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全巻構成1

「近代美術関係新聞記事資料集成」全巻構成

リ― ルNα 収 録 期 間 未収録期間

Vol.1 明 治24年1月1日 ～12月31日

Vol.2 明 治25年1月1日 ～12月31日

Vol.3 明 治26年1月1日 ～2月24日

明 治26年4月19日 ～12月31日

2月25日 ～4月18日

Vol.4 明 治27年1月1日 ～1月22日

明 治27年2月26日 ～12月31日

1月23日 ～2月25日

Vol.5 明 治28年1月1日 ～10月17日 10月18日 ～12月31日

Vol.6 明 治29年11月27日 ～12月31日

明 治30年1月23日 ～7月10日

1月1日 ～11月26日

1月1日 ～1月22日

7月11日 ～12月31日

Vol.7 明 治31年1月1日 ～12月31日

明 治32年1月1日 ～1月31日

Vol.8 明治32年2月1日 ～7月18日

Vol.9 明 治32年8月10日 ～12月31日

明 治33年1月1日 ～1月26日

Vol.10 明治33年1月27日 ～7月22日

Vol.11 明 治33年7月22日 ～12月31日

明 治34年1月1日 ～1月15日

Vol.12 明治34年1月3日 ～3月12日

明治34年3月30日 ～6月21日

3月13日 ～3月29日

6月22日 ～12月31日
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リー ル № 収 録 期 間 未収録期間

Vol.13 明治35年1月14日 ～8月10日

Vol.14 明治35年8月11日 ～12月31日

Vol.15 明治36年1月1日 ～6月17日

明治36年7月30日 ～8月24日

6月18日 ～7月29日

8月25日 ～12月31日

Vol.16 明治44年1月25日 ～6月30日 1月1日 ～1月24日

Vol.17 明治44年7月1日 ～12月31日

VQI.18 明治45年1月4日 ～7月30日 1月1日 ～1月3日

Vol.19 大正元 年7月31日 ～12月31日

Vol.20 大正2年1月1日 ～4月30日

大正2年7月1日 ～7月31日

大正2年10月 後半 ～12月31日

5月1日 ～6月30日

8月1日 ～10月 前 半

Vol.21 大正3年1月1日 ～8月31日

Vol.22 大正3年9月1日 ～12月31日

VQI.23 大正4年2月1日 ～3月31日

大正4年5月1日 ～7月31日

1月1日 ～1月31日

4月1日 ～4月30日

Vol.24 大正4年8月1日 ～12月31日

Vol.25 大正5年2月1日 ～2月29日

大正5年7月1日 ～8月31日

1月1日 ～1月31日

3月1日 ～6月30日

Vol.26 大正5年9月1日 ～9月30日

大正5年11月1日 ～12月31日

10月1日 ～10月31日
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リ ー ルNo. 収 録 期 間 未収録期間

Vol.27 大正6年2月1日 ～4月30日 1月1日 ～1月31日

Vol.28 大正6年5月1日 ～8月31日

Vol.29 大正6年9月1日 ～9月30日

Vo1.30 大 正6年10月1日 ～10月27日

大 正6年12月1日 ～12月31日

10月28日 ～11月30日

Vo1.31 大正7年1月2日 ～7月31日 1月1日

Vol.32 大正7年8月1日 ～12月31日

Vol.33 大正8年1月1日 ～8月31日

Vol.34 大正8年9月1日 ～12月31日

Vol.35 大正9年1月1日 ～9月30日

Vol.36 大 正9年10月1日 ～12月31日

Vol.37 大 正11年1月1日 ～8月31日

Vol.38 大 正11年9月1日 ～12月31日

Vol.39 大 正12年1月1日 ～8月31日

大 正12年12月1日 ～12月31日

大 正13年1月1日 ～1月31日

9月1日 ～11月30日

Vol.40 大正13年2月1日 ～7月30日 8月1日 ～8月31日

Vo1.41 大 正13年9月1日 ～12月31日

Vo1.42 大 正14年1月1日 ～7月31日

Vol.43 大 正14年8月1日 ～12月31日
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リ― ル № 収 録 期 間 未収録期間

Vol.44 大 正15年1月1日 ～6月30日

Vol.45 大 正15年7月1日 ～12月25日

昭 和 元 年12月26日 ～12月31日

Vo1.46 昭和2年1月1日 ～7月31日

Vo1.47 昭和2年8月1日 ～12月31日

Vol.48 昭和3年1月1日 ～7月31日

Vol.49 昭和3年8月1日 ～12月31日

Vol.50 昭和4年1月1日 ～7月31日

Vol.51 昭 和4年8月1日 ～12月31日

Vol.52 昭和5年1月1日 ～7月31日

Vol.53 昭 和5年8月1日 ～12月31日

Vol.54 昭和6年1月1日 ～6月30日

Vol.55 昭和6年7月1日 ～12月31日

Vol.56 昭和7年1月1日 ～7月31日

Vol.57 昭和7年8月1日 ～12月31日

Vol.58 昭和8年1月1日 ～8月31日

Vo1.59 昭和8年9月1日 ～12月31日

Vol.60 昭和9年1月1日 ～6月30日

Vol.61 昭 和9年7月1日 ～12月31日

Vol.62 昭 和10年1月1日 ～6月30日
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リー ルNo 収 録 期 間 未収録期間

Vol.63 昭和10年7月1日 ～12月31日

Vo1.64 昭和11年1月1日 ～4月30日

Vol.65 (補 遺)明 治24年 ～昭和11年

Vol.66 (附 、東京美術学校 に関 す る諸新聞切抜)

※ 明治44年1月25日 ～大正3年9月26日

※ 大正4年1月 ～大正6年4月

Vol.67 昭和11年5月1日 ～12月31日

Vol.68 昭 和12年1月 、4月 、7月 、12月 2.3.5。6.8～11月

Vol.69 昭 和13年1月1日 ～1月19日

昭 和13年6月 ～9月 、11月、12月

1月20日 ～5月31日

10月

Vol.70 昭 和14年1月 ～4月 、6月 ～12月 5月

Vol.71 昭 和15年1月 ～3月 、6月 ～10月

昭 和16年1月 ～12月

4.5月

〔注〕 「未収録期間」とは、現存 していない期間である。
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