平成 21 年 12 月 15 日発行
平成 29 年 12 月 19 日改訂

横浜市中央図書館所蔵

マイクロフィルム目録
横浜市中央図書館調査資料課「調査のミカタ」シリーズ

この目録について
○ マイクロフィルムの詳しい内容は、冊子体等の目次・索引で御確認ください。
○ 聖書・洋学のマイクロフィルムについては、「聖書・洋学マイクロフィルム目録」を
御参照ください。
マイクロフィルムの御利用について
○ 16 ミリ及びマイクロフィッシュのいずれも、35 ミリのリーダーで閲覧できます。
○ 倍率の高い交換レンズがあります。フィルムの字が小さい時に御利用ください。
○ 画面が部分的に黒くなった場合は、画面右下の画像回転のつまみを回転し続ける
と直ります。（四隅が丸く黒くなる場合はランプの寿命かもしれません。交換ランプを
御用意しています。）

（平成 29 年 12 月現在）
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新聞（50音順）
タイトル
朝日新聞地方版（神奈川版のみ）
神奈川県新聞 （＝神奈川新聞）
神奈川新聞
関東大震災新聞記事集成

内 容

冊子体目次・索引

昭和15年1月～
昭和15年12月12日～昭和16年12月
昭和17年1月～ (一部欠あり）

近代日本キリスト教新聞集成

〔第1期〕明治初期から第二次大戦期に至るまでのプロテスタント諸教派の週刊新聞をはじめ聖公会、
ホーリネス系、カトリック、ギリシア正教等の主な新聞。計15紙。
〔第２期〕プロテスタント系紙誌、計19紙。
〔第３期〕聖公会、ハリストス正教、カトリック系紙誌、計17紙。

『近代日本キリスト教新聞集成 収録紙誌一覧
第2期、第3期』

近代美術関係新聞記事資料集成

東京美術学校編。明治24年1月～昭和16年12月。美術関係の新聞記事。

『近代美術関係新聞記事資料集成 別冊』

建通新聞神奈川

昭和60年1月～12月、昭和61年7月・9月～12月（8月欠）、平成2年1月～9月、平成7年7月～平成16年
12月（一部欠あり）

Japan Gazette
The Japan Times
Japan Daily Mail
商店街新聞
人民日報
中外商業新報 （＝日本経済新聞）
中外物価新報 （＝日本経済新聞）
東京朝日新聞 （＝朝日新聞）
東京日日新聞
東京毎日新聞 （＝毎日新聞）
東京横浜毎日新聞 （＝毎日新聞）
日刊スポーツ
日本経済新聞
日本産業経済 （＝日本経済新聞）
文匯報
貿易新報 （＝神奈川新聞）
毎日新聞地方版（神奈川版のみ）
毎日新聞 （＝横浜毎日新聞）
都新聞
都の華
横浜新報 （＝神奈川新聞）

1895年3月～6月（欠あり）

横浜貿易新聞 （＝神奈川新聞）

明治24年1月～７月，明治31年4月～明治37年6月，明治37年10月～明治39年9月，明治42年1月～明
治44年10月
明治37年7月～明治37年9月，明治39年10月～明治41年12月，明治44年11月～昭和15年12月11日
(一部欠あり)
大正13年6月～昭和5年4月4日

横浜貿易新報 （＝神奈川新聞）
横浜毎朝新報 （＝横浜毎日新報）
横浜毎日新聞 （＝毎日新聞）

1975年1月～1987年12月
1894年12月～1895年2月（欠あり）
昭和44年1月～昭和50年7月
1994年1月～1997年12月
明治22年5月～昭和17年11月
明治9年12月～明治22年4月
昭和12年3月～昭和20年12年 （一部欠あり）
⇒ 毎日新聞地方版（神奈川版のみ）
明治39年7月～明治45年12月，大正元年～大正15年12月，昭和2年5月～昭和7年11月 (一部欠あり）
明治13年7月～明治19年4月
昭和21年3月～
昭和20年1月～昭和30年12月
昭和17年12月～昭和19年12月
1994年1月～1997年12月
⇒ 横浜貿易新報
昭和3年1月～
明治19年5月～明治39年6月
明治17年9月～18年9月、明治21年11月～22年1月、明治23年8月、明治34年9月～昭和17年9月
第1号～73号。『都新聞』明治30年6月からの月1回附録。
明治37年6月20日～30日

明治3年12月8日～明治13年6月
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タイトル
横浜毎日新報 （＝横浜毎朝新報）
読売新聞地方版（神奈川版のみ）

