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近代英国の定期刊行物を収録するデータベース 

British Periodicals 

 

 

British Periodicals（BP）は、英国で刊行された定期刊行物から重要な約 470 誌を選んで収録する       

データベースです。定期刊行物が主に知識階級のものであった 17・18世紀から始まり、読者層を広げて

急速に増殖し新しいメディアとして社会に浸透した 19 世紀を経て、20 世紀初頭までの期間を対象とし、

権威ある批評誌から風刺漫画誌、家庭向け雑誌まで、多種多様なタイトルを提供します。 

全文検索が可能な誌面イメージを使い、2世紀半にわたる英国の言論を広範かつ体系的に調査できます。 

 

主な収録分野、収録タイトル例 （2 コレクションから構成されています。コレクション毎のご契約も可能です。） 凡例：誌名（収録期間） 

Collection 1: 哲学 / 歴史学 / 科学 / 美術 / 社会科学 他 （収録誌数 約 160誌、収録年代 1681年-1914 年） 

 Edinburgh Review (1802-1910) 
近代の文芸批評の発展に貢献した、19世紀のもっとも重要な文芸誌の一つ。その高尚かつ独

立した論調により高い評価をうけ、1818 年には 13,500 部を発行していた。W.スコット、ハズリット、

歴史家 T. B.マコーリー、カーライルらが寄稿した。（図左） 

 Quarterly Review (1809-1906) 
トーリー党寄りの批評誌で、Edinburgh Review が唱えるリベラリズムに対抗して論陣を張った。
ナポレオン戦争後の反動的社会風潮の中で発行部数を伸ばし、Edinburgh Review と並ぶ二大
誌に成長した。（図右） 

 Household Words (1850-1859) / All the Year Round (1859-1895) 
ディケンズが経営・編集した家庭向け週刊総合誌。小説、詩、時事解説、ルポ、啓蒙記事など家庭の全員に歓迎される内容を盛り込

み、当時の有名無名の多数の文筆家が寄稿、ディケンズ自身の小説や評論も収められた。ギャスケルら有名作家の原稿に勝手に手

を入れてトラブルを起こすなど、ディケンズのワンマン編集ぶりでも知られる。 

 Gentleman's Magazine (1731-1907) 
「マガジン」という語を最初に用いた中流階級向けの月刊総合誌で、18世紀の定期刊行物のうちでも特によく知られている。サミュエ

ル・ジョンソンが「リリパット上院討論録」と題する虚構を交えた議会記事を寄稿して人気を博した。 

そのほか、Chambers's Journal, Connoisseur, Dome, Fortnightly, Good Words, Judy, Savoy, World などを収録 

Collection 2: 文学 /音楽 / 戯曲 / 考古学 / 建築 他 （収録誌数 約 310誌、収録年代 1681年-1939 年） 

 Spectator (1711-1714) 
「哲学を市井の域にまでおろす」として、身近な道徳をユーモアを交えて説いた中産階級向け

の日刊紙。奇癖をもつ仮想の人物、ロジャー・ド・カヴァリー卿らが所属する会員クラブの発行

誌という体裁をとって、当時の風俗や文学に関するエッセイを載せた。この種のジャンルの代

表的存在として外国でもよく知られ、Spectatorに似せた刊行物が多く出版された。（図左） 

 Blackwood's Edinburgh Magazine (1817-1902) 
批評家クリストファー・ノース、Quarterly Review の主筆も務めたジョン・ロックハート、詩人ホッ
グらを編集者としてエディンバラで出版された保守派の文芸誌。ロンドンに拠点を置く

Examinerのリー・ハントらを「コックニー派」と揶揄した。ノースの文芸評論『アンブローズ夜話』
は、座談の形を借りて時事問題を面白おかしく論じ、人気を博した。 

 Cornhill Magazine (1860-1902) 
評論と長編小説の結合を目的に、サッカリーを主筆に、アンソニー・トロロープも加わって創刊された。ギャスケル、エリオット、H.ジェイ

ムズ、ディケンズ（図右）、シャーロット･ブロンテ、M.アーノルド、ハーディ、コリンズ、ラスキンら19世紀後半の主要な作家のほとんどが

ここで作品を発表し、ヴィクトリア朝の文芸をリードした。初めて発行部数が 10万部に達した雑誌でもある。 

 Contemporary Review (1866-1900) 
宗教と世俗の懸け橋となる「思索の雑誌」として創刊。Fortnightlyに倣って全ての記事を署名入りで掲載した。T.H.ハクスリー、H.スペ

ンサーらによる「進化論と聖書の解釈」といった刺激的なテーマの評論を掲載、発達する科学・哲学と宗教の対話の場となった。 

そのほか、Critical Review, Examiner, Fun, Monthly Review, Rambler, Yellow Book などを収録 
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 Academy and Literature (1869-1916) 
 After Work (1874-1887) 

 
 All the Year Round (1859-1895) 

  
 
 Analyst: a quarterly journal of science, 

literature, natural history, and the fine 
arts (1834-1840) 

 Anglo-Saxon Review: a quarterly 
miscellany (1899-1901) 

 Annual Review and History of 
Literature (1803-1808) 

 Anti-Gallican: or Standard of British 
loyalty, religion and liberty (1804) 

 Anti-Infidel (1831) 
 

 Anti-Jacobin; or, Weekly examiner 
 (1797-1798) 
後に首相となるジョージ・カニングも関わ

ったトーリー党寄りの批評誌。社会風刺

漫画が掲載された。 
 

 Anti-Slavery Reporter (1825-1833) 
奴隷制の廃止を強固に訴え、議会の状

況や、英国及び諸外国の奴隷制廃止運

動の様子のほか、国内外の反奴隷制協

会の活動報告も掲載した。 

 
 

 Anti-Slavery Reporter and  Aborigines' 
Friend (1840-1931) 

 Anti-Teapot Review (1864-1869) 
 

