
愛知県図書館所蔵マイクロ資料リスト（２０２３年５月現在） 
 ※劣化等で一部資料が利用できないことがあります。 

最新の所蔵状況につきましては、図書館までお問い合わせください。 
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（１） 新聞（朝日・中日・毎日） 
 

① 朝日新聞 

  ・大阪版  明治１２年１月～明治２１年１２月 

・東京版  明治２１年７月～昭和２８年１２月 

・東海版  大正４年１０月～大正１５年１２月（欠：大正１３年１月～３月） 

   ・名古屋本社版 昭和２年１月～平成２８年１２月 

           （欠：昭和２０年４月～９月、昭和２１年３月～昭和２２年８月） 

    ・愛知県下地方版 平成１３年１月～平成２６年１２月 

 

 ② 中日新聞 （「新愛知」「名古屋新聞」両紙が昭和１７年９月に合併して発足） 

       ＊紙名変更：昭和３９年１２月まで「中部日本新聞」 

    ・市民版  昭和１７年９月～平成２４年１２月 

（昭和４６～５６年分：フィルム劣化のため一部閲覧不可） 

・尾張版（尾張・近郊・知多） 昭和５７年１月～平成２８年１２月 

・三河版（三河・東三河・西三河） 昭和５７年１月～平成２８年１２月 

    ・夕刊愛知 昭和５７年１月～昭和６３年１２月 

（昭和４０年１月～昭和５６年１２月フィルム劣化のため利用不可） 

 

③ 中日スポーツ 昭和２９年２月２５日（創刊）～令和３年１２月＋ 

        

 

④ 毎日新聞 ＊紙名変更：昭和１７年１２月まで「東京日日新聞」 

    ・東京版  明治５年２月～平成１０年１２月 

（昭和４７～４９年分：フィルム劣化のため一部閲覧不能） 

    ・中部版  昭和２８年９月～平成３０年１２月 

 

 

（２） その他の新聞 
 
 ① 愛岐日報  明治１２年２月１８日、７月６日、７月１２日、 



         明治１４年８月９日、９月１日、１０月２７日、 

          明治１５年１０月２１日、明治１７年４月２２日、５月１０～１１日 

② 愛知絵入新聞 明治２０年８月～明治２１年４月 

 

③ 愛知週報   明治６年２月～明治８年１月（欠あり） 

 

 ④ 愛知新聞   明治４年１１月～明治６年１０月（欠あり） 

＊ 紙名変更：明治５年３月まで「名古屋新聞」 

 

⑤ 愛知新報  明治２２年１２月～明治２３年３月（欠あり） 

 

⑥ 絵入黄金新聞 明治１９年４月～７月（欠あり） 

 

⑦ 絵入扶桑新報 明治１９年１月～明治２０年３月（欠あり） 

 

⑧ 金城新報   明治１９年３月～明治２６年２月（欠あり） 

 

⑨ 金城だよ里  明治２０年４月～明治２２年６月 

            （欠：明治２１年１０月～明治２２年３月） 

 

⑩ 金城大和新聞  明治２６年６月～明治２９年１１月（欠あり） 

 

⑪ 黄金新聞   明治１８年３月～明治１９年１月（欠あり） 

 

⑫ 新愛知 （昭和１７年９月に「名古屋新聞」と合併し「中日新聞」となる） 

          明治２１年７月～昭和１７年８月 

（欠：明治２３年２月～６月、明治２８～２９年 その他） 

 

⑬ 東海新聞   明治８年９月～明治１８年１２月 

            （欠：明治９年３月～明治１０年１０月、 

明治１３年１月～明治１５年２月 その他） 

       ＊紙名変更 ：明治８年１２月まで「第二大学区新聞」 

            明治９年２月まで「二大学区愛知新聞」 

            明治１６年６月まで「愛知新聞」 

 

⑭ 名古屋新聞   明治１５年１０月～明治１７年５月（欠あり） 

 