内 容

冊子体目次・索引

内 容

冊子体目次・索引

昭和5年4月5日～昭和6年3月
昭和8年5月～昭和19年3月、昭和21年1月～

雑誌（50音順）
タイトル
「解放」（近代文学館２）

第１次：創刊号大正8年6月(1-1)～大正12年9月，
第２次：大正14年7月(2-1）～昭和3年1月

『解放総目次・執筆者索引』

近代日本軍隊関係雑誌集成
近代日本婦人雑誌集成
国立国会図書館所蔵 第1期
国華
「新潮」（近代文学館１）
中央美術
婦人世界
プランゲ文庫 雑誌コレクション「神奈川の部」
「文章世界」（近代文学館３）

内外兵事新聞、月曜会記事、保守新論、偕行社記事、海軍雑誌、水交雑誌、水交社記事

『近代日本軍隊関係雑誌集成目録１～５』

婦人協会雑誌/婦人雑誌、つぼ美、婦女雑誌、裏錦、婦人弘道叢記、日本之家庭/家庭教育/日本の家 『近代日本婦人雑誌集成 国立国会図書館所
庭、助産の栞、女子之友、淑女、をんな/なでしこ/大和なでしこ、婦人界、家庭の友
蔵 第1期』
1号（明治22年10月）～11149号（平成3年8月）、挿絵編

雑誌『国華』索引号

明治37年5月創刊号～昭和20年3月戦前最終号

『新潮総目次・執筆者索引』

1巻1号（大正4年10月）～5巻5号（大正8年5月）
第1巻1号（明治39年1月）～第6巻14号（明治44年12月）

『婦人世界 目次１』

約220タイトル

『ゴードン・W・プランゲ文庫雑誌目録 1～3』

明治39年3月（創刊号）～大正10年12月（改題『新文学』終刊号）

『文章世界総目次・執筆者索引』

図書・文書類
明
治
期
刊
行
物

歴
史
資
料

タイトル
国立国会図書館蔵明治期刊行図書
明治期婦人伝記文献集成
明治期女子教育文献集成
明治期刊行物集成
近代諸家文書集成
旧幕府引継書（徳川幕府引継書）
日本史関係資料（ハーバードロースクール
所蔵）
岩倉使節団文書
初期日本関係米英両国議会資料
福沢関係文書
明治前期民情調査資料 『偵察録』
朝鮮総督府官報

官
官報
報
議 参議院委員会会議録
会 衆議院委員会会議録

内 容
国立国会図書館所蔵の明治期に刊行された図書約16万冊を収録。

冊子体目次・索引
『国立国会図書館所蔵明治期刊行図書マイクロ
版集成』
『明治期婦人伝記文献集成収録目録』

国立国会図書館所蔵の婦人関係文献のうち明治年間に発行された「婦人伝記」に関する図書226点。
国立国会図書館所蔵の婦人関係文献のうち明治年間に発行された「女子教育」と「女性訓」に関する図
書395点。
早稲田大学所蔵。明治期の文学・言語関係資料
『明治期刊行物集成仮目録 文学・言語編』
松方正義文書、勝田主計文書、松尾臣善文書、目賀田種太郎文書、曽禰荒助文書、水町袈裟六文書。 『近代諸家文書集成総索引』
徳川幕府から明治新政府に引き継がれた総数７千点を超える幕藩制下の詳細な記録。

『旧幕府引継書 第一集～第四集 解説』

1936年にハーバード大学創立300年を記念して日本から寄贈されたもので、法制史関係のものが多い。 『ハーバード大学ロースクール図書館所蔵日本
原本309点。
史関係資料目録・解題』
各国政府との公証記録、各国滞在中の雑務書類、各地で収集した膨大な記録や留守政府とのやりとり
『岩倉使節団文書』
等を収録。
1852年から1877年のブルーブック，ホワイトブックなどの日本関係記事を収録したもの。
全訂版 (190002448)
『福澤関係文書 福澤諭吉と慶應義塾 第一分
慶応義塾関係資料1，2 福澤諭吉関係資料1，2
冊～第四分冊』
『『偵察録』について 明治前期民情報告『偵察
陸軍参謀本部付尉官が，地形図測量に併行して実地調査したペン書きの秘密報告書，全252冊
録』解題』
1910年8月～1945年8月（欠あり）
『朝鮮総督府官報目録集 第一集～第三集』
明治16年7月～
第1回国会（昭和22年）～第65回国会（昭和45年，46年）

『参議院委員会会議録総目次 Ⅰ～ⅩⅠ』

第1回（昭和22年)～第61回（昭和44年)

『衆議院委員会会議録総目次 Ⅰ～ⅩⅣ』
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タイトル
官員録・職員録集成

