日中文庫目録
その他の言語のタイ
トル
URL

The Japan‑China Library Collection Catalogue
http://doi.org/10.15055/00005552

マ イ ク ロ 資 料
日本で購入したもの
1

極東国際軍事裁判関係資料集成 : 国士館大学附属図書館所蔵 : 英文速記録.
-- マイクロフィルム版. -- 第 1 期 Ea-001-第 1 期 Ea-093. -- 柏書房, 1994.9.
35mm マイクロフィルム 93 リール

2

極東国際軍事裁判関係資料集成 : 国士館大学附属図書館所蔵 : 証拠資料（和
文）. -- マイクロフィルム版. --第 1 期 Je-001-第 1 期 Je-060. -- 柏書房,
1994.9.
35mm マイクロフィルム 60 リール

3

極東国際軍事裁判関係資料集成 : 国士館大学附属図書館所蔵 : 判決及び個別
意見（英文）. -- マイクロフィルム版. -- 第 1 期 Ed-001-第 1 期 Ed-008. -- 柏
書房, 1994.9.
35mm マイクロフィルム 8 リール

4

外務省帝国議会調書 : 外務省外交史料館所蔵. -- マイクロフィルム版. -- 雄
松堂出版, 1998.10.
35mm マイクロフィルム 24 リール

5

外務省帝国議会調書 : 外務省外交史料館所蔵 . -- マイクロフィルム版. -雄松堂出版, 1998.10.
35mm マイクロフィルム 114 リール

6

[日本外交文書] ; WT series, reel no. 91 - MT series, reel no. 238. -Photoduplication Service, Library of Congress, 1954.
【内訳】
Archives in the Japanese Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, Japan,
1868-1945 : microfilms for the Library of Congress 1949-1951. [Meiji-Taisho
documents] : [Japan. Ministry of Foreign Affairs]. -- マイクロフィルム
版. – Photoduplication Service, Library of Congress，1954.
35mm マイクロフィルム 804 リール
Archives in the Japanese Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, Japan,
1868-1945 : microfilms for the Library of Congress 1949-1951. [Showa
documents] : [Japan. Ministry of Foreign Affairs]. -- マイクロフィルム
版. -- Photoduplication Service, Library of Congress，1954.
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35mm マイクロフィルム 722 リール
Archives in the Japanese Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, Japan,
1868-1945 : microfilms for the Library of Congress 1949-1951.

[Special

studies] : [Japan. Ministry of Foreign Affairs]. -- マイクロフィルム版.
-- Photoduplication Service, Library of Congress，1954.
35mm マイクロフィルム 185 リール
Archives in the Japanese Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, Japan,
1868-1945 : microfilms for the Library of Congress 1949-1951.

[Papers

rocovered in October 1950 by the Ministry of Foreign Affairs from the estate
of the late Matsumoto Tadao, Parliamentary Vice-Minister] : [Japan.
Ministry of Foreign Affairs]. -- マイクロフィルム版. -- Photoduplication
Service, Library of Congress，1954.
35mm マイクロフィルム 76 リール
Archives in the Japanese Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, Japan,
1868-1945 : microfilms for the Library of Congress 1949-1951. [Unindexed
Documents] : [Japan. Ministry of Foreign Affairs]. -- マイクロフィルム
版. -- Photoduplication Service, Library of Congress，1954.
35mm マイクロフィルム 52 リール
7

満鐵調査月報 / 南満洲鐵道株式會社總務部調査課.. -- マイクロフィルム版.
-- 1 號 (大 8.12)-6 号 (大 9.9) ; 2 巻 1 号 (大 11.3)-10 巻 1 號 (昭 5.1). -雄松堂書店. 1996.
35mm マイクロフィルム 37 リール

8

南満洲鉄道株式会社社報 / 奉天

鉄道総局. -- マイクロフィルム版. --

柏

書房. 1994.
35mm マイクロフィルム 80 リール
9

林出賢次郎関係文書. -- マイクロフィルム版. -- 1-10，明細書第 1 分冊, 外
務省外交史料館所蔵文書；付属資料：解題目録（92p）＝（明細書第 1 分冊）？.
-- 雄松堂出版. 1999.
35mm マイクロフィルム 10 リール

