊 1949.7   

43 少女ロマンス 明々社 月刊 1949.7   

44 体育 金子書房 月刊 1949.7   

45 ちゃっぷりん 東和文化社 月刊 1949.7   

46 評判講談の泉 矢貴書店 不明 1949.7   

47 PHOTOGRAPHY（フォトグラフィ） フォトグラフィ 月刊 1949.7   

48 貿易界 貿易研究會 月刊 1949.7   

49 明治大正文学研究 東京堂 不明 1949.7   

50 ＩＬＯ時報 国際公論社 季刊 1949.8   

51 アンクルレイズマガジン 新教育事業協会 月刊 1949.8   

52 社会科資料と統計 古今書院 不明 1949.8   

53 人民の法律 近代評論社 月刊 1949.8   

54 水産季刊 大日本水産会水産講座部 季刊 1949.8   

55 歌と音楽 世界音楽社 月刊 1949.9   

56 おもしろブック 集英社 月刊 1949.9   

57 株式ダイジェスト 証券経済研究会 月刊 1949.9   

58 金融経済 金融経済研究所 隔月刊 1949.9   

59 リズム 全音楽譜出版社 月刊 1949.9 学校音楽ニュース／月刊 

60 歴史科学 明治大学歴史科学研究会 季刊 1949.9   
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誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

61 再建評論 再建書房 月刊 1949.10   

62 図解農業 五月書房 月刊 1949.10   

63 電信電話 日東出版社 月刊 1949.10   

64 保険評論／月刊 月刊保険評論社 月刊 1949.10   

65 読売評論 読売新聞社 月刊 1949.10   

66 経済ジープ ジープ社 月２回刊 1949.11   

67 世界春秋 世界出版社 月刊 1949.11   

68 パラダイス パラダイス社 月刊 1949.11   

69 ＢＢＢＢ 冬芽書房 月刊 1949.11   

70 モダン日本 別冊 新太陽社 不明 1949.11   

71 百合子 令嬢雑誌 黒蘭社 月刊 1949.12   

【１９５０年】 

72 フレンド 世界出版社 月刊 1950.1   

73 読切豪華版 銀柳書房 月刊 1950.1   

74 評人 評人社 月刊 1950.2   

75 青年心理 金子書房 年４回刊 1950.3 児童心理別冊 

76 太陽少年 妙義出版社 月刊 1950.4   

77 菓子の友 菓子とパン新聞社 月刊 1950.5   

78 競輪時代 競輪時代社 不明 1950.5   

79 児童心理と精神衛生 牧書店 隔月刊 1950.5   

80 臨床心理と教育相談 草美社 月刊 1950.5   

81 刑法雑誌 日本刑法学会 年３回刊 1950.6   

82 競輪旬報 競輪旬報社 月２回刊 1950.6   

83 受験 洛陽社 月刊 1950.6   

84 商店経営 商店経営社 月刊 1950.6   

85 日本トピックス サンライズ書房 月刊 1950.6 
改題前誌：人情講談 通

巻３巻６号 

86 社会学評論 有斐閣 年４回刊 1950.7   

87 探偵捕物名作選 土曜文庫 月刊 1950.7 実話と講談別冊 

88 ナンバーワン 東京書房 月刊 1950.7   

89 日本文学教室 蒼明社 月刊 1950.7   

90 歌劇スタア 歌劇スタア社 月刊 1950.8   
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誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

91 女性の手帖 女性の手帖社 隔月刊 1950.8   

92 ユースヒストリー 中等教育研究会 月刊 1950.8   

93 酒 酒の友社 月刊 1950.9   

94 少年少女友達 友達社 月刊 1950.9   

95 科学の実験 共立出版 月刊 1950.10   

96 カメラファン イブニングスター社 月刊 1950.10   

97 人事行政 学陽書房 月刊 1950.10   

98 ９９９（スリーナイン）  高風館 不明 1950.11   

99 野球少年／別冊 芳文社 不明 1950.11   

100 俳句往来 泰光堂 月刊 1950.12   

【１９５１年】 

101 面白読物 実話世界社 月刊 1951.2   

102 文芸新風 文芸新風社 不明 1951.2   

103 よいこ二年生 集英社 月刊 1951.2   

104 世界美術全集月報 平凡社 不明 1951.4   

105 文学５１ 日本社 月刊 1951.5   

106 少女ライフ 新生閣 月刊 1951.7   

107 労働法／季刊  労働法学研究所 季刊 1951.7   

108 少女ブック 集英社 月刊 1951.9   

109 新文明 新文明社 月刊 1951.9   

110 幼稚園クラブ こどもマンガタイムズ社 月刊 1951.10   

111 教育 国土社 月刊 1951.11   

112 ジエトロ／月刊 海外市場調査会 月刊 1951.11   

113 世界の航空 鳳文書林 不明 1951.11   

114 読切傑作倶楽部 双葉社 月刊 1951.12   

【１９５２年】 

115 AUTO MOBILE（オートモビル） イブニングスター社 隔月刊 1952.1   

116 ジュリスト 有斐閣 月２回刊 1952.1   

117 人生倶楽部 青潮社 月刊 1952.1   

118 随筆 随筆舎 月刊 1952.1 
改題前誌：ミラー 通巻６

号 

119 うらおもて 水青社 月刊 1952.2   
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誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

120 講談読切倶楽部 三世社 月刊 1952.2   

121 相撲 ベースボールマガジン社 月刊 1952.2 
復刊 ベースボールマガ

ジン増刊 

122 太陽 経済雑誌 中日交社 不明 1952.3   

123 婦女界 婦女界出版 月刊 1952.3 復刊 

124 生活クラブ／月刊 クラブ社 月刊 1952.5   

125 潮 葦会 隔月刊 1952.6   

126 写真工業 光画社 月刊 1952.6   

127 スター・ストーリィ 東京社 隔月刊 1952.6   

128 俳句 角川書店 月刊 1952.6   

129 ペン 水青社 月刊 1952.7   

130 小説朝日 話の手帖 小説朝日社 不明 1952.8   

131 
THE PACIFIC FAMILY GRAPHIC（太平

洋家庭グラフ） 

HONOLULU 

EDUCATIONAL 

ENTERPRISES inc 

不明 1952.8   

132 七つのカーテン 鱒書房 隔月刊 1952.8   

133 読物マンスリー 風土社 月刊 1952.8   

134 世界の広場 新世界書房 月刊 1952.9   

135 明星 集英社 月刊 1952.10   

136 ロシヤ語 五月書房 月刊 1952.10   

137 演劇グラフ／月刊 アルス 月刊 1952.11   

138 オール芸能 オール藝能社 不明 1952.11   

139 星座 三幸社 月刊 1952.12   

140 NEW MODE（ニューモード） ニューモード社 不明 1952.12   

【１９５３年】 

141 肥料と農業 肥料と農業社 不明 1953.1   

142 ロータリーの友 ロータリーの友編集事務所 月刊 1953.1   

143 地理学 梶谷書院 月刊 1953.2   

144 読物 太虚堂書房 不明 1953.2   

145 教育心理 日本文化科学社 月刊 1953.3   

146 ボーナス 鱒書房 月刊 1953.5   

147 簿記実習／月刊 大蔵出版 月刊 1953.5   

148 解放 解放社 月刊 1953.6   
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149 ジャパンモーター ジャパンモーター社 月刊 1953.6   

150 テレビ技術 テレビ技術社 月刊 1953.6   

151 日本映画 世界映画社 月刊 1953.6   

152 アイデア 誠文堂新光社 隔月刊 1953.7   

153 機械技術 日刊工業新聞社 月刊 1953.7   

154 幸福教室 三栄書店 月刊 1953.7   

155 亜細亜詩人 西東書林 月刊 1953.9   

156 新創作（第三次） 新創作社 不明 1953.9 改題前誌：創作季刊 

157 電波技術 電波技術社 月刊 1953.9   

158 放送評論 放送評論社 月刊 1953.10   

159 学習の友 青木書店 月刊 1953.11   

160 マルクスレーニン主義研究／季刊 青木書店 季刊 1953.12   

161 読切娯楽小説 双葉社 月刊 1953.12   

162 結核の臨床 和光書院 月刊 1953.12   

163 多喜二と百合子 多喜二・百合子研究会 月刊 1953.12   

【１９５４年】 

164 青年日本 青年日本社 月刊 1954.1   

165 短歌 角川書店 月刊 1954.1   

166 新しいデザイン（DESEGNO） 生活美術社 季刊 1954.2   

167 世潮 民主評論社 月刊 1954.2   

168 球面 球面発行所 月刊 1954.4   

169 原価計算 中央経済社 月刊 1954.4   

170 文学の友／別冊 人民文学社 不明 1954.4   

171 カメラ毎日 毎日新聞社 月刊 1954.5   

172 映画ウィークリー 青志社 旬刊 1954.6   

173 男子専科 スタイル社 不明 1954.6   

174 読切傑作集 別冊 双葉社 隔月刊 1954.6   

175 歴史地理教育 播磨書房 月刊 1954.7   

176 自衛 防衛報道協会出版部 月刊 1954.8   

177 知性 河出書房 月刊 1954.8   

178 新政治／月刊 新政治研究会 月刊 1954.9   
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179 音楽学 音楽之友社 年刊 1954.10   

