
参考資料：明治～昭和の雑誌記事を探すために有効な冊子資料について

各資料の情報は、左から、書誌ID→書名→配架場所→請求記号 の情報です。

「書誌ID」でOPACを検索するとその資料が簡単にヒットするので便利です。

[総目次の総覧] ある雑誌の総目次が存在するのか、存在する場合はどこに収録されているか調べるときに利用する。

2003105724 日本雑誌総目次要覧 総合図-書庫2階 書誌・索引 R027.5||NIH||年代

2003117853
国立国会図書館所蔵国内逐次刊行物総

目次・総索引一覧
総合図-書庫2階 書誌・索引 R027.5||KOK||'95

[雑誌の総目次（複数誌掲載のもの）] 特定の雑誌について、記事情報を探すときや目次を通覧するときに利用する。

2002032624 明治雑誌目次総覧 (書誌書目シリーズ21) 総合図-書庫2階 書誌・索引 R027.5||MEI||1～5

2004067666 主要新聞雑誌記事総覧 総合図-書庫棟 研究用図書 027.5||SHU||1～4

2003274447 戦後雑誌目次総覧 : 政治・経済・社会 総合図-書庫2階 書誌・索引 R025.1||TOK||1～2

2003277409
現代日本文芸総覧 : 文学・芸術・思想関

係雑誌細目及び解題
総合図-A棟2階 参考図書 R910.31||GEN||1～4

2004039518 文芸雑誌内容細目総覧 総合図-A棟2階 参考図書 910.31||NIC  

2003398305 美術関係雑誌目次総覧 総合図-書庫棟 研究用図書 703.1||KOB||1~3,#

2003602346 民俗学関係雑誌文献総覧 総合図-書庫棟 研究用図書 380.3||MIN  

1002015139 近代婦人雑誌目次総覧 総合図-書庫2階 書誌・索引 R367.21||KIN||1～15

「戦後リトルマガジン篇」のみ刊行。「リトルマガジン」と呼ばれる文芸・評論雑誌の総目次集。昭和20年～昭和

54年に創刊され、すでに終刊している雑誌が対象。収録誌全体にわたる執筆者名索引がある。

対象期間：昭和3年7月～昭和15年7月。『出版警察報』『出版警察資料』の月ごとの主要雑誌論文一覧と主要雑誌新

聞通信記事一覧を復刻したもの。索引は無いので、各号を順次確認するしかない。

対象期間：明治時代(大正も刊行が続いている雑誌は明治末までの号の採録）。索引は無いので、各号を順次確認す

るしかない。国立国会図書館オンラインで収録誌を確認できる。（画面下の「目次(目次データベース)」の個所）

http://id.ndl.go.jp/bib/000001786625

対象期間：昭和20年8月～昭和27年12月。政治・法律・経済・社会・思想など、社会科学に関する雑誌および総合雑

誌を対象。大学紀要・純学会誌類は除外し、純文芸雑誌と目されるものも除外。下巻の最後に上下巻共通の執筆者索

引がある。

対象期間：明治～昭和20年。主に文芸・思想関係雑誌の総目次と解題。上巻が社会主義・プロレタリア文学雑誌、

中巻が同人雑誌、下巻が商業文芸誌、補巻は上～下巻の未収録誌と収録済誌の欠号分の情報。各巻ごとに人名索引あ

り。「国立国会図書館オンラインで各巻の収録誌を確認できる。（画面下の「目次(目次データベース)」の個所）

https://id.ndl.go.jp/bib/000002262344

 初巻(明治～1983), 1984-1993, 1994-2003, 2004-2013　の4つの巻がある。それぞれの巻の年範囲で刊行された雑誌

（新聞を一部含む）総目次の情報を探すことができる。原則2年以上にわたる総目次の情報を採録している。（ただ

し、2年以内で廃刊・改題したものや、昭和20～26年の戦後混乱期は1号の目次であっても収録）

総合図書館の所蔵は「平成7年1月末現在」の巻で、これがこのシリーズでは最新のもの。国立国会図書館の所蔵し

ている雑誌（一部図書を含む）に収録の、雑誌の総目次・総索引の情報を確認できる。

対象期間：大正～昭和51年末(一部昭和52年のものもあり)。民俗学専門雑誌に加え、隣接分野の雑誌、郷土研究総合

雑誌も含む。ただし、歴史学を中心とするものは除外。収録誌全体にわたる著者名索引もあり。

対象期間：明治初年～昭和20年8月。主要な美術関係雑誌53誌の総目次集。収録誌全体にわたる人名索引あり。人名

索引では、記事執筆者のほか、作品の作者、見出しに登場する人物も索引されている。

対象期間：雑誌による。明治～昭和戦前期の主要な婦人雑誌の総目次集。雑誌別の著者名索引が付いている。

（OPACでは、雑誌名でもヒットするので見逃す恐れは少ない）



2004467925 戦前期中国関係雑誌細目集覧 総合図-書庫2階 書誌・索引 027.5||SEN

