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ＡＢＣ文化 名古屋ＡＢＣ［編］ 名古屋ＡＢＣ 1巻8号(1946年12月) 名古屋

ＣＮＣ 中部日本倶楽部［編］ 中部日本倶楽部 3巻6号(1949年6月)～3巻9号(1949年9
月)

名古屋

Ｈａｌｆ  ｍｏｎｔｈｌ
ｙ

英文社 2巻5号(1948年6月1日)～2巻12号
(1948年12月1日)

名古屋

Ｋａｔｅ 第一生命名古屋業務部組合文化
部［編］

第一生命名古屋業務部組合文
化部

Ｎｏ．2(［1947年］8月) ［名古屋］

ＫＢＣ 経済文化ニュース社経済文化
倶楽部

7号(1949年5月) 名古屋

Ｎｅｗ  ｓｔｙｌｅ 名古屋ミシン工芸女学校編 名古屋ミシン工芸女学校出版
部

1946年秋冬の号(1946年10月) 名古屋

Ｐｌａｓｍａ 愛知県一宮高等学校生物部[編] 愛知県一宮高等学校生物部 2(1949年3月) 一宮

Ｐ．Ｔ．Ａ つるま 鶴舞小学校Ｐ．Ｔ．Ａ[編] 鶴舞小学校Ｐ．Ｔ．Ａ 1号(1949年2月) 名古屋

愛三 愛三工業株式会社労働協議会編 愛三工業株式会社 1号(1947年1月)～2号(1949年8月) 名古屋

愛知トヨタ 愛知トヨタ自動車株式会社[編] 愛知トヨタ自動車株式会社 5号(1947年12月)～22号(1949年9月) 名古屋

愛地労委月報 愛知地方労働委員会事務局編 愛地労委事務局内労働問題研
究会

[1巻]1号(1948年5月)～2巻6号(1949
年9月)

名古屋

青い花 交友会青い花社［編］ 交友会青い花社 16号(1948年9月)～29号(1949年10月) 松平村(愛知県)

青空 青空社［編］ 青空社 5巻4号通刊31号(1948年4月) 常滑町(愛知県)

朝明 東海アララギ会編 東海アララギ会 1巻1号(1947年3月)～3巻5号［通号］
19号(1949年5月)

名古屋

朝霜 朝霜歌会［編］ 朝霜歌会 9号(1946年11月)～15号(1948年9月) 西尾町(愛知県)

あつた 熱田神宮宮庁［編］ 熱田神宮宮庁 4号(1948年9月)～7号(1949年5月) 名古屋

いさよひ いさよひ川柳社［編］ いさよひ川柳社 1号(1948年3月)～1巻8号(1948年10
月)

古知野町(愛知県)

いづみ いづみ文芸社 1輯(1946年8月)～2巻1集(1947年2月) 豊川

泉 国鉄名古屋工機部泉同人［編］ 国鉄名古屋工機部泉同人 1巻2号(1947年10月)，2巻7号(1948年
3月)

名古屋

泉 泉連合青年団［編］ 泉連合青年団 1号(1947年6月) 泉村(愛知県)

いちばん星 名古屋市教員組合編 株式会社児童新聞社 1947年10月号～1948年6月号 名古屋

一味 一味会［編］ 一味会 248号(1948年9月)～258号(1949年9
月)

津島

イトオテルミー報 国産治術イトオテルミー合名会
社［編］

国産治術イトオテルミー合名
会社

1号(1949年1月)～9号(1949年9月) 今伊勢町(愛知県)

猪伏 国立愛知療養所俳句会［編］ 国立愛知療養所俳句会 2巻1号(1949年1月)～2巻5号(1949年7
月)

大府町(愛知県)

ウキグサ ウキグサ発行所[編] ウキグサ発行所 4巻[通号]31輯(1949年1月) 名古屋

雨月 大橋桜坡子主宰 雨月発行所 1巻1号(1949年4月)～1巻5号(1949年9
月)

名古屋

うたの友 歌之友社[編] 歌之友社 251号更生22号(1949年1月)～260号更
生31号(1949年10月)

豊橋

梅の薫 荒子青年文化会[編] 荒子青年文化会 1946年銷夏号(1946年7月), 1946年8
月号(1946年8月)～1947年6月号(1947
年6月)

名古屋

映画感覚 名古屋アメリカ映画文化協会
［編］

名古屋アメリカ映画文化協会 1号(1948年8月) 名古屋

英語の友  上級用 中部日本新聞社内中部日本英
語文化研究会

2巻12号(1947年12月)～4巻11号(1949
年11月)

名古屋

英語の友  初級用 中部日本新聞社内中部日本英
語文化研究会

2巻12号(1947年12月)～4巻11号(1949
年11月)

名古屋

エコノミックダイジェス
ト

全国商工協力会出版部［編］ 全国商工協力会出版部 2号(1948年10月)～4号(1948年12月) 名古屋

園芸 愛知県園芸試験場内則天会[編] 愛知県園芸試験場内則天会 復刊1巻1号(1947年11月)～［復刊］3
巻9号(1949年9月)

清洲町(愛知県)

オアシス オアシス社 1巻1号(1949年4月) 蒲郡町(愛知県)

オール大衆 朝日出版社 1巻1号(1948年7月)～1巻2号(1948年9
月)

名古屋

オールフレンド 国際公司出版部 1号(1948年3月)～2号(1948年4月) 名古屋

岡崎週報 岡崎週報社 2巻1号(1949年1月5日) 岡崎

雄叫 田原町青年会文化部編 田原町青年会 2号(1946年12月)～3号(1947年3月) 田原町(愛知県)

乙女の港 乙女の港社 28号(1949年2月) [祖父江町(愛知
県)]

尾張時報 尾張時報社 2巻8号(1948年8月)～3巻9号(1949年9
月)

津島

海郷 海郷詩社［編］ 海郷詩社 1輯(1946年12月)～2輯(1947年10月) 伊良湖岬村(愛知
県)

ガイダンス 株式会社黎明書房 1巻1号(1949年5月)～1巻4号(1949年8
月)

