
 文芸誌の変遷
 タイトル  年月次  出版者
民間雑誌 (みんかんざっし) 明治7(1874)年2月 慶応義塾出版社 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

明六雑誌 (めいろくざっし) 明治7(1874)年3月 明六社 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

洋々社談 (ようようしゃだん) 明治8(1875)年4月 朝野新聞社 洋々社談　複製版　ゆまに書房

同人社文学雑誌
(どうじんしゃぶんがくざっし)

明治9(1876)年7月 同人社 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

花月新誌 (かげつしんし) 明治10(1877)年1月 花月社 花月新誌　複製版　ゆまに書房

団団珍聞 (まるまるちんぶん) 明治10(1877)年3月 団団社
団団珍聞(まるまるちんぶん) 複製
版 本邦書籍

桂林一枝 (けいりんいっし) 明治10(1878)年11月 桂林舎 創刊号コレクション

歌舞伎新報 (かぶきしんぽう) 明治12(1879)年2月 歌舞伎新報社

六合雑誌 (りくごうざっし) 明治13(1880)年10月 東京青年会 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

東洋学芸雑誌
(とうようがくげいざっし)

明治14(1881)年10月 東洋学芸社 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

女学新誌 (じょがくしんし) 明治17(1884)年6月 修正社
復刻日本の婦人雑誌 複製版 大
空社

中央学術雑誌
(ちゅうおうがくじゅつざっし)

明治18(1885)年3月 団団社 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

我楽多文庫 (がらくたぶんこ) 明治18(1885)年5月 硯友社
硯友社系雑誌集成 複製版 ゆまに
書房

女学雑誌 (じょがくざっし) 明治18(1885)年7月 万春堂 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

女学叢誌 (じょがくそうし) 明治18(1885)年12月 績文舎
復刻日本の婦人雑誌 複製版 大
空社

国民之友 (こくみんのとも) 明治20(1887)年2月 民友社 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

以良都女 (いらつめ) 明治20(1887)年7月 成美社 以良都女　複製版　不二出版

出版月評 (しゅっぱんげっぴょう) 明治20(1887)年8月 月評社 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

日本人 (にほんじん) 明治21(1888)年4月 政教社 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

文 (ぶん) 明治21(1888)年7月 金港堂

日本文学 (にほんぶんがく) 明治21(1888)年8月 水穂会 創刊号コレクション

都の花 (みやこのはな) 明治21(1888)年10月 金港堂 都の花 複製版 不二出版

小説萃錦 (しょうせつすいきん) 明治21(1888)年11月 春陽堂 創刊号コレクション

少年園 (しょうねんえん) 明治21(1888)年11月 少年園 児童青少年資料

やまと錦 (やまとにしき) 明治21(1888)年12月 博文館 やまと錦　複製版　臨川書店

国乃もとゐ (くにのもとゐ) 明治22(1889)年4月 興文社
復刻日本の婦人雑誌 複製版 大
空社

しがらみ草紙 (しがらみそうし) 明治22(1889)年10月 新声社

小文学 (しょうぶんがく) 明治22(1889)年11月 小文学発行所
硯友社系雑誌集成 複製版 ゆまに
書房

日本之文華 (にほんのぶんか) 明治23(1889)年1月 博文館

江戸むらさき (えどむらさき) 明治23(1889)年6月 硯友社
硯友社系雑誌集成 複製版 ゆまに
書房

婦女雑誌 (ふじょざっし) 明治24(1891)年1月 修正社
復刻日本の婦人雑誌　複製版　大
空社

海潮 (かいちょう) 明治24(1891)年5月 海潮社 創刊号コレクション

千紫万紅 (せんしばんこう) 明治24(1891)年6月 成春社
硯友社系雑誌集成 複製版 ゆまに
書房

葦分船 (あしわけぶね) 明治24(1891)年7月 大阪 [ケイ]心社 葦分船 複製版 関西大学出版部

女鑑 (じょかん) 明治24(1891)年8月 国光社 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

宇宙 (うちゅう) 明治24(1891)年11月 宇宙社 創刊号コレクション

青年文学 (せいねんぶんがく) 明治24(1891)年11月 青年文学会
青年文学 複製版 日本近代文学
館
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武蔵野 (むさしの) 明治25(1892)年3月 今古堂 武蔵野 複製版 雄松堂出版

歌学 (かがく) 明治25(1892)年3月 東京堂書房

家庭雑誌 (かていざっし) 明治25(1892)年9月 家庭雑誌社 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