所蔵無し
東京大学法学部附属明治新聞雑誌文庫

所蔵雑誌目次総覧

[人物文献目録] 人物単位で著作等（図書や雑誌記事）を一覧できるようにしたもの。

2003082343 現代日本執筆者大事典 総合図-A棟2階 参考図書 R281.03||GEN||1～5

2003251894 現代日本執筆者大事典77/82 総合図-A棟2階 参考図書 R281.03||GEN||1～5

2003031617 新現代日本執筆者大事典 総合図-A棟2階 参考図書 R281.03||SHI||1～5

2003082326 日本人物文献目録 総合図-書庫2階 書誌・索引 R281.03||HOS

2003209190 人物書誌索引 総合図-書庫2階 書誌・索引 R280.3||JIN

1002003710 人物書誌大系 総合図-A棟2階 参考図書 R280.3||JIN||1～46

2003612807 近代文学研究叢書　[初版, 1～30巻] 総合図-書庫棟 研究用図書　等 910.26||KIN||1 等

2002044814 近代文学研究叢書  [初版, 31～60巻] 総合図-書庫棟 研究用図書　等 910.26||KIN||31 等

2002350483 近代文学研究叢書  [初版, 61～76,別巻] 総合図-自動書庫 908||68||61～76,別

2003616446 近代文学研究叢書  [増訂第2版] 総合図-書庫棟 研究用図書 910.8||SHO||1 等

2002036448 近代日本政治関係人物文献目録 総合図-書庫2階 書誌・索引 R310.3||KIN

[主題による書誌の索引] 主題ごとに書誌（＝文献目録）をリストアップし、探索できるようにしたもの。

2003274441 日本書誌の書誌 総載編, 主題編1・2, 人物編1 総合図-書庫2階 書誌・索引 R025.1||NIP

2003709557 日本書誌の書誌 主題編3 総合図-書庫2階 書誌・索引 R025.1||NIP

対象期間：概ね明治～昭和45年。図書、図書の一部、雑誌記事から収載。人物編は1のみの刊行。

2003209101 主題書誌索引 総合図-書庫2階 書誌・索引 R025.1||SHU||年代

上から順に、昭和40～51年/昭和52～57年/昭和58～平成4年の刊行文献が対象。人文・社会科学関係の文献を執筆者

ごとに情報をまとめたもの。図書や雑誌記事・論文の著作目録に加え、その人物の人物研究資料も収録。

対象期間：昭和41年～平成3年（阪大所蔵は平成3年まで、以降も続刊）。図書、図書収載の記事・論文、雑誌の記

事・論文から、人物集合書誌を対象にしている。『主題書誌索引』の姉妹編。

対象期間：昭和41年～2014年。図書、図書の一部、雑誌記事から収載。『日本書誌の書誌』の後継として使用でき

る。81/91からは『書誌年鑑』（書誌ID=3001077406）の累積版にあたる。 『人物書誌索引』の姉妹編。

対象期間：明治初年～昭和41年末。図書、図書収載の記事・論文、雑誌の記事・論文から、日本人の伝記（＝その

人物について記したもの）にあたるものを対象にしている。その人物の著作目録では無いので注意。

対象期間：明治～現在。図書および図書に収録の記事（雑誌・新聞記事は含まない）で、明治期以降、政治分野で活

躍した日本人に関する文献を選択収録したもの。冊子は1997年刊行図書までの収録だが、無料のデータベースとし

て公開されており、1997年以降の図書も随時収録している。https://rnavi.ndl.go.jp/seiji/index.php

明治～昭和期の文学者などの略歴、著作目録を収録。図書、図書の一部、雑誌・新聞記事などを収載。どの作家がど

の巻に収録されているかは、OPAC画面下部の「一般注記」欄で確認できる。

人物ごとに巻が分かれている。著作目録に加え、その人物の研究文献目録もある。図書、図書収載の記事・論文、雑

誌記事・論文、新聞記事が収録されている。

大阪大学には所蔵が無い。明治新聞雑誌文庫には、明治期～昭和戦前期の新聞・雑誌について大規模コレクションが

あり、その中から多くの雑誌を精選して総目次を集めたもの。著者名索引と雑誌別発行年月日一覧もある。

対象期間：雑誌による。昭和3年5月～昭和20年5月の範囲。収録誌全体にわたる著者名索引もあり。採録誌とそれぞ

れの収録期間については出版元Webサイトで確認できる。　http://3ninsha.com/chugoku



[特定主題の雑誌記事索引] ある分野の雑誌群について、索引や分類を行って探索できるようにしたもの。

3002102512 日本美術年鑑　[復刻版 明治43-45] 総合図-A棟5階 白書・年鑑