名古屋

ガイド 株式会社新日本ニュース社 1号(1948年2月) 名古屋

会友 犬山町青年連合会［編］ 犬山町青年連合会 1号(194？年) ［犬山町(愛知
県)］

学習プリント 名阪社 1948年12月号，1949年2月号～1949年
7月号

名古屋

岳人 岳人社 5号(1947年10月)～18号(1949年9月) 名古屋
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学生書道 学生書道研究会［編］ 学生書道研究会本部 1巻2号(1948年2月)～2巻[通号]19号
(1949年7月),2巻8号[通号]20号(1949
年8月)～2巻9号[通号]21号(1949年9
月)

新城町(愛知県)

学生論叢 愛知大学文化研究部編 愛知大学文化研究部 1号(1948年5月) 豊橋

学林 愛知県第一中学校校友会［編］ 愛知県第一中学校校友会 2号(1948年3月) 名古屋

果実 株式会社新泉書房 1巻1号(1947年7月)～8号(1948年11
月)

名古屋

果樹園 果樹園同人社［編］ 果樹園同人社 18輯(1946年3月) 大口村(愛知県)

春日井 春日井文化協会［編］ 春日井文化協会 2巻1号(1947年2月)～2巻2号(1947年7
月)

春日井

火星 火星社［編］ 火星社 2巻1号(1947年1月)～2巻12号(1947年
12月)

名古屋

学校と家庭 育生文化会編 育生文化会 1号(1949年5月)～4号(1949年10月) 名古屋

かやく 日本油脂株式会社武豊工場労働
組合［編］

日本油脂株式会社武豊工場労
働組合

17号(1948年4月)～31号(1949年8月) 武豊町(愛知県)

ガラ紡織 矢橋彦四郎監修 日本繊維研究会出版局 1(1947年10月)～3(1948年4月) 名古屋

刈工 刈谷工機株式会社［編］ 刈谷工機株式会社 1946年9・10月号(1946年10月)～1947
年1・2月号(1947年1月)

刈谷町(愛知県)

Ｋａｗａｎａ 名古屋市立川名中学校［編］ 名古屋市立川名中学校 1(1948年3月)～2(1949年3月) 名古屋

環境医学研究所年報 名古屋大学環境医学研究所
［編］

名古屋大学環境医学研究所 1947・48年度(1949年5月) 名古屋

観光の友 中部産業通信社 1号(1946年11月)～4号(1947年8月) 半田

関西医界時報 関西医界時報社 復刊23号(1948年10月)～復刊33号
(1949年8月）

名古屋

橄欖 愛知療養所聖書研究会［編］ 愛知療養所聖書研究会 3号(1949年3月) 大府町(愛知県)

きかんし 国鉄労働組合名古屋支部編 国鉄労働組合名古屋支部 1号(1949年4月)～2号(1949年8月) ［名古屋］

企業合理化実例 愛知県経営者協会［編］ 愛知県経営者協会 1輯(1949年7月) ［名古屋］

汽笛 日本車両労働組合［編］ 日本車両労働組合 1号(1946年8月) 名古屋

喜望峯 ＣＧＨ友の会［編］ ＣＧＨ友の会 1巻1号(1949年8月) 名古屋

教育研究所紀要 愛知第二師範学校教育研究所編 愛知第二師範学校教育研究所 1輯(1949年7月) 豊川

教育館報 名古屋市教育館［編］ 名古屋市教育館 1号(1949年4月) 名古屋

尭雲 尭雲社［編］ 尭雲社 12号(1947年8月)～23号(1948年7
月),37号(1949年9月)

上郷村(愛知県)

業苑 名古屋鉄道局総務部労働課編 名古屋鉄道局 2巻5号(1947年5月)～3巻12号(1948年
12月)

名古屋

郷土文化 郷土文化会［編］ 郷土文化会 3巻5号(1948年12月)～4巻3号(1949年
6月)

名古屋

銀河 銀河書房［編］ 銀河書房 1巻1号(1948年3月)～2巻2号(1949年2
月)

鳴海町(愛知県)

銀河 銀河書房［編］ 銀河書房 3巻4号通刊17輯(1947年6月)～5巻4号
通刊30集(1949年8月)

三好村(愛知県)

金城 金城女子専門学校新聞部編 金城女子専門学校新聞部 1(1949年3月) 名古屋

金属品商工時報 金属品商工時報社 2巻［通号］7・8号(1947年2月)～4巻
［通号］41号(1949年7月)

名古屋

近代 近代社 2巻［通号］15号(1948年11月)～3巻
［通号］22号(1949年7月)

名古屋

勤労タイムス 日本通運株式会社名古屋支社
［編］

日本通運株式会社名古屋支社
勤労課

12号(1948年12月)～13号(1949年4月) 名古屋

国の花 中央歌道会［編］ 中央歌道会 復刊1号通巻286号(1948年2月)～復刊
21号通巻306号(1949年10月)

天白村(愛知県)

くまかし くまかし短歌研究会［編］ くまかし短歌研究会 2巻4号通巻5号(1947年5－7月)～4巻1
号通巻15号(1949年3月)

名古屋

くみあい 全逓名古屋電報局支部［編］ 全逓名古屋電報局支部 8号(1947年9月)～ｎｏ．18(1949年6
月)

名古屋

雲 東海気象同好会編 東海気象同好会 1巻2号(1948年10月)～2巻4号(1949年
7月)

名古屋

群星 群星社［編］ 群星社 2巻8号[通号]10輯(1947年8月)～2巻
11号[通号]13号(1947年12月),3巻2号
(1948年2月)～3巻8・9号(1948年9月)

高岡村(愛知県)

群羊 大日本紡績労働組合犬山支部
［編］

大日本紡績労働組合犬山支部 [1947年]7月号～[1947年]10月
号,[1948年]7・8月号

犬山町(愛知県)

警苑 名古屋市警察局［編］ 名古屋市警察局警務課 1巻2号(1948年12月)～2巻9号(1949年
9月)

名古屋

経済春秋 物価調査会名古屋支部［編］ 物価調査会名古屋支部 1号(1949年1月)～9号(1949年9月) 名古屋

経済と文化 経済文化ニュース社［ほか］
［編］

経済文化ニュース社［ほか］ 1号(1948年9月)～5号(1949年2月) 名古屋

警職のあゆみ 国家地方警察愛知県本部職員組
合文化部編

国家地方警察愛知県本部職員
組合文化部

2号(1948年6月)～5号(1948年10月) ［名古屋］

警友 愛知県警察部編 愛知県警察部監察官室 復刊1号(1947年1月)，1947年2・3月
号～1948年1月号

名古屋

鶏友 株式会社鶏友社 11巻1号(1949年1月)～11巻10号(1949
年10月)

