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国内官公庁・企業・民間団体等刊行物 
 
 
  凡  例 

 
  １．収録範囲 
        主に戦前期に発行された国内官公庁･民間研究機関等の調査報告書類を含む各種刊行物 

    を収録した｡ 
 
  ２．排  列 
        刊行機関､ 部局および書名のヘボン式アルファベット順を使用した｡ 
 
  ３．記載事項 
        (1) 刊行機関名･部局名､ 書名､ 所蔵年度､ 刊行年､ ページ数または冊数の順である｡ 
 
        (2) 刊行機関名･部局名または所蔵する一番古いものを用い､ 変更については [   ] を 

      用いて記入した。 
 
        (3) 誌名の変更および注記は [   ] を用いて記載した。 
 
        (4) 原書名は判明する限り対照事項の後に記載した。 

 
        (5) 字体は､ 原則として新字体を使用した｡                             
 
  ４．使用記号 
 
         〔    〕     不完全誌名の補足および推定による刊行年､ 巻号等を著す｡ 

          なお、ブランクのままになっているものは不明を表す。 
 
           ∥       廃  刊 
           
         (    )     所蔵巻号および刊行年 
          
           →       参  照 
 
  ５．構  成 
        この調査報告書の目録は､ ｢国内官公庁・民間研究機関等刊行物｣ ｢書名索引｣ となって 

    いる｡ 
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ＡＡＡＡ    
 
アフガニスタン協会アフガニスタン協会アフガニスタン協会アフガニスタン協会 
  アフガニスタン協会々報アフガニスタン協会々報アフガニスタン協会々報アフガニスタン協会々報       第3号 
    昭和18(1943)    123p 
 
愛知県児童研究所愛知県児童研究所愛知県児童研究所愛知県児童研究所 
    愛知県児童研究所紀要愛知県児童研究所紀要愛知県児童研究所紀要愛知県児童研究所紀要 
  第 6輯 昭和6(1931)    622p  
  
愛知県商工第二課愛知県商工第二課愛知県商工第二課愛知県商工第二課 
    中小商工金融施設に就て中小商工金融施設に就て中小商工金融施設に就て中小商工金融施設に就て 
  昭和13(1938)    46p 
 
  中小商工金融提要中小商工金融提要中小商工金融提要中小商工金融提要 
  昭和15(1940)    103p   
 
愛知県商工館愛知県商工館愛知県商工館愛知県商工館 
 貿易為替管理規則貿易為替管理規則貿易為替管理規則貿易為替管理規則 
  昭和17(1942)    p107－150 
 
     商工相談部資料商工相談部資料商工相談部資料商工相談部資料 
  第 2輯 時局と商店経営者の心時局と商店経営者の心時局と商店経営者の心時局と商店経営者の心構構構構        商略と繁栄商略と繁栄商略と繁栄商略と繁栄    
                                                策の実例策の実例策の実例策の実例            服部東一,佐藤傳衛著 
   昭和13(1938)    44p 
 
    第 3輯    商工経営展覧会商工経営展覧会商工経営展覧会商工経営展覧会 
   昭和13(1938)    34p 
 
    第 5輯 大陸の商業事情大陸の商業事情大陸の商業事情大陸の商業事情      粟屋義純著 
   昭和14(1939)    31p 
 
    輸出調整機関別取扱品目輸出調整機関別取扱品目輸出調整機関別取扱品目輸出調整機関別取扱品目 
  昭和17(1942)    p151－236 
 
亜細亜研究会亜細亜研究会亜細亜研究会亜細亜研究会 
 北支事変の真相と日支関係諸条約北支事変の真相と日支関係諸条約北支事変の真相と日支関係諸条約北支事変の真相と日支関係諸条約  高田功著 

昭和12(1937)    148p 
 
秋田営林局秋田営林局秋田営林局秋田営林局 
    経済更生資料経済更生資料経済更生資料経済更生資料 
  第 1輯 国有林野の経営と地元関係国有林野の経営と地元関係国有林野の経営と地元関係国有林野の経営と地元関係 
   昭和10(1935)    50p  地図 表 
 