180 学校劇 国土社 月刊 1954.10   

181 社会生活 光文書院 月刊 1954.10   

182 洋裁シャルム 池田学園出版部 月刊 1954.10   

183 園芸日本  博文社 月刊 1954.11 農業世界別冊 

184 講談と小説 春光社 月刊 1954.11   

185 若いなかま 四ツ葉文化会 月刊 1954.11   

186 原子力 みすず書房 月刊 1954.12   

187 星雲 森の道社 不明 1954.12   

188 放送ファン 
ラジオサービスセンター友

の会中央事務所 
月刊 1954.12   

【１９５５年】 

189 葦 葦出版社 月刊 1955.1 
復刊第１号（通巻７巻１

号） 

190 カメラの友 光画社 月刊 1955.1   

191 なかよし 大日本雄弁会講談社 月刊 1955.1   

192 ぼくら 大日本雄弁会講談社 月刊 1955.1   

193 数学教室 新評論社 月刊 1955.2   

194 大相撲展望 朝日新聞社 年４回刊 1955.3 アサヒスポーツ別冊 

195 健康日本 健康日本社 月刊 1955.3   

196 人生 池田書店 不明 1955.3   

197 禅 潮音舎 月刊 1955.3   

198 女の広場 信友社 月刊 1955.4   

199 経済タイムス 経済タイムス社 月２回刊 1955.4   

200 高校コース 学習研究社 月刊 1955.4   

201 青年学級 雄文社 月刊 1955.4   

202 ハイカー 山と渓谷社 月刊 1955.4   

203 幼児と保育 教育技術 小学館 月刊 1955.4   

204 若い世代 朝日新聞社 隔月刊 1955.4   

205 アトムの科学 八雲書房 隔月刊 1955.5   

206 農民文学 日本農民文学会 季刊 1955.5   

207 若人 学燈社 月刊 1955.5   

208 SS 画報 SS クラブ 月刊 1955.6   
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209 黄金 日本週報社 月刊 1955.6 日本週報別冊 

210 設計と材料 建設文化社 不明 1955.6   

211 母と子 東西文明社 月刊 1955.6   

212 会社 常識社 月刊 1955.7   

213 国語教育 六三書院 月刊 1955.7   

214 社会改良 刑罰と社会改良の会 不定期刊 1955.7   

215 新論 新論社 月刊 1955.7   

216 大衆 大衆社 月刊 1955.7   

217 夢と希望 夢と希望社 月刊 1955.7   

218 ラジオスタア 鱒書房 月刊 1955.7   

219 
THE ROUND TABLE（ラウンドテーブ

ル）  
ラウンドテーブル社 月刊 1955.8 復刊１号（通巻８巻１号） 

220 子供の美術 蜂書房 月刊 1955.9   

221 真実／雑誌 真実社 月刊 1955.9   

222 中学生のなかま 日本少年児童文化協会 月刊 1955.9   

223 りぼん 集英社 月刊 1955.9   

224 若い女性 大日本雄弁会講談社 月刊 1955.9   

225 アメリカーナ 米国大使館文化交換局 月刊 1955.10   

226 一年のくに 学習研究社 月刊 1955.10 
改題前誌：一年ブック 通

巻５巻７号 

227 映画旬刊 雄鶏社 旬刊 1955.10   

228 キング／別冊 大日本雄弁会講談社 不明 1955.10 
１巻１号（本誌通巻３１巻１

３号） 

229 中学生活 小学館 月刊 1955.10   

230 漫画読売 読売新聞社 不明 1955.10 週刊読売別冊 

231 ことば 日本話術ロータリー 月刊 1955.11   

232 娯楽よみうり／週刊 読売新聞社 週刊 1955.11   

233 新政界 新政界社 月刊 1955.11   

234 プロレス ベースボールマガジン社 月刊 1955.11   

235 性問題の研究 久保書店 月刊 1955.12   

236 中国展望 アジア問題研究所 月刊 1955.12   

237 ボディ☆ビル ベースボール・マガジン社 月刊 1955.12   

【１９５６年】 

238 恩給時報 圭文館 月刊 1956.1   
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239 かっぱ 久保書店 月刊 1956.1   

240 高校生活 学芸社 月刊 1956.1   

241 小学生上級版 河出書房 月刊 1956.1   

242 小学生中級版 河出書房 月刊 1956.1   

243 女性ＬＩＦＥ 富士評論社 月２回刊 1956.1   

244 新聞週報 新聞週報社 月刊 1956.1   

245 朗 日本電建（株）出版部 月刊 1956.1 継続後誌：ニューハウス 

246 新潮／週刊 新潮社 週刊 1956.2   

247 奇術研究 力書房 季刊 1956.3   

248 ケミカルエンジニアリング 工業資料社 月刊 1956.3   

249 講談と落語 白羊書房 月刊 1956.3   

250 若い日 新光社 月刊 1956.3   

251 オートメーション 日刊工業新聞社 月刊 1956.4   

252 国文学 解釈と教材の研究 学燈社 月刊 1956.4   

253 娯楽案内／週刊 東京娯楽案内者 週刊 1956.4   

254 旬刊タイムス 東京内外新聞社 旬刊 1956.4   

255 中学初級コース 学習研究社 月刊 1956.4   

256 法学セミナー 日本評論新社 月刊 1956.4   

257 小型映画 玄光社 月刊 1956.5   

258 子どものしあわせ 福音館書店 月刊 1956.5   

259 新聞時代 新聞之世界社 季刊 1956.5   

260 世界の教師 世界の教師刊行会 不明 1956.5   

261 大衆小説／別冊 双葉社 隔月刊 1956.5   

262 登山とスキー ベースボール・マガジン社 月刊 1956.5   

263 洋酒 洋酒刊行会 月刊 1956.5   

264 アテネウム  アテネウム社 年２回刊 1956.5   

265 現代読本 日本文芸社 月刊 1956.6   

266 装いの泉 日本織物出版社 不明 1956.6 
改題前誌：アメリカンスタ

イル全集 

267 エラリークイーンズ・ミステリ・マガジン 早川書房 月刊 1956.7   

268 おもしろブック／別冊 集英社 季刊 1956.7   

269 左官教室 黒潮社 月刊 1956.7   
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270 実話特報 双葉社 月刊 1956.7   

271 スタアグラフ 平凡出版 季刊 1956.7 平凡別冊  

272 知性／別冊 河出書房 不明 1956.7   

273 文芸評論 文芸評論社 隔月刊 1956.7   

274 商店建築 商店建築社 月刊 1956.8   

275 窓 氷川書房 不明 1956.8   

276 実業之日本 実業之日本社 月刊 1956.9 月刊投資相談版 

277 たのしい一年生 大日本雄弁会講談社 月刊 1956.9   

278 エレクトロニクス オーム社 月刊 1956.10   

279 家庭春秋 山文社 月刊 1956.10   

280 地理 古今書院 月刊 1956.10   

281 近代経営 ダイヤモンド社 季刊 1956.11   

282 月水金 修道社 月刊 1956.11   

283 女性美 ベースボールマガジン社 隔月刊 1956.11   

284 税経セミナー 税務経理協会 月刊 1956.11   

285 セールス ダイヤモンド社 月刊 1956.11   

286 中学時代一年生 旺文社 月刊 1956.11   

287 中学時代二年生 旺文社 月刊 1956.11   

288 漫画 Times／週刊 芳文社 週刊 1956.11   

289 明星／別冊 集英社 年４回刊 1956.11 特集：オール時代漫画号 

290 合唱界 合唱界出版社 月刊 1956.12   

291 管理の手帳 日本ビジネス 月刊 1956.12   

292 器楽教育 日本器楽教育連盟 月刊 1956.12   

293 実話特報／別冊 双葉社 隔月刊 1956.12   

294 よいこ 小学館 月刊 1956.12   

【１９５７年】 

295 たのしい三年生 大日本雄弁会講談社 月刊 1957.1   

296 たのしい二年生 大日本雄弁会講談社 月刊 1957.1   

297 ラジオテレビ技術 ラジオ技術出版社 年４回刊 1957.1   

298 小学生のたのしい科学 学習研究社 月刊 1957.2   

299 労務管理研究 労働管理協会 月刊 1957.2   
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300 沖縄と小笠原／季刊  南方同胞援護会 季刊 1957.3   