名古屋

警友あいち 国警愛知県本部教養課編 国警愛知県本部 1号(1949年5月)～5号(1949年9月) 名古屋

月刊商工案内 株式会社国際社 2巻6号通巻7号(1947年6月)～2年10号
通巻11号(1947年10月)

名古屋
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研究紀要 愛知第一師範学校男子部付属小
学校教育研究部編

愛知第一師範学校男子部付属
小学校教育研究部

2巻1～4分冊(1948年度) 名古屋

Ｋｅｎｋｏ 愛知県衛生振興会［編］ 愛知県衛生振興会 2巻2号(1949年2月)～2巻10号(1949年
10月)

名古屋

けんこうほけん 名古屋市健康保険組合［編］ 名古屋市健康保険組合 1号(1949年3月)～5号(1949年9月) 名古屋

現代作家 現代作家社編 波津書房 1巻1号(1948年8月) 名古屋

高亜労報 愛亜労高蔵寺支部［編］ 愛亜労高蔵寺支部 Ｎｏ．1(1949年？月)～ｎｏ．3(1949
年5月)

坂下町(愛知県)

公安 愛知県下公安委員会事務局
［編］

愛知県下公安委員会事務局 1輯(1948年11月)～5輯(1949年8月) 名古屋

鋼機 ［大同製鋼株式会社内］鋼機研
究会［編］

［大同製鋼株式会社内］鋼機
研究会

1巻1号(1949年1月) 名古屋

興行月報 東宝中部支社興行職区［編］ 東宝中部支社興行職区 Ｎｏ．5(1947年8月)～ｎｏ．7(1947
年12月)

名古屋

興行部週報 東宝中部支社興行職区興行調査
室［編］

東宝中部支社興行職区興行調
査室

Ｎｏ．3(［1947年］4月23日)～ｎ
ｏ．30(［1947年］11月19日)

名古屋

興行部旬報 東宝株式会社中部支社興行調査
室［編］

東宝株式会社中部支社興行部 Ｎｏ．6(1947年3月10日) ［名古屋］

幸福 幸福社 1948年10月 名古屋

交友 文化同人会［編］ 文化同人会 1巻1号(1948年4月) 名古屋

紅緑 紅緑会［編］ 紅緑会 1巻1号(1947年7月)～1巻4号(1947年
10月)

一宮

Ｋｏｏｅｉ 松竹支社「名古屋」高等学校映
画研究会［編］

松竹支社「名古屋」高等学校
映画研究会

1949年6月1日号～1949年9月1日号 名古屋

国際政経事情 愛知大学国際問題研究所［編］ 愛知大学国際問題研究所 1号(1949年2月)～4号(1949年6月) 豊橋

梢 三浦紀水主宰 梢発行所 ［1巻］1号(1948年4月)～2巻1号
(1949年1月)

一色町(愛知県)

コンサート 名古屋市音楽協会［編］ 名古屋市音楽協会 5輯(1949年7月) 名古屋

渾沌 渾沌社 21巻1号復刊1号(1948年2月)～22巻7
号復刊17号(1949年8月)

高岡村(愛知県)

財政経済統計月報 大蔵省名古屋財務部[編] 大蔵省名古屋財務部 2号(1949年7月)～3号(1949年8月) [名古屋]

財務研究 名古屋財務局財務研究編輯部編 名古屋財務局財務研究編輯部 1号(1947年5月) 名古屋

財務調査資料 大蔵省名古屋財務部[編] 大蔵省名古屋財務部 1号([1949年]?月) 名古屋

砂丘 青年文芸砂丘社[編] 青年文芸砂丘社 2・3号(1946年12月),1947年初夏
号,[1948年]年始号

田原町(愛知県)

作家 作家社 10号(1949年1月)～17号(1949年8月) 名古屋

早蕨 早蕨発行所[編] 早蕨発行所 4巻1号通巻33号(1949年1月)～4巻9号
通巻41号(1949年9月)

鳴海町(愛知県)

産業之日本 名古屋経済研究所[編] 名古屋経済研究所 22巻[通号1号](1949年1月)～23巻[通
号]10号(1949年10月)

名古屋

事業と人物 人物展望社 4巻［通号］41号(1948年10月)～5巻
［通号］50号(1949年9月)

名古屋

詩人街 詩人街発行所[編] 詩人街発行所 1輯(1949年6月) 名古屋

シスターズ クラブ・シスターズ 1948年10月号,1948年クリスマス
号,1949年新年号,1949年早春号,1949
年4月

名古屋

視線 全逓信労働組合西尾郵便局支部
[編]

全逓信労働組合西尾郵便局支
部

1号(1948年5月)～3号(1949年2月) 西尾町(愛知県)

実話世界 中部図書 傑作特集号(1949年9月) 名古屋

実話読物 株式会社名古屋図書 1巻4号(1949年7月) 名古屋

時報 名古屋経済専門学校経済研究所
［編］

名古屋経済専門学校経済研究
所

1巻1号(1948年5月) ［名古屋］

時流 東向山青年団［編］ 東向山青年団 1号(1948年12月) ［豊橋］

社会科学習 株式会社交友社 2巻1号(1949年1月)～2巻7・8号(1949
年9月)

名古屋

社会科ニュース 株式会社交友社 1号(1948年2月)～9・10号(1948年12
月)

名古屋

社会と教育 愛知県教育委員会編 愛知県教育委員会 20号(1948年9月)～32号(1949年9月) 名古屋

寂光 寂光発行所［編］ 寂光発行所 1巻1号(1947年7月)～1巻5号(1947年
12月)，1948年2・3月号

常滑町(愛知県)

週刊画報 新生日本第一出版社 10号ノ1(1946年9月20日) 岡崎

自由劇場 中部日本芸能倶楽部［編］ 中部日本芸能倶楽部 1年4号(1947年8月) 名古屋

修養の栞 宗教法人大乗教刈谷教会青年部
[編]

宗教法人大乗教刈谷教会青年
部

2号(1949年4月)～8号(1949年10月) 刈谷町(愛知県)

修業時代 愛知県立瀬戸窯業高等学校雑誌
部[編]

愛知県立瀬戸窯業高等学校雑
誌部

1巻[通号]1号(1948年7月)～2巻[通
号]4号(1949年7月)

