雑誌編
図書編

000001
名著サプリメント / 名著普及会・外国文化グループ編
1巻1号 (1988. 1)- = 通巻1号 (1988. 1)東京 : 名著普及会 , 1988所蔵巻次 2(9)
所蔵年次 1989-1989
Z/020/Me22

000007
季刊iichiko
No. 1 (autumn 1986)-no. 52 (summer 1999) ; No. 64
(autumn 1999)東京 : 日本ベリエールアートセンター , 1986.10吸収前誌:Iichiko intercultural : an annual journal for
transdisciplinary studies of pratiques
所蔵巻次 25
所蔵年次 1992-1992
Z/051/I26

000002
著作権だより / 日本著作権協議会
復刊1号 (昭58.1)-115号 (平14.3)
東京 : [日本著作権協議会] , 1983-2002
継続後誌:著作権四季報 / by the Japan Copyright
Council
所蔵巻次 83-92,95-108
所蔵年次 1996-2000
Z/021/C54

000008
甍 / 都立西高歴史部編集委員[編]
1 (昭26.2)東京 : 都立西高歴史部 , 1951.2所蔵巻次 1-4,11
所蔵年次 1951-1957
Z/051/I63

000003
超域文化科学紀要 = Interdisciplinary cultural studies /
[東京大学/駒場編]
1号 (1996)東京 : 東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学
専攻 , 1996.6所蔵巻次 6,8-9
所蔵年次 2001-2004
Z/051/C53

000009
奇梟塾紀要
長野 : 奇梟塾 , 1992.9所蔵巻次 1
所蔵年次 1992-1992
Z/051/Ki29
000010
国際文化会館会報 / 国際文化会館
Vol. 1, no. 1 (1990.10)東京 : 国際文化会館 , 1990継続前誌:会報 / 国際文化会館
所蔵巻次 14(1)
所蔵年次 2003-2003
Z/051/Ko51

000004
婦人之友
東京 : 家庭之友社
所蔵巻次 95(9)
所蔵年次 2001-2001
Z/051/F64
000005
学園 / 東京大学教養学部学友会 [編]
東京 : 東京大学教養学部学友会
所蔵巻次 1(2-4)
所蔵年次 1952-1952
Z/051/G16

000011
国際文化会館の歩み / 国際文化会館
1 (1955)東京 : 国際文化会館
所蔵巻次 34-35,47
所蔵年次 1988-2002
Z/051/Ko51

000006
月刊百科
No. 61 (1967.10)-no. 584 (2011.6)
東京 : 平凡社 , 1967-2011.6
継続前誌:国民百科
所蔵巻次 103
所蔵年次 1971-1971
Z/051/G32

000012
くさむら
1 (1954.8)東京 : 東京女子大学「くさむら」を作る会 , 1954.8
所蔵巻次 1-2
所蔵年次 1954-1954
Z/051/Ku83
000013
漫画サンデー / 実業之日本社 [編]
東京 : 実業之日本社
所蔵巻次 13(40)
所蔵年次 1971-1971
Z/051/Ma43
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000014
流動 / 東亜経済研究所
創刊号 (昭44.12)東京 : 東亜経済研究所
所蔵巻次 12(5)
所蔵年次 1980-1980
Z/051/R98

000021
アジア・アフリカ人民連帯の歴史学のために
東京 : 石田保昭
所蔵巻次 1-3
所蔵年次 1967-1968
Z/205/A27
000022
伝統と現代 / 伝統と現代社
3巻2号 (昭47.3)-15巻1号 (1984.春)
東京 : 伝統と現代社 , [1972]-1984
継続前誌:月刊伝統と現代 / 伝統と現代社
所蔵巻次 5(4)
所蔵年次 1974-1974
Z/205/D59

000015
史紀 / 法政大学文学術史学科学生学会[編]
: 法政大学文学術史学科学生学会
所蔵巻次 36
所蔵年次 2002-2002
Z/051/Sh34
000016
象
創刊 [1] 号 (1988.秋)名古屋 : グループ象 , 1988所蔵巻次 46
所蔵年次 2003-2003
Z/051/Sh96

000023
日本歴史学協会年報 / 日本歴史学協会 [編]
1号 (1986)東京 : 日本歴史学協会 , 1986所蔵巻次 1-8,13-21
所蔵年次 1986-2006
Z/205/N77