301 女性／週刊 河出書房 週刊 1957.3   

302 カメラとシネ／月刊 日本カメラ社 月刊 1957.4   

303 教育音楽 中学版 音楽之友社 月刊 1957.4   

304 経済外交 国際経済研究所 月刊 1957.4   

305 経済セミナー 日本評論新社 月刊 1957.4   

306 小学生のたのしい科学中級用 学習研究社 月刊 1957.4   

307 小学生のたのしい科学上級用 学習研究社 月刊 1957.4   

308 小説倶楽部／別冊 桃園書房 不明 1957.4   

309 小説の泉／別冊 双葉社 隔月刊 1957.4   

310 中学一年コース 学習研究社 月刊 1957.4   

311 中学生の友２年 小学館 月刊 1957.4   

312 中学二年コース 学習研究社 月刊 1957.4 
改題前誌：中学初級コー

ス 

313 英文法研究 研究社出版 月刊 1957.5   

314 近代柔道 近代柔道社 月刊 1957.5   

315 サンデー毎日特別号 毎日新聞社 月刊 1957.5   

316 相撲／別冊 ベースボール・マガジン社 月刊 1957.5   

317 総合 東洋経済新報社 月刊 1957.5   

318 大学への数学 東京出版社 月刊 1957.5   

319 中学英語時代 日本英語教育研究会 月刊 1957.5   

320 時の課題 時事問題研究所 月刊 1957.5   

321 服装 同志社 月刊 1957.5   

322 読切特撰集／別冊 双葉社 月刊 1957.5   

323 若い暮し 雄鶏社 月刊 1957.5   

324 映画批評 昭森社 月刊 1957.6   

325 機械 機械社 不明 1957.6   

326 近代映画／別冊 近代映画社 月刊 1957.6   

327 狩猟界 誠文堂新光社 月刊 1957.6   

328 新機械 日刊工業新聞社 月刊 1957.6   

329 特集フォトアート 研光社 隔月刊 1957.6   

330 丸／特集 潮書房 隔月刊 1957.6   
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331 ベースボールマガジン別冊 ベースボール・マガジン社 月刊 1957.7   

332 ３０の読物 世文社 月刊 1957.8   

333 医家芸術 日本医家芸術クラブ 月刊 1957.9   

334 将棋文化 ダイヤモンド社 月刊 1957.9   

335 化学技術 日刊工業新聞社 月刊 1957.10   

336 体育とスポーツ ベースボール・マガジン社 隔月刊 1957.10   

337 太陽 筑摩書房 月刊 1957.10   

338 団結と前進  日本共産党中央委員会 不明 1957.10 別冊前衛 

339 土曜漫画 土曜通信社 隔週刊 1957.10   

340 囲碁サロン ハンドブック社 月刊 1957.11   

341 傑作倶楽部／別冊 双葉社 隔月刊 1957.12   

342 社会教育／月刊 国土社 月刊 1957.12   

343 特集大衆小説 双葉社 隔月刊 1957.12   

344 若い広場／臨時増刊 信友社 不明 1957.12 特集：性と愛のバイブル 

【１９５８年】 

345 オールスポーツ／週刊 スポーツ出版 週刊 1958.1   

346 特集小説の泉 双葉社 月刊 1958.1   

347 日本 大日本雄弁会講談社 月刊 1958.1   

348 笑の泉／別冊 笑の泉社 隔月刊 1958.1   

349 家庭画報 世界文化社 月刊 1958.3   

350 大学受験コース 学習研究社 月刊 1958.4   

351 文学者 
角川書店内「文学者」発行

所 
月刊 1958.4   

352 実業公論 実業公論社 月２回刊 1958.5   

353 テレビガイド／週刊 テレビガイド社 週刊 1958.5   

354 野球界／別冊 博友社 月刊 1958.5 
特集：大相撲夏場所展望

号 

355 岩と雪 山と渓谷社 年４回刊 1958.6   

356 総合法学 中央経済社 月刊 1958.6   

357 時の窓 旺文社 月刊 1958.6   

358 みどり 学燈社 月刊 1958.6   

359 サンケイスポーツ／週刊 産業経済新聞社 週刊 1958.7   

360 明星／週刊 集英社 週刊 1958.7   
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361 関西公論 関西公論社 月刊 1958.8   

362 記録映画 ベースボール・マガジン社 月刊 1958.8   

363 日展美術 日展美術刊行会 年４回刊 1958.8   

364 企業診断 中小企業診断協会 月刊 1958.9 創刊号（通巻５巻９号） 

365 こばと 女子幼稚園 集英社 月刊 1958.9   

366 実話／週刊 実話出版 週刊 1958.9   

367 耽奇小説 久保書店 月刊 1958.9   

368 平和と社会主義の諸問題 日本共産党機関紙経営局 年４回刊 1958.9   

369 アジア評論／季刊 アジア研究の友の会 季刊 1958.10   

370 声 丸善 季刊 1958.10   

371 サンデー毎日／別冊 毎日新聞社 不明 1958.10 特集：秋の野球号 1958 

372 特集読切傑作集 双葉社 隔月刊 1958.10   

373 ポスト／週刊 現代出版社 週刊 1958.10   

374 民話 未来社 月刊 1958.10   

375 ロマンス／週刊 東西新報社 週刊 1958.10   

376 家政 明玄書房 隔月刊 1958.11   

377 現代批評 書肆ユリイカ 月刊 1958.11   

378 国文学 言語と文芸 明治書院 隔月刊 1958.11   

379 トップスター 郡山書房 季刊 1958.11   

380 女性自身／週刊 光文社 週刊 1958.12   

381 電波実験 電波実験社 月刊 1958.12   

382 ラテン・アメリカ ラテンアメリカ経済調査会 週刊 1958.12   

【１９５９年】 

383 うごく顔 季節風書店 月刊 1959.1   

384 思想の科学（第４次） 思想の科学社 月刊 1959.1   

385 めばえ 小学館 月刊 1959.1   

386 スポーツマガジン／週刊 ベースボール・マガジン社 週刊 1959.2   

387 朝日ジャーナル 朝日新聞社 週刊 1959.3   

388 学校放送 NET 学校放送 日本教育テレビサービス 不明 1959.2   

389 教育科学国語教育 明治図書出版 月刊 1959.3   

390 少年マガジン／週刊 講談社 週刊 1959.3   
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誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

391 プロ野球／週刊 スポーツタイムズ 週刊 1959.3   

392 若い生活 日本社 月刊 1959.3   

393 Ｉ．Ｅ 日本能率協会 月刊 1959.4   

394 化学装置 工業調査会 月刊 1959.4   

395 教育科学算数教育 明治図書出版 月刊 1959.4   

396 現代／週刊 講談社 週刊 1959.4   

397 現代の理論 大月書店 月刊 1959.4   

398 こども部屋 ベター・ホーム・プロダクツ 月刊 1959.4   

399 実話特報／週刊 双葉社 週刊 1959.4   

400 自動車／月刊 交通科学社 月刊 1959.4   

401 少年サンデー／週刊 小学館 週刊 1959.4   

402 たのしい五年生 講談社 月刊 1959.4   

403 ニューフード・インダストリー 食品資材研究会 月刊 1959.4   

404 文春／週刊 文芸春秋新社 週刊 1959.4   

405 みすず みすず書房 月刊 1959.4   

406 野球／週刊 博友社 週刊 1959.4   

407 読売スポーツ／週刊 読売新聞社 週刊 1959.4   

408 映画タイムス／週刊 週刊映画タイムス社 週刊 1959.5   

409 エンジニヤ 日本工業経済連盟出版局 月刊 1959.5   

410 国語教室／月刊 南雲堂・桜楓社出版 月刊 1959.5   

411 ジャイアンツ ベースボール・マガジン社 月刊 1959.5   

412 スリラー／週刊 森脇文庫 週刊 1959.5   

413 生活指導 明治図書出版 隔月刊 1959.5   

414 平凡／週刊 平凡出版 週刊 1959.5   

415 漫画ルック 東京社 半月刊 1959.5   

416 モダン日本／週刊 三世社 週刊 1959.5   

417 ライオンズ ベースボール・マガジン社 月刊 1959.5   

418 若い芸術 若い芸術社 月刊 1959.5   

419 いぶき 学芸書房 月刊 1959.6   

420 サンデー小説 文京社 週刊 1959.6   

421 自由評論 政治経済問題懇談会 月刊 1959.6   
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誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

422 タイガース ベースボール・マガジン社 月刊 1959.6   

423 電子技術 日刊工業新聞社 月刊 1959.6   

424 論争 論争社 年４回刊 1959.6   

425 自動車ジュニア 創進社 月刊 1959.7   

426 人間専科 人間専科社 月刊 1959.7   

427 暮らしのしおり／季刊 東京信友社 季刊 1959.8 若い広場別冊 

428 世界の旅日本の旅 修道社 月刊 1959.8   

429 ヒッチコックマガジン 宝石社 月刊 1959.8   

430 漫画サンデー／週刊 実業之日本社 週刊 1959.8   

431 娯楽東京／週刊 週刊娯楽東京社 週刊 1959.9   

432 テレビドラマ 現代芸術協会 月刊 1959.9   

433 クイーンマガジン／別冊 早川書房 年４回刊 1959.10   

434 高校の数学 聖文社 月刊 1959.10   

435 デザイン 美術出版社 月刊 1959.10   

436 バンドジャーナル 音楽之友社 月刊 1959.10   

437 放送ドラマ ラジオとテレビ  清和書房 月刊 1959.10   

438 愛鳥の友 小鳥の世界社 月刊 1959.11   

439 犬の世界 
ローヤル・パブリッシング・

カンパニー 
月刊 1959.11   

440 傑作倶楽部／特集 双葉社 隔月刊 1959.11   

441 高校上級コース 学習研究社 月刊 1959.11   

442 公論／週刊 中央公論社 週刊 1959.11   

443 緑園 日本緑園協会 月刊 1959.11   

444 S・F マガジン 早川書房 月刊 1959.12   

445 家庭全科 国際情報社 月刊 1959.12   

446 自由 至誠堂 月刊 1959.12   

447 漫画ＴＩＭＥＳ／別冊週刊 芳文社 月刊 1959.12   

【１９６０年】 

448 アサヒ芸能／別冊 アサヒ芸能社 不明 1960.1   

449 喫煙室／週刊 専売通信 週刊 1960.1   

450 九州郷土 時事公論出版社 月刊 1960.1   

451 玄海 玄海社 隔月刊 1960.1   
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誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