 Argosy: a magazine of tales, travels, 
essays, and poems (1865-1901) 
クリスティーナ・ロセッティの詩や、重婚を

描いて訴訟沙汰になったチャールズ・リー

ドの”Griffith Gaunt”(1866)をはじめ、マー
ガレット・オリファント、ジョージ・マクドナ

ルド、Ellen Wood らによるいわゆる「扇情
小説」Sensational Novel を優れた挿絵と
ともに掲載して人気を博した。 

 

 Armoury (1873-1881) 
 Art and Poetry (1850) 

 
 Athenaeum (1828-1921) 

1853 年以降、広告税の廃止により定期刊
行物の誌面に多くの広告が登場するよう

になるが、「信じやすい読者を、悪質な広

告主による狡猾な宣伝から可能な限り守

るのが雑誌の義務である」という信条を唱

えた無党派の文芸誌。 
 

 Athenaeum; a magazine of literary and 
miscellaneous information (1807-1809) 
 

 Badminton Magazine of Sports and 
Pastimes (1896-1900) 
スポーツ、狩猟、遊びの専門誌。スポーツ

をする女性に関する記事も多い。 

   
 
 Bee, or Literary weekly intelligencer  

(1790-1794) 
 Belgravia: a London magazine  

(1866-1899) 
 
 Belle Assemblée; or Court and 

fashionable magazine (1806-1832) 
読者が自分の悩みを告白する投稿欄が

人気を博した美麗な女性雑誌。 
 

 Bentley's Miscellany (1837-1868) 
ディケンズを編集長に迎えて創刊、同時

に彼の「オリヴァー・トゥイスト」を連載して

人気を呼んだ。 
 

 Bentley's Quarterly Review (1859-1860) 
 Bookman (London) (1891-1934) 
 Bookworm. An illustrated treasury of 

old-time literature (1881-1894) 
 

 Bow Bells (1864-1897) 
女性のファッションやレシピを紹介する家

庭向け雑誌。 

 
 

 Bradshaw's Journal: a miscellany of 
literature, science, and art (1841-1843) 

 British and Foreign Review; or, 
European quarterly journal (1835-1844) 

 Celtic Magazine (1875-1888) 
 

 Chambers's Journal (1832-1900) 
英国の大衆誌の先駆けとなったタイトル

の一つで、19世紀半ばには発行部数 9万
部に達する人気を誇った。 

 
（「科学の一般知識」） 

 City Jackdaw (1875-1880) 
 Classical Museum :a journal of philology, 

and of ancient history and literature 
(1844-1850) 
 

 Connoisseur (1754-1756) 
「人間の集まる所にはどこへでも出かけ、

彼らを観察し、分類し、あらゆる悪習や愚

行には筆誅を加える」ことを掲げて、多大

な人気を博した評論誌。 
 

 Cosmopolis (1896-1898) 
ロンドン、パリ、ベルリン、ウィーン、ニュ

ーヨークなど主要都市で同時刊行された

国際的総合雑誌。英語、仏語、独語の記

事を均等に並べる斬新な誌面だった。 
 

 Court and Lady's Magazine, Monthly 
Critic and Museum (1842-1847) 

 Dark Blue (1871-1873) 
 Director: a weekly literary journal (1807) 

 
 Dome (1897-1900) 

「あらゆる芸術の作例を含む」という副題

のとおり、美術・文芸・建築・音楽の図版・

楽譜を豊富に掲載して、90 年代の芸術

の展開に大きな役割を果たした。イェイ

ツ、バーン＝ジョーンズ、ロセッティ、エル

ガーらが寄稿。Charles Holmes がこの誌
面で葛飾北斎と安藤広重を紹介した。 

  
  

 Dublin Review (1836-1910) 
 Dublin Saturday Magazine :a journal of 

instruction and amusement, comprising 
Irish biography and antiquities, original 
tales and sketches, poetry, varieties, etc 
(1865-1867) 

 Duffy's Hibernian Magazine: a monthly 
journal of legends, tales, and stories, Irish 
antiquities, biography, science, and art 
(1860-1864) 

 Dundee Wasp (1897-1910) 
 East Anglian, or, Notes and queries on 

subjects connected with the counties of 
Suffolk, Cambridge, Essex and Norfolk 
(1858-1869, 1885-1910) 

 Economic Review (1891-1914) 
 Edinburgh Annual Register (1808-1826) 
 Edinburgh Monthly Review (1819-1821) 
 Edinburgh Review (1802-1910) 
 English Illustrated Magazine (1883-1913) 
 English Review (1908-1937) 
 Every Week (1869-1896) 
 Female Spectator (1775) 
 Fenland Notes and Queries: a quarterly 

antiquarian journal for the fenland, in 
the counties of Huntingdon, Cambridge, 
Lincoln, Northampton, Norfolk, and 
Suffolk (1889-1909) 

 Foreign Review (1828-1830) 
 

British Periodicals Collection 1 収録タイトル 

 

http://search.proquest.com/docview/8119920/flash/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/8079235/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3018802/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3152843/fulltext/3?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3156554/fulltext/3?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3443782/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3443782/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3405786/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/2542425/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3425278/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3454420/fulltext/1?accountid=40979
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 Fortnightly (1865-1934) 
匿名評論の伝統を破り、すべての記事を

署名入りとした自由主義的な総合雑誌。

トロロープやメレディスの小説を掲載し、

スウィンバーン、ペイター、20 世紀にはジ
ョイス、パウンドらが寄稿した。 
 

 Fraser's magazine (1830-1882) 
トーリー党寄りの文芸総合誌。ホッグ、コ

ールリッジ、サウジー、カーライル、ピーコ

ック、エインズワース、サッカリー、ラスキ

ンらが寄稿。作家のインタビュー記事が

人気を博した。 
 

 Freed-man: a monthly magazine 
devoted to the interests of the freed 
coloured people (1865-1868) 

 General Magazine and Impartial 
Review (1787-1792) 