内 容

冊子体目次・索引

明治元年～昭和14年。国立公文書館所蔵，中央官庁関係の官員録・職員録403冊496点を収録。

『明治大正昭和官員録・職員録集成収録書目』

政
府 司法省年報
省
庁
陸海軍省年報

明治八年刑事綜計表～大日本帝国司法省大六十六刑事統計年報（昭和15年）
明治八年民事綜計表～大日本帝国司法省大六十六民事統計年報（昭和15年）
日本定刻司法第一回登記統計年報（明治20年）～大日本第五十四登記統計年報（昭和15年）
司法省監獄局第一回統計年報（明治32年）～大日本帝国司法省第四十二行刑統計年報（昭和15年）

『『司法省年報』総目次 Ⅰ～Ⅳ』

陸軍省年報：明治8年～昭和12年
海軍省年報：明治11年～昭和16年

『『陸海軍省年報』総目次 総務庁統計図書館
所蔵 1 陸軍省年報』

統 郡是市町村是調査資料 第5回内国勧業
計 博覧会（明治36年開催）出品分等1，2

明治中・後期の産業および地域関係など幅広いデータを包括した総合資料。
R6：関東大農区 神奈川（都筑郡中川村々是調査書 明治36年、高座郡綾瀬村是調査書 明治37年、
中郡豊田村々是調査書 明治36年、足柄上郡金田村是調査書 明治36年）

『町村是資料について マイクロフィルム『郡是
市町村是調査資料』解題』

財団法人静嘉堂文庫の所蔵する平安期～明治期までの古辞書362点
「辞書の部」106巻、「事彙の部」72巻

『古辞書集成 静嘉堂文庫所蔵収蔵書目録』

江戸末期から明治初期にかけての英学研究初期の刊本230点295冊を収録。
辞書、文法、音韻・文字、単語、会話・書簡、読本

『初期日本英学資料集成 収録書総目録』

古辞書集成
言
語 初期日本英学資料集成
初期日本蘭仏独露語文献集
江
戸
霞亭文庫（東京大学総合図書館蔵）
文
学

洋学研究初期の文献のうち英語を除く諸語に関する文献。
R1～20：和蘭語、R21～26：仏蘭西語、R27～32：独逸語、R33～34：露西亜語
東京大学総合図書館に収蔵されている渡辺霞亭の江戸文学書コレクションのほぼすべて1159点2032
冊を収録。

『東京大学総合図書館霞亭文庫目録』

ヨコハマ関係
タイトル
市
会
広
報

横浜市会会議録
横浜市会速記録
広報よこはま
横浜市報

職
横浜市職員録
員
選
選挙のあゆみ
挙
本邦商業会議所資料 東日本編
明治年間府県統計書集成
（神奈川県統計書）
大正・昭和年間府県統計書集成
（神奈川県統計書）
統
都道府県統計書集成 戦後編
計
（神奈川県統計書）

内 容

冊子体目次・索引

昭和22年～昭和52年，（昭和53年～62年は欠）、昭和63年～平成8年（16ミリ）
明治42年～昭和4年
昭和21年２月、昭和23～平成9年度、平成11～平成14年度
明治30年～大正12年。大正10年～平成12年
昭和10年～昭和25年，昭和27年～昭和36年，昭和37年～昭和40年
横浜市区選挙管理委員会発行『選挙のあゆみ』
第1集（昭和22年）～第11集（昭和62年）
横浜商業会議所月報第1号（明治29年）～第321号〔大正12年11月）、1号（大正13年5月）～42号（昭和2
『本邦商業会議所 収録明細書』
年11月）
「神奈川県治一覧概表」（明治7年）、「神奈川県統計表」(明治14年）、「神奈川県統計書」（明治17年18
年）、「神奈川県統計書」（明治19年～45年）。

『明治年間府県統計書集成 収録書総目録』

「神奈川県統計書」（大正2年～昭和15年）、大正11年は欠。

『大正・昭和年間府県統計書集成』

「神奈川県統計書」（昭和23年～24年）、「神奈川県統計書」（昭和25年～32年）、「神奈川県統計書」（昭
『都道府県統計書集成 戦後編』
和33年～４４年）、「神奈川県勢要覧」（昭和45年～48年版）。