452 商業建築 商建社 月刊 1960.1   

453 ドレスメーキング／別冊 鎌倉書房 季刊 1960.1   

454 コロイドと界面活性剤 コロイドと界面化学刊行会 月刊 1960.3   

455 実話画報 家庭新社 月刊 1960.3   

456 大衆小説読本 共栄社 月刊 1960.3 別冊オール読物 

457 投資手帖 日本株式新聞社 月刊 1960.3   

458 ガイド／週刊 ガイド通信社 週刊 1960.4   

459 楽屋鏡 日本俳優協会 不明 1960.4   

460 考える子ども四年生 暁教育図書 月刊 1960.4   

461 原研 日本原子力研究所 月２回刊 1960.4   

462 事件実話／週刊 日本文芸社 週刊 1960.4   

463 小学校の体育 ベースボールマガジン社 月刊 1960.4   

464 図解製作 電波技術社 年４回刊 1960.4   

465 全線 全線社 月刊 1960.4   

466 たのしい六年生 講談社 月刊 1960.4   

467 鉄の時代／月刊 自立経済通信社 月刊 1960.4   

468 テレビ時代／週刊 旺文社 週刊 1960.4   

469 カー・セールス 交通経済研究所 月刊 1960.5   

470 現代歌人 現代歌人協会出版部 季刊 1960.5   

471 週末旅行／月刊 朋文堂 月刊 1960.5   

472 大学進学コース 学習研究社 月刊 1960.5   

473 内外実話 芸文社 月刊 1960.5 別冊読物と講談 

474 読切時代小説 双葉社 月刊 1960.5   

475 英文科手帖 垂水書房 月刊 1960.6   

476 科学的株式投資／月刊 新屋経済研究所 月刊 1960.6   

477 画報戦記 家庭新社 隔月刊 1960.6   

478 実話／別冊週刊 実話出版 不明 1960.6   

479 Down beat（ダウンビート）日本語版  新興楽譜出版社 不明 1960.6   

480 応用機械工学 ラジオ技術社 月刊 1960.7   

481 OLYMPIA（オリンピア）  日本体育協会 不明 1960.7   

482 キャピタル／月刊 キャピタル社 月刊 1960.7   
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誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

483 コマーシャルフォト 玄光社 年４回刊 1960.7   

484 実話特報／別冊 双葉社 月刊 1960.7   

485 大衆／別冊週刊 双葉社 月刊 1960.7   

486 内外実話／週刊 芸文社 隔週刊 1960.7   

487 生きる女性／週刊 実話出版 週刊 1960.8   

488 かいもの レインボー出版 半月刊 1960.8   

489 特ダネ実話／週刊 双葉社 週刊 1960.8   

490 HIGH FASHION（ハイファッション） 文化服装学院出版局 季刊 1960.8   

491 漫画天国 芸文社 月刊 1960.8   

492 近代ゴルフ 自研社 月刊 1960.9   

493 経済学教室 青木書店 月刊 1960.9   

494 少女サンデー／季刊  小学館 季刊 1960.9   

495 いのちのことば いのちのことば社 月刊 1960.10   

496 教育科学数学教育 明治図書出版 月刊 1960.10   

497 現代芸術 勁草書房 月刊 1960.10   

498 実話読物／週刊 日本社 隔週刊 1960.10   

499 装苑特集 文化服装学院出版局 不明 1960.10   

500 ディズニーの国 
リーダーズダイジェスト日本

支社 
月刊 1960.10   

501 特集実話ＮＥＷＳ／週刊 日本文華社 隔週刊 1960.10   

502 夫婦／週刊 家庭新社 隔週刊 1960.10   

503 FUJINGAHO MODE（婦人画報モード） 婦人画報社 季刊 1960.10   

504 プッペ プッペ 月刊 1960.10   

505 青年会議 青年友の会 不明 1960.11   

506 電気と工事 オーム社 月刊 1960.11   

507 物性 槇書店 月刊 1960.11   

508 法律時報 資料版 日本評論社 月刊 1960.11   

509 旅館建築 旅館建築社 月刊 1960.11   

510 アジア経済／月刊 アジア経済通信社 月刊 1960.12   

511 遊び方読本 季節風書店 月刊 1960.12   

512 実話と秘録／週刊 広晴社 隔週刊 1960.12   

513 少女サンデー／月刊 小学館 月刊 1960.12   
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誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

514 土木施工 山海堂 月刊 1960.12   

515 土曜漫画／別冊 土曜通信社 月刊 1960.12   

【１９６１年】 

516 監査 中央経済社 月刊 1961.1   

517 建築材料 工業調査会 月刊 1961.1   

518 ２１世紀 秀峰美術印刷 季刊 1961.1   

519 文学散歩 雪華社 月刊 1961.1   

520 明星／週刊 別冊 集英社 年４回刊 1961.1   

521 特報／週刊 新樹書房 隔週刊 1961.2   

522 映画物語 近代映画社 月刊 1961.4   

523 高校英語 南雲堂 月刊 1961.4   

524 中学生画報 秋田書店 月刊 1961.4   

525 学園 新生社 月刊 1961.5   

526 金属材料 日刊工業新聞社 月刊 1961.5   

527 現代思想 現代思潮社 月刊 1961.5   

528 実話三面記事  速報版 日本文芸社 隔週刊 1961.5   

529 新週刊 新週刊社 週刊 1961.5   

530 スペイン語／月刊 大学書林 月刊 1961.5   

531 世界と日本 新日本書房 月刊 1961.5   

532 道徳の時間 明治図書 月刊 1961.5   

533 portrait（ポートレート）／季刊 日本カメラ社 季刊 1961.5   

534 レディースユニオン 東京書籍 年 5 回刊 1961.5   

535 営農技術 三養堂 月刊 1961.6   

536 画報実話雑誌 三世社 不明 1961.6   

537 経営機界 日本経営機械協会 月刊 1961.6   

538 紳士読本 人物往来社 月刊 1961.6   

539 世界と議会 尾崎行雄記念財団 月刊 1961.6   

540 投資ジャーナル 投資経済社 月刊 1961.6   

541 ブレーン 誠文堂新光社 月刊 1961.6   

542 レジャー生活 三幸出版 月刊 1961.6   

543 恩給 大蔵省印刷局 隔月刊 1961.7   
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誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

544 家庭器具／季刊  家庭器具新聞社 季刊 1961.7   

545 新日本文学／別冊 新日本文学会 年４回刊 1961.7   

546 生物物理 吉岡書店 年６回刊 1961.7   

547 ラジコン技術 電波実験社 年４回刊 1961.7   

548 学生の科学 誠文堂新光社 月刊 1961.8   

549 食堂／月刊 柴田書店 月刊 1961.8   

550 ニューメディア／月刊 広放図書 月刊 1961.8   

551 平和経済 平和経済計画会議 月刊 1961.8   

552 ユーモアグラフ 一水社 月刊 1961.8 別冊笑の泉 

553 裏と奥／週刊 家庭新社 隔週刊 1961.9   

554 ガン・マン 家庭新社 隔月刊 1961.9   

555 事件実話／別冊 日本文芸社 月刊 1961.9   

556 電子 電子機械工業会 月刊 1961.9   

557 特報／週刊 臨時増刊 新樹書房 隔週刊 1961.9 本誌通巻１巻１８号 

558 婦人公論／別冊 中央公論社 隔月刊 1961.9   

559 ペコちゃん 少年画報社 月刊 1961.9   

560 国際評論 合同出版社 月刊 1961.10   

561 １００万人の小説読切 実話出版 不明 1961.10   

562 読切劇場 高橋書店 月刊 1961.10   

563 愛情秘号 正光社 月刊 1961.11   

564 新しい時代 新しい時代社 不明 1961.11   

565 1（あなたは王様） 日本リサーチセンター 隔月刊 1961.11   

566 映画周辺／季刊 記録映画社 季刊 1961.11   

567 小説倶楽部／別冊 桃園書房 不明 1961.11   

568 内外実話／別冊 芸文社 月刊 1961.11   

569 拳銃ファン 小出書房 月刊 1961.12   

570 推理ストーリー 双葉社 月刊 1961.12   

571 先駆／季刊 先駆社 季刊 1961.12   

572 文化評論 日本共産党中央委員会 月刊 1961.12   

573 ホリデイ 早川書房 月刊 1961.12   
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【１９６２年】 