3002123671 日本美術年鑑　[復刻版 大正15-昭和7] 総合図-A棟5階 白書・年鑑

3002102513 日本美術年鑑  [復刻版 昭和11-昭和21] 総合図-A棟5階 白書・年鑑

3001034196 日本美術年鑑  [原本] 総合図-A棟5階 白書・年鑑

2003602747 東洋美術文献目録 (復刻) 文美史1 703.1||TOY  

2003276119 日本東洋古美術文献目録 総合図-書庫2階 書誌・索引 R702.203||BIJ

2003655957 日本東洋古美術文献目録 総合図-書庫2階 書誌・索引 703.1||TOK

2004400313 日本プロレタリア文学史年表事典 総合図-A棟2階 参考図書  910.26||URA

2003276118 放送関係文献総目録 総合図-書庫2階 書誌・索引 R699.03||HOS

2003274124 大東亜戦争書誌 総合図-書庫2階 書誌・索引 R210.75||DAI||1～3

2004476498 日本の演劇 : 公演と劇評目録 総合図-A棟2階 参考図書 770.31||NIC

[全般的な雑誌記事索引] ある機関の所蔵雑誌等について、索引や分類を行って探索できるようにしたもの。

2002028164 大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録 総合図-書庫2階 書誌・索引 R027.5||OYA||1~6,#

2002235375 総合誌記事索引 総合図-書庫2階 書誌・索引 R027.5||KIJ||'81-'87  

2002269009 週刊誌記事索引 総合図-書庫2階 書誌・索引 R027.5||KIJ||'81-'87  

2002266468 ビジネス誌記事索引 総合図-書庫2階 書誌・索引 R027.5||KIJ||'81-'87  

2021.6 大阪大学総合図書館 学習・調査支援担当

対象期間：昭和56年～昭和62年6月（阪大所蔵は昭和62年まで、総合誌は以降も続刊）。それぞれのグループで代表

的な雑誌10数誌についての記事索引。人物編、企業・団体編、ニュース・事件編とさまざまな切り口から探索可

能。

対象期間：戦前～昭和42年6月。図書、パンフレット、雑誌・研究紀要に発表された論文・記事を収録。主題で分類

されているほか、件名索引もある。昭和42年～昭和54年までを収録した『放送関係文献総目録』2巻も刊行されてい

るが大阪大学では未所蔵。(https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN04097440)

対象期間：昭和55年～平成30年。『テアトロ』『新劇』『しんげき』『Les Specs』『シアターアーツ』に発表され

た劇評とその公演情報を採録したもの。

各年に刊行された美術関係の図書や雑誌論文/雑誌記事の目録がある。2010年分までは、東京文化財研究所の無料の

データベース「文化財関係文献の検索」(https://www.tobunken.go.jp/archives/文化財関係文献の検索/)に情報が収

録されており記事検索ができるが、一部収録の無い文献もあるので、冊子の『日本美術年鑑』も併せて確認するほう

が漏れがない。

対象期間：上から順に、明治～昭和10年/昭和11～40年/昭和41～平成12年の刊行文献が対象。日本・アジアの古美

術に関する、定期刊行物所収の日本語文献を採録。『日本美術年鑑』に収録の無い文献も含む。

書誌ID=2003602747の原本については、国立国会図書館デジタルコレクション・図書館間送信

(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1902260)にも収録されている。

対象期間：明治～平成7年。週刊誌・女性誌・月刊総合誌など、大宅壮一文庫で所蔵している雑誌の記事を採録した

もの。人名と件名の2つの方法で探索することができる。詳細は講習会中に紹介。

対象期間：昭和12年9月～昭和19年12月。『東京堂月報』『読書人』に掲載された「支那事変関係記事索引」「第二

次欧洲大戦関係記事索引」「大東亜戦争関係記事索引」の邦文記事を記事内容の分類ごとに収録。『戦時下の言論』

（書誌ID=2003604382）をこの資料の執筆者名索引として利用できる。

対象期間：明治30～昭和20年。プロレタリア文学や思想に関する著作で雑誌・新聞に掲載の記事・作品を採録。刊

行年月順および執筆者名索引あり。本書とは別に、プロレタリア作家とその周辺の人物の図書や合集等掲載作品を調

べることのできる『日本プロレタリア文学書目』（書誌ID=2004113891）もある。


