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《ワークショップ》 14：50～16：20 出版教育研究部会： 
出版の教育・研究を支える出版学文献データベース構築の必要性について 

 

 
 
 
ワークショップで使用される図表 
 

図表１ 出版産業 

 
 
 

 

時間 時間 担当 内容
14:50～15:00 10分 伊藤 背景とワークショップの目的

15:00～15:20 20分 小林
前期のカレント的記事索引、近代・現代を通した出版関
係の書誌・索引などの紹介

15:20～15:40 20分 古山
遡及的記事索引（日本出版学会賞推薦のための出版関係
の著作および論文のリスト、「90 年代・出版関係雑誌文
献目録（稿）」の工夫点など

15:40～15:50 10分 伊藤 元出版ニュース社代表の清田義昭氏へのインタビュー
15:50～16:15 25分 伊藤、小林、古山 討論
16:15～16:20 5分 まとめ



図表 2 出版物にかかわる研究の諸領域 

 
 

図表 3 「publishing studies」の分類（カテゴリ分け） 

 
蔡星慧（チェ・ソンヘ）「90 年代以降の韓国出版研究の動向」『出版研究』(36), 2005, p. 39-50. 
古山悟由（のりゆき）編「90 年代・出版関係雑誌文献目録（稿）」『出版研究』32～34 巻（2001～2003） 

I 過程 生産 著述，編集，印刷，校正，用紙，装幀，製本
流通 マーケティング，校正・宣伝，物流
利用 図書館，読書，評釈，同定，愛書趣味

Ⅱ 環境 政治 出版の自由，検閲
法律 著作権法，出版経済法制
経済 人口，所得
社会 教育，労働
文化 宗教，言語

Ⅲ 機能 全体 出版コミュニケーション
特化領域 学術出版（学術コミュニケーション）

教科書出版（教育コミュニケーション）
児童書出版（教育コミュニケーション）
宗教書出版（教育コミュニケーション）
言論・報道出版（政治・ニュースコミュニケーション）
娯楽出版（大衆文化コミュニケーション）
国際出版（国際コミュニケーション）

出典：箕輪成男『出版学序説』（日本エディタースクール出版部 1997）

「出版ニュース」最終号 古山悟由 蔡星慧 パブリッシング・スタディーズ入門
出版界－総論 ①総論 ①出版理論・出版学・出版教育 序章　誘い
出版界－出版社 ②出版杜・書店 ⑭出版経営 第8章　読書と読者
出版界－書店
出版界－印刷・製本 ③印刷・製本・装丁 ⑪印刷一般 第3章　産業

④編集 ⑦編集製作実務・デザイン
⑯編集者・出版人

⑤流通・販売・納本 ⑤出版販売・流通論 第3章　産業
⑥出版広告論

⑥電子出版 ⑬電子出版・ニューメディア論 第7章　デジタル・コンテンツ
⑦労働 ④出版産業（構造）論 第3章　産業

著作権 ⑧法制・倫理 ③著作権・出版法規 第2章　制度
⑧出版政策・制度・機関論

⑨漫画・絵本 第6章　コミック
⑩歴史（江戸時代まで） ②出版史 第4章　書籍
⑪歴史（明治時代以降)

出版界－書籍 ⑫図書 第4章　書籍
出版界－古書
読書 ⑬読書 ⑨読者・読書・図書館論 第8章　読書と読者
図書館
出版界－雑誌 ⑭雑誌 ⑫雑誌論 第5章　雑誌

⑮翻訳 ⑬海外（翻訳）出版
⑯海外
⑰目録細目 ⑩書誌・年鑑・辞書論

出版界－著者 ⑰その他



図表４ 昭和 10年代前版の書物雑誌 

 
 
 

図表 5 図書 出版に関する書誌・索引類 ＊網羅的、解題付き決定版のみ挙げる 

 
 
 
 
 
 
 

著者名 書名 版次 出版社 発行年

1 出口一雄
出版を学ぶ人のために―出版
ジャーナリズム文献綜覧

増訂新版 第一書店出版部 1980

2 出口一雄
読書論の系譜（書誌書目シリー
ズ  35）

ゆまに書房 1994

3 中西敏夫 編
「図書館・出版・読書論」基本
図書総目次・索引集成

出版文化研究会 2001

4 藤岡伸一郎 編 マスコミ文献大事典 日本図書センター 2003

5
布川角左衛門 監修, 浅
岡邦雄 [ほか]編

日本出版関係書目 : 1868-1996
日本エディタース
クール出版部

2003



図表 6 出版に関する雑誌記事の書誌・索引類 

 
 
 

対象時代 索引名 索引対象年 収録書籍/雑誌 出版社 出版年 編者等

近世・近代 1 1868-2013
近世・近代初期　書籍研究文献
目録

勉誠出版 2014 鈴木俊幸

2
近世・近代初期書籍
研究文献目録. 補遺

書籍文化史，no. 16-19 鈴木俊幸 2015-2018 鈴木俊幸

明治-昭和戦前 1 1885-1944 出版関係文献要覧 日外アソシエーツ 1981 彌吉光長

2
研究文献目録, 書誌
関係雑誌記事索引

1930?-1942?
図書週報 : 昭和前期書物趣味ネッ
トワーク誌

古典社 1930-1942

3 書物関係記事索引 1932.6-1933 書物展望. 2(7)～4(6) 書物展望社 1932-1934

4
昭和七年度書誌關係
雜誌記事索引

1932 古本年鑑. 第1年版 古典社 1933

5
～
12

書誌學(圖書、書
目、出版)に關する
圖書及論文

1934～1941
出版年鑑. 昭和10年版～昭和17年
版

東京堂 1935-1942

13 書誌學關係文獻目録 1942 日本出版年鑑. 昭和18年版 協同出版社 1943

14
最近の書誌図書関係
文献

1943-1944.3 読書と文献 日本古書通信社 1943-1944 天野敬太郞

対象時代 索引名 索引対象年 収録書籍/雑誌 出版社 出版年 編者等
昭和戦後-平成 14 研究文献目録 1945-1964 出版ジャーナリズム研究ノート 図書新聞社 1965 岩崎勝海

15 1945-2014
マスコミ・ジャーナリズム研究
文献要覧

日外アソシエーツ 2015
山田健太, 植村八潮, 野口
武悟

16 1948-1974
図書・雑誌・ジャーナリズムに
関する27年間の雑誌文献目録

日外アソシエーツ 1982

17
圖書並に圖書館關係
文献目錄、他

1950.7-2019.2 出版ニュース 出版ニュース社 1950.8-2019.3 鈴木剛男、他

18
出版関係文献資料,
等

1950-2018.3 出版年鑑. 各年版 出版ニュース社 1951-2019

19
出版関係文献資料,
等

1954-1988
図書館・読書・出版界データ
ベース集成―昭和戦後編

金沢文圃閣 2016-2017

20 1975-1984
文化行政・出版・ジャーナリズ
ムに関する10年間の雑誌文献目
録

日外アソシエーツ 1987

21 1868～1983 編年・著作権文献目録
日本音楽著作権協
会

1991-1992

22 1984-2010 著作権文献・資料目録 著作権資料協会 1987-2012 大家重夫、他

23
90年代・出版関係雑
誌文献目録（稿）

1990-1999 出版研究 (32)-(34) 日本出版学会 2001-2003 古山悟由

図書館学関係文献目録
集成―明治大正昭和前
期編の第2巻（金沢文
圃閣）に収録