 
誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

574 愛の医学読本 家庭新社 隔月刊 1962.1 夫婦生活別冊 

575 経営 関西経営管理協会 月刊 1962.1   

576 言潮 言潮社 月刊 1962.1   

577 世界ジャーナル 外交時報社 月刊 1962.1   

578 スリラー街 芳文社 月刊 1962.2 別冊週刊漫画 TIMES 

579 若い夫婦 家庭新社 隔月刊 1962.2   

580 ガーデンライフ 誠文堂新光社 年４回刊 1962.3 別冊農耕と園芸 

581 学習のひろば 労働者学習センター 月刊 1962.3   

582 実話三面記事／別冊 日本文芸社 月刊 1962.3   

583 実話情報 三幸出版 月刊 1962.3 別冊芸能特報 

584 新日本大観 世界文化社 月刊 1962.3   

585 ドレスメーキングのかわいい子供服 朝倉書房 季刊 1962.3   

586 夜と昼 三世社 月刊 1962.3   

587 よるの１００科 小出書房 月刊 1962.3   

588 数学セミナー 日本評論新社 月刊 1962.4   

589 大衆実話 日本文芸社 月刊 1962.4   

590 １００万人の女性 小出書房 月刊 1962.4   

591 幼稚園／別冊 小学館 年４回刊 1962.4   

592 カーライフ／月刊 日本自動車旅行社 月刊 1962.5   

593 株式にっぽん 市場新聞社 旬刊 1962.5   

594 現代実話 小出書房 月刊 1962.5   

595 現代の結婚 新風社 月刊 1962.5   

596 市場と企業 日本能率協会 月刊 1962.5   

597 速記学習／月刊 言潮社 月刊 1962.5   

598 文芸朝日  朝日新聞社 月刊 1962.5 週刊朝日別冊 

599 オールユーモア 一水社 月刊 1962.6   

600 女の百科 臨時増刊 新樹書房 月刊 1962.6 本誌通巻５巻７号 

601 実話ＳＡＬＯＮ／別冊週刊 
日本ジャーナルプレス実話

出版社 
隔週刊 1962.6   

602 推理実話  小出書房 隔月刊 1962.6 別冊１００万人の女性 

603 とどろき 明屋書店 不明 1962.6   
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604 朝鮮文化 朝鮮文化社 月刊 1962.7   

605 ガンファン 小出書房 月刊 1962.8 改題前誌：拳銃ファン 

606 捜査特報 小出書房 月刊 1962.8   

607 ハイライトマガジン／週刊 日本ジャーナルプレス社 週刊 1962.8   

608 実用英語 商業英語出版社 隔月刊 1962.9   

609 実話と事件 三世社 月刊 1962.9   

610 戦記 小出書房 月刊 1962.9   

611 にっぽん にっぽん社 月刊 1962.9   

612 写真ファン 三幸出版 月刊 1962.10   

613 母と子の算数教室 毎日学生出版社 月刊 1962.10   

614 冒険王／別冊 秋田書店 不明 1962.10   

615 美しい女性 学習研究社 月刊 1962.11   

616 音楽手帖 三井出版販売 月刊 [1962.11]   

617 事務管理 日刊工業新聞社 月刊 1962.11   

618 テレビスタア MAGAZINE ソノブックス社 月刊 1962.11   

619 POPS（ポップス） 東亜音楽社 月刊 1962.11   

620 カメラアイ 浪速書房 月刊 1962.12   

621 主婦の友／別冊 主婦の友社 年４回刊 1962.12   

622 女性明星 集英社 月刊 1962.12   

623 土曜評論 土曜通信社 月刊 1962.12   

624 ８ミリ映画 研光社 月刊 1962.12   

【１９６３年】 

625 機械ジャーナル 重化学工業通信社 月刊 1963.1   

626 暮しの設計 中央公論社 隔月刊 1963.1   

627 経理実務 中央経済社 月刊 1963.1 
改題前誌：月刊簿記 創

刊号（１４巻１号） 

628 古美術 三彩社 年４回刊 1963.1   

629 少女フレンド／週刊 講談社 週刊 1963.1   

630 ニューサイクリング サイクル出版 月刊 1963.1   

631 教育の時代 東洋館出版社 月刊 1963.2   

632 小説現代 講談社 月刊 1963.2   

633 スクリーン／別冊 近代映画社 不明 1963.2   
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誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

634 漫画アサヒ ソノレコードＫＫ出版部 月刊 1963.2   

635 漫画文芸 高橋書店 月刊 1963.2   

636 実用娯楽版 日本文芸社 月刊 1963.3   

637 科学図鑑 世界文化社 月刊 1963.4   

638 高一コース 学習研究社 月刊 1963.4   

639 すうがく／月刊 久保書店 月刊 1963.4   

640 ボーイズライフ 小学館 月刊 1963.4   

641 レジャーライフ／週刊 日本社 隔週刊 1963.4   

642 現代のエスプリ 至文堂 月刊 1963.5   

643 女性セブン／週刊 小学館 週刊 1963.5   

644 プレジデント ダイヤモンドタイム社 月刊 1963.5   

645 マーガレット 集英社 週刊 1963.5   

646 ロシア語 ナウカ 不明 1963.5   

647 科学ブック 世界文化社 月刊 1963.6   

648 ステレオ 音楽之友社 月刊 1963.6   

649 総務課の実務 池田書店 月刊 1963.6   

650 太陽 平凡社 月刊 1963.6   

651 特集実話／別冊週刊 日本文華社 隔週刊 1963.6   

652 不思議な雑誌 日本文芸社 月刊 1963.6   

653 レジャーマガジン 双葉社 月刊 1963.6 世界浪漫シリーズ 

654 温泉工学会誌 温泉工学会 年３回刊 1963.7   

655 女の百科 新樹書房 月刊 1963.7 
新スタイル創刊号（６巻１０

号） 

656 経済界 
ジャパン・ニュース・サービ

ス 
月刊 1963.7   

657 高校国語教育 篝火書院 月刊 1963.7   

658 交通文化 交通史学会 不明 1963.7   

659 寝室手帖 家庭新社 月刊 1963.7 改題前誌：夫婦生活別冊 

660 数理科学 ダイヤモンド社 月刊 1963.7   

661 人間の科学 誠信書房 月刊 1963.7   

662 人 日本経済新聞社 不明 1963.7   

663 漫画劇場 普通社 月刊 1963.7   

664 住宅設計写真シリーズ ニューハウス出版 年４回 1963.8   



 

~ 59 ~ 
 

 
誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

665 少年キング／週刊 少年画報社 週刊 1963.8   

666 忍者読切小説 高橋書店 月刊 1963.8   

667 プロレス＆ボクシング／別冊 ベースボール・マガジン社 月刊 1963.8   

668 油圧化設計 日刊工業新聞社 月刊 1963.8   

669 ヨット＆モーターボートイラストレーテッド ベースボール・マガジン社 月刊 1963.8   

670 アプローチ サンパブリシティ出版局 不明 1963.9   

671 ヤングレディ／週刊 講談社 週刊 1963.9   

672 スキーフレンド ラジオ技術社 年刊 1963.10   

673 スポーツマガジン別冊 ベースボール・マガジン社 月刊 1963.10   

674 ペンフレンド 東京信友社 月刊 1963.10 若い広場別冊 

675 建設者／月刊 山海堂 月刊 1963.11   

676 社会科学／季刊  経済往来社 季刊 1963.11   

677 漫画エース／週刊 広晴社 隔週刊 1963.11   

678 情報／週刊 新樹書房 隔週刊 1963.12   

679 内外芸能／週刊 東芸社 週刊 1963.12   

680 話のタネ本 相互日本文芸社 隔週刊 1963.12   

681 プレス技術 日刊工業新聞社 月刊 1963.12   

682 ラジコン模型 技術出版 月刊 1963.12   

【１９６４年】 

683 音楽生活 東京音楽社 月刊 1964.1   

684 カメラ工業 光画荘 月刊 1964.1   

685 結婚手帖 家庭新社 月刊 1964.1   

686 草原 地球社 草原の会 隔月刊 1964.1   

687 人間読本 相互日本文芸社 不明 1964.1   

688 ホテル旅館観光／月刊 柴田書店 月刊 1964.1   

689 漫画娯楽読本 相互日本文芸社 隔週刊 1964.1   

690 若い仲間 日本社会党機関紙局 月刊 1964.1   

691 アジアグラフ 同盟（同盟アジアニュース） 月刊 1964.3   

692 オール芸能 双葉社 月２回刊 1964.3   

693 技能ヤング 技能通信 月刊 [1964.3]   

694 芸能天国／週刊 芳文社 隔週刊 1964.3   



 