⑮ 名古屋新聞 （昭和１７年９月に「新愛知」と合併し「中日新聞」となる） 

           明治３９年１１月～昭和１７年８月（欠あり） 

 

⑯ 扶桑新聞   明治２２年１０月～大正３年１２月 

         （欠：明治２２年１０月１日～２４日 

            明治２２年１２月９日～明治２６年２月７日 

            明治３２年５月１～２日 

            明治３２年７月１日～明治３９年１２月３１日 その他） 

 



⑰ 扶桑新報  明治１９年１月～明治２０年２月（欠あり） 

 

 ⑱ 広小路文化  昭和２６年４月～昭和５０年１月 

 

 

（３） 官・公報 議会議事録 
 
① 愛知県公報  明治４年１０月～平成９年１２月（欠：明治２０年１月～３月） 

           目録：昭和３６年１月～昭和５０年１２月 

＊誌名変更：明治２０年まで「愛知県布達類聚」 

 

② 官報     明治１６年７月～平成２２年１２月         

（欠：昭和２４年～２８年、昭和３０年７月～３２年１２月） 

 

③ 参議院委員会会議録（昭和期第２期）  ４３リール  総目次４冊 

           第１回国会（昭和２２年）～第２０回国会（昭和２９年） 

            製作：臨川書店 

 

④ 衆議院委員会議録（昭和期第２期）  ５２リール  総目次４冊 

           第１回国会（昭和２２年）～第２０回国会（昭和２９年） 

            製作：臨川書店 

 

 

（４） 統計書 
 
 ① 愛知県統計年鑑 明治１０年～昭和１６年 ３７リ－ル 

         制作：雄松堂フィルム出版 

（明治年間府県統計書集成２５１～２６２、２９７～３２０） 

 

② 各県統計書 制作：雄松堂フィルム出版 

    ・石川県統計書 明治６年～昭和１５年 ２５リ－ル 

        （明治年間府県統計書集成１８５～１９８、２２４～２３４） 

    ・岐阜県統計書 明治６年～昭和１６年 １５リ－ル 

        （明治年間府県統計書集成２３１～２３８、２６５～２７１） 

    ・滋賀県統計書 明治７年～昭和１６年 ２５リ－ル 

        （明治年間府県統計書集成２７５～２８６、３３５～３４７） 

    ・静岡県統計書 明治７年～昭和１５年 ３７リ－ル 

        （明治年間府県統計書集成２３９～２５０、２７２～２９６） 

    ・富山県統計書 明治１７年～昭和１５年 ２８リ－ル 

        （明治年間府県統計書集成１７１～１８４、２１０～２３３） 

    ・長野県統計書 明治６年～昭和１３年  ２２リ－ル 

        （明治年間府県統計書集成２２１～２３０、２５３～２６４） 

    ・福井県統計書 明治１４年～昭和１７年  ２１リ－ル 

        （明治年間府県統計書集成２０２～２１０、２３５～２４３） 

    ・三重県統計書 明治１０年～昭和１６年  ２６リ－ル 

        （明治年間府県統計書集成２６３～２７４、３２１～３３４） 



    ・東京府統計書 大正２年～昭和１６年  １６リ－ル 

        （明治年間府県統計書集成１６７～１８２） 

 

 
（５） 雑誌 
 

 ① 愛知教育 （大日本教育会愛知県支部）  ２３リ－ル 

           第１～６９６号（明治２０年５月～昭和２１年３月） 

           目次一覧 尾三史料年表 

 

② 帝国文学 （原本の発行者：帝国文学会） １５リ－ル 

           第１～１５巻（明治２８年～明治４２年） 

 

③ 東京大学法学部明治新聞雑誌文庫   ４５リ－ル 

           第１～４５巻 

 

④  プランゲ文庫・雑誌コレクション 愛知県の部 
（マイクロフィッシュ １，２３２枚） 

     販売：文生書院 米国メリーランド大学図書館所蔵 

 