横浜市統計書

第1回（明治34年）～第66回（昭和61年度）

横浜市町別世帯と人口

昭和12年～平成4年

3 / 6 ページ

横浜市中央図書館 マイクロフィルム目録

タイトル

内 容

土地宝典 １

横浜全図（実測横浜区全図）明治17年発行

土地宝典 ２

横浜市街全図 明治39年発行

土地宝典 ３

横浜市土地宝典 大正5年発行

土地宝典 ４

横浜市全図 大正7年以降震災前（推定）

土地宝典 ５

中区 №１ 昭和5年4月

土地宝典 ６

中区 №2 昭和5年4月

土地宝典 ７

磯子区 昭和6年7月

土地宝典 ８

保土ヶ谷区 昭和6年10月

土地宝典 ９
地
図 土地宝典 １０

神奈川区 昭和7年3月

土 土地宝典 １１
地
宝 土地宝典 １２
典
土地宝典 １３

鎌倉郡大正村 昭和2年9月、戸塚区大正土地辞典 昭和36年12月

鶴見区 昭和7年6月

鎌倉郡戸塚町 昭和3年
鎌倉郡中川村 昭和2年、鎌倉郡中和田村 昭和3年

土地宝典 １４

鎌倉町 昭和6年1月、鎌倉郡川上村 昭和4年12月、鎌倉郡瀬谷村 昭和4年12月、鎌倉郡川口村 昭
和4年12月、藤沢町鵠沼 昭和5年5月、高座郡藤沢町（旧大坂町） 昭和9年3月、高座郡茅ヶ崎町大字
小和田菱沼 昭和9年4月、高座郡寒川村 昭和4年12月、高座郡有馬村 昭和4年12月、高座郡渋谷村
昭和4年2月、高座郡綾瀬村大字上土棚 昭和9年3月、高座郡座間村 昭和3年12月、高座郡海老名村
昭和3年8月、高座郡麻溝村 昭和9年4月、高座郡綾瀬村大字吉岡（早川・寺尾） 昭和3年11月、高座
郡綾瀬村大字小園 昭和9年3月、高座郡綾瀬村大字深谷 昭和9年3月、高座郡上溝町 昭和4年7月、
高座郡新磯村 昭和4年5月

土地宝典 １５

橘郡日吉村 昭和8年

土地宝典 １６

保土ヶ谷区 昭和6年10月、保土ヶ谷区川島町上星川町昭和6年10月、磯子区 昭和6年7月、金沢町
昭和6年7月、都筑郡田奈村 昭和5年9月、都筑郡中里村 昭和5年6月、都筑郡中川村、都筑郡柿生岡
上組合村 昭和5年8月、橘樹郡（東部）稲田町 昭和12年8月、橘樹郡（西部）稲田町 昭和12年8月

土地宝典 １７

都筑郡新治村 昭和5年12月

土地宝典 １８

東京鎌倉高速電鉄線路予測平面図1/10000、1号国道工事概要 昭和11年10月、土地宝典横浜市街全
図 明治39年、土地宝典横浜全図 明治17年、横浜市5千分の1地形図 昭和33年3月、横須賀市土地
宝典 昭和6年3月
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タイトル

内 容

地図 １

市域図 １ 安政6年～昭和9年

地図 ２

市域図 ２ 昭和10年～平成6年

地図 ３

区域図 １ 西区、鶴見区、神奈川区、中区、南区、港南区、保土ヶ谷区

地図 ４

区域図 ２ 旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、戸塚区、瀬谷区

地 地図 ５
図
地図 ６

冊子体目次・索引

港湾、水道、都市防災、教育、文化財、郵便
その他

そ
地図 ７
の
他 地図 ８

都市計画 １ 昭和38年以前
都市計画 ２ 昭和38年～昭和55年

地図 ９

都市計画 ３ 昭和55年～平成3年

地図 10

都市計画 ４ 平成3年～平成10年、都市交通

地図 11

横浜市地形図 1/3000 １

地図 12

横浜市地形図 1/3000 ２

移民資料
タイトル
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

内 容

亜爾然丁時報（EL ARGENTIN DJILJO)
（あるぜんちんじほう）

1924年5月～1944年8月
出版地：ブエノスアイレス。亜尓然丁時報社発行。邦字新聞。

らぷらた報知(LA PLATA HOUCHI)

1949年1月～1982年12月
出版地：ブエノスアイレス。らぷらた報知新聞社発行。週2回（後に3回）発行。邦字新聞（後に一部スペイ
ン語）。

聖州新報(Semanario De Saopaulo)(NOTICIAS
DE S,PAULO)

1923年1月～1941年7月
出版地：サンパウロ。聖州新報社発行。邦字新聞（後に一部ポルトガル語）。

ブ 南米新報・週刊南米(NAMBEI SHIPO)
ラ
ジ 日伯新聞(Nippak Shimbun)
ル
日本新聞(NIPPON SHIMBUN)