10 満蒙事情. -- [マイクロフィルム版]. -- 10 巻 2 号 (昭 5.2)-11 巻 8 号 (昭 6.8).
-- 雄松堂書店(製作).
35mm マイクロフィルム 2 リール
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11 村上義一文書. -- マイクロフィルム版. -- リール 1-18，収録文書目録. -- 雄
松堂出版 (製作), 2002.10.
35mm マイクロフィルム 18 リール
12 八田嘉明文書 : 早稲田大学現代政治経済研究所所蔵 / [早稲田大学現代政治経
済研究所編] ; セット - [10]R-19,20. -- マイクロフィルム版. -- 雄松堂出
版, 1995.12.
35mm マイクロフィルム 42 リール
13 東亜同文書院大旅行誌 ; 1 - 14. -- 雄松堂書店, 1996.
35mm マイクロフィルム 14 リール
14 後藤新平文書 / 水沢市立後藤新平記念館編 ; セット - [10]R-19,20. -- マイ
クロフィルム版. -- 水沢市立後藤新平記. [1980].
35mm マイクロフィルム 88 リール
15 中国調査旅行報告書 / 東亜同文書院. -- 雄松堂出版, 1996.
35mm マイクロフィルム 136 リール
16 南滿洲鐵道株式會社社報. -- マイクロフィルム版. -- 1 號 (明 40.3.29)-11359
號 (昭 20.5.31). -- 柏書房, 1994.
別冊解題(21p)
35mm マイクロフィルム 80 リール

中国で購入したもの
档案
17 軍督部堂 / ［遼寧省档案館］. -- 1900（光緒 26）年-1909（宣統元）年. -- [マ
イクロフィルム版]. -- 遼寧省档案館, 1998.
16mm マイクロフィルム 38 リール
18 蒙荒総局 / ［遼寧省档案館］.

-- 1903（光緒 29）年-1911（宣統 3）年. -- 遼

寧省档案館, 1998.
16mm マイクロフィルム 1 リール
19 安奉鉄路購地総局 / ［遼寧省档案館］.

-- 1909（宣統元）年-1912（民国元）

年. -- 遼寧省档案館, 1998.
16mm マイクロフィルム 1 リール
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20 奉天旗務処 / ［遼寧省档案館］. -- 1907（光緒 33）年-1911（宣統 3）年. -遼寧省档案館, 1998.
16mm マイクロフィルム
21 中日商辧本渓湖煤鉄公司専題 / ［遼寧省档案館］. -- 1910（宣統 2）年-1931
（民国 20）年. -- 遼寧省档案館, 1998.
16mm マイクロフィルム 4 リール
22 《東三省官銀号》档案史料 / ［遼寧省档案館］. -- 1905（光緒 31）年-1931
（民国 20）年. -- 遼寧省档案館, 1998.
16mm マイクロフィルム 7 リール
23 東北地区禁煙禁毒档案史料 / ［遼寧省档案館］. -- 遼寧省档案館, 1999.
16mm マイクロフィルム 5 リール
24 “九・一八”事変档案史料 / ［遼寧省档案館］.

-- 1928（民国 17）年-1932

（民国 21）年. -- 遼寧省档案館, 1998.
16mm マイクロフィルム 2 リール
25 時局記録 / 臨時鉄道部時局事務所.

-- 第 1 報（1931（昭和 6）年 9 月 19 日）

-第 1610 報（1932（昭和 7）年 3 月 8 日）. -- 遼寧省档案館, 1994.
16mm マイクロフィルム 1 リール
26 北鉄接収記録 / 哈爾濱鉄路局.

