
Call. No. タイトル Title romanized 朝鮮語読み 編者 出版社 出版地 刊行頻度 所蔵巻次年 Note Doc
A368 朝 Asa 雑誌「朝」出版 雑誌「朝」出版 東京 不定期 1946-48 オピニオン誌 ゲラ ; 検

B202 Boy's life : Sonyon saenghwal Boy's life Sonyon saenghwal 朝鮮少年生活社 ; 国際少年団朝鮮総連盟日本中央総本部

朝鮮少年生活社 ; 
国際少年団朝鮮総連盟日本中央総本部 東京 月刊

1947-48 ; 
欠号あり 児童誌

C156 朝聯文化 Choren bunka Choryon munhwa 在日本朝鮮人連盟中央総本部文化部 在日本朝鮮人連盟中央総本部文化部 東京 1946 機関誌 
C175 朝鮮文芸 Chosen bungei Chosun munyesa 朝鮮文芸社 朝鮮文芸社 東京 1947-48 文芸誌 
C176 朝鮮文芸 Chosen bungei Chosun munyesa 朝鮮文芸社 朝鮮文芸社 東京 1948 文芸誌

C177 朝鮮新民報 Chosen shinminpo 新朝鮮出版社 新朝鮮出版社 東京 1946-47 オピニオン誌 ゲラ ; 検
F217.1 風車＝Windmill 極東出版社 東京 娯楽誌

H123.1 白民 Hakumin Baekmin 白民社 白民社 東京 月刊 1948 文芸誌

J228 自由朝鮮 : Free Korea Jiyu chosen 同友社 同友社 東京 1946-49 オピニオン誌

J253 自由論戦 Jiyu ronsen 自由 オピニオン誌

J354 十字架 Jujika Shipjaga 朝鮮基督教東京教会青年会 朝鮮基督教東京教会青年会 東京 1947 宗教誌

K1607 国際 Kokusai 極東出版社 極東出版社 東京 月刊 1947-48 オピニオン誌 原稿・ゲラ ; 検

K1608 国際文学 Kokusai bungaku Korea出版社 Korea出版社 東京 1946 文芸誌 ; 日本語

K1695 高麗文芸 Korai bungei Korea munye 高麗文芸社 高麗文芸社 東京 半月刊 1946 文芸誌

K788 経済文化 Keizai bunka 大阪朝鮮人商工会 大阪朝鮮人商工会 大阪 1946 経済誌 ; 日本語

K80
科学と技術＝THE SCIENCE 
AND TECHNIQUE 在日本朝鮮科学技術協会[発行] 東京 科学と技術

K964 拳闘スポーツ Kento supotsu 国際文化出版社 国際文化出版社 東京 月刊 1947
スポーツ誌 ; 
日本語

M392 民主朝鮮（文化朝鮮） オピニオン誌

M403
民主青年 : The minju 
chungnyun Minshu seinen Minju chongnyon 在日朝鮮民主青年同盟東京本部文化部 在日朝鮮民主青年同盟東京本部文化部 東京 1947

機関誌 ; 
日朝両語

O120 어린이通信（子ども通信） Orini tsushin Ŏrini tongsin 在日本朝鮮人連盟中央総本部 在日本朝鮮人連盟中央総本部 東京 半月刊 1946 児童誌 Zb297に補遺資料あり

P52 봉화（烽火） Ponghwa 在日本朝鮮文学会 在日本朝鮮文学会 東京 季刊 1949 文芸誌 検

P96 별나라（星の国） Pyollara 国際児童文化協会 国際児童文化協会 川崎 月刊 1947-48 児童誌

R145 歴史 史学社 科学と技術

S1160 時潮 Shijo 朝鮮世紀社 ; 朝鮮建国促進青年同盟港支部（No.2 issue)
朝鮮世紀社 ; 
朝鮮建国促進青年同盟港支部（No.2 issue) 東京 1947-48 機関誌 

S1312 新朝鮮 Shin chosen Shin chosun 新朝鮮建設同盟中央総本部文化部 新朝鮮建設同盟中央総本部文化部 東京 月刊 1946 機関誌 No.1のゲラあり ; ゲラ ; 検
S1661 新世界 新世界新聞社 大阪 娯楽誌

S766 世界人 世界人社 京都 科学と技術

T153 魂 : 思想雑誌 Tamashii 皇学会 皇学会

岩手県黒沢

尻町 月刊 1946-47 オピニオン誌 ゲラ

T246 探偵よみもの 趙文行 国際文化社 東京 娯楽誌

T881 青年 Tsung nyun (Chongnyon) 朝鮮建国促進青年同盟中央総本部文化部 朝鮮建国促進青年同盟中央総本部文化部 東京 1946-47 機関誌 ゲラ ; 検

U78
Uridongmu（私たちの友だ

ち） Uridongmu 우리 동무社 (Uridongmu) ; 朝鮮新民生社 우리 동무社 (Uridongmu) ; 朝鮮新民生社 東京 1949 児童誌 原稿
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