1930年1月～1941年8月。
出版地：サンパウロ。南米新報社発行。邦字新聞（後に一部ポルトガル語）。

バストス週報(O PROGRESSISTA)

1951年8月～1978年12月
出版地：サンパウロ州バストス市。邦字新聞。バストス自治会発行。ガリ版。

1924年2月22日～1939年6月（「日伯コドモ新聞」含む）
出版地：サンパウロ。日伯新聞社発行。邦字新聞（後に一部ポルトガル語）。
1932年1月～1937年12月
出版地：サンパウロ。日本新聞社発行。邦字新聞。
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タイトル

1940年7月～1941年12月
出版地：サンパウロ。ブラジル朝日新聞社発行。邦字一部ポルトガル語新聞（後にポルトガル語）。

伯刺西爾時報（Noticias Do Brasil)

1917年9月～1952年12月
出版地：サンパウロ。邦字新聞。

ブ 伯刺西爾行移民名簿（乗船名簿）
ラ
ジ ブラジル日本移民史料館所蔵展示資料（1985
ル 年10月現在）
ブラジル日本移民史料館所蔵文書史料
南伯農協中央会所蔵資料
カ
ナ 大陸日報（THE CONTINENTAL DAILY NEWS)
ダ
馬哇新聞(The Maui Shinbun)
（まういしんぶん）
コロラド新聞(The Cororad News)
山東時事
櫻府日報(The Sacramento Daily News)
（おうふにっぽう）
日米(The Japanese American News)
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

内 容

ブラジル朝日新聞(BRASIL ASAHI)(AURORA
BRASILERA)

日米時事(Nichi Bei Times)
The Recorder(SAN FRANCISCO LAW
JOURNAL)
加州毎日新聞(KASHU MAINICHI California
Dally News)
ユタ日報（The Utah Nippo)(Salt Lake City
Utah)

Japanese Camp Paper

明治41年6月18日にサントス港に着いた笠戸丸から戦後昭和38年12月までの乗船名簿。
R1:「永井柳太郎 移民激励の手紙」、「移民輸送監督報告書」、「移民名簿と船内行事日程表」、「船内
新聞」、「マラリアに関する文書」、『植民の光』、『聖西月報』
R2 :「日本人墓地の過去帳」、『輝号』、『臣道』、『リンス週報』、『PAZ』
日記など
R1～4：組合員月報
R5：従業員月報
R6：決算報告書
R7～8：事業及び決算報告書
1908年1月1日～1941年12月6日
出版地：バンクーバー。The Continental news 発行。日刊邦字新聞（後に一部英字）。
1915年1月～1941年11月
出版地：ワイクル町(布哇県)（ハワイ） 。馬哇新聞社発行。週2回刊。邦字新聞（後に一部英字）。
1911年2月15日～ 1917年12月
出版地：コロラド州デンバー。コロラド新聞社発行。邦字新聞。
1917年3月13日～1918年1月26日
出版地：コロラド州デンバー。山東時事社発行。日刊邦字新聞。
1909年5月～1939年7月。 1924年1月～1939年5月欠。
出版地：サクラメント。櫻府日報社発行。日刊邦字新聞。
1919年1月～1932年7月
出版地：サンフランシスコ。日米新聞社発行。邦字新聞（後に一部英字）。
1946年5月～1986年12月
出版地：サンフランシスコ。nichi bei times発行。邦字一部英字新聞（後に邦字）。
1906年10月1日～1906年12月
出版地：サンフランシスコ。
1931年11月5日～1980年12月29日
出版地：ロサンジェルス。日刊邦字新聞（後に一部英字）。
1917年8月1日～1988年12月24日
出版地：ソルトレイクシティー。ユタ日報社発行。邦字新聞（後に一部英字）。
日系人強制収容所・アセンブリセンターで発行された新聞。
【Relocation Centers】
Arkansas DENSON(Jerome),McGEHEER(Rohwer)、Arizona POSTON(Colorado River),RIVERS(Gila
River)
California MANZANAR,NEWELL(Tule Lake)、Colorado AMACHE(Granada)
Idaho HUNT(Minidoka)、Utah TOPAZ
Wyoming HEART MOUNTAIN
【Assembly Centers】
SANTA ANITA,TANFORAN
及び『The Colorado Times』,『Rocky Shimpo』
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中央図書館では、みなさまの調査研究・問題解決のお手伝いをしています。
お気軽に各階カウンター・電話・ホームページの申込フォームにてお問い合わせください。
電話：045(262)0050
ホームページ：https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/library/shirabemono/referance.html
横浜市中央図書館