~ 60 ~ 
 

 
誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

695 現代教育科学／別冊 明治図書 季刊 1964.3   

696 情報マガジン 三世新社 月刊 1964.3   

697 デイトの手帖 手帖社 月刊 1964.3   

698 やきもの趣味 徳間書店 月刊 1964.3   

699 愛石春秋 徳間書店 月刊 1964.4   

700 ENGLISH AGE 旺文社 月刊 1964.4 合併前誌：百万人の英語 

701 希望の友 潮出版社 月刊 1964.4   

702 高一時代 旺文社 月刊 1964.4 
改題前誌：高校時代 通

巻 11 巻１号 

703 高二時代 旺文社 月刊 1964.4   

704 職場のレクリエーション 池田書店 年 4 回刊 1964.4 別冊総務課の実務 

705 中学コース／別冊 学習研究社 不明 1964.4   

706 ドライバー モーターサイクル出版社 月刊 1964.4   

707 夫婦の手帖 手帖社 月刊 1964.4   

708 明星／別冊  集英社 季刊 1964.4   

709 ｍｅｄｉｃｉｎa（メディチーナ） 医学書院 月刊 1964.4 創刊号（19 巻 4 号） 

710 VENUS（ヴィナス）  一水社 隔月刊 1964.5   

711 女の手帖 手帖社 月刊 1964.5   

712 建築時代 黒潮社 月刊 1964.5   

713 自由世界 自由アジア社 月刊 1964.5   

714 世界のショー 新風社 月刊 1964.5   

715 平凡パンチ／週刊 平凡出版 週刊 1964.5   

716 ホテルと旅館 同友館 年４回 1964.5   

717 マイストア 商業通信 月刊 1964.5   

718 こどもの暮し 学文社 不明 1964.6   

719 たのしい子供服 文化服装学院出版局 不明 1964.6 ミセス別冊 

720 MADAM（マダム） 鎌倉書房 年６回刊 1964.6   

721 インタナショナル／月刊 刀江書院 月刊 1964.7   

722 給食／月刊 柴田書店 月刊 1964.7   

723 暮しの夢 珊瑚書房 年４回刊 1964.7   

724 国際経済 国際経済社 月刊 1964.7   

725 紳士専科 辰巳書房 月刊 1964.7   



 

~ 61 ~ 
 

 
誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

726 電子展望 誠文堂新光社 月刊 1964.7   

727 特集夫婦生活 手帖社 月刊 1964.8 表紙の出版年：1964.10 

728 ボウリング Magazine ベースボール・マガジン社 季刊 1964.8   

729 読切文庫 双葉社 月刊 1964.8   

730 情報 三世新社 月刊 1964.9   

731 漫画天国／別冊 芸文社 月刊 1964.9   

732 教育経営 日本文化科学社 月刊 1964.10   

733 教育科学社会科教育 明治図書出版 月刊 1964.10   

734 グラマーとヌード 文献資料刊行会 月刊 1964.10   

735 寝室手帖 手帖社 月刊 1964.10   

736 新世界／月刊 新世界社 月刊 1964.10   

737 土地住宅総合研究 日本評論社 年４回刊 1964.10   

738 トランジスタ技術 ＣＱ出版 月刊 1964.10   

739 温泉旅行／月刊 日英観光出版社 月刊 1964.11   

740 カメラ画報 三世新社 月刊 1964.11   

741 カレッジライフ 文化服装学院出版部 不明 1964.11   

742 支店長 近代セールス社 月刊 1964.11   

743 のらくろ／月刊 ろまん書房 月刊 1964.11   

744 エロチシズム美学 キネマ旬報社 隔月刊 1964.12   

745 実話雑誌 三世新社 月刊 1964.12   

【１９６５年】 

746 からだの科学 日本評論社 隔月刊 1965.1   

747 暮らしと流行 双葉社 月刊 1965.1   

748 現代美術 サン・プロダクション 月刊 1965.1   

749 建築公論 建築出版社 月刊 1965.1   

750 コーチング・クリニック ベースボール・マガジン社 月刊 1965.1   

751 国際労働運動 刀江書院 月刊 1965.1   

752 実務会計 野田経済研究所 月刊 1965.1   

753 SD スペースデザイン 鹿島研究所出版会 月刊 1965.1   

754 臨床科学 臨床科学社 月刊 1965.1   

755 労働調査時報／月刊 
労働調査時報共同編集委

員会 
月刊 1965.1   
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誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

756 GUN マガジン ベースボール・マガジン社 月刊 1965.2   

757 サスペンス・マガジン 久保書店 月刊 1965.2   

758 旅の手帖 ベースボールマガジン社 月刊 1965.2   

759 FIVE 6 SEVEN（ファイブシックスセブン） 恒文社 月刊 1965.2   

760 計測自動制御学会論文集 計測自動制御学会 季刊 1965.3   

761 新設備 設備資料社 月刊 1965.3   

762 ポケットブックス ポケットブックス社 月刊 1965.3   

763 オール娯楽 双葉社 月２回刊 1965.4   

764 陸・海・空／月刊 甲鳥書林 月刊 1965.4   

765 美しい手芸手帖 三和図書 不明 1965.5   

766 教育国語 麦書房 季刊 1965.5   

767 中学文芸 新紀元社 月刊 1965.5   

768 冬樹／季刊 冬樹社 季刊 1965.5   

769 GOLF REPORTER 新日ゴルフサービス 月刊 1965.6   

770 天文ガイド／月刊 誠文堂新光社 月刊 1965.6   

771 クリエティビティ／季刊 電通 季刊 1965.7   

772 フィッシュマガジン 緑書房 月刊 1965.7   

773 ボナンザ／月刊 頌文社 月刊 1965.8   

774 編物ヴォーグ 日本ヴォーグ社 年４回刊 1965.9   

775 オピニオン／月刊 東京新報社 月刊 1965.9   

776 HEIBON パンチ DELUXE 平凡出版 年６回刊 1965.9   

777 Ｅｒｏｔｉｃｉｓｍ美学／別冊 なみ木書房 季刊 1965.10   

778 物理と化学 聖文社 月刊 1965.10   

779 宝石 光文社 月刊 1965.10   

780 女 手帖社 月刊 1965.11   

781 家庭の料理 図書出版集文社 月刊 1965.11   

782 実話と手記 手帖社 月刊 1965.11   

783 事務教育 日本事務能率協会 年２回刊 1965.11   

784 世界文学／季刊 冨山房 季刊 1965.11   

785 花 IN 通信社 不明 1965.11   

786 ビジネスコンサルタント 文化社 月刊 1965.11   



 

~ 63 ~ 
 

 
誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

787 FIVE ６ セブン／週刊 恒文社 週刊 1965.11   

788 若い広場／別冊 信友社 月刊 1965.11   

789 少年ブック／別冊 集英社 隔月刊 1965.12   

790 ナイトスポット ナイトスポット社 季刊 1965.12   

791 ファイナンス 大蔵省 月刊 1965.12   

792 夫婦生活 手帖社 月刊 1965.12   

793 笑いの泉サンデー 一水社 隔週刊 1965.12 
改題前誌：笑の泉 通巻

229 号 

【１９６６年】 

794 会計人コース 中央経済社 月刊 1966.1   

795 合唱サークル 音楽之友社 月刊 1966.1   

796 固体物理 サイエンスプレス 月刊 1966.1   

797 ゴルフダイジェスト／別冊 ゴルフダイジェスト社 半月刊 1966.1   

798 秘（まるひ）／週刊 辰巳書房 週刊 1966.1   

799 漫画エース／別冊 明文社 不明 1966.1   

800 U コン技術 ラジコン技術社 年４回刊 1966.1   

801 レストランマネージメント／月刊 国際出版 月刊 1966.1   

802 奇談マガジン 芸文社 月刊 1966.2   

803 話の特集 日本社 月刊 1966.2 復刊 

804 漫画 OK（オーケー）  日生社 月刊 1966.2   

805 commercial photo series 玄光社 季刊 1966.3   

806 昆虫と自然 ニュー・サイエンス社 月刊 1966.3   

807 スポーツマガジン’６６／週刊 ベースボールマガジン社 週刊 1966.3   

808 スリーエス／月刊 なみ木書房 月刊 1966.3   

809 SEVEN エース 雄鶏社 月刊 1966.3   

810 漫画キュー／週刊 新樹書房 隔週刊 1966.3   

811 読売／週刊 別冊 読売新聞社 不明 1966.3   

812 新しい教養 金園社 月刊 1966.4   

813 潮／別冊 潮出版社 季刊 1966.4 春季創刊号 

814 学校教育相談 文教書院 月刊 1966.4   

815 学校体育研究 日本学校体育研究連合会 隔月刊 1966.4   

816 奇録実話 東邦図書新社 月刊 1966.4   
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誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

817 現代の必須 結婚への準備 日本経済新社 不明 1966.4   

818 小説ジュニア 集英社 年４回刊 1966.4   

819 つり場作戦 つりの旅社 月刊 1966.4   

820 漫画情報 新星社 隔週刊 1966.4   

821 旅行読売 読売新聞社 月刊 1966.4   

822 つりマガジン 桃園書房 月刊 1966.5   

823 ２０世紀 ２０世紀社 月刊 1966.5   

824 FMｆａｎ 共同通信社開発局 隔週刊 1966.6   

825 近代営業 誠文社新光社 月刊 1966.6   

826 月報産経 月報産経出版社 月刊 1966.6   

827 ことばの宇宙 
東京言語研究所ラボ教育セ

ンター 
月刊 1966.6   

828 コミックｍａｇａｚｉｎｅ 芳文社 月刊 1966.6   

829 サッカーマガジン ベースボール・マガジン社 月刊 1966.6   

830 電子医学 ラジコン技術社 年 4 回刊 1966.6   

831 ミセスの子ども服 文化服装学院出版局 不明 1966.6   

832 小学館ブック 小学館 月刊 1966.7   

833 新日本 日世企画出版局 月刊 1966.7   

834 水泳競技マガジン ベースボール・マガジン社 月刊 1966.7   

835 たま 雑誌たま刊行会 年６回刊 1966.7   

836 南北 南北社 月刊 1966.7   

837 日本 PTA 産経新聞出版局 不明 1966.7   

838 配管 日本工業新聞社 月刊 1966.7   

839 セブン８（エイト） 新星社 月刊 1966.8   

840 チャームフォト ＤＥＬＵＸＥ パン・フォト・プレス 月刊 1966.8   

841 特集模型と工作 技術出版 年６回刊 1966.8   

842 秘（まるひ）／別冊 辰巳書房 月刊 1966.8   

843 ＹＯＵＮＧＭＡＮ／別冊 檸檬社 不明 1966.8   

844 スキージャーナル SKI JOURNAL 冬樹社 月刊 1966.9   

845 世界のディスプレイ／季刊  雄鶏社 季刊 1966.9   

846 施工 彰国社 月刊 1966.9   

847 ヘンな雑誌 日本社 月刊 1966.9   
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誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