 Gentleman's Magazine (1731-1907) 
 Ghost (1796) 
 Golden Hours: a monthly magazine for 

family and general reading (1866, 
1868-1884) 
 

 Good Words (1860-1906) 
のちに Contemporary Review を創刊する
Alexander Strahan が出版、様々な寄稿
者が伝統的な文体で信仰生活について

説いた。また、その内容をよりわかりやす

く伝えるために、Dalziels兄弟ら当時の一
流の木版作家の手になる挿絵が豊富に

掲載された。 

  
 

 Hibernia Magazine, and Dublin 
Monthly Panorama (1810-1811) 

 Historical Register (1714-1738) 
 

 Hobby Horse (1886-1894) 
アーツ・アンド・クラフツ運動の先駆者

Mackmurdo が結成したセンチュリー・ギ

ルドの機関誌として創刊。はじめての精

緻な印刷の芸術雑誌で、美術工芸にとど

まらず文芸をも論じた。バーン＝ジョーン

ズ、ロセッティ、マドクス・ブラウン、ドーソ

ン、ワイルド、アーノルドら、当時の錚々た

る面々が寄稿した。 

  
 
 
 

 Home Friend (1852-1856) 
 Household Words: conducted by Charles 

Dickens (1850-1859) 
 Idler: an illustrated monthly magazine 

(1892-1911) 
 Illustrated Review: a fortnightly journal 

of literature, science and art (1870-1874) 
 Imperial Magazine (1819-1834) 
 Irish Magazine (1807-1815) 
 Jewish Quarterly Review (1888-1908) 

 
 Journal of Classical and Sacred 

Philology (1854-1859) 
ケンブリッジ大学の古典学者らが創

刊、学術雑誌として最も初期のもの。 
教父学と古典学を論じる。 
 

 Journal of Sacred Literature (1848-1868) 
 

 Judy (1867-1907) 
19 世紀後半に相次いで創刊された多くの
漫画風刺雑誌のうち、最も成功したもの

の一つ。もっぱらグラッドストン、ディズレ

ーリ内閣の風刺を事とした。 

  
 

 Kaleidoscope; or, Literary and scientific 
mirror (1818-1831) 
 

 Knight's Penny Magazine (1832-1846) 
向上、啓蒙、そして家庭向けの楽しみを

旨としたもっとも初期の大衆向け雑誌の

ひとつ。安価だったが、挿絵を豊富に載

せて読者の好尚にこたえた。 

  
 
 Leigh Hunt's Journal (1850-1851) 
 Leigh Hunt's London Journal and the 

Printing Machine (1834-1835) 
 

 Leisure Hour (1852-1905)  
家庭向けの「知識と楽しみ」の雑誌。 

 
 Liberal (1822-1823) 
 Literary Lounger (1826) 
 Literary Magazine; or, Monthly epitome 

of British literature (1797-1806) 
 Livesey's Moral Reformer (1831-1833, 

1838-1839) 
 London Journal (1845-1912) 
 London Quarterly and Holborn Review 

(1853-1906) 
 London Reader of Literature, Science, 

Art and General Information (1863-1893, 
1896-1903) 

 London Review of English and Foreign 
Literature (1775-1780) 

 London Review, and Biographia 
Literaria (1799-1800) 

 London Saturday Journal (1839-1842) 
 

 London Society: a monthly magazine of 
light and amusing literature for the 
hours of relaxation (1862-1898) 

都市の有閑階級向けの娯楽的な軽い読

み物を提供して人気があった。ファッショ

ン、マナー、休日の過ごし方、オペラなど

のレビュー、使用人の監督の方法、感傷

的な恋愛詩などを、ブルジョワの生活の

楽しみを称賛する挿絵とともに掲載した。 

  
 

 Longman's Magazine (1882-1905) 
 Lounger (1779-1787) 
 Lounger's Miscellany;  

or, The lucubrations of Abel Slug, Esq.  
(1788-1789) 

 Ludgate (1891-1901) 
 Mirror Monthly Magazine (1822-1849) 
 Momus Ridens (1690-1691) 
 Monthly Amusement (1709) 
 Monthly Chronicle of North-Country 

Lore and Legend (1887-1891) 
 Monthly Ledger (1773-1775) 
 Monthly Miscellany (1774-1777) 
 Monthly Museum: or, Dublin literary 

repertory of arts, science, literature and 
miscellaneous information (1813-1814) 

 Monthly Panorama (1810) 
 Monthly Register, and encyclopedian 

magazine (1802-1803) 
 Monthly Review (London) (1900-1907) 
 Monthly Visitor, and New Family 

Magazine (1797-1804) 
 Murray's Magazine (1887-1891) 
 Museum: or, The literary and historical 

register (1746-1747) 
 

 Nash's Pall Mall Magazine (1893-1935) 
読者に強く訴えかけるビジュアルで知ら

れる絵入り雑誌。キップリング、メレディ

ス、チェスタトン、コンラッド、ロンドンらが

寄稿した。 

  
 

 National Review (1855-1864) 

http://search.proquest.com/docview/3299667/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3315434/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3333422/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3523338/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3582308/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3645580/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/2793628/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/2794634/fulltext/2?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3419870/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3872615/fulltext/4?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3873688/fulltext/4?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/6572300/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/6540651/fulltext/1?accountid=40979


4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 New Century Review (1897-1900) 
 New Quarterly Review; or, Home, 

foreign and colonial journal (1843-1847) 
 New Sporting Magazine (1831-1870) 
 New Wonderful Magazine and 

Marvelous Chronicle (1793-1794) 
 Newcastle Magazine (1820-1831) 

 
 Nineteenth Century and After: a 

monthly review (1877-1906) 
教養ある人々の討論の場として創刊され

た月刊総合誌。M.アーノルド、ラスキン、
のちには B.ウェッブ、モリス、ワイルドらが
寄稿し、19 世紀後半にしばしば有名な論

争の場を提供した。 

 
（インドの貧困を訴えるナイチンゲールの寄稿） 

 
 North Briton (1762-1763) 