-- 1935（康徳 2）年 12 月. -- 遼寧省档案館,

1996.
16mm マイクロフィルム 3 リール
27 抗日战争正面战场档案史料选辑 / ［中国第二歴史档案館］. -- 1939-1945 年. -中国第二歴史档案館, 1998.
16mm マイクロフィルム 94 リール

文書

単行本

28 張大元帥哀輓録. -- 遼寧省档案館, 1998.
マイクロフィッシュ 7 シート
29 東北年鑑 / 東北文化社年鑑編纂. -- [遼寧省図書館], 1998.
原本の出版事項：瀋陽

東北文化社，1931.

35mm マイクロフィルム 2 リール
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࣐ࢡࣟࣇࢵࢩࣗ ࢩ࣮ࢺ




 ‶Ὢᅜᅜ᭷㕲㐨⏝ᆅ㈙ᴗົ㈨ᩱ㢮ᢒ㕲㐨⥲ᒁ㑈ᑀ┬ᱟ㤋



ཎᮏࡢฟ∧㡯㸸㹙ዊኳ㹛 㕲㐨⥲ᒁ㸪㸦 㸧ᖺ  ᭶㸪S



࣐ࢡࣟࣇࢵࢩࣗ ࢩ࣮ࢺ




 ㏻㛵ಀつ㞟㸸‶Ὢᅜཬ㛵ᮾᕞ༡‶Ὢ㕲㐨ᰴᘧ♫㕲㐨⥲ᒁ㑈ᑀ┬
ᱟ㤋



ཎᮏࡢฟ∧㡯㸸㹙ዊኳ㹛 㹙༡‶Ὢ㕲㐨ᰴᘧ♫㕲㐨⥲ᒁ㹛㸪㸦 㸧
ᖺ  ᭶㸪S




PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ

 ‶Ὢ㏻㛵ಀᅗ᭩┠㘓㸸༑ᅄᖺ᭶ᮎ⌧ᅾ༡‶Ὢ㕲㐨ᰴᘧ♫ㄪᰝ㒊
㑈ᑀ┬ᱟ㤋



ཎᮏࡢฟ∧㡯㸸㹙㐃㹛 ༡‶Ὢ㕲㐨ᰴᘧ♫㸪㸦 㸧ᖺ  ᭶㸪S㸹
⛎




࣐ࢡࣟࣇࢵࢩࣗ ࢩ࣮ࢺ

 အ∞℈㸫㐃㛫⮬ື㌴ᑓ⏝㐨㊰ィ⏬ᑵ࠸࡚㸸㐨㊰◊✲➨୍㍴㏻㒊㐨㊰
ྖ㑈ᑀ┬ᱟ㤋



ᙳ㸸㑈ᑀ┬ᱟ㤋㸹ཎᮏࡢฟ∧㡯㸸㹙᪂ி㹛 ㏻㒊㐨㊰ྖ㸪㸦ᗣᚨ 㸧
ᖺ  ᭶㸪S




࣐ࢡࣟࣇࢵࢩࣗ ࢩ࣮ࢺ

 အ∞℈㸫㐃㛫⮬ື㌴ᑓ⏝㐨㊰ィ⏬ᑵ࠸࡚㸸㐨㊰◊✲➨୍㍴㏻㒊㐨㊰
ྖ㑈ᑀ┬ᱟ㤋



ᙳ㸸㑈ᑀ┬ᱟ㤋㸹ཎᮏࡢฟ∧㡯㸸㹙᪂ி㹛 ㏻㒊㐨㊰ྖ㸪㸦ᗣᚨ 㸧
ᖺ  ᭶㸪S




࣐ࢡࣟࣇࢵࢩࣗ ࢩ࣮ࢺ

 ℈㯮㕲㐨ࣀᩜタィ⏬㐣⛬ࢽࢣࣝእᨻ⟇ྐⓗ⪃ᐹ㸸㝃℈㯮㕲㐨㛵ಀ᮲⣙㞟
‶㕲ㄪᰝ㒊㈨ᩱㄢ➨୕⦅⧩ಀ㑈ᑀ┬ᱟ㤋



ཎᮏࡢฟ∧㡯㸸㹙㐃㹛 㹙‶㕲ㄪᰝ㒊㈨ᩱㄢ㹛㸪㸦 㸧ᖺ  ᭶㸪
S㸹
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࣐ࢡࣟࣇࢵࢩࣗ ࢩ࣮ࢺ