三籟 (さんらい) 明治26(1893)年3月 三籟社 三籟 複製版 中央公論事業出版

珍書百種 (ちんしょひゃくしゅ) 明治27(1894)年8月 春陽堂 創刊号コレクション

国学院雑誌 (こくがくいんざっし) 明治27(1894)年11月 国学院 国学院雑誌 複製版 第一書房
 日本各地の食文化帝国文学 (ていこくぶんがく) 明治28(1895)年1月 ミツワ文庫発行所 創刊号コレクション

少年世界 (しょうねんせかい) 明治28(1895)年1月 博文館 児童青少年資料

文藝倶楽部 (ぶんげいくらぶ) 明治28(1895)年1月 博文館 展示物は6編:明治28（1895）年6月

文庫 (ぶんこ) 明治28(1895)年8月 少年園

古今博覧新題月撰集
(ここんはくらんしんだいげっせんしゅう)

明治29(1896)年4月 競芳会 創刊号コレクション

大阪改良雑誌
(おおさかかいりょうざっし)

明治29([1896])年5月 二龍館 創刊号コレクション

白百合 (しらゆり) 明治29(1896)年5月 盛文堂 創刊号コレクション

鵄南集 (しなんしゅう) 明治29(1896)年7月 鵄南会 創刊号コレクション

新小説 (しんしょうせつ) 明治29(1896)年7月 春陽堂

新声 (しんせい) 明治29(1896)年7月 新声社 新声 複製版 ゆまに書房

わか紫 (わかむらさき) 明治29(1896)年11月 白柿社 創刊号コレクション

ホトトギス 明治30(1897)年1月 ホトトギス社
ほととぎす [松山版] 複製版 日本
近代文学館

旧幕府 (きゅうばくふ) 明治30(1897)年4月 旧幕府雑誌社

新著月刊 (しんちょげっかん) 明治30(1897)年4月 東華堂 新著月刊　複製版　不二出版

新作文庫 (しんさくぶんこ) 明治30(1897)年5月 青木嵩山堂

女子之友 (じょしのとも) 明治30(1897)年6月 東洋社
復刻日本の婦人雑誌 複製版 大
空社

よしあし草 (よしあしぐさ) 明治30(1897)年7月 浪華青年文学会
よしあし草・関西文学　複製版　日
本近代文学館

こころの華 (こころのはな) 明治31(1898)年2月 こゝろの華発行所 創刊号コレクション

東京独立雑誌
(とうきょうどくりつざっし)

明治31(1898)年6月 東京独立雑誌社 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

国文学 (こくぶんがく) 明治32(1899)年1月 国文学雑誌社

伽羅文庫 (きゃらぶんこ) 明治32(1899)年10月 中央文壇社
硯友社系雑誌集成 複製版ゆまに
書房

活文壇 (かつぶんだん) 明治32(1899)年11月 大学館 創刊号コレクション

歌舞伎 (かぶき) 明治33(1900)年1月 歌舞伎発行所 歌舞伎 複製版 雄松堂出版

女学世界 (じょがくせかい) 明治34(1901)年1月 博文館 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

新文芸 (しんぶんげい) 明治34(1901)年1月 新文芸社

左久良 (さくら) 明治34(1901)年8月 軍人文学社 創刊号コレクション

新著月刊 (しんちょげっかん) 明治34(1901)年9月 新著月刊発行所 創刊号コレクション

白露 (しらつゆ) 明治35(1902)年1月 白露会 創刊号コレクション

藝苑 (げいえん) 明治35(1902)年2月 文友館 創刊号コレクション

文芸界 (ぶんげいかい) 明治35(1902)年3月 金港堂書籍

婦人界 (ふじんかい) 明治35(1902)年7月 金港堂 創刊号コレクション

氷むろ (ひむろ) 明治36(1903)年1月 浜活版所 創刊号コレクション

文華 (ぶんか) 明治36(1903)年1月 文泉館 創刊号コレクション

独立評論 (どくりつひょうろん) 明治36(1903)年1月 独立評論社 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

馬酔木 (あしび) 明治36(1903)年6月 根岸短歌会 馬酔木 複製版 臨川書店

少年 (しょうねん) 明治36(1903)年10月 時事新報社 児童青少年資料

白百合 (しらゆり) 明治36(1903)年11月 東京純文社 白百合 複製版 臨川書店

女子文壇 (じょしぶんだん) 明治38(1905)年1月 女子文壇社 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

天鼓 (てんこ) 明治38(1905)年2月 文芸社 天鼓　複製版　不二出版
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月刊スケッチ 明治38(1905)年4月 スケッチ会