848 立体グラフ  手帖社 隔月刊 1966.9   

849 キューティ画報 檸檬社 隔月刊 1966.10 
改題前誌：別冊ＹＯＵＮＧ

ＭＡＮ 

850 現代中学教育 明治図書出版 月刊 1966.10   

851 交通安全教育 
日本交通安全教育普及協

会 
月刊 1966.10   

852 マイライフ グラフ社 月刊 1966.10   

853 漫画ストーリー／別冊 双葉社 月刊 1966.10   

854 読売レジャーガイド 読売新聞社 不明 1966.10   

855 Season ディスプレイ 誠文堂新光社 年４回刊 1966.11 商店界別冊 

856 実話情報 
文献資料刊行社（れもんし

ゃ） 
月刊 1966.11   

857 少年マガジン／別冊 講談社 隔月刊 1966.11   

858 中学上級 数学と英語 聖文社 月刊 1966.11   

859 日本浪漫派研究 審美社 半年刊 1966.11   

860 プレイセンス 清風書房 隔週刊 1966.11   

861 プレイボーイ 集英社 週刊 1966.11   

862 明星／別冊週刊 集英社 年６回刊 1966.11   

863 stag（スタッグ）  映画の友 隔月刊 1966.12   

864 ステレオサウンド／季刊  ステレオサウンド社 季刊 1966.12   

865 専門料理／月刊 柴田書店 月刊 1966.12   

866 フレッシュＶ 芸文社 月刊 1966.12   

867 ホテルレストラン 
ジス・ウィーク・イン・トーキョ

ー 
月２回刊 1966.12   

868 漫画Ｈ 手帖社 月刊 1966.12   

【１９６７年】 

869 現代 講談社 月刊 1967.1   

870 公会計／月刊 学陽書房 月刊 1967.1   

871 高校文芸 東京出版センター 月刊 1967.1   

872 小説女学生コース 学習研究社 月刊 1967.1   

873 初等理科教育 東雲堂出版 月刊 1967.1   

874 タウン／月刊 アサヒ芸能出版 月刊 1967.1   

875 １００万人の性科学 新風出版社 月刊 1967.1   

876 ホームクッキング／月刊 ラスタークラフト（極東） 月刊 1967.1   

877 ヤング漫画情報 日晴社 不明 1967.1   
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誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

878 理学療法と作業療法 医学書院 月刊 1967.1   

879 クリエート 近代セールス社 月刊 1967.1   

880 サッカーグラフ サッカーグラフ社 月刊 1967.2   

881 すまい すまいの研究社 月刊 1967.2   

882 ビューティ・マガジン 辰巳書房 月刊 1967.2   

883 ボディビル ベースボール・マガジン社 月刊 1967.2   

884 マスコミ市民 日本マスコミ市民会議 月刊 1967.2   

885 音楽専科 音楽専科社 月刊 1967.3   

886 勝馬／週刊 勝馬新聞社 週刊 1967.3   

887 漫画と小説 双葉社 月刊 1967.3   

888 芸術／季刊 季刊芸術出版 季刊 1967.4   

889 ＳＳＳ（サンエス）  東光社 月刊 1967.4   

890 新聞ダイジェスト／月刊 総合出版社 月刊 1967.4   

891 保健体育教室／月刊 大修館書店 月刊 1967.4   

892 ライズ／週刊 片野出版 週刊 1967.4   

893 小学校体育 １・２年用 山文社 月刊 1967.5   

894 潮流ジャーナル 恒文社 週刊 1967.5   

895 婦人教師 明治図書出版 月刊 1967.5   

896 プレイボーイ CUSTOM 集英社 年４回刊 1967.5   

897 漫画パンチ 芳文社 月刊 1967.5   

898 経営と人材／月刊 有文社 月刊 1967.6   

899 社会文化／月刊 日文 月刊 1967.6   

900 バイタリーＭＡＴＥ 栄光出版 週刊 1967.6   

901 医学手帖／月刊 医事薬業新報社 月刊 1967.7   

902 現代小説 双葉社 月刊 1967.7   

903 推理界 浪速書房 月刊 1967.7   

904 ステレオ芸術／季刊  ラジオ技術社 季刊 1967.7   

905 世界のアイデア 普及版 新製品開発センター 年４回刊 1967.7   

906 反世界 木曜書房 季刊 1967.7   

907 陸上競技／月刊 講談社 月刊 1967.7   

908 現代人の健康作戦 出版健康保険組合 不明 1967.8   



 

~ 67 ~ 
 

 
誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

909 少年現代 現代芸術社 月刊 1967.8   

910 テレビズマン 梅田プロデュースセンター 月刊 1967.8   

911 特集漫画トピックス 日本文華社 月刊 1967.8   

912 漫画アクション／週刊 双葉社 週刊 1967.8   

913 Ｌｉｚ（リズ）  手帖社 隔月刊 1967.8   

914 ワイルド タイガー書房 月２回刊 1967.8 発行：技術出版 

915 アパッチ 日本文華社 月刊 1967.9   

916 受験の数学／別冊 聖文社 隔月刊 1967.9   

917 新批評 太陽社 年刊 1967.9   

918 ヤングコミック／月刊 少年画報社 月刊 1967.9   

919 わっぱ／月刊 鷲書房 月刊 1967.9   

920 近代映画デラックス 近代映画社 隔月刊 1967.10   

921 劇画マガジン 日の丸文庫・光伸書房 月刊 1967.10   

922 事故と災害 社会保険新報社 季刊 1967.10   

923 漫画パック 淡路書房 月刊 1967.10   

924 読売レジャーライフ 読売新聞社 不明 1967.10   

925 ハイフラッシュ 映画の友 月刊 1967.11   

926 キュー／月刊  映画の友 月刊 1967.12   

927 銀花 文化服装学院出版局 年６回刊 1967.12   

928 こども部屋／別冊 こども部屋社 不明 1967.12   

929 スター２４時間 新風出版社 月刊 1967.12   

【１９６８年】 

930 国語セミナー 学燈社 隔月刊 1968.1 別冊学燈 

931 漫画ゴラク dokuhon 相互日本文芸社 月刊 1968.1   

932 りぼんコミックス 集英社 年６回刊 1968.1   

933 旅行／月刊 金園社 月刊 1968.1   

934 海外食品経済 光琳書院 月刊 1968.2   

935 コミックＶＡＮ 芸文社 月刊 1968.2   

936 漫画ボイン 新星社 月刊 1968.2   

937 ENERGY（エネルギー）  日本工業新聞社 月刊 1968.3   

938 影／週刊 辰巳出版社 隔週刊 1968.3   



 

~ 68 ~ 
 

 
誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

939 銀行マーケティング 銀行研修社 月刊 1968.3   

940 大学／月刊 大学公論社 月刊 1968.3   

941 AUTO＆LIFE 鉄道日本社 月刊 1968.4   

942 案山子 現代文芸社 月刊 1968.4   

943 ゴルフ春秋 ゴルフ春秋社 月刊 1968.4   

944 実業の日本／別冊 実業之日本社 年４回刊 1968.4 特集：自動車特集 

945 新評／別冊 評論新社 年４回刊 1968.4   

946 ティーンルック／週刊 主婦と生活社 週刊 1968.4   

947 都市住宅 鹿島研究所出版会 月刊 1968.4   

948 パイデイア／季刊  竹内書店 月刊 1968.4   

949 ビッグコミック 小学館 週刊 1968.4   

950 夫婦生活／別冊 手帖社 隔月刊 1968.4 改題前誌：LIZ 

951 明星ヤングセンス 集英社 季刊 1968.4   

952 ヤング専科 小学館 季刊 1968.4   

953 カラーコミックス 河出書房新社 週刊 1968.5   

954 劇画クラブ／週刊 日晴社 週刊 1968.5   

955 劇画ヤング 明文社 隔週刊 1968.5   

956 国語の教育 国土社 月刊 1968.5   

957 ゴング 日本スポーツ出版社 月刊 1968.5   

958 ジュニアライフ 旺文社 年４回刊 1968.5   

959 少女コミック 小学館 月刊 1968.5   

960 世界のグループ・サウンド 近代映画社 月刊 1968.5 別冊スクリーン 

961 創造 雄渾社 季刊 1968.5   

962 伝統と現代 学灯社 隔月刊 1968.5   

963 道路セミナー 全国加除法出版 月刊 1968.5   

964 フラワーコミックス 小学館 不明 1968.5 別冊女性セブン 

965 ヤングエース 学習研究社 月刊 1968.5   

966 青桐／月刊 青桐社 月刊 1968.6   

967 現代狩猟 浪速書房 月刊 1968.6   

968 現代小説／別冊 双葉社 隔月刊 1968.6   

969 
S・M グラフ（サスペンス・ミステリーグラ

フ） 
手帖社 月刊 1968.6   



 