    第 2輯 農山漁村経済更生計画樹立指定町村ニ農山漁村経済更生計画樹立指定町村ニ農山漁村経済更生計画樹立指定町村ニ農山漁村経済更生計画樹立指定町村ニ    
                                                於ケル国有林野各種業務並経済更生計於ケル国有林野各種業務並経済更生計於ケル国有林野各種業務並経済更生計於ケル国有林野各種業務並経済更生計    
                                    画指導助長ノ概要画指導助長ノ概要画指導助長ノ概要画指導助長ノ概要 
   昭和10(1935)    330p 
 
    第 3輯    木炭販売統制木炭販売統制木炭販売統制木炭販売統制 
   昭和10(1935)    122p 
 
旭川商業会議所旭川商業会議所旭川商業会議所旭川商業会議所 
  実業之旭川実業之旭川実業之旭川実業之旭川 
    大正14(1925)    188p  図 
 
朝日新聞社朝日新聞社朝日新聞社朝日新聞社 

 日本経済統計総観日本経済統計総観日本経済統計総観日本経済統計総観 
  昭和5(1930)    20,1280p 
 
浅野セメント株式会社浅野セメント株式会社浅野セメント株式会社浅野セメント株式会社 
    浅野社業績表浅野社業績表浅野社業績表浅野社業績表 
  〔昭和6(1930)〕    12枚     
 
足利織物同業組合事務所足利織物同業組合事務所足利織物同業組合事務所足利織物同業組合事務所 
  足利之機業足利之機業足利之機業足利之機業 
    明治40(1907)    68p  図 
 

ＢＢＢＢ    
 
緬甸問題研究会緬甸問題研究会緬甸問題研究会緬甸問題研究会 
  緬甸研究資料緬甸研究資料緬甸研究資料緬甸研究資料           
    第 4号  緬甸歴史概説緬甸歴史概説緬甸歴史概説緬甸歴史概説 
      昭和16(1941)    11p 
 
貿易組合中央会貿易組合中央会貿易組合中央会貿易組合中央会 
  調査調査調査調査 
    第 1号  日支事変の本邦貿易に及す影響に就て日支事変の本邦貿易に及す影響に就て日支事変の本邦貿易に及す影響に就て日支事変の本邦貿易に及す影響に就て 
      昭和13(1938)    88p 
 
    第 3号     海外より観たる１９３８年度対日貿海外より観たる１９３８年度対日貿海外より観たる１９３８年度対日貿海外より観たる１９３８年度対日貿易易易易    
                                                の実数の実数の実数の実数((((後編後編後編後編)))) 
      昭和14(1939)    p187－428 
 
    第 6号  伊太利外国貿易状況伊太利外国貿易状況伊太利外国貿易状況伊太利外国貿易状況 
      昭和16(1941)    72p 
 
    第 7号  ビルマ産業経済事情ビルマ産業経済事情ビルマ産業経済事情ビルマ産業経済事情    大場忠著 
      昭和16(1941)    52p  地図  図 
 
    第 9号  南泰地方経済概況南泰地方経済概況南泰地方経済概況南泰地方経済概況        
                                             附:プケット島視察旅行記 
      昭和16(1941)    34p  地図 
 
     関税調査関税調査関税調査関税調査 
    第 1号  シャム国現行輸出シャム国現行輸出シャム国現行輸出シャム国現行輸出入関税率表入関税率表入関税率表入関税率表 
      昭和13(1938)    34p 
 
    第 2号  仏国委任統治シリア仏国委任統治シリア仏国委任統治シリア仏国委任統治シリア,,,,レバノン現行関税レバノン現行関税レバノン現行関税レバノン現行関税    
                                                定率表定率表定率表定率表 
      昭和13(1938)    136p 
 
    第 3号  チリー国現行輸出入関税率表チリー国現行輸出入関税率表チリー国現行輸出入関税率表チリー国現行輸出入関税率表 
      昭和14(1939)    128p 
 
    第 4号  アルゼンチン共和国関税率表アルゼンチン共和国関税率表アルゼンチン共和国関税率表アルゼンチン共和国関税率表 
      昭和14(1939)    274p     
 

ＣＣＣＣ    
 
茶業組合中央会議所茶業組合中央会議所茶業組合中央会議所茶業組合中央会議所 
  茶業彙報茶業彙報茶業彙報茶業彙報     
  第13輯  海外に於ける製茶事情海外に於ける製茶事情海外に於ける製茶事情海外に於ける製茶事情 
      大正15(1926)    401p  図 
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    第14輯  日本内地に於ける製茶事情日本内地に於ける製茶事情日本内地に於ける製茶事情日本内地に於ける製茶事情 
      大正15(1926)    352p        
 