急進派の政治家ジョン・ウィルクスが創刊

した政治週刊誌。政府の圧政を激しく攻

撃した。 
 

 North of England magazine and 
Bradshaw's Journal of Politics, 
Literature, Science and Art (1842-1843) 

 Observator in Dialogue (1681-1687) 
 

 Once a Week (1859-1880) 
物語、詩、歴史、時事問題などの様々な

読み物と優れた挿絵を融合させた誌面で

大きな成功をおさめ、Cornhill Magazine、
London Society、Argosy などとともに 1860
年代に「挿絵の黄金時代」を現出した。 

  
 

 Our Corner (1883-1888) 
 Outlook (1898-1901) 
 Palladium: a monthly journal of 

literature, politics, science and art 
(1850-1851) 

 Philanthropist (1795-1796) 
 Popular Science Review (1861-1881) 
 Powder Magazine (1868-1877) 

 
 Practical Teacher (1881-1911) 

教師のための「実用的」教育雑誌。 

 
（「磁気と電気の教え方」） 
 
 

 Quarterly Review (London) (1809-1906) 

 
（キーツの物語詩『エンデュミオン』を酷評する記事） 

 
 Quiver (1861-1926) 

アメリカで流行していた「半・宗教雑誌」を

模して中流階級向けに創刊され、家庭に

おける道徳と信仰を説いた。挿絵を多用

し、読者に強く訴えかけた。 

  
 

 Ragged School Union Quarterly Record 
(1849-1887) 

 Reflector: a quarterly magazine, on 
subjects of philosophy, politics, and the 
liberal arts (1810-1811) 
 

 Review of Reviews (1890-1919) 
国際平和や海軍の改革、児童・社会福祉

を訴えたことで知られるジャーナリスト、

W.T.Stead が創刊。文芸批評、世界の時

事問題から交霊術まで論じた。 
 

 Reynolds's Miscellany of Romance, 
General Literature, Science, and Art 
(1846-1869) 

 Rose, the Shamrock and the Thistle 
(1862-1865) 

 Royal Magazine (1759-1769)  
 Saint George: a national review dealing 

with literature, art and social questions 
in a broad and progressive spirit 
(1898-1900, 1904-1911) 

 Saturday Magazine (1832-1844) 
 

 Savoy: an illustrated monthly (1896) 
Yellow Book を辞したビアズリーが美術

主幹を、シモンズが文芸主幹をつとめ、

世紀末の芸術至上主義をよく体現した。

イェイツ、H.エリス、ダウソンらの詩、C. H.
シャノン、ウォルター・シッカート、チャー

ルズ・コンダーらの絵画を掲載。短期間で

廃刊したがその芸術的評価は高い。 

  
 

 Scottish Review (Edinburgh)(1882-1920) 
 Scottish Review (Glasgow)(1853-1863) 
 Sentinel (1879-1890) 
 Speaker (1890-1907) 
 Sphinx (1868-1871) 

 Strand Magazine (1891-1906) 
もっとも初期の絵入り読み物雑誌のひと

つ。コナン・ドイルの「シャーロック・ホーム

ズの冒険」シリーズ（下図右）が掲載され

たことで名高い。 

  
 
 Student, or, The Oxford and Cambridge 

monthly miscellany (1750-1751) 
 Sunday at Home (1854-1900) 
 Temple Bar (1860-1906) 
 Thistle; or Anglo-Caledonian Journal  

(1836) 
 To-day (1883-1889) 
 Tradesman, or, Commercial Magazine 

(1808-1812) 
 Train: a first-class magazine (1856-1858) 
 Twice a week: an illustrated London 

journal of entertaining literature and 
useful information (1862) 

 Universal review (London)(1859-1860) 
 Universal Review (London)(1888-1890) 
 Visions of Sir Heister Ryley: with other 

entertainments (1710-1711) 
 Weekly Amusement (1763-1767) 
 Weekly Entertainer and West of 

England Miscellany (1783-1824) 
 Weekly Memorials for the Ingenious 

(1682-1683) 
 Weekly Review and Dramatic Critic 

(1852-1853) 
 

 Wesleyan-Methodist Magazine  
(1778-1900) 
メソジスト派の信徒に配布された機関誌。 

 
 Westminster and Foreign Quarterly 

Review (1827-1847) 
 Windsor Magazine: an illustrated 

monthly for men and women  
(1895-1900) 
 

 World (London) (1753-1756) 
Spectator を手本とし、「流行、愚行、悪
習、非常識を悪意なしに嘲笑するととも

に、政治と宗教は避ける」方針を掲げ、当

時のあらゆる風俗を活写した。 

 

 

 

http://search.proquest.com/docview/2664034/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3928968/fulltext/3?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3762143?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3966231/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/2503908/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3833059/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/britishperiodicals/docview/4050182/13EB634F5FC4B794985/76?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/4147077/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/3987200/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/4158514/fulltext/2?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/4305355/fulltext/1?accountid=40979
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 Academy Architecture and 
Architectural Review (1889-1931) 
政府機関から民家まで、当時の建築物

の図版を多数掲載する。 

  
 

 Ainsworth's Magazine (1842-1854) 
 Albemarle (1892) 
 Analytical Review (1788-1799) 
 Anti-Jacobin Review and Protestant 

Advocate, or Monthly, Political, and 
Literary Censor (1798-1819) 

 Antiquary (1880-1915) 
 

 Archaeologia (1770-1907) 
Society of Antiquaries of London の主要
刊物。創刊から 176年分を収録。 
 

 Archaeologia cambrensis (1846-1905) 
 Archaeological Review (1888-1890) 
 Architect, Engineer and Surveyor 

(1840-1843) 
 Architectural Magazine, and journal of 

improvement in architecture, building, 
and furnishing, and in the various arts 
and trades connected therewith. 
(1834-1839) 