瀬戸

将棋教室 将棋教室社 1巻1号(1949年9月) 旭町(愛知県)

商業経済論叢 名古屋経済専門学校商業経済学
会[編]

名古屋経済専門学校商業経済
学会

23巻2号(1949年3月) 名古屋

商工界 商工界社 2年11号通巻12号(1947年12月)～3巻2
号(1948年4月)

名古屋

商工界 株式会社名古屋商報社 5号(1948年7月)～2巻9号(1949年9月) 名古屋

商工情報 商工情報社[編] 商工情報社 復刊1号(1947年10月)～復刊5号(1948
年2月),[復刊]2巻3号(1948年3月)～
[復刊]3巻8号(1949年8月)

名古屋



基本標題 編者 出版者 巻次・年月次 出版地

商工取引案内 国際情報社 1巻1号(1949年5月) 名古屋

情熱 たわら会［編］ たわら会 4号(1947年1月)～5号(1947年8月) 弥富町(愛知県)

書海 書海社[編] 書海社 272号(1947年4月)～282号(1948年2
月)

刈谷町(愛知県)

職業行政統計月報 愛知県職業安定課[編] 愛知県職業安定課 1号(1948年9月)～9号(1949年5月) 名古屋

職業ニュース 名古屋北公共職業安定所[編] 名古屋北公共職業安定所 1巻2号(1948年6月)～2巻6号通巻13号
(1949年10月)

名古屋

女性短歌 女性短歌の会編 女性短歌の会 4号(1947年3月)～6号(1947年6月)，
1947年10月号，3巻1号(1948年1月)～
3巻3号(1948年3月)，1948年8月号～
1949年1・2月号，4巻5号(1949年7月)
～4巻6号(1949年9月)

名古屋

書の友 株式会社交友社 1号(1949年2月)～7号(1949年9月) 名古屋

書友 光風書院[編] 光風書院 1巻[通号]1号(1947年6月)～3巻[通
号]25号(1949年9月)

春日井

白ゆり 白ゆり童謡会[編] 白ゆり童謡会 1号(1948年10月) 小坂井町(愛知県)

真愛 岡谷真愛会[編] 岡谷真愛会 1946年10月号～1946年11月号,2巻3号
(1947年3月)～4巻9号(1949年9月)

名古屋

心画 心画会[編] 心画会 1巻6号(1946年12月)～2巻2号(1947年
3月),9号(1947年6月)～35号(1949年9
月)

小牧町(愛知県)

新角度 文芸新角度社 1巻1号(1946年8月)～1巻3号(1946年
10月)

名古屋

新航路 新航路社[編] 新航路社 1号(1947年5月) 名古屋

新樹 中部日本青年文学者会編 波津書房 1巻1号(1946年3月)～12・13号(1948
年6月)

名古屋

新生 名古屋市職員課[編] 名古屋市職員課 1947年7・8月号～1947年11月号,1948
年1号(1948年1月)～1948年8号(1948
年12月),32号(1949年3月)～34号
(1949年8月)

名古屋

新声 名古屋電務区[編] 名古屋電務区 2号(1947年1月)～11号([1949年1月]) 名古屋

真生活 マルイマ出版部 1号(1947年7月)～4号(1948年3月) 名古屋

新生日本文学 新生日本文学社 1巻2号(1946年12月)～3巻3号(1948年
11月)

名古屋

新世代 清水建設株式会社職員組合名古
屋支部青年部企画部[編]

清水建設株式会社職員組合名
古屋支部青年部企画部

1号(1949年4月)～3号(1949年8月) 名古屋

新装 高橋物産株式会社[編] 高橋物産株式会社 7号(1947年9月)～12号(1948年3月) 鳴海町(愛知県)

新探偵小説 新探偵小説社 1巻1号(1947年4月)～2巻4号通巻8号
(1948年7月)

名古屋

新踏風 鈴木秀吉郎 1(1949年1月)～1949年2月号(1949年2
月)

名古屋

新日本 道義救国連盟本部[編] 道義救国連盟本部 2集(1949年2月) 名古屋

瑞苑 愛知時計電気株式会社厚友会
[編]

愛知時計電気株式会社厚友会 1号(1947年12月)～4号(1949年1月) 名古屋

すえひろ 名古屋番傘川柳会[編] 名古屋番傘川柳会 特集号(1948年5月) 名古屋

すげ笠 すげ笠川柳社[編] すげ笠川柳社 2巻4号通巻15号(1947年4月)～4巻10
号通巻45号(1949年10月)

犬山町(愛知県)

すみれスタイル すみれ洋裁学院[編] すみれ洋裁学院 2巻1号(1948年3月)～2巻3号(1948年
10月)

名古屋

生活と教養 生活と教養社 14巻1号復活号(1946年5月) 名古屋

正気 東海電極名古屋工場労働組合文
化部[編]

東海電極名古屋工場労働組合
文化部

No.1(1949年4月)～no.5(1949年8月) 名古屋

星光 愛知製鋼株式会社[編] 愛知製鋼株式会社 1号(1946年9月)～3号(1947年7月) 刈谷町(愛知県)

成人 天理教愛知大教会成人会[編] 天理教愛知大教会成人会 1号(1949年4月) 名古屋

静々 川柳静々会[編] 川柳静々会 1号(1949年3月)～5号([1949年7月]) 守山町(愛知県)

整地 愛知県耕地協会[編] 愛知県耕地協会 復刊1号(1947年7月) 名古屋

Ｔｈｅ  Ｓｅｉｎｅｎ
ｔｉｍｅｓ

神戸青年団報導部編 神戸青年団 1949年4月～1949年7・8月(1949年9
月)

神戸村(愛知県)

青年文化 青年文化会[編] 青年文化会 1巻2号(1949年9月) 一宮

税務通信 半田税務所文化部[編] 半田税務所文化部 2号(1947年3月)～8号(1947年11月) 半田

繊維界 日本繊維研究会[編] 日本繊維研究会 4・5号(1948年10月)～17号(1949年7
月)

名古屋

川柳あかつき 川柳あかつき倶楽部[編] 川柳あかつき倶楽部 2巻3号通刊6輯(1947年3月)～4巻7号
通刊32輯(1949年8月)

名古屋

川柳なごや 名古屋川柳社[編] 名古屋川柳社 98号(1947年4月)～128号(1949年10
月)