    第18輯  内外製茶事情内外製茶事情内外製茶事情内外製茶事情 
      昭和2(1927)    258,16p    
 
    第19輯  大東京に於ける製茶事情大東京に於ける製茶事情大東京に於ける製茶事情大東京に於ける製茶事情 
      昭和3(1928)    90p  図 
 
    第20輯  全国茶業技術員打合会記録全国茶業技術員打合会記録全国茶業技術員打合会記録全国茶業技術員打合会記録 
      昭和3(1928)    95p 
 
    第21輯  内外茶業事情内外茶業事情内外茶業事情内外茶業事情 
      昭和4(1929)    280p   
 
    第22輯  新販路地に於ける茶業調査新販路地に於ける茶業調査新販路地に於ける茶業調査新販路地に於ける茶業調査 
      昭和4(1929)    201p  地図 
 
    第23輯  北阿弗利加に於ける茶業調査北阿弗利加に於ける茶業調査北阿弗利加に於ける茶業調査北阿弗利加に於ける茶業調査  
            附:紅茶製造法 
      昭和5(1930)    195p 
 
    第25輯  内外製茶統計内外製茶統計内外製茶統計内外製茶統計    昭和3･4･5年度 
      昭和7(1932)    675p  
 
    第26輯  近東及阿弗利加各地に於ける茶業調査近東及阿弗利加各地に於ける茶業調査近東及阿弗利加各地に於ける茶業調査近東及阿弗利加各地に於ける茶業調査 
      昭和7(1932)    113p  地図  図 
 
    第27輯     内内内内外製茶統計外製茶統計外製茶統計外製茶統計       昭和6年度 
      昭和8(1933)    240p     
 
    第28輯  茶業統計茶業統計茶業統計茶業統計    昭和7年度 
      昭和9(1934)    123p      
 
    第29輯  茶業統計茶業統計茶業統計茶業統計    昭和8年度 
      昭和10(1935)    109p   
 
    第31輯  茶業統計茶業統計茶業統計茶業統計    昭和9年度 
      昭和11(1936)    143p       
 
  茶業組合規則並関係法規茶業組合規則並関係法規茶業組合規則並関係法規茶業組合規則並関係法規        茶業組合中央会議所茶業組合中央会議所茶業組合中央会議所茶業組合中央会議所    
        規約茶業組合中央会議所諸規程規約茶業組合中央会議所諸規程規約茶業組合中央会議所諸規程規約茶業組合中央会議所諸規程 
    大正15(1926)    65p 
 
  日本茶貿易概観日本茶貿易概観日本茶貿易概観日本茶貿易概観 
    昭和10(1935)    284p 
 
  支那茶業文献目録支那茶業文献目録支那茶業文献目録支那茶業文献目録 
    昭和17(1942)    46,15p      
   [茶業組合中央会議所蔵書目録第1輯] 
 
  支那茶業の機構支那茶業の機構支那茶業の機構支那茶業の機構       呉覺農等著  松崎芳郎訳 
    昭和15(1940)    38p 
 
  全窒素量と茶の品質との関係並に全窒素量に依る全窒素量と茶の品質との関係並に全窒素量に依る全窒素量と茶の品質との関係並に全窒素量に依る全窒素量と茶の品質との関係並に全窒素量に依る    
        日本緑茶の分類に関する研究日本緑茶の分類に関する研究日本緑茶の分類に関する研究日本緑茶の分類に関する研究    宮地 鐵治[著] 
    昭和16(1941)    75p  

   [茶業組合創立五十周年記念論文集第4輯第3篇] 
 
千葉県立図書館千葉県立図書館千葉県立図書館千葉県立図書館 
  叢書叢書叢書叢書 
  第 1輯  ｢海女の生活｣の研究｢海女の生活｣の研究｢海女の生活｣の研究｢海女の生活｣の研究       安田亀一述 
     昭和6(1931)    35p 
 
長江産業貿易開発協会長江産業貿易開発協会長江産業貿易開発協会長江産業貿易開発協会 
  〔長江産業貿易開発協会〕資〔料〕〔長江産業貿易開発協会〕資〔料〕〔長江産業貿易開発協会〕資〔料〕〔長江産業貿易開発協会〕資〔料〕 
    第40号  支那の鉱産資源支那の鉱産資源支那の鉱産資源支那の鉱産資源((((其一其一其一其一))))    
                                                ----湖南省のアンチモニー鉱- 
      昭和16(1941)    24p 
 