 Architecture (London) (1896-1898) 
 Architecture, a magazine of 

architecture and the applied arts & 
crafts (1893-1931) 

 Arnold's Magazine of the Fine Arts, and 
Journal of Literature and Science  
(1831-1834) 

 Art and Letters; an illustrated review 
(1888-1889) 
 

 Art Journal (London) (1839-1912) 
絵画、彫刻、版画、建築、装飾、工芸、商

業デザイン、外国の動向など、あらゆる

美術分野を扱う月刊雑誌。アルバート公

の支援を受け、挿絵、デザイン見本、鋼

版の複製画などが豊富に添えられた豪

華な体裁をとった。 

 
（万国博覧会の様子を伝える記事） 

 
 Artist and Amateur's Magazine  

(1843-1844) 
 Artist, an illustrated monthly record of 

arts, crafts and industries (1897-1902) 
 Athenian Gazette (1691-1697) 

 Athenian News, or, Dunton's Oracle  
(1710) 

 Athenian Oracle (1728) 
 Atlantis (1863-1870) 
 Augustan Review (1815-1816) 
 Beau Monde and Monthly Register  

(1806-1810) 
 Bee (London) (1759) 
 Bee Revived, or, The universal weekly 

pamphlet (1733-1735) 
 Belfast Monthly Magazine (1808-1814) 
 Bell's Literary Intelligence and New 

National Omnibus (1834-1834) 
 

 Black Dwarf (1817-1824) 
人身保護法の停止に抗議して創刊された

急進的な政治批評誌。ユーモアを交えた

強烈な風刺で議会の刷新を求めて労働

者層に支持され、職人の半日分の工賃に

あたる 4ペニーという価格にも関わらず、
発行部数は 12,000 部に達した。 
 

 Blackwood's Edinburgh Magazine  
(1817-1902) 

 Bristol and Bath Magazine, or, Weekly 
miscellany (1782-1783) 

 British Apollo, or, Curious amusements 
for the ingenious / perform'd by a 
society of gentlemen (1708-1711) 

 British Architect (1874-1919) 
 British Critic, and Quarterly Theological 

Review (1793-1843) 
 British Librarian (1737-1737) 
 British Magazine (1832-1849) 
 British Magazine (London)(1746-1751) 
 British Magazine (London)(1760-1767) 
 British Minstrel, and musical and 

literary miscellany (1843-1845) 
 British Musician and Musical News  

(1926-1938) 
 British Quarterly Review (1845-1886) 

 
 British Review and London Critical 

Journal (1811-1825) 
19世紀初頭に、Edinburgh Review と
Quarterly Review の間にあって、プロテス
タンティズムの立場で、書簡、神学、旅行

記、伝記など、これらの評論誌の論じない

分野を論じた。 
 

 British Stage and Literary Cabinet  
(1817-1822) 

 Briton (1762-1763) 
 Busy Body (1759) 
 Butterfly (1893-1900) 
 Cabinet (1807-1809) 
 Calcutta Journal of Politics and General 

Literature (1819-1823) 
 Calcutta Review (1844-1902) 

 
 Caledonian Mercury (1722-1799) 

エディンバラのもっとも古い新聞の一つ

で、ホイッグ党およびスコットランド国教会

寄りの立場をとった。 
 

 Cambrian and Caledonian Quarterly 
Magazine and Celtic Repertory 
(1829-1833) 

 Cambridge University Magazine 
(1839-1842) 

 Censor (London) (1715-1717) 
 Censor (London) (1828-1829) 

 Champion (1739-1740) 
 Chord (1899-1900) 
 Christian Remembrancer (1819-1868) 
 Church Musician (1891-1895) 
 Cobbett's Magazine (1833-1834) 
 Cobbett's Weekly Register (1802-1835) 
 Companion (1828) 
 Compleat Library, or, News for the 

Ingenious (1692-1694) 
 Compleat Linguist (1719-1722) 
 Connoisseur (1845-1846) 
 Contemporary Review (1866-1900) 
 Cornhill Magazine (1860-1902) 
 Country Journal, or, The Craftsman / by 

Caleb D'Anvers (1731-1733) 
 Country Spectator (1792-1793) 
 Court, City and Country Magazine 

(1761-1765) 
 Craftsman (London) (1726-1733) 
 Cremona (1906-1911) 
 Critic (1843-1863) 

 
 Critical Review, or, Annals of Literature 

(1756-1817) 
ロンドンの Monthly Review に対抗してエ
ディンバラで創刊された保守派の月刊評

論誌。スモレットが主筆をつとめ、サミュエ

ル・ジョンソン、ゴールドスミス、ヒュームら

が寄稿した。 
 

 Criticks (1718-1718) 
 Daily Courant (1702-1735) 
 Daily Gazetteer (1735-1745) 
 Delphick Oracle (1719-1720) 
 Democritus Ridens, or, Comus and 

Momus (1681) 
 Diverting Post (1704-1706) 
 Drama (1821-1825) 
 Dramatic and Literary Censor  

(1800-1801) 
 Dramatic Magazine (1829-1831) 
 Dramatic Notes (1879-1892) 
 Dublin and London Magazine 

(1825-1828) 
 Eclectic Review (1805-1868) 
 Edinburgh Literary Journal, or, Weekly 

register of criticism and belles lettres 
(1828-1832) 

 Edinburgh Magazine (1758-1762) 
 Edinburgh Magazine and Literary 

Miscellany (1804-1826) 
 Edinburgh Magazine and Review 

(1773-1776) 
 Edinburgh Magazine, or, literary 

miscellany (1785-1803) 
 Edinburgh Review (Edinburgh) 

(1755-1756) 
 Edinburgh Weekly Magazine  

(1768-1784) 
 English Lucian (1698-1698) 
 English Review (London) (1844-1853) 
 English Review of Literature, Science, 