000017
津田塾大学国際関係研究所報
小平 : 津田塾大学国際関係研究所
所蔵巻次 40
所蔵年次 2005-2005
Z/051/Ts34

000024
歴史 / 東京大学教養学部歴史学研究会[編]
No.1 (1953.7)東京 : 東京大学教養学部歴史学研究会 , 1953.7所蔵巻次 1-6,9-10,12,17-19
所蔵年次 1953-1992
Z/205/R25

000018
つどい / 杉並学生のつどい[編]
1 (1955.4): 杉並学生のつどい , 1955.4
所蔵巻次 1
所蔵年次 1955-1955
Z/051/Ts34

000025
歴史科学 : 歴史科学協議会機関誌
1号 (1964.5)泉佐野 : 歴史科学協議会 , 1964所蔵巻次 2-28,30-177,179-188
所蔵年次 1964-2007
Z/205/R25

000019
世界思想 / 世界思想社編集部
創刊号 (1967.夏)京都 : 世界思想社
所蔵巻次 1
所蔵年次 1967-1967
Z/105/Se22

000026
歴史教育研究 : 季刊 / 歴史教育研究所編
1号 (1956.9)-80号 (2002.3)
東京 : 歴史教育研究所 , 1956-2002
所蔵巻次 40,46-54,56
所蔵年次 1966-1974
Z/205/R25

000020
毛澤東思想研究
1巻1号 ( [昭41.10] )-7巻6号 (昭48.9)
東京 : 毛澤東思想研究会 , 1966所蔵巻次 1
所蔵年次 1966-1966
Z/125/Mo11

000027
歴史の理論と教育
創刊号 (1965.6)名古屋 : 歴史科学研究会
所蔵巻次 1-6,8-98,100-127
所蔵年次 1965-2007
Z/205/R25
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000028
世界史の研究 / 山川出版社
東京 : 山川出版社
継続前誌:人文地理の研究 / 山川出版社 [編]
継続後誌:歴史と地理. 世界史の研究 / 山川出版社 [編]
所蔵巻次 38
所蔵年次 1963-1963
Z/205/Se22

000035
週刊朝日百科. 世界の歴史
1号 (1988.11)-131号 (1991.6)
東京 : 朝日新聞社 , 1988-1991
所蔵巻次 118
所蔵年次 1991-1991
Z/209/Sh99
000036
日本歴史学協会ニュース / 日本歴史学協会 [編]
八王子 : 日本歴史学協会
所蔵巻次 27-35
所蔵年次 1976-1985
Z/210/N71

000029
世界史像の研究
1 (1977. 3)三鷹 : 国際基督教大学アジア文化研究所 , 1977. 3所蔵巻次 1-5
所蔵年次 1977-1991
Z/205/Se22

000037
歴史と現代 / 九州近代史研究会編集
1号 (1963.4)-7号 (昭40.5)
福岡 : 九州近代史研究会 , 1963所蔵巻次 3
所蔵年次 1963-1963
Z/210.6/R25

000030
史学論叢 / 史学研究会 [編]
創刊[1]号 ([1972.6])東京 : 東京大学学生史学研究会 , 1972所蔵巻次 1-2
所蔵年次 1972-1972
Z/205/Sh27

000038
西洋史通信 / 東京大学文学部西洋史研究室
1號 (1954)東京
所蔵巻次 1,3,7
所蔵年次 1954-1986
Z/230/Se19

000031
史学会大会プログラム
[東京] : 史学会
所蔵巻次 55,57,62-66,69
所蔵年次 1956-1970
Z/205/Sh27

000039
イギリス史研究 / イギリス史研究刊行会
1号 (昭43.4)-38号 (昭60.11)
東京 : イギリス史研究刊行会 , 1968所蔵巻次 1-35,37-38
所蔵年次 1968-1985
Z/233/I24

000032
史料ネットnews letter
No. 1 (1995.3)[尼崎] : 歴史資料保全情報ネットワーク , 1995所蔵巻次 20,25-26,28-30,32-37,39,43,45
所蔵年次 2000-2006
Z/205/Sh89

000040
日本とDDR / 日本ドイツ民主共和国[編]
東京 : [日本ドイツ民主共和国友好協会]
所蔵巻次 4,11-27,29-45,47-49
所蔵年次 1971-1989
Z/234/N71

000033
都歴研紀要 / 東京都歴史教育研究会 [編]
東京 : 東京都高等学校社会科教育研究会
所蔵巻次 19
所蔵年次 1982-1982
Z/205/To66