（６） 郷土資料・特殊コレクション等 
 
① 尾崎久弥コレクション 蓬左文庫所蔵      １２０リ－ル 

         制作：雄松堂フィルム出版 

     内容：仮名草子、浮世草子、読本、黄表紙、赤本、洒落本、滑稽本、人情本、 

咄本、合巻、歌謡、歌舞伎、浄瑠璃、諸芸、風俗 

 

② 霞亭文庫 東京大学総合図書館所蔵         ７２リ－ル 

         制作：雄松堂フィルム出版 

     内容：御伽草子、舞の本、仮名草子、浮世草子、読本、洒落本、滑稽本、咄本、

赤本・黒本・青本、黄表紙・合巻、浄瑠璃、歌舞伎、歌謡、その他 

 

 ③ 近世郷帳集 １、３、４、９             ４リ－ル 

       制作：雄松堂フィルム出版 

       内容 

     １ 内閣文庫所蔵     正保郷帳 若狭・越前・近江 

                  寛知集 目録・１～１０ 

       徳川林政史研究室所蔵 正保郷帳 尾張 

     ３ 内閣文庫所蔵     尾張国郷帳、上野国郷帳１～３ 

     ４ 内閣文庫所蔵     元禄郷帳 山城・大和・伊勢・三河・遠江・駿河 

       徳川林政史研究室所蔵 元禄郷帳 尾張 

     ９ 内閣文庫所蔵     天保郷帳 伊賀・伊勢・志摩・尾張・三河 

 

 ④ 古辞書集成 静嘉堂文庫所蔵           １７８リ－ル 

       制作：雄松堂フィルム出版 

       内容：辞書の部、事彙の部 



 
⑤ 古写刊本 愛知図書館所蔵            １４８リ－ル 

  

⑥ 古写刊本 西尾市立図書館岩瀬文庫所蔵    １２４リ－ル （貴重書庫に別置） 

 

⑦ 名古屋商業会議所資料       １８リ－ル 

       制作：雄松堂フィルム出版 

       本邦商業会議所資料（東日本編） № ８３～１００ 

 

⑧ 日本林政史調査資料        １２リ－ル 

       制作：雄松堂フィルム出版  徳川林政史研究所編纂 

       名古屋藩１－１２ 

 

⑨ 府県史料             １１リ－ル 

       内閣文庫所蔵  制作：雄松堂フィルム出版 

       愛知県   ６リ－ル   № １６７～１７２ 

       岐阜県   ９リ－ル   № １５１～１５９ 

       三重県   ５リ－ル   № １７３～１７７ 

 

⑩ 明治前期教育史料集成       ３０リ－ル 

       制作：雄松堂フィルム出版 

   内容：法規分類大全、学規全書、文部省日誌、文部省雑誌、教育雑誌、文部省報告、

文部省布達全書、文部省達全書、文部省命令全書など 

 

⑪ 文部省年報             ７リ－ル 

       制作：日本マイクロ写真 

       明治３５年１１月～昭和１３年３月（第３０～６５号） 

 

⑫ 柳営日次記 国立公文書館内閣文庫所蔵    １３０リ－ル 

       制作：雄松堂フィルム出版 

       内容：明暦２年～安政３年 

 

 
（７） 規格 
 

Ｍｉｌｉｔａｒｙ Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ ａｎｄ  

Ｓｔａｎｄａｒｄｓ ＝ ＭＩＬ（米軍用規格） 

     発行：Ｕ．Ｓ．Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｄｅｆｅｎｃｅ 

      １９９１年１２月現在   （マイクロフィッシュ） 

 

 

（８） 国立国会図書館所蔵明治期刊行図書マイクロ版集成 
 

    明治期刊行図書マイクロ版集成 （「補遺版」含む） １６，３４０リール 

     出版：丸善  制作：富士写真フィルム 