Discoveries, Inventions, and Practical 
Controversies and Contests (1783-1796) 

 Englishman (1713-1715) 
 Englishmans Magazine (1842-1843) 
 Englishman's Magazine (London) (1831) 
 Entertainer (1717-1718) 
 Era Almanack (1868-1919) 
 Etcher (1879-1882) 
 European Magazine, and London 

Review (1782-1826) 
 
 

British Periodicals Collection 2 収録タイトル 

 

http://search.proquest.com/docview/6873862/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/6685238/fulltext/3?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/7061700/fulltext/6?accountid=40979
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 Examiner (London) (1710-1714) 
トーリー党の命で発刊された同党の機関

誌的な雑誌。対仏戦争反対、アン女王支

持の立場をとった。スウィフトが一時編集

に携わった。 
 

 Examiner (London) (1808-1881) 
リー・ハント兄弟がロンドンで創刊、急進

的な論調で社会全般を論じた。シェリーと

キーツを最も早く見出し、C.ラム、ハズリッ
トらの作品を紹介、ロマン派を擁護した。J.
フォースターが一時主筆を務めた。のち

のジョージ４世に関する記事が名誉毀損

に問われてハント兄弟が投獄された際に

も、獄中で編集されていた。 
 
 Farmer's Magazine (1800-1825) 
 Female Tatler (1709-1710) 

 
 Figaro in London (1831-1839) 

急進的な政治風刺雑誌の先駆けとなった

漫画入り風刺雑誌。 
 

 Fine Arts Journal (1846-1847) 
 Fine Arts Quarterly Review (1863-1867) 
 Free-holder, or, Political Essays 

(1715-1716) 
 

 Fun (1861-1901) 
Punch に対抗して創刊された漫画入り風

刺雑誌。政治・文芸批評、スポーツなどを

扱い、時事問題を風刺する漫画に大きく

誌面を割いた。Punch の廉価版、"Funch"
（サッカレーの造語）などと揶揄されなが

らも大いに人気を博した。 

 
（義和団事件の風刺画。列強は天津で高みの見物

をきめ、日本は彼らの歩兵、中国は怪物として描か

れている。） 
 

 General History of Discoveries and 
Improvements (1726-1727) 

 General Review of British and Foreign 
Literature (1806) 

 Gentleman's Journal for the War  
(1693-1694) 

 Gentleman's Journal, or, the Monthly 
miscellany (1692-1694) 

 Gray's Inn Journal (1753-1754) 
 Grub-Street Journal (1730-1737) 
 Grumbler (1715-1715) 
 Harlequin (1829-1829) 
 Heraclitus Ridens (1681-1682, 1703-1704, 

1718) 
 Historia Litteraria (1730-1734) 
 History of Learning (1694) 

 

 History of Learning, or, An abstract of 
several books lately published, as well 
as abroad, as at home (1691) 

 History of the Reign of Queen Anne 
(1703-1713) 

 History of the Works of the Learned  
(1737-1743) 

 History of the Works of the Learned, or, 
An impartial account of books lately 
printed in all parts of Europe  
(1699-1712) 

 Home and Foreign Review (1848-1864) 
 Hood's Magazine (1844-1849) 
 Hunt's London Journal (1844) 
 Illustrated Archaeologist (1893-1894) 
 Imperial Review (1804-1805) 
 Inspector and National Magazine  

(1826-1827) 
 Intelligencer (1728-1729) 
 Irish Quarterly Review (1851-1859) 
 Jacobites Journal (1747-1748) 
 Journal of Indian Art (1886-1916) 
 Knight's Quarterly Magazine  

(1823-1824) 
 Ladies Magazine (1749-1753) 
 Ladies' Museum (1798-1832) 
 Lay-Monk (1713-1714) 
 Leader (1850-1860) 
 Literary Chronicle (1819-1828) 
 Literary Examiner (1823) 
 Literary Gazette. A weekly journal of 

literature, science, and the fine arts  
(1817-1862) 

 Literary Guardian (1831-1832) 
 Literary Journal (Dublin)(1744-1749) 
 Literary Journal (London)(1803-1806) 
 Literary Journal and General Miscellany 

of Science, Arts, History, Politics, Morals, 
Manners, Fashion and Amusements. 
(1818-1819) 

 Literary Journal, or, A continuation of 
the memoirs of literature (1710-1714, 
1725-1727, 1730) 

 Literary Magazine and British Review 
(1788-1794) 

 Literary Magazine, or, The history of the 
works of the learned (1735-1736) 

 Literary Magazine, or, Universal Review 
(1756-1758) 

 Literary Magnet (1824-1828) 
 Literary Panorama and National 

Register (1806-1819) 
 Literary Speculum (1821-1823) 
 Literary Times (1863-1863) 
 Lloyd's Magazine (1876-1879) 
 London Co-operative Magazine 

(1826-1830) 
 London Journal (London)(1720-1735) 

 
 London Magazine (London) (1732-1829) 

ワーズワス、ド・クインシー、ハズリットら

が寄稿した文芸誌。貿易会社で働くイタリ

ア人エリアという人物の著作に擬して書

かれたラムの著名な随筆が掲載された。 
 

 London Review (1829) 
 London Review (1835-1836) 
 London Review (London) (1809) 
 London Review of Politics, Society, 

Literature, Art, and Science (1860-1869) 
 London Spy (1698-1700) 
 Lover (1714-1714) 
 Lucubrations of Isaac Bickerstaff, esq. 