名古屋

双魚 双魚社[編] 双魚社 1巻1号(1947年1月),2巻5号(1947年5
月)～3巻2号(1948年4月),3巻8号
(1948年8月),4巻1号(1949年1月)～4
巻4号(1949年9月)

日進村(愛知県)

体育文化 愛知県体育指導連盟編 ライト書房 2(1947年6月)～7・8(1947年12月),2
巻1・2号(1948年2月)～4巻9号(1949
年9月)

豊川

第一読物 東亜社 1巻2号(1948年6月) 名古屋

大映映画 大映株式会社中部支社宣伝課編 映画サロン社 1巻1号(1947年6月)～3巻2・3号［通
号］15号(1949年4月)

名古屋



基本標題 編者 出版者 巻次・年月次 出版地

大乗 大乗教総務庁［編］ 大乗教総務庁 3号(1948年4月)～4号(1948年10月) 名古屋

胎動 愛知県立一宮高等学校文芸部
[編]

愛知県立一宮高等学校文芸部 1号(1948年12月)～3号(1949年7月) [一宮]

高砂 高砂クラブ[編] 高砂クラブ 1号(1948年4月) 名古屋

高嶺 高嶺発行所[編] 高嶺発行所 1巻1号(1948年9月),2巻1号(1949年1
月)～2巻8号(1949年8月)

上郷村(愛知県)

焚火 平山吾邦主宰 焚火社 3巻8号(1948年8月)～4巻9号(1949年9
月)

名古屋

トヨタ文化 トヨタ自動車工業株式会社[編] トヨタ自動車工業株式会社 1号(1947年9月)～7号(1949年4月) 挙母町(愛知県)

短歌 中部短歌会[編] 中部短歌会 23巻1号通巻255号復刊号(1946年8月)
～26巻10号通巻293号(1949年10月)

名古屋

短歌雑誌 短歌雑誌社[編] 短歌雑誌社 1巻2号(1947年8月)～3巻8号(1949年9
月)

名古屋

畜産の友 畜産の友社 1巻1号(1947年8月)～3巻［通号］23
号(1949年10月)

名古屋

知識の泉 知識の泉社 9(1948年11月)～17(1949年8月) 名古屋

中部税務特報 中京税務相談会［編］ 中京税務相談会 2巻1号通巻13号(1948年1月)～2巻10
号通巻22号(1948年10月)

名古屋

中日金物新報 中日金物新報社 44号(1949年8月) 名古屋

中日スタイル 中部日本スタイル社 1947年3・4月～1948年12月 名古屋

中部商工界 商業通信社 3巻1号［通号］18号(1949年2月)～3
巻3号（1949年8月）

名古屋

中部の文具 中部文具生産親和会［編］ 中部文具生産親和会 1号(1948年12月)～2号(1949年7月) 名古屋

中京こどもまんが 中京新聞社 12号(1949年5月)～16号(1949年9月) 名古屋

調査月報 名古屋南公共職業安定所[編] 名古屋南公共職業安定所 1号([1949年3月])～1巻3号(1949年6
月)

名古屋

調査と研究 社団法人名古屋商工会議所[編] 社団法人名古屋商工会議所 4輯(1948年7月) [名古屋]

直流 三菱電機株式会社名古屋労働組
合［編］

三菱電機株式会社名古屋労働
組合

1949年5月号 名古屋

月影 津島女子商業学校校友会[編] 津島女子商業学校校友会 13号(1947年1月) 津島村(愛知県)

つどひ 田原町青年会巴江支部[編] 田原町青年会巴江支部 7号(1948年2月)～8号(1948年4
月),[no.9]([1948年7
月]),no.11(1949年1月)

田原町(愛知県)

集ひ 豊橋市花田校区青年会編 豊橋市立花田小学校豊橋市花
田校区青年会

2巻1号(1947年6月)～2巻3号(1948年4
月)

豊橋

つのぶえ 大東紡織名古屋工場従業員組合
[編]

大東紡織名古屋工場従業員組
合

6(1948年4月)～8(1948年10月) [名古屋]

つばき つばき吟社[編] つばき吟社 8巻2号通巻74号(1948年2月)～9巻9号
通巻91号(1949年9月)

名古屋

釣の友 名古屋釣の友社[編] 名古屋釣の友社 2巻2号(1947年3月)～2巻11号(1947年
11月)

名古屋

逓泉 全逓従組一宮支部[編] 全逓従組一宮支部 6号(1947年3月)～8号(1947年9月) ［一宮]

ていゆう 全逓信労働組合西三河支部文化
部[編]

全逓信労働組合西三河支部文
化部

1巻7号(1947年10月)～2巻1号(1949年
6月)

知立町(愛知県)

鉄道受験界 鉄道教育研究会編 株式会社交友社 復刊1巻1号(1948年8月)～[復刊]2巻9
号(1949年9月)

名古屋

テラス 株式会社テラス社 1巻4号(1946年5月)～3巻6号(1948年
11月)

名古屋

転把 名古屋貨物自動車労働組合[編] 名古屋貨物自動車労働組合 1949年1月号(1949年1月）～1949年2
月号(1949年2月),1949年5月～[1949
年6月]

名古屋

電波 白雪青年同志会電波発行所[編] 白雪青年同志会電波発行所 2巻2号(1949年5月) 名古屋

東海歌人 東海歌人連盟[編] 東海歌人連盟 1巻1号(1946年10月)～3巻3号(1948年
10月)

豊橋

東海公論 白井陶軒・成瀬義一編 東海公論社 107号(1947年4月)～no.114(1949年6
月)

名古屋

東海自由文芸 東海出版株式会社[編] 東海出版株式会社 1冊(1946年12月) 名古屋

東海春秋 名古屋ＡＢＣ[編] 名古屋ＡＢＣ 2巻1号(1947年1月)～2巻5号(1947年5
月)

名古屋

東海食品情報 青山鉦一編 東海総合食品株式会社出版部 32号(1948年12月)～40号(1949年8月) 名古屋

東海地方気象研究会報 名古屋管区気象台編 名古屋管区気象台 3巻2号(1948年12月) 名古屋

東海同人 東海同人社[編] 東海同人社 2巻2号(1949年2月)～2巻3号(1949年3
月)

一色町(愛知県)

東海の光 東海の光社[編] 東海の光社 3号(1948年6月)～15号(1949年8月) 名古屋

東海婦人の友 東海婦人連合友の会 1946年初夏の号(1946年6月) 蒲郡町(愛知県)