婦人画報 (ふじんがほう) 明治38(1905)年7月 近事画報社 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

ムラサキ 明治38(1905)年7月 読売新聞社
復刻日本の婦人雑誌 複製版 大
空社

火鞭 (かべん) 明治38(1905)年9月 火鞭会・研成会 火鞭・ヒラメキ 複製版 不二出版

小天地 (しょうてんち) 明治38(1905)年9月 小天地社 小天地 複製版 冬至書房

中学文芸 (ちゅうがくぶんげい) 明治39(1906)年1月 読売新聞社 創刊号コレクション

婦人世界 (ふじんせかい) 明治39(1906)年1月 実業之日本社 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

趣味 (しゅみ) 明治39(1906)年6月 彩雲閣 創刊号コレクション

理想 (りそう) 明治39(1906)年8月 ヘノヘ会 創刊号コレクション

海國青年 (かいこくせいねん) 明治39(1906)年9月 左久良書房 創刊号コレクション

新思潮 第1次
(しんしちょう　だい１じ)

明治40(1907)年10月 潮文閣 創刊号コレクション

アカネ 明治41(1908)年2月 アカネ發行所 アカネ 複製版 修光社

無花果 (いちじく) 明治41(1908)年3月 無花果吟社 創刊号コレクション

スバル 明治42(1909)年1月 昴発行所

乱絃 (らんげん) 明治42(1909)年2月 京商文学会 創刊号コレクション

屋上庭園 (おくじょうていえん) 明治42(1909)年10月 屋上庭園 屋上庭園 複製版 冬至書房新社

 江戸・東京の食文化柳行李 (やなきごうり) 明治42(1909)年11月 九州川柳社 創刊号コレクション

白樺 (しらかば) 明治43(1910)年4月 白樺社

三田文学 (みたぶんがく) 明治43(1910)年5月 三田文学会

詩歌 (しいか) 明治44(1911)年4月 白日社 詩歌 複製版 教育出版センタ-

百面相 (ひゃくめんそう) 明治44(1911)年7月 日本文学社 創刊号コレクション

青鞜 (せいとう) 明治44(1911)年9月 青鞜社 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

講談倶楽部 (こうだんくらぶ) 明治44(1911)年11月 講談社 復刻日本の雑誌 複製版 講談社

武侠世界 (ぶきょうせかい) 明治43(1912)年1月 興文社 創刊号コレクション

大宅壮一文庫創刊号コレクション

雅楽多 (がらくた) 明治22(1889)年11月 咄珍社 大宅壮一文庫創刊号コレクション

古今文学 (ここんぶんがく) 明治33(1900)年2月 古今文学会 大宅壮一文庫創刊号コレクション

文星 (ぶんせい) 明治33(1900)年5月 四海堂 大宅壮一文庫創刊号コレクション

花月世界 (かげつせかい) 明治34(1901)年4月 花月社 大宅壮一文庫創刊号コレクション

ハガキ文学 (はがきぶんがく) 明治37(1904)年10月 日本葉書会 大宅壮一文庫創刊号コレクション

 ※大宅壮一文庫より借用

 創刊号コレクション
 タイトル  年月次  出版者

中外工業新報
(ちゅうがいこうぎょうしんぽう)

明治10(1877)年6月 桜水舎

日本法律雜誌
(にほんほうりつざっし)

明治19(1886)年2月 日本法律雑誌社

日本之教学 (にほんのきょうがく) 明治20(1887)年8月 教学書院

日本之女学 (にほんのじょがく) 明治20(1887)年8月 日本女学社

人民 (じんみん) 明治21(1888)年11月 日本書籍会社

陸央雑誌 (りくおうざっし) 明治21(1889)年2月15日 陸央学会

無遠慮 (ぶえんりょ) 明治22(1889)年10月 壮士雄飛社

文海 (ぶんかい) 明治22(1889)年11月 青年文学会

庚寅新誌 (こういんしんし) 明治23(1890)年2月 庚寅新誌社

時務要報 (じむようほう) 明治23(1890)年5月 時務要報社

尚志會雑誌 (しょうしかいざっし) 明治23(1890)年5月 尚志会事務所

心の鏡 (こころのかがみ) 明治23(1890)年7月 連合婦人会
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進歩之媒 (しんぽのなかだち) 明治23(1890)年11月 進歩社
日本全国小学生徒筆戦場
(にほんぜんこくしょうがくせいとひっせんじょ
う)

明治24(1891)年3月 博文館

東洋美術 (とうようびじゅつ) 明治24(1891)年5月 [北畠書店]