(1709-1710) 
 Lute (London) (1883-1899) 

 

 Macmillan's Magazine (1859-1907) 
カーライル、M.アーノルド、テニソンらが寄
稿して、詩、小説、旅行記、書評、政治評

論など、様々な記事が署名入りで掲載さ

れた。 
 

 Magazine of Art (London)(1878-1904) 
絵画・彫刻、建築、工芸、挿絵などを広く

取り上げ、他国の芸術の動向も伝えた。 

  
 
 Magazine of Magazines (1750-1751) 
 Magazine of Music (1884-1897) 
 Magazine of Useful Knowledge and 

Co-operative Miscellany (1830-1830) 
 Medley (1710-1712) 
 Meister (1888-1895) 
 Memoirs for the Curious, or, An account 

of what occurs that's rare, secret, 
extraordinary, prodiguous or 
miraculous (1701-1701) 

 Memoirs for the ingenious (1693) 
 Memoirs for the Ingenious, or, The 

universal mercury (1694) 
 Mercator, or, Commerce retrieved 

(1713-1714) 
 Mercurius Musicus (1699-1702) 
 Merry England (1883-1895) 
 Metropolitan Magazine (1831-1840) 
 Midwife, or, The old woman's magazine 

(1750-1753) 
 Minim (1893-1902) 
 Mirror of the Stage, or, New Dramatic 

Censor (1822-1824) 
 Miscellaneous Letters (1694-1696) 
 Miscellanies over Claret (1697) 
 Modern Review (London)(1880-1884) 
 Monthly Catalogue (1723-1730) 
 Monthly Chronicle (1840-1841) 
 Monthly Magazine (1796-1843) 
 Monthly Miscellany, or, Memoirs for the 

curious (1707-1709) 
 Monthly Musical Record (1871-1905) 
 Monthly Repository (1806-1838) 

 
 Monthly Review (1749-1844) 

英国初の本格的な月刊書評誌。ロンドン

の書籍商グリフィスが創刊、ゴールドスミ

スが編集をつとめ、シェリダンらが寄稿し

て強い影響力を持った。 
 

 Monthly Theatrical Reporter (1814-1815) 
 Muses Mercury, or, Monthly miscellany 

(1707) 
 Museum of Classical Antiquities  

(1851-1853) 
 Musical Antiquary (1909-1913) 
 Musical Companion (1777) 
 Musical Examiner (1842-1844) 
 Musical Gazette (1856-1858) 
 Musical Herald (1851-1920) 
 Musical Journal (1888-1910) 
 Musical Mirror and Fanfare (1929-1931) 
 Musical Monthly and Drawing Room 

Miscellany (1864-1865) 

http://search.proquest.com/docview/5597794/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/6915567/fulltext/1?accountid=40979
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 Musical News (1891-1900) 
 Musical Opinion and Music Trade 

Review (1880-1906) 
 Musical Remembrancer (1857) 
 Musical Standard (1862-1912) 

 
 Musical Times (1844-1930) 

最も長い歴史を持つ音楽専門誌。 

 
 

 Musical World (1836-1891) 
 National Magazine (London) 

(1856-1864) 
 National Magazine and General 

Review (1826-1827) 
 National Observer, and British review 

of politics, economics, literature, science, 
and art (1888-1897) 

 National Review (1883-1900) 
 New Annual Register, or, General 

Repository of History, Politics, Arts, 
Sciences and Literature (1780-1825) 

 New British Lady's Magazine (1815-1819) 
 New London Magazine, or, Every man's 

complete monthly repository of 
knowledge, instruction, and 
entertainment. (1785-1793) 

 New Monthly Magazine (1814-1884) 
 New Quarterly Magazine (1873-1880) 
 New Quarterly Musical Review 

(1893-1896) 
 New Quarterly Review (1852-1861) 
 New Review (1889-1897) 
 New Review, or, Monthly analysis of 

general literature (1813) 
 New Universal Magazine (1747-1815) 
 Newcastle General Magazine or, 

Monthly repository of useful and curious 
intelligence and literary performances.  
(1747-1760) 

 North British Review (1844-1871) 
 Northampton Miscellany (1721) 
 Norwich Theatrical Observer and 

Ranelagh Spectator (1827-1827) 
 Novel Review (1867-1892) 
 Observator (1702-1712) 
 Old England's Journal (1743-1753) 
 Orchestra Musical Review (1863-1887) 
 Organist (1893-1906) 
 Oriental Herald and Journal of General 

Literature (1824-1829) 
 Oxberry's Dramatic Biography, and 

(Or) the Green Room Spy (1825-1827) 
 Oxberry's Dramatic Biography, and 

histrionic anecdotes (1826-1827) 
 Oxford and Cambridge Magazine  

(1856) 
 Oxford Magazine, or, Universal 

museum (1768-1776) 
 Parliamentary Review (1833-1834) 
 Parthenon (1825-1826) 
 Pic Nic (1803) 
 Plain Dealer (1724-1725) 
 Play Pictorial (1902-1939) 
 Playgoer and Society Illustrated  

(1909-1913) 
 Play-House Journal (1749-1750) 
 Poetical Courant (1705-1706) 

 

 Poetical Magazine (1809-1811) 
詩の普及と、内容・形式の多様性の獲得

を目指して創刊された詩の雑誌。様々な

詩が挿絵つきで掲載された。 

 
 

 Portfolio (London) (1870-1893) 
 Portfolio (London) (1894-1907) 
 Prater (1756) 
 Prompter (1734-1736) 
 Prospective Review (1845-1855) 
 Quarterly Musical Magazine and 

Review (1818-1828) 
 Quarterly Musical Review (1885-1888) 
 Quaver (1876-1885) 

 
 Rambler (1750-1752) 

サミュエル・ジョンソンが『英語辞典』編

集のかたわらでほぼ独力で執筆した。

人間の性格、寓話、東洋風物語、文芸

批評など多岐にわたる記事を掲載。 

 
（記事の一部は、編集者「ランブラー氏」への

架空の読者からの手紙という体裁をとる。） 
 

 Reader (1863-1867) 
 Reliquary and Illustrated Archaeologist 

(1860-1909) 
 Republican (1819-1826) 
 Royal Academy of Pictures (1888-1915) 
 Sackbut (1920-1934) 
 Saint Paul's Magazine (1869-1874) 
 Satirist, or, Monthly meteor (1807-1814) 