 ᮾΎ㕲㐨㈨ᩱ㸸‶㕲♫ဨྀ᭩➨භ༑୕㍴㌷ྖ⩏⏨㑈ᑀ┬ᱟ㤋




ཎᮏࡢฟ∧㡯㸸㹙㐃㹛 ‶㕲♫ဨ㸪 ᖺ  ᭶㸪S



࣐ࢡࣟࣇࢵࢩࣗ ࢩ࣮ࢺ



ᐃᮇห⾜≀

 㔝ᡓ㕲㐨ᥦ⌮㒊㒊ሗ㔝ᡓ㕲㐨ᥦ⌮㒊࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧㸦᫂
 㸧ᖺ  ᭶  ᪥㸦᫂ 㸧ᖺ  ᭶  ᪥㑈ᑀ┬ᅗ᭩㤋




Ḟྕ࠶ࡾ
PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ

 㛵ᮾ㒔╩ᗓᗓሗ㛵ᮾ㒔╩ᗓ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧㸦᫂ 㸧ᖺ
 ᭶  ᪥㸦ṇ 㸧ᖺ  ᭶  ᪥㑈ᑀ┬ᅗ᭩㤋



Ḟྕ࠶ࡾ



PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ




 㛵ᮾᗇᗇሗ㛵ᮾᗇ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧㸦ṇ 㸧ᖺ  ᭶ 
᪥㸦 㸧ᖺ  ᭶  ᪥㑈ᑀ┬ᅗ᭩㤋



Ḟྕ࠶ࡾ



PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ




 ᮾᨭ㕲㐨ᖺሗᮾᨭ㕲㐨⤒῭ㄪᰝᒁ⦅㸪༡‶Ὢ㕲㐨ᰴᘧ♫အ∞℈ົᡤㄪᰝ
ㄢヂ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧ ᖺᗘ㸦㸦ṇ 㸧ᖺ㸧 ᖺ∧
㸦㸦 㸧ᖺ㸧㑈ᑀ┬ᅗ᭩㤋




PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ

 ᆅ᪉⤒Ⴀ⤫ィᖺሗ༡‶Ὢ㕲㐨ᰴᘧ♫ᆅ᪉㒊ᗢົㄢ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ
∧ṇ  ᖺᗘ㸦㸦ṇ 㸧ᖺ㸧  ᖺᗘ㸦㸦 㸧ᖺ㸧
㑈ᑀ┬ᅗ᭩㤋





PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ


 ዊኳබሗ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧  ୰⳹Ẹᅧ >@ 
 ୰⳹Ẹᅧ >@ 㑈ᑀ┬ᱟ㤋



PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ
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 㑈ᑀ┬ᨻᗓබሗ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧୰⳹Ẹᅜ  ᖺ   ୰⳹Ẹᅜ
>@ ୰⳹Ẹᅜ  ᖺ   ୰⳹Ẹᅜ >@ 㑈ᑀ┬ᱟ
㤋



PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ

 ྜྷᯘබሗ࣐ࢡࣟࣇࢵࢩࣗ∧  ୰⳹Ẹᅧ >@ 
 ୰⳹Ẹᅧ >@ ྜྷᯘ┬ᱟ㤋>@



Ḟྕ࠶ࡾ



࣐ࢡࣟࣇࢵࢩࣗ ࢩ࣮ࢺ




 ྜྷᯘ┬ᨻᗓබሗ࣐ࢡࣟࣇࢵࢩࣗ∧  ୰⳹Ẹᅧ
>@   ୰⳹Ẹᅧ >@ ྜྷᯘ┬ᱟ㤋>@



Ḟྕ࠶ࡾ



࣐ࢡࣟࣇࢵࢩࣗ ࢩ࣮ࢺ




 㯮㱟Ụබሗ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧  ୰⳹Ẹᅧ >@  
୰⳹Ẹᅧ >@   ୰⳹Ẹᅧ >@   ୰⳹Ẹᅧ
>@ 㯮㱟Ụ┬ᱟ㤋>@




PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ

 㯮㱟Ụ┬ᨻᗓබሗ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧  ୰⳹Ẹᅧ
>@   ୰⳹Ẹᅧ >@ 㯮㱟Ụ┬ᱟ㤋
>@




PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ

 ᮾᨻົጤဨ㐌ห࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧  ୰⳹Ẹᅜ
>@   ୰⳹Ẹᅜ >@ 㑈ᑀ┬ᱟ㤋




PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ

 ㌷᭶หᮾ㎶㜵㌷ྖ௧㒊㛗ᐁබ⨫ᮾ㌷᭶ห♫࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ
∧➨  ᮇ㸦㸦Ẹᅜ 㸧ᖺ  ᭶㸧➨  ᮇ㸦㸦Ẹᅜ 㸧ᖺ  ᭶㸧
୰⳹ᅜᅗ᭩㤋ᩥ⊩⦰ᚤ୰ᚰ




PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ

 ᅜẸእ㐌ሗ࣐ࢡࣟࣇࢵࢩࣗ∧  ୰⳹Ẹᅜ
>@   ୰⳹Ẹᅜ >@ 㑈ᑀ┬ᱟ㤋



࣐ࢡࣟࣇࢵࢩࣗ ࢩ࣮ࢺ
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 ዊኳ┬බ⨫බሗ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧  ྠ >@  
ྠ >@   ᗣᚨ >@   ᗣᚨ >@ 
୰⳹ᅜᅗ᭩㤋ᩥ⊩⦰ᚤ୰ᚰ



PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ

 ዊኳᕷᨻබᣕ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧ᗣᚨ >@ᖺ  ᭶ᗣᚨ >@
ᖺ  ᭶ ᮇ   ᗣᚨ >@  ᮇ   ᗣᚨ >@ 㑈ᑀ
┬ᱟ㤋




PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ

 ዊኳᕷ⤫ィ᭶ሗ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧ ᕳ   ᗣᚨ >@  ᕳ
  ᗣᚨ >@   ᗣᚨ >@   ᗣᚨ >@ 
㑈ᑀ┬ᱟ㤋




PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ

 ℘㝧⦩බ⨫බሗ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧  ᗣᚨ >@ 
 ᗣᚨ >@ 㑈ᑀ┬ᱟ㤋





Ḟྕ࠶ࡾ
PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ

 ℘㝧⦩බሗ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧  ᗣᚨ >@ୖ᪪ 
 ᗣᚨ >@ 㑈ᑀ┬ᱟ㤋