~ 69 ~ 
 

 
誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

970 小説セブン 小学館 月刊 1968.6   

971 施工技術 日刊工業新聞社 月刊 1968.6   

972 セブンティーン／週刊 集英社 週刊 1968.6   

973 プレイコミック／月刊 秋田書店 月刊 1968.6   

974 ＰｏｃｋｅｔパンチＯｈ！ 平凡出版 月刊 1968.6   

975 ボディビルディング 体育とスポーツ出版社 月刊 1968.6   

976 漫画コミック 芳文社 月刊 1968.6   

977 CAR トップ 交通タイムス社 月刊 1986.7   

978 今昔 今昔社 季刊 1968.7   

979 つり情報／月刊 内外出版社 月刊 1968.7   

980 ＮＯＮ ＴＢデザイン研究所 不明 1968.7   

981 販売技術／月刊 商業界 月刊 1968.7   

982 ヒットポップス 学習研究社 月刊 1968.7   

983 BLUE ZONE（ブルーゾーン） ブルーゾーンマガジン社 不明 1968.7   

984 ごん 日の丸文庫・光伸書房 月刊 1968.8   

985 少年ジャンプ／週刊 集英社 週刊 1968.8   

986 ｍｙ ｗａｙ（マイ ウェイ）  映画の友 月刊 1968.8   

987 MEN'S MATE（メンズメイト）  一水社 月刊 1968.8   

988 読物専科 毎日新聞社 年４回刊 1968.8 サンデー毎日別冊 

989 学校の食事／月刊 学校食事研究会 月刊 1968.9   

990 剣豪小説 双葉社 月刊 1968.9   

991 
SMマガジン（サスペンス＆ミステリーマ

ガジン） 
コバルト社 月刊 1968.9   

992 新譜ジャーナル 自由国民社 月刊 1968.9   

993 漫画アクション／別冊 双葉社 月刊 1968.9   

994 海洋開発 
ジャパン・インダストリアル・

パブリシング 
季刊 1968.10   

995 コミックミステリー 双葉社 月刊 1968.10   

996 受験の英語 聖文社 隔月刊 1968.10   

997 小説エース 学習研究社 月刊 1968.10   

998 スキー特集 山と渓谷社 不明 1968.10 別冊山と渓谷 

999 母親教室１年生 学習研究社 月刊 1968.10   

1000 母親教室２年生 学習研究社 月刊 1968.10   



 

~ 70 ~ 
 

 
誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

1001 フィッシング 産報 月刊 1968.10   

1002 FiILM（フィルム）／季刊 フィルムアート社 季刊 1968.10   

1003 フォトにっぽん フォトにっぽん社 月刊 1968.10   

1004 小説宝石 光文社 月刊 1968.11   

1005 トラベルファン ジャポロ 月２回刊 1968.11   

1006 文法／月刊 明治書院 月刊 1968.11   

1007 ペットのあるくらし ペットのあるくらし社 月刊 1968.11   

1008 ペン／月刊 月刊ペン社 月刊 1968.11   

1009 マダム／別冊 鎌倉書房 不明 1968.11   

1010 学際 アイ・ビー・エイ 季刊 1968.12   

1011 これからの住宅 日本ハウジングセンター 隔月刊 1968.12   

1012 漫画プレイ７（セブン） 淡路書房 月刊 1968.12   

【１９６９年】 

1013 新しい数学とコンピュータ 企画出版 月刊 1969.1   

1014 小説女性 檸檬社 月刊 1969.1   

1015 女学生コース デラックス 学習研究社 年４回刊 1969.1   

1016 テープサウンド ステレオサウンド社 隔月刊 1969.1 ステレオサウンド別冊 

1017 デラックス’７０ 辰巳出版 月刊 1969.1   

1018 母親教室２・３歳 学習研究社 月刊 1969.1   

1019 母親教室４・５歳 学習研究社 月刊 1969.1   

1020 美／季刊  美術出版社 季刊 1969.1   

1021 ベトナム 実情と統計 駐日ベトナム共和国大使館 不明 [1969.1]   

1022 りぼんコミック 集英社 月刊 1969.1   

1023 アサヒ芸能／別冊 徳間書店 不明 1969.2   

1024 アダム＆ばちぇらあ 芸文社 月刊 1969.2   

1025 シリーズ日本カメラ 日本カメラ社 季刊 1969.2   

1026 進路と職業 産業教育情報センター 季刊 1969.2   

1027 臨床免疫 東京医学社 隔月刊 1969.2   

1028 現代の高層分譲住宅 大興 月刊 1969.3 創刊号（通巻１巻４号） 

1029 食堂界 食堂界 月刊 1969.3   

1030 bit  共立出版 月刊 1969.3   



 

~ 71 ~ 
 

 
誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

1031 朝日／週刊  カラー別冊 朝日新聞社 季刊 1969.4   

1032 アジアクォータリー アジア調査会 季刊 1969.4   

1033 ＨＡＨ 新家庭経営研究所 月刊 1969.4   

1034 教育科学理科教育 明治図書出版 月刊 1969.4   

1035 健康と体力 第一法規出版 月刊 1969.4   

1036 写真画報「グラフ日本の顔」／月刊 日本の顔社 月刊 1969.4   

1037 小説劇場 双葉社 月刊 1969.4   

1038 城と旅 日本城郭協会出版部 月刊 1969.4   

1039 母親教室 ３年生 学習研究社 月刊 1969.4   

1040 愛と医学 手帖社 月刊 1969.5 改題前誌：ＳＭグラフ 

1041 ｊａｚｚ  JAZZ PEOPLE 年６回刊 1969.5   

1042 ジョーカー 集英社 月２回刊 1969.5   

1043 日経ビジネス 特別情報版 日経マグロウヒル社 月刊 1969.5   

1044 ファニー 虫プロ商事 半月刊 1969.5   

1045 プラントエンジニア 日本能率協会 月刊 1969.5   

1046 分譲地と別荘地／月刊 有朋社 月刊 1969.5   

1047 海 中央公論社 月刊 1969.6   

1048 Ｏｃｅａｎ Ａｇｅ オーシャン・エイジ社 月刊 1969.6   

1049 カラー小説 芳文社 月刊 1969.6   

1050 告発 集団アイステア 不明 1969.6   

1051 自動化技術 工業調査会 月刊 1969.6   

1052 プレイ情報 淡路書房 月刊 1969.6   

1053 読物専科  毎日新聞社 年４回刊 1969.6 別冊サンデー毎日 

1054 国民教育／季刊  労働旬報社 季刊 1969.7   

1055 情報トップｍａｇａｊｉｎｅ 光彩書房 隔週刊 1969.7   

1056 諸君 文芸春秋社 月刊 1969.7   

1057 女性コミックＥＬＬＥ 芸文社 月刊 1969.7   

1058 ガッツ guts 集英社 月２回刊 1969.8   

1059 現代看護 万有出版社 月刊 1969.8   

1060 店舗デザイン 店舗設計社 月刊 1969.8   

1061 保育のちえ ２歳～６歳 学習研究社 月刊 1969.8   



 

~ 72 ~ 
 

 
誌名 出版者 刊行頻度 創刊年月 備考 

1062 ポスト／週刊 小学館 季刊 1969.8   

1063 漫画ボン 少年画報社 月刊 1969.8   

1064 えすぷりあい 文化実業社 年 4 回刊 1969.9   

1065 会計ジャーナル 第一法規出版 月刊 1969.9   

1066 海洋科学／月刊 海洋出版 月刊 1969.9   

1067 日経ビジネス 日経マグロウヒル社 月刊 1969.9   

1068 脳神経外傷 東京医学社 季刊 1969.9   

1069 ブラック ACE（エース） 淡路書房 月刊 1969.9   

1070 ペトロケミカルエンジニアリング 重化学工業通信社 月刊 1969.9   

1071 ホビージャパン ホビージャパン 月刊 1969.9   

1072 優雅な生活 アグレマン社 月刊 1969.9   

1073 新しい住宅 実業之日本社 月刊 1969.10   

1074 オートテクニック 山海堂 月刊 1969.10   

1075 求美／季刊美術誌 求美 季刊 1969.10   

1076 ソフトウェア 産報 月刊 1969.10   

1077 土曜漫画／別冊 土曜出版社 月刊 1969.10   

1078 ベビーエイジ 婦人生活社 月刊 1969.10   

1079 ホーム／週刊 集英社 週刊 1969.10   

1080 ホームアイデア 毎日新聞社 月刊 1969.10   

1081 読物専科 毎日新聞社 不明 1969.10   

1082 カルパン カルパン出版社 季刊 1969.11   

1083 小児 外科・内科 東京医学社 月刊 1969.11   

1084 ソフトウェア技術 日本コンピューター協会 月刊 1969.11   

1085 ハウスプラン 産報 月刊 1969.11   

1086 流動 東亜経済研究所 月刊 1969.12   

1087 産業広告 日本産業広告協会 月刊 1969.12   

1088 ビジネスマン 学習研究社 月刊 1969.12   
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