東海文学 [第一書店内]東海文学社[編] [第一書店内]東海文学社 1号(1948年2月)～3号(1948年8月) 豊橋

東海民報 東海民報社[編] 東海民報社 1巻3号(1946年9月) 豊橋

東海野球界 共生出版社[編] 共生出版社 1号(1947年12月) 名古屋

踏高 踏高倶楽部[編] 踏高倶楽部 1号(1948年9月)～3号(1948年11月) 名古屋

陶光 伊奈製陶株式会社労働組合[編] 伊奈製陶株式会社労働組合 11(1947年10月)～16(1948年4月) 常滑町(愛知県)

陶磁界 陶磁公報社[編] 陶磁公報社 14号(1947年4月)～40号(1949年8月) 名古屋

陶磁展望 陶磁世界社[編] 陶磁世界社 1巻7号(1946年12月) 名古屋

同人文化 同人文化会本部［編］ 同人文化会本部 1巻1号(1949年7月) 小牧町(愛知県)

道成 愛知県半田職業補導所［編］ 愛知県半田職業補導所 3号(1948年11月) 半田



基本標題 編者 出版者 巻次・年月次 出版地

東風 東海銀行職員組合[編] 東海銀行職員組合 1号(1947年11月)～8号(1949年9月) 名古屋

東宝ファン 東宝ファン編輯所編 映画サロン社 1巻1号(1948年9月)～5号(1949年4月) 名古屋

東洋文化新報 東洋文化新報社[編] 東洋文化新報社 3号(1947年9月)～4号(1948年4月) 名古屋

トヨタ技術 トヨタ自動車工業株式会社[編] トヨタ自動車工業株式会社 1巻7号(1948年１１月)～2巻8号(1949
年8月)

挙母町(愛知県)

トヨタサービス トヨタ自動車工業株式会社サー
ビス部[編]

トヨタ自動車工業株式会社
サービス部

4号(1949年8月) 名古屋

トヨタ調査月報 トヨタ自動車工業株式会社[編] トヨタ自動車工業株式会社 1(1947年4月)～13(1949年8月) 挙母町(愛知県)

なかま 東海地方文学サークル協議会
［編］

東海地方文学サークル協議会 1号(1947年4月)～9号(1949年9月) 名古屋

なごみ 名古屋車掌区青年会文化部
［編］

名古屋車掌区青年会文化部 1巻3号(［1946年］10月)～2巻3号
(［1947年］4月)

名古屋

なごや 東亜趣味会［編］ 東亜趣味会 1巻2号(1947年2月) ［平坂町(愛知
県)］

名古屋医学会雑誌 名古屋医学会［編］ 名古屋医学会 61巻2・3号(1947年11月)，62巻1号
(1948年3月)～63巻4号(1949年8月)

名古屋

名古屋工業大学紀要 名古屋工業大学 名古屋工業大学 名古屋

名古屋市警察季報 名古屋市警察局［編］ 名古屋市警察局 1号(1948年7月)～5号(1949年7月) 名古屋

名古屋市統計資料月報 名古屋市総務局［編］ 名古屋市総務局 Ｎｏ．1(1948年4月)～ｎｏ．17(1949
年9月)

名古屋

名古屋商工 名古屋市経済局［編］ 名古屋市経済局 4巻11・12号(1948年12月)～5巻8号
(1949年8月)

名古屋

名古屋商報 株式会社名古屋商報社 1号(1948年3月)～4号(1948年6月) 名古屋

名古屋大学工学部研究報
告

名古屋大学工学部編 名古屋大学工学部 1(1948年4月)～2－1(1949年8月) ［名古屋］

名古屋文学 名古屋文学グループ［編］ 名古屋文学社 1巻［通号］1集(1947年12月)～3年
［通号］10集(1949年6月)

名古屋

名古屋文具新聞 名古屋文具新聞社 16号(1947年10月)～38号(1949年8月) 名古屋

Ｎａｒｕｍｉ 鳴海小学校［編］ 鳴海小学校 1号(［1947年］11月)～18号(1949年7
月)

［鳴海町(愛知
県)］

南山 南山中学校校友会［編］ 南山中学校校友会 復刊号(1946年12月)，7号(1947年12
月)

名古屋

南風 南風発行所［編］ 南風発行所 1巻8号(1946年11月)～4巻9号通巻41
号(1949年9月)

名古屋

日碍 日本碍子株式会社［編］ 日本碍子株式会社 35号(1949年1月)～43号(1949年9月) 名古屋

日精 名古屋市立第二商業学校第二十
三期日精会［編］

名古屋市立第二商業学校第二
十三期日精会

1号(1946年10月)～1巻2号(1947年1
月)，4巻1号(［1949年］2月)

名古屋

日東 日東書道会本部［編］ 日東書道会本部 13巻［通号］116号(1948年11月)～14
巻［通号］122号(1949年7月)

西尾町(愛知県)

日本鳥獣 飼鳥趣味社 2号(1947年7月) 名古屋

日本通信 日本通信社 33・34号(1947年5月)～54号(1949年1
月)

名古屋

ニューサイド ニューサイド社 1号(1947年8月)～2号(1947年11月) 名古屋

如意輪 浅野梨郷 10巻7号(1949年7月)～10巻10号(1949
年10月)

名古屋

合歓 合歓社［編］ 合歓社 1巻［通刊］9号(1946年9月)～2巻
［通刊］17号(1947年11月)，3巻1号
通刊18号(1948年1月)

豊川

農業日本 中部日本新聞社 4巻5号(1949年5月)～4巻11号(1949年
11月)

名古屋

農芸 安城農芸研究会［編］ 安城農芸研究会 2巻6号(1949年6月)～2巻9号(1949年9
月)

安城町(愛知県)

農友 農友協会［編］ 農友協会 2巻6号(1947年8月)，4巻1号(1949年1
月)～4巻2号(1949年2月)

名古屋

野の声 大東社［編］ 大東社 255号(1949年6月)～258号(1949年9
月)

起町(愛知県)

俳句春秋 俳句春秋社 3号(1949年2月) 名古屋

はぐくみ 遠山忠雄 1号(1949年8月)～［2号］(1949年9
月)