ࠕ℘㝧⦩බ⨫බሗࠖࡢᨵ㢟



PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ




 ‶Ὢ㏻㏻㒊⮧ᐁᡣ㈨ᩱ⛉࣐ࢡࣟࣇࢵࢩࣗ∧➨  ᕳ➨ 
ྕ㸦㸦ᗣᚨ 㸧ᖺ ᭶  ᪥㸧➨  ᕳ➨ ྕ㸦㸦ᗣᚨ 㸧ᖺ ᭶ 
᪥㸧㑈ᑀ┬ᱟ㤋




࣐ࢡࣟࣇࢵࢩࣗ ࢩ࣮ࢺ

 ㏻㒊㈨ᩱ㏻㒊⮧ᐁᡣ㈨ᩱ⛉࣐ࢡࣟࣇࢵࢩࣗ∧➨  ᕳ➨ 
ྕ㸦㸦ᗣᚨ 㸧ᖺ ᭶  ᪥㸧➨  ᕳ➨  ྕ㸦㸦ᗣᚨ 㸧ᖺ ᭶ 
᪥㸧㑈ᑀ┬ᱟ㤋




࣐ࢡࣟࣇࢵࢩࣗ ࢩ࣮ࢺ

 ᪂㟷ᖺ‶Ὢᅜ༠ዊኳ㟷ᖺᅋ᪂㟷ᖺ♫࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧➨ 
ྕ㸦㸦ᗣᚨ 㸧ᖺ  ᭶  ᪥㸧➨ ࣭ ྕ㸦㸦ᗣᚨ 㸧ᖺ  ᭶  ᪥㸧
୰⳹ᅜᅗ᭩㤋ᩥ⊩⦰ᚤ୰ᚰ 



PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ
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85 工程 = The journal of the Chinese Engineering Society / 中華工程学会. -マイクロフィルム版. -- 第 1 号（1935（康徳 2）年 10 月 30 日）-第 99・100
号（1940（康徳 7）年 6 月 1 日）. -- 中華全国図書館文献縮微中心,

1991.

改題：「工程」→「工程月刊」→「工程」
16mm マイクロフィルム 4 リール
86 戦幹 / 軍事委員会戦時工作幹部訓練団第四団政治部戦幹三日刊編輯室. -- マ
イクロフィルム版. -- 第 8 期（1938（民国 27）年 9 月 22 日）-第 224 期（1945
（民国 34）年 7 月 10 日）. -- 中華全国図書館文献縮微中心,

1992.

16mm マイクロフィルム 1 リール
87 抗戦文芸：中華全国文芸界抗敵協会会報. -- マイクロフィルム版. -- 第 1 号
（1935（康徳 2）年 10 月 30 日）-第 99・100 号（1940（康徳 7）年 6 月 1 日）.
-- 中華全国図書館文献縮微中心,

1983.

35mm マイクロフィルム 3 リール
88 全民抗戦 / 鄒韜奮，柳湜主編 .-- マイクロフィルム版. -- 第 1 号（1938（民
国 27）年 7 月 7 日）-第 157 号（1941（民国 30）年 2 月 22 日）. -図書館文献縮微中心,

中華全国

1992.

35mm マイクロフィルム 2 リール
89 訳報週刊. -- マイクロフィルム版. -- 第 1 巻第 1 期（1938（民国 27）年 10
月 10 日）-第 2 巻第 10・11 期（1939（民国 28）年 6 月 22 日）. -- 中華全国図
書館文献縮微中心,

1990.

35mm マイクロフィルム 1 リール
90 華文大阪毎日 / ［大阪］［大阪毎日新聞社］，［東京］［東京日日新聞社］. -マイクロフィルム版. -- 第 1 巻第 1 期（1938 年 11 月）-第 9 巻第 12 期（1942
年 12 月）. -- 中華全国図書館文献縮微中心,

1989.

16mm マイクロフィルム 3 リール
91 敵情研究 / 国民政府軍事委員会政治部第三庁. -- マイクロフィルム版. -- 第
1 期（1939（民国 28）年 3 月 1 日）-第 30 期（1940（民国 29）年 8 月 20 日），
全一冊（1941 年）. -- 中華全国図書館文献縮微中心,

1991.

16mm マイクロフィルム 1 リール
92 華北政務委員会公報 / 華北政務委員会政務庁情報局. -- マイクロフィルム版.
-- 第 1 期（1940（民国 29）年 6 月 9 日）-第 354 期（1945（民国 34）年 5 月＊
日）. -- 中華全国図書館文献縮微中心,
16mm マイクロフィルム 6 リール
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1991.

93 野草 / 秦似ほか .-- マイクロフィルム版. -- 創刊号（1940（民国 29）年 8
月 20 日）-第 5 巻第 5 期（1943（民国 32）年 6 月 1 日），復刊号（1946 年 10
月 1 日）-第 7 期（1948 年 1 月 1 日）. --

中華全国図書館文献縮微中心, 1990.

