
Call. No. タイトル Title romanized
中国語読み・その他のタ

イトル 編者 出版社 出版地 刊行頻度 所蔵巻次年 Note Doc
A475 新しき街 Atarashiki machi 奇想天外雑誌 中華国際新聞社事業部 大阪 月刊 1巻2号(6/1948)

B193 牡丹 Botan
中華民国留日同学総会北九

州同学会

中華民国留日同学総会北

九州同学会 [八幡] 月刊 1巻4号(12/1946) 謄写刷り

C224 中国文化 Chugoku bunka 中国文化協会編 中国文化協会 不定期

1集(6.1947) - 
4集(8.1948) The Chinese Culture

C225 中国文摘 Chugoku bunteki 中華国際新聞社 大阪 月2回刊 1巻2号(1/1949) 本文中国語 ; 検閲

C229 中国同好会会報 Chugoku dokokai kaiho 中国同好会 中国同好会 大阪 7/1948-9/1948
7/1948発行者「関西文化団体

懇談会」; 検閲

C230 中国語学 Chugokugogaku 中国語学研究会 中国語学研究会 京都 17-26(7/1948-5/1949) 欠：19,20, 22-25

C231 中国語雑誌 Chugokugo zasshi 株式会社帝国書院 東京 月刊

2巻1号(1/1947)-
4巻5号(10/1949)

「新中華」(S-
3116)の改題。卷次継承。; 
検閲

C232 中国評論 Chugoku hyoron 株式会社日本評論社 東京 月刊

1巻1号(6/1946)-
2巻2号(2/1947); 
以後廃刊 検閲 ゲラあり

C233 中国研究 Chugoku kenkyu 中国研究所編 株式会社日本評論社 東京 季刊 1-9号(6/1947-9/1949) 検閲 原稿・ゲラあり;

C234 中国研究所所報 Chugoku kenkyujo shoho 社団法人中国研究所 社団法人中国研究所 東京 1-22号([3/1947]-8/1949)

「中国資料月報」(C-
243)と改題。卷次継承;欠：20
号; 検閲

C235 中国研究所所報特報

Chugoku kenkyujo shoho 
tokuho 社団法人中国研究所 社団法人中国研究所 東京 2-3(3/1949-5/1949)

C236 中国公論 Chugoku koron 留日華僑総会社会組 留日華僑総会社会組 東京 月刊

1巻1号-2巻2号(6/1948-
3/1949) 検閲

C241 中国資料 Chugoku shiryo 社団法人中日文化研究所 社団法人中日文化研究所 東京 月刊 1-4(11/1946-2/1948) ゲラあり

C242 中国資料月報 Chugoku shiryo geppo 中国研究所編 中国研究所 東京 2-4(12/1946-2/1947) 検閲

C243 中国資料月報 Chugoku shiryo geppo 中国研究所[編] 社団法人中国研究所 東京 no. 23(10/1949)

「中国研究所所報」(C-
234)の改題。卷次継承。; 
検閲

C244
中国資料旬報:東亜貿易の資料

速報 Chugoku shiryo jumpo 中国研究協会 中国研究協会 大阪 旬刊

1巻8号-1巻15号(7/25/49-
10/5/49) 欠：1巻9-14号; 検閲

C245 中国と日本 Chugoku to nihon 復興印書館 東京

1巻1号-1巻2号(7/1947-
7/1948) 検閲

C246 中国よみもの Chugoku yomimono 株式会社国際新聞社 大阪 月刊

1巻1号-1巻3号(10/1948-
12/1948)

1巻1-
2号出版者「中華国際新聞社

」; 検閲

C249 中華 Chuka 中華社 東京 [月刊] 1巻1号(1/1948)
C250 中華評論 Chuka hyoron 中華評論社 門司 2号(4/1947)

H834 華光 Hua kuang 華光社[編] 華光社 月刊

1巻1期(5/1946)-
2巻7・8期(10.1947) 中文

K0840 経済通信 Keizai tsushin 華僑経済振興会出版局 華僑経済振興会出版局 東京 月刊

1巻1号-3号(6/1947-
9/1947) 検閲 ; 廃刊(4号) 1巻4・5号のゲラあり; 

K1393 黄河 Koga 黄河社 大阪 隔月刊

1巻1-3号(5/1947-
11/1947) 本文中国語 1巻4号のゲラあり

K2118 僑風 Kyofu 僑風社 京都 月刊

1巻1期-6期(3/1947-
12/1947) 本文中国語; 検閲

K2219 僑声 Kyosei Chiao sheng 大阪華僑総会文化部 大阪華僑総会文化部 大阪 旬刊

9-15号(7/21/46-
9/21/46), 16-
21号(7/1947-8/1947)

本文中国語; 9-
15号編者「中華民国大阪華僑

連合会文化部」; 欠：10, 13, 
14, 18 ; 検閲 13・14号のゲラあり; 

M387 民鐘 Minsho 国際民鐘社 国際民鐘社 東京 月刊

1巻1号(12.1946)-3巻8-
10号通20号(12.1948) 中日文化総合誌

P53 ぽんゆう Ponyu The Friend 朋友 中華公論社 東京 月刊

2巻3号-3巻1号(12/1948-
1/1949)

S1297 支那学 Shinagaku 支那学社編 株式会社弘文堂書房 東京 年4回刊

11巻4号-
12巻1・2号(7/1946-
9/1946)

GORDON W. PRANGE COLLECTION - ゴードン W. プランゲ文庫
Magazines published by the Chinese press during the early years of Occupation of Japan (1945-1949)
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S1315 新中国 Shin chugoku 株式会社実業之日本社 東京 [月刊]

1巻1号-
2巻10号[通号]19号(3/19
46-1/1948) 検閲 原稿・ゲラあり

S1316 新中華 Shin chuka 株式会社帝国書院 東京 月刊

1巻1号-5号(6/1946-
12/1946)

「中国語雑誌」(C-
231)と改題。卷次継承。; 
欠：1巻4号

S1432 新華僑 Shin kakyo 華僑文化研究会 華僑文化研究会 京都 1号(9/1948) 検閲

S1509 新日華 Shin nikka 日支問題研究会 日支問題研究会 東京 月刊 復刊1巻1号(7/1946) 検閲 ゲラあり

S2336 淑女 Shukujo
学芸社淑女編集部（中華学

芸社？） 学芸社淑女編集部 東京 月刊

1巻1号(1.1948)-
1巻3号(3.1948) 

T454 桃源 Togen 中日文化雑誌 株式会社吉昌社 東京 月刊

1号(10.1946)-
4・5号(9.1947), 
2巻1号(1.1948), 
1948年9月号(9.1948)-
1948年11月号(11.1948), 
4巻1号(1.1949)-
4巻3号(6.1949)

T463 党報 Toho
中国国民党駐神戸直属支部

執行委員会宣伝科編

中国国民党駐神戸直属支

部執行委員会 [神戸]
36年国慶紀念号(10/194
7) 本文中国語

Za49 歯友 Shiyu 大燿社 大燿社 大阪 1号（1947？） 月刊; 停刊
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