豊橋

白鳥 全日通労働組合中部地区白鳥支
部［編］

全日通労働組合中部地区白鳥
支部

3号(194？年) ［名古屋］

白桃 白桃発行所［編］ 白桃発行所 1号(1948年4月)～19号(1949年10月) 明治村(愛知県)

馬車 馬車編集部［編］ 馬車編集部 1輯(1949年8月)～2輯(1949年9月) 名古屋

ハリウッド 中部企画出版株式会社 1号(1948年1月) 名古屋

パレス パレス社 1巻 [通号] 2号(1947年7月)～2巻
[通号] 8号(1948年6月)

名古屋

干潟 干潟発行所［編］ 干潟発行所 1巻6号(1946年12月)～1巻7号(1947年
1月),2巻6・7号(1947年7月)～3巻1号
(1948年1月)

名古屋

雲雀 雲雀吟社［編］ 雲雀吟社 1号(1948年2月)～2年［通号］11号
(1949年9月)

名古屋

百万人の流行語 株式会社調和出版社 3輯(1949年4月) 名古屋

瓢山会雑誌 瓢山会［編］ 瓢山会 1号(1949年8月) 横須賀村(愛知県)

肥料の友 愛知県肥料協会［編］ 愛知県肥料協会 1巻1号(1948年12月),2巻7号(1949年7
月)～2巻9号(1949年9月)

名古屋



基本標題 編者 出版者 巻次・年月次 出版地

不尽 不尽発行所［編］ 不尽発行所 2巻[通号]5号(1947年2月)～4巻4号
[通号]  21号(1949年10月)

名古屋

仏教文化 財団法人信道会館［編］ 財団法人信道会館 2巻7号(1946年7月)～5巻7号(1949年7
月)

名古屋

ふるさと ふるさと詩社［編］ ふるさと詩社 3巻[通号]21輯(1947年2月)～5巻2号
[通号]ｎｏ.38(1949年2月)

石巻村(愛知県)

プロムナード 小沢久之丞 1号(1949年2月) 名古屋

フロンティア みどり会［編］ みどり会 1輯(1949年1月) 名古屋

文化人 文化人発行所 1巻4号(1947年9月)～2巻［通号］14
号(1948年9月)

名古屋

文藻 名古屋商業高等学校文藻部
［編］

名古屋商業高等学校文藻部 2巻4号(1947年9月)～3巻2号(1948年7
月)

名古屋

文鳥 文鳥社［編］ 文鳥社 1巻2号(1947年2月)～2巻12号(1948年
12月)

船着村(愛知県)

平安 株式会社平安出版部 1巻2号(1947年6月)～1巻3号(1947年8
月)

名古屋

別冊豊橋文化 豊橋文化協会［編］ 豊橋文化協会 1巻1号(1949年3月) 豊橋

方向 全日本機器労働組合東海支部豊
和分会［編］

全日本機器労働組合東海支部
豊和分会

2号(［1946年8月］)～14号(1948年8
月)

新川町(愛知県)

望楼 名古屋市消防局消防課[編] 名古屋市消防局消防課 2巻4号(1949年4月)～2巻9号(1949年9
月)

名古屋

ぽえちか 東邦ガス株式会社詩話会[編] 東邦ガス株式会社詩話会 1集(1947年11月) 名古屋

北斗 北斗工房編 北斗工房 1号(1949年9月) 名古屋

保険情報 保険情報社 1巻1号(1948年10月)～2巻1号(1949年
2月)

名古屋

母性 母性社［編］ 母性社 [1号](1948年6月)～[2号](1948年7
月)

春日井

保線ニュース 株式会社交友社 1948年9月号～1948年10月号 名古屋

牡丹 牡丹会［編］ 牡丹発行所 11巻3号［通号］111号(1947年4月)～
12巻11号［通号］132号(1948年12月)

名古屋

真清 真清書道会［編］ 真清書道会 3巻1号(1947年1月)～5巻10号(1949年
10月)

一宮

まどべ 名古屋女学院中学校文学部編 名古屋女学院中学校文学部 卒業記念号(1949年3月) ［名古屋］

三河 三河発行所［編］ 三河発行所 185号(1947年2月)～215号(1949年8
月)

豊橋

三河レポート 三河レポート社 1巻1号(1948年6月)～9号(1949年9月) 豊橋

みづほ 瑞穂ドレスメーカー女学院出版
部［編］

瑞穂ドレスメーカー女学院出
版部

1949年新春号(1949年1月) 名古屋

みちしるべ 全国財務労働組合半田支部編 全国財務労働組合半田支部 1巻1号(1949年6月)～1巻2号(1949年7
月)

半田

みどり 大同毛織株式会社三条工場研究
部［編］

大同毛織株式会社三条工場研
究部

6号(1948年9月)～8号(1949年4月) 起町(愛知県)

みどり 名古屋営林局編 名古屋営林局 1(1949年8月) 名古屋

みなと 乙女の港社［編］ 乙女の港社 29・30号(1949年5月)～33号(1949年8
月)

祖父江町(愛知県)

無線の研究 無線の研究社［編］ 無線の研究社 1巻1号(1947年5月) 名古屋

明鏡 明鏡短歌会［編］ 明鏡短歌会 1号(1947年6月)～5号(1949年7月) 名古屋

名教短歌 名教短歌会［編］ 名教短歌会 5号(1947年3月)～26号(1949年9月) 名古屋

名教文学 名教文学会［編］ 名教文学会 1巻2号(1948年7月) 豊川

名工研所報 名古屋市工業研究所［編］ 名古屋市工業研究所 Ｎｏ．1(1949年8月) 名古屋

名作ダイジェスト 中京新聞社出版部 1巻1号(1949年3月)～7輯(1949年10
月)

名古屋

名大宇宙線研究室記事 名古屋大学理学部宇宙線研究室
［編］

名古屋大学物理教室内 2巻3号(1948年8月)～2巻4号(1948年
12月)

名古屋

名鉄新生 名古屋鉄道局総務部労働課編 名古屋鉄道局 2巻6号(1947年6月)～4巻6－8号(1949
年8月)

名古屋

名鉄文学 鉄道文化の会名古屋支部編 鉄道文化の会名古屋支部 Ｎｏ．1(194？年)～2号(1947年11月) ［名古屋］

Ｍｅｉｈｏ  ｂｕｎｋａ 名宝文化劇場 1948年9月，ｎｏ．42(1949年7月) 名古屋

名木 名古屋木材株式会社編 名古屋木材株式会社 1巻1号［通刊］1号(1947年1月)～3巻
7号通刊23号(1949年8月)