000041
日本ドイツ学会ニュース
Nr. 1 (1985)-Nr. 8 (1989)
東京 : 日本ドイツ学会編集委員会 , 1985.9-1989.6
継続後誌:ドイツ研究 : 日本ドイツ学会機関誌 / 日本ドイ
ツ学会編集委員会
所蔵巻次 5-8
所蔵年次 1988-1989
Z/234/N71

000034
両大戦間研究会会報 / 両大戦間研究会
東京
所蔵巻次 10-12
所蔵年次 1963-1964
Z/209/R97
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000042
アフリカを学ぶ雑誌a / アフリカ問題懇話会
1巻1号 (1970.9)東京 : 理論社
所蔵巻次 1(1)
所蔵年次 1970-1970
Z/302.4/A18

000048
辽宁教育学院学报=Journal of Liaoning Educational
Institute
: 辽宁教育学院学报编辑部
所蔵巻次 1994(1)
所蔵年次 1994-1994
Z/305/R97

000043
月刊フォーラム = Forum monthly / フォーラム90s [編集]
3巻5月号 (1992.5)-9巻12月号 (1997.12) = 通巻22号
(1992.5)-通巻89号 (1997.12)
東京 : フォーラム90s , 1992.5-1997.12
継続前誌:フォーラム90's
継続後誌:フォーラム90's : forum / フォーラム90s編集委員
会 [編]
所蔵巻次 3(5-12),4,8(3,5-12)
所蔵年次 1992-1996
Z/305/F39

000049
東京大学社会科学研究所要覧 / 東京大学社会科学研
究所
東京 : 東京大学社会科学研究所
所蔵巻次 3
所蔵年次 1963-1963
Z/305/To46
000050
猪俣津南雄研究 / 猪俣津南雄研究会[編]
1号 (1970.3)-16号 (1974.2)
国分寺 : 猪俣津南雄研究会 , 1970.3-1974.2
所蔵巻次 6-7,9-10
所蔵年次 1971-1972
Z/309/I56

000044
フォーラム90's
Vol. 1, no. 1 (1990. 6)-v. 3, no. 4 (1992. 4) = 創刊 [1] 号
(1990.6)-通巻21号 (1992.4)
東京 : フォーラム90's , 1990.6-1992.3
継続後誌:月刊フォーラム = Forum monthly / フォーラム
90s [編集]
所蔵巻次 1,3(1-4)
所蔵年次 1990-1992
Z/305/F39

000051
社会運動史 / 社会運動史研究会
1号 (1972)-10号 (1985)
東京 : 社会運動史研究会
東京 : リブロ (発売)
所蔵巻次 1-10
所蔵年次 1972-1985
Z/309/Sh12

000045
紀元節問題
東京 : 青木書店
所蔵巻次 2
所蔵年次 1967-1967
Z/305/Ki16

000052
オルタ通信 / アジア太平洋資料センター [編]
-213号 (1995.10)
東京 : アジア太平洋資料センター , -1995.10
継続後誌:月刊オルタ : Alternatives / アジア太平洋資料
センター [編]
所蔵巻次 211
所蔵年次 1995-1995
Z/319/A41

000046
構造改良 / 構造改良社
Vol. 1, no. 1 (1970. 5)-4巻8号 (昭49.2)
東京 : 構造改良社
所蔵巻次 4(2),5(2)
所蔵年次 1971-1971
Z/305/Ko98

000053
平和文化研究 = Studies of peace culture / 長崎造船大
学長崎平和文化研究所 [編]
Vol. 1 (1978)長崎 : 長崎造船大学 , 1978.3所蔵巻次 18
所蔵年次 1995-1995
Z/319/H51

000047
季刊Quo / ソ連・東欧資料センター
1号 (1991 autumn)-12号 (1994 summer)
東京 : ソ連・東欧資料センター , 1991.10-1994.7
所蔵巻次 1-12
所蔵年次 1991-1994
Z/305/Q9

000054
現状分析 / 現状分析研究会編集
東京 : 現状分析研究会
所蔵巻次 44-45
所蔵年次 1970-1971
Z/331/G34
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000055
情況 = Situation
創刊[1]号 (1968.8)-101号 (1976.11)
東京 : 情況社 , 1968.8-1976.12
継続後誌:情況. 第二期 / 情況出版株式会社編
所蔵巻次 9-10,27,41
所蔵年次 1969-1971
Z/361.1/J67

000062
三省堂高校通信
No.1 (1990.9)-no.2 (1990.11) ; 1巻3号 (1990.12)東京 : 株式会社三省堂 , 1990.9所蔵巻次 1-2;1(3-11),2(7-12),3(1-3)
所蔵年次 1990-1993
Z/370/Sa65
000063
社会科通信
東京 : 角川書店
所蔵巻次 20
所蔵年次 1969-1969
Z/370/Sh12