 
 Saturday Review of Politics, Literature, 

Science and Art (1855-1938) 
創刊当初は政治家、歴史家らを執筆陣と

して保守的反俗主義を打ち出して強い影

響力をもったが、世紀末にはボヘミアン

的反俗性を強めた。 
 

 School Music Review (1892-1930) 
音楽教育の専門誌。 

 
 

 Scots Magazine (1739-1803) 
Gentleman's Magazine を模して創刊され
たスコットランドで唯一の月刊総合雑誌。 
 

 Scourge, or, Literary, Theatrical, and 
Miscellaneous Magazine (1811-1816) 

 Sentimental Magazine (1773-1777) 
 Sharpe's London Magazine of 

Entertainment and Instruction  
(1845-1870) 

 Sixpenny Magazine (1861-1868) 
 Spectator (1711-1714) 

 Spectator (1715) 
 Spectator (1753-1754) 
 St. James Magazine (1762-1764) 
 St. James's Mgazine (1861-1882) 
 Tait's Edinburgh Magazine (1832-1861) 
 Tatler (1830-1832) 
 Tatler Revived (1727-1728) 
 Tea Table (1724-1724) 
 The Poetical Register (1801-1811) 
 The Present State of the Republick of 

Letters (1728-1729) 
 The Records of Love (1710-1710) 
 The Town and Country Magazine  

(1769-1795) 
 Theatre (1828-1828) 
 Theatre (London) (1877-1897) 
 Theatre, or, Dramatic and literary 

mirror. (1819-1819) 
 Theatrical Inquisitor, and Monthly 

Mirror (1812-1820) 
 Theatrical Journal (1839-1871) 
 Theatrical Observer (1821-1844) 
 Theatrical Recorder (1805-1806) 
 Theological Review (1864-1879) 
 Time (London) (1879-1891) 
 Tory Tatler (1710-1711) 
 Universal Chronicle and Westminster 

Journal (1758-1760) 
 Universal Spectator (1728-1746) 
 Universal Visiter and Memorialist  

(1756-1756) 
 University Magazine (1833-1880) 
 Violin Times (1893-1907) 
 Walker's Hibernian magazine (1771-1811) 
 Weekly Comedy (1707-1708) 
 Weekly Comedy (London) (1699) 
 Weekly Register (1730-1735) 
 Westminster Magazine (1773-1785) 

 
 Westminster Review (1824-1914) 

ベンサムと J.ミルが創刊、功利主義にもと
づく急進的な政治・社会批評で Edinburgh 
Review、 Quarterly Reviewの 2大誌に対
抗した。1830年代には J. S.ミルの下に功利
主義思想と古典経済学の論壇ともなっ

た。 
 
 Works of the Learned (1691-1692) 
 Workshop (1868-1872) 

 
 Yellow Book (1894-1897) 

19世紀末の文芸・美術の唯美主義を代表
する雑誌。文芸主幹にヘンリー・ハーラン

ド、美術主幹にビアズリーを据えて創刊さ

れ、当時の傑出した文筆家・画家が多数

寄稿した。 

  
 

 Yorkshire Freeholder (1780-1780) 
 

 
 

http://search.proquest.com/docview/7799775/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/6108422/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/6299078/fulltext/1?accountid=40979
http://search.proquest.com/docview/6539708/fulltext/3?accountid=40979


 

 

提供形式・検索機能 

 誌面イメージはモノクロないしグレイスケールで収録します。OCRで全文を検索できます。 

 記事単位で索引を付与します。イラスト・写真といった「特徴」、フィクション・批評などの「記事タイプ」も指定可能です。 

 号順・ページ順に誌面を収録しており、タイトル毎、号毎にブラウジングが可能です。 
※2013年 8月現在、英国の著作権法により、全体の約 0.07％の記事は全文の閲覧ができません。 

著作権が切れたもの、あるいは著作権保有者から許可のでたものから順次、閲覧が可能になります。 

収録主題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
あわせてご検討ください。 ～同時契約で、BP と横断検索ができるデータベース～ 

British Periodicals Collection 3 ～20世紀前半のイギリスの週刊誌 8誌～ 

20世紀前半に大衆に親しまれた週刊雑誌 8誌を創刊号から最終号まで収録します（約 2万冊、87万ページ分）。 イラ

ストと写真を多用した近代的な誌面で知られるタイトルを集め、世界情勢から文芸、ゴシップまで当時の社会の関心事

を広くカバーして、 近代イギリスの社会と文化の研究に新たな視点を提供します。 

 

American Periodicals Series ～米国の定期刊行物 1,100誌を収録～ 

・ 1741年から 1941年にかけて米国で出版された定期刊行物を収録するデータベースです。BP との横断検索で、近

代の英米の文化を広く調査することができます。 

 

 

ご契約形態  恒久アクセスライセンス契約 *ご購入時に発生する買切価格の他、毎年サービス維持料金がかかります。 

 コレクション毎にご契約が必要です。 
 個別にお見積り申し上げます。最寄の営業部/所までお問い合わせください。 

 

1か月無料トライアルを承ります！お問い合わせは 

 

 電子書籍営業部 pqhelp@kinokuniya.co.jp 紀伊國屋書店 

J.S.ミル「功利主義」 

アダム・スミス「D. ヒュームの死によせて」 

【哲学・思想】 

【広告】 

グラッドストンが Nineteenth Centuryの編者にあてた書簡 

神学者・枢機卿のニューマンの死亡記事 

 

【書簡・死亡記事】 

【政治・経済】 

【芸術】 

【植民地】 

ワシントン・アーヴィング「クレオールの村」 

「インドのキリスト教徒とイスラム」 

【世界の出来事】 

アメリカ南北戦争の速報 
天皇の江戸移転を知らせる記事 

【科学技術】 

【ファッション】 

【子供】 

【統計、その他】 

ラスキンの主著『近代画家論』の 

発表当時の書評 

 

【文学】 