名古屋

盟友 豊橋学生文化団体盟友会［編］ 豊橋学生文化団体盟友会 1号(1947年10月)～3号(1948年2月) 豊橋

明労 アルマイト工業従業員組合名古
屋支部［編］

アルマイト工業従業員組合名
古屋支部

3号(1948年4月) 名古屋

めざめ 豊和工業株式会社労働組合
［編］

豊和工業株式会社労働組合 1号(1948年11月) 新川町(愛知県)

木材産業界 木材工業新聞社 2巻1号［通号］5号(1949年2月)～6号
(1949年10月)

名古屋

木材復興 月刊木材復興社 1巻1号(1948年4月)～2巻1号(1948年
12月)

名古屋

物語 中部日本新聞社[編] 中部日本新聞社 2巻7号(1947年7月)～4巻10号(1949年
10月)

名古屋

野球王 名古屋タイムズ社[編] 名古屋タイムズ社 1巻4号(1949年7月)～1巻7号(1949年
10月)

名古屋

躍進 全逓信従業員組合豊橋工事局支
部[編]

全逓信従業員組合豊橋工事局
支部

7号(1947年8月)～9号(1948年6月) 豊橋

躍動 日本毛織弥富工場労働組合[編] 日本毛織弥富工場労働組合 1巻2号(1947年12月) 弥富町(愛知県)



基本標題 編者 出版者 巻次・年月次 出版地

大和 大和編集所編 大和芸術社 2巻3号(1947年4月), 3巻2号(1948年5
月)～3巻5号(1948年9月), 4巻1号
(1949年5月)

名古屋

山彦 東京繊維工業株式会社名古屋工
場従業員組合文化部[編]

東京繊維工業株式会社名古屋
工場従業員組合文化部

5号(1949年8月) 師勝村(愛知県)

游魚 国松ゆたか主宰 游魚発行所 1号(1948年3月)～16号(1949年7月) 名古屋

木綿花 木綿花社[編] 宗教と芸術社 1輯再出発号(1946年8月)～4巻7号通
巻31輯(1949年9月)

福地村(愛知県）

優良品卸案内 名古屋優良品卸通販協会[編] 名古屋優良品卸通販協会 1号(194?年) [名古屋]

雪 橋本鶏二主宰 雪発行所 1号(1949年1月)～10号(1949年10月) 名古屋

ゆたか 中村警察署文化部[編] 中村警察署文化部 3巻1号(1949年1月)～3巻2号(1949年6
月)

名古屋

窯業タイムス 窯業タイムス社[編] 窯業タイムス社 2巻5号(1947年5月)～2巻6号(1947年6
月), 3巻1・2号(1948年2月)～3巻6号
(1948年7月), 4巻3号(1949年3月), 4
巻10・11号(1949年8月)

名古屋

養鶏の智識 株式会社鶏友社[編] 株式会社鶏友社 23号(1949年5月)～1巻28号(1949年10
月)

名古屋

養鶏之日本 養鶏之日本社[編] 養鶏之日本社 32巻7号(1947年7月)～34巻10号通巻
398号(1949年10月)

名古屋

養兎の友 養兎の友社[編] 養兎の友社 2号(1949年8月)～4号(1949年9月) 萩村(愛知県)

窯連 窯業労働組合連合会[編] 窯業労働組合連合会 1号(1948年[10月])～4号(1949年8月) 名古屋

読切小説集 株式会社テラス社[編] 株式会社テラス社 4巻4・5号(1949年7月)～4巻6・7号
(1949年9月)

名古屋

読物と小説 中野商会出版部[編] 中野商会出版部 1巻2号(1948年6月) 春日井

ヨロン公報 輿論公報社[編] 輿論公報社 1号(1947年12月) 豊橋

輿論時代 輿論時代社[編] 輿論時代社 1巻3号(1946年5月)～4巻10号通巻32
号(1949年10月)

名古屋

輛友 全日本金属労働組合愛岐支部日
本車輛分会編

全日本金属労働組合愛岐支部
日本車輛分会

1号(1948年2月)～6号(1949年3月) 名古屋

林苑 太田鴻村主宰 林苑発行所 2巻12号(1948年12月)～3巻9号(1949
年9月)

豊川

れいめい 名古屋鉄道株式会社労務部厚生
課[編]

名古屋鉄道株式会社労務部厚
生課

新春号(1949年1月)～1949年7月,立秋
号(1949年9月)

名古屋

黎明 相原郷青年会[編] 相原郷青年会 1巻1号(1947年6月)～1巻4号(1947年9
月)

鳴海町(愛知県)

黎明 特殊軽合金本社従業員組合文化
部[編]

特殊軽合金本社従業員組合文
化部

1巻2号(1946年11月) 名古屋

黎明書信 株式会社黎明書房 4号(1949年4月) 名古屋

暦象 水尾書房 1巻1号(1949年3月)～1巻8号(1949年
10月)

名古屋

歴透 中部日本文化人倶楽部[編] 中部日本文化人倶楽部 1巻1号(1946年8月)～2巻7号通巻12号
(1947年7月)

名古屋

労組通報 伊奈製陶株式会社労働組合[編] 伊奈製陶株式会社労働組合 1号(1946年12月)～10(1947年9月) 常滑町(愛知県)

労働基準局と工場 労働基準局と工場社 55号(1948年11月15日)～73号(1949年
6月30日)

名古屋

労働の泉 渡辺製菓株式会社労働組合[編] 渡辺製菓株式会社労働組合 1巻5号(1949年1月)～2巻5号(1949年8
月)

名古屋

労働文芸雑誌 大同毛織三条工場研究部[編] 大同毛織三条工場研究部 1巻(1947年6月)～5巻(1948年6月) 起町(愛知県)

ロザリオ クラブ・シスターズ No.7(1949年5月)～9号(1949年10月) 名古屋

若竹 若竹吟社[編] 若竹吟社 214号(1949年2月)～222号(1949年10
月)

西尾町(愛知県)

綿弓 今村野蒜主宰 綿弓発行所 1巻1号(1947年1月)～2巻9号(1948年9
月),2巻[通号]22号(1948年10月)～3
巻[通号]34号(1949年10月)

西尾町(愛知県)