000056
情況. 第二期 / 情況出版株式会社編
1巻1号 (1990.7)-11巻8号 (2000.8・9) = 通巻1号
(1990.7)-通巻110号 (2000.8・9)
東京 : 情況出版 , 1990-2000
継続前誌:情況 = Situation
継続後誌:情況. 第三期 / 情況出版
所蔵巻次 3(1)
所蔵年次 1992-1992
Z/361.1/J67

000064
全国ネット21NEWS / 子どもと教科書全国ネット21[編]
東京 : 子どもと教科書全国ネット21
所蔵巻次 9-49,51-53
所蔵年次 1999-2007
Z/370/Z3

000057
社会思想史学会大会プログラム・報告要旨
名古屋 : 社会思想史学会事務局
所蔵巻次 3-10
所蔵年次 1978-1985
Z/363/Sh12

000065
ワイマール体制研究 / 立命館大学人文科学研究所 [編]
No. 1 (1955. 12)京都 : 立命館大学人文科学研究所 , 1955所蔵巻次 1-4
所蔵年次 1955-1956
Z/371/W15

000058
労働運動史研究会会報 / 労働運動史研究会
No. 1 (1981.12)-no. 27 (1995.2)
東京 : 労働運動史研究会 , 1981-1995
所蔵巻次 1-5,7-10
所蔵年次 1981-1985
Z/366.6/R59

000066
教科書問題市民の声 / 教科書問題を考える市民の会
[編]
1号(1981年9月20日)-182号(1998年3月25日)
東京 : 教科書問題を考える市民の会 , 1981-1998
所蔵巻次 1-22,24-84,91-156,158-181
所蔵年次 1981-1998
Z/375/Ky4

000059
埼玉県労働運動史研究 / 埼玉県労働運動史研究会
1 (1966. 11)浦和 : 埼玉県労働運動史研究会 , 1966所蔵巻次 12
所蔵年次 1980-1980
Z/366.6/Sa24

000067
教養学部報 / 東京大学教養学部 [編]
縮刷版
[1] (1951. 4)東京 : 東京大学教養学部 , 1968所蔵巻次 1-355
所蔵年次 1951-1991
Z/377/Ky7

000060
學生
東京 : 研究社
継続前誌:中學生
所蔵巻次 33(4-10)
所蔵年次 1949-1949
Z/370/G16

000068
季刊女子教育もんだい : 自立・平等・連帯
1号 (1979.秋)-74号 (1998.冬)
東京 : 労働教育センター , 1979.10-1998
継続後誌:季刊女も男も : 自立・平等
所蔵巻次 1
所蔵年次 1979-1979
Z/379/Ki21

000061
季刊人間と教育 / 民主教育研究所
1号 (1994.3)東京 : 労働旬報社 , 1994所蔵巻次 25
所蔵年次 2000-2000
Z/370/Ki21
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000069
SD : スペースデザイン / 鹿島研究所出版会
1号 (1965.1)-435号 (2000.12)
東京 : 鹿島研究所出版会 , 1965.1-2000.12
所蔵巻次 334
所蔵年次 1992-1992
Z/705/Sd1
000070
月刊民芸の仲間 / 劇団民芸 [編]
No. 1 (1954. 2)東京 : 劇団民芸 , 1954所蔵巻次 260
所蔵年次 1990-1990
Z/770/Mi44
000071
丸山眞男手帖 / 丸山眞男手帖の会 [編]
1号 (1997.4)東京 : 丸山眞男手帖の会 , 1997.4所蔵巻次 1-3,13,28-39
所蔵年次 1997-2006
Z/905/Ma59
000072
浪漫古典 / 昭和書房
4月創刊號 (昭9.4)-8輯 (昭9.11)
東京 : 昭和書房
所蔵巻次 8
所蔵年次 1934-1934
Z/910/R66
000073
新批評 = New criticism
-2号 (1968.秋)
東京 : 太陽社 , -1968
所蔵巻次 2
所蔵年次 1968-1968
Z/910/Sh62
000074
詩のつどい / 東大詩人サークル [編]
東京 : 東大詩人サークル
所蔵巻次 3-5
所蔵年次 1952-1954
Z/911/Si8
000075
新青年 / 博文館 [編]
1卷1號 (大9.1)東京 : 博文館 , 1920所蔵巻次 13(3),19(17),21(6)
所蔵年次 1932-1940
Z/913/Sh69
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