月刊；第 6 号（1947 年 12 月１日）より『野草文叢』と改名
35mm マイクロフィルム 2 リール
94 三民主義週刊 / 国民政府軍事委員会政治部第三庁. -- マイクロフィルム版.
-- 第 1 巻第 1 期（1941（民国 30）年 1 月 1 日）-第 2 巻第 25 期（1942（民国
31）年 4 月 25 日）. -- 中華全国図書館文献縮微中心,

1991.

16mm マイクロフィルム 1 リール
95 三民主義半月刊 / 三民主義半月刊. -- マイクロフィルム版. -- 第 1 巻第 1 期
（1942（民国 31）年 7 月 1 日）-第 11 巻第 7 期（1947（民国 36）年 12 月 15 日）.
-- 中華全国図書館文献縮微中心,

1989.

16mm マイクロフィルム 2 リール
新聞
96 順天時報.-- マイクロフィルム版. -- 1905（光緒 31）年 8 月 22 日-1930（民国
19）年 3 月 27 日. -- 中華全国図書館文献縮微中心,

1986.

欠号あり
35mm マイクロフィルム 104 リール
97 東三省民報.-- マイクロフィルム版. -- 1923（民国 12）年 10 月 26 日-1932（民
国 21）年 8 月 31 日. -- 中華全国図書館文献縮微中心,

1980.

35mm マイクロフィルム 23 リール
98 武漢日報.-- マイクロフィルム版. -- 1929（民国 18）年 8 月 31 日-1949（民国
38）年 11 月 18 日. --

中華全国図書館文献縮微中心,

1989.

欠号あり
35mm マイクロフィルム 78 リール
【内訳】
武汉日报. -- マイクロフィルム版. -- 83 號 (中華民國 18[1929].8.31)-3421
號 (中華民國 27[1938].10.24 ). -- 中華全国図書館文献縮微中心, 1989.
武汉日报 : 宜昌. -- マイクロフィルム版. -- 273 號 (中華民国
27[1938].10.26)-856 號 (中華民国 29[1940].6.5 ). -- 中華全国図書館文献縮
微中心, 1989.
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Ṋ≿᪥ᣛᜠ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧>@ ୰⳹Ẹᅜ
>@   ୰⳹Ẹᅜ >@ ୰⳹ᅜᅗ᭩㤋ᩥ⊩⦰
ᚤ୰ᚰ





Ṋ≿᪥ᣛ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧  ୰⳹Ẹᅜ >@ 
 ୰⳹Ẹᅜ >@ ୰⳹ᅜᅗ᭩㤋ᩥ⊩⦰ᚤ୰ᚰ



Ṋ≿᪥ᣛᰗᕞ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧  ୰⳹Ẹᅜ
>@   ୰⳹Ẹᅜ >@ ୰⳹ᅜᅗ᭩㤋ᩥ⊩
⦰ᚤ୰ᚰ




 ℘㝧᪥ሗᯘᐙ⌹࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧ ᖺ  ᭶  ᪥ ᖺ 
᭶  ᪥ ୰⳹ᅜᅗ᭩㤋ᩥ⊩⦰ᚤ୰ᚰ 



Ḟྕ࠶ࡾ



PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ



 ℘㝧᪥ሗ℘㝧᪥ሗ♫࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧ ᖺ  ᭶  ᪥
ᖺ  ᭶  ᪥ ୰⳹ᅜᅗ᭩㤋ᩥ⊩⦰ᚤ୰ᚰ 


 ᖺ  ᭶  ᪥ࡽࠗ℘㝧ᬌሗ࠘ᨵྡ㸪 ᖺ  ᭶  ᪥ࡽࠗ℘㝧᪥ሗ࠘
ᡠࡿ



PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ



 㚩㐨⦻ᒁሗ>࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧@      
 㑈ᑀ┬ᱟ㤋


PP ࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ ࣮ࣜࣝ



 㚩㊰⦻ᒁ⦻ᒁሗ>࣐ࢡࣟࣇ࣒ࣝ∧@  ᗣᚨ >@ 
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