百万塔 (ひゃくまんとう) 明治24(1891)年9月 金港堂

社会燈 (しゃかいとう) 明治24(1891)年12月 平等社

精華 (せいか) 明治25(1892)年2月 国光社

文武 (ぶんぶ) 明治25(1892)年7月 関西文武会

精美 (せいび) 明治26(1893)年3月25日 益友社

日本人 2次 (にほんじん　２じ) 明治26(1893)年10月 政教社

太陽 (たいよう) 明治28(1895)年1月 博文館

国の教 (くにのおしえ) 明治28(1895)年2月 国の教社

圖案月報 (ずあんげっぽう) 明治28(1895)年12月 吉澤商舗陳列館

 正月料理作文之友 (さくぶんのとも) 明治29(1896)年3月 益友社

世界之日本 (せかいのにほん) 明治29(1896)年7月25日 開拓社

曙 (あけぼの) 明治30(1897)年1月 日昇館

角力新報 (すもうしんぽう) 明治30(1897)年1月 角力新報社

繪入雜誌軍事教育
(えいりざっしぐんじきょういく)

明治30(1897)年4月 軍事教育社

桜華国 (おうかこく) 明治30(1897)年4月 研学会

外国語学雑誌
(がいこくごがくざっし)

明治30(1897)年7月 博文館

外交時報 (がいこうじほう) 明治31(1898)年2月 外交時報社

農事雑報 (のうじざっぽう) 明治31(1898)年7月 農事雑報社

自治機関 (じちきかん) 明治33(1900)年2月 自治館

帝国古蹟取調會會報
(ていこくこせきとりしらべかいかいほう)

明治33(1900)年12月 帝国古蹟取調会

北光 (ほっこう) 明治34(1901)年2月 北光雑誌社

大和魂 (やまとだましい) 明治34(1901)年4月 軍事教育会

白露 (はくろ) 明治34(1901)年7月 白露会

商戦 (しょうせん) 明治35(1902)年1月 商戦発刊部

新天地 (しんてんち) 明治35(1902)年1月 大日本協会

南宗畫苑 (なんしゅうがえん) 明治35(1902)年4月 村上書店

新東京 (しんとうきょう) 明治35(1902)年4月 壬寅社

軍事界 (ぐんじかい) 明治35(1902)年5月 金港堂書籍

中学英語 (ちゅうがくえいご) 明治35(1902)年6月 宝文館

青年界 (せいねんかい) 明治35(1902)年7月 金港堂書籍

信濃博物學雑誌
(しなのはくぶつがくざっし)

明治35(1902)年8月 信濃博物学会

公民之友 (こうみんのとも) 明治36(1903)年1月 博文館

東洋畫報 (とうようがほう) 明治36(1903)年3月 敬業社

吉野之實業 (よしののじつぎょう) 明治36(1903)年4月 奈良県吉野郡農会

女子教育 (じょしきょういく) 明治37(1904)年1月 明治書院

催眠術 (さいみんじゅつ) 明治37(1904)年2月 大学館

日露交戰錄 (にちろこうせんろく) 明治37(1904)年2月 春陽堂

日本の少女 (にほんのしょうじょ) 明治38(1905)年6月 大日本少女会

昆蟲學雑誌 (こんちゅうがくざっし) 明治38(1905)年9月 日本昆虫学会

京都美術 (きょうとびじゅつ) 明治38(1905)年9月 山田芸艸堂

少年智識画報
(しょうねんちしきがほう)

明治38(1905)年9月 近事画報社

高潮 (こうちょう) 明治39(1906)年2月 吉川弘文館

支那語學 (しなごがく) 明治40(1907)年6月 支那語学研究会
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楽屋風呂 (がくやぶろ) 明治40(1907)年10月 楽屋風呂温交会

芳譚 (ほうたん) 明治41(1908)年11月 芳譚雑誌社

進取 (しんしゅ) 明治42(1909)年9月 博物館印刷所（印刷）

東京滑稽界 (とうきょうこっけいかい)明治42(1909)年9月 楽天社

学生 (がくせい) 明治43(1910)年5月 富山房

樂天 (らくてん) 明治44(1911)年1月 楽天倶楽部

實業倶樂部 (じつぎょうくらぶ) 明治44(1911)年1月 博文館

小學生 (しょうがくせい) 明治44(1911)年4月 同文館

新日本 (しんにほん) 明治44(1911)年4月 冨山房

日本雑誌 (にほんざっし) 明治44(1911)年9月 日本雑誌社
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