    第41号  上海を中心とする第三国船の動静上海を中心とする第三国船の動静上海を中心とする第三国船の動静上海を中心とする第三国船の動静 
      昭和16(1941)    24p 
 
    第42号  支那の鉱産資源支那の鉱産資源支那の鉱産資源支那の鉱産資源((((其二其二其二其二))))    
                                                ----江西,湖南両省のタングステン鉱- 
      昭和16(1941)    32p 
 
    第43号  資産凍結と上海経済資産凍結と上海経済資産凍結と上海経済資産凍結と上海経済 
      昭和16(1941)    30p 
 
    第44号     武漢に於ける外国人施設の調査武漢に於ける外国人施設の調査武漢に於ける外国人施設の調査武漢に於ける外国人施設の調査 
      昭和16(1941)    50p 
 
    第45号  支那奥地工業建設瞥観支那奥地工業建設瞥観支那奥地工業建設瞥観支那奥地工業建設瞥観((((其一其一其一其一)))) 
      昭和16(1941)    30p 
 
    第46号  支那奥地工業建設瞥観支那奥地工業建設瞥観支那奥地工業建設瞥観支那奥地工業建設瞥観((((其二其二其二其二)))) 
      昭和16(1941)    26p 
 
    第47号  支那支那支那支那の鉱産資源の鉱産資源の鉱産資源の鉱産資源((((其三其三其三其三))))    
                                                ----湖北省の炭鉱- 
      昭和16(1941)    28p          
 
   第48号     支那の鉱産資源支那の鉱産資源支那の鉱産資源支那の鉱産資源((((其四其四其四其四))))    
                                                ----湖南,江西の炭鉱- 
   昭和16(1941)    30p 
 
    第49号  武漢の重要性と漢口の現状武漢の重要性と漢口の現状武漢の重要性と漢口の現状武漢の重要性と漢口の現状 
      昭和17(1942)    34p 
 
    第51号     武漢地域土産品概要武漢地域土産品概要武漢地域土産品概要武漢地域土産品概要 
      昭和17(1942)    57p 
 
    第52号  支那の鉱産資源支那の鉱産資源支那の鉱産資源支那の鉱産資源((((其六其六其六其六))))    
                                                ----湖南,湖北,江西,三省の金鉱- 
   昭和17(1942)    28p 
 
    第53号  武漢の主要工場概観武漢の主要工場概観武漢の主要工場概観武漢の主要工場概観 
      昭和17(1942)    28p  
 
    第54号  中支に於ける皮革毛の実情中支に於ける皮革毛の実情中支に於ける皮革毛の実情中支に於ける皮革毛の実情((((其一其一其一其一)))) 
      昭和17(1942)    30p 
 
    第55号  中支に於ける皮革毛の実情中支に於ける皮革毛の実情中支に於ける皮革毛の実情中支に於ける皮革毛の実情((((其二其二其二其二)))) 
      昭和17(1942)    30p 
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    第56号  支那の鉱産資源支那の鉱産資源支那の鉱産資源支那の鉱産資源((((其ノ七ノ一其ノ七ノ一其ノ七ノ一其ノ七ノ一))))    
                                                ----湖南,江西両省の鉛,,銀鉱- 
   昭和17(1942)    20p 
 
    第57号  支那の鉱産物資源支那の鉱産物資源支那の鉱産物資源支那の鉱産物資源((((其ノ七ノ二其ノ七ノ二其ノ七ノ二其ノ七ノ二))))    
                                                ----湖南,江西両省の鉛,,銀鉱- 
      昭和17(1942)    34p 
 
  第58号  和平区及び上海工業界の現況和平区及び上海工業界の現況和平区及び上海工業界の現況和平区及び上海工業界の現況 
      昭和17(1942)    17p 
 
    第59号        漢口に於ける蛋漢口に於ける蛋漢口に於ける蛋漢口に於ける蛋事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要 
      昭和17(1942)    20p 
 
    第60号  支那の鉱産資源支那の鉱産資源支那の鉱産資源支那の鉱産資源((((其八其八其八其八))))    
                                                ----湖南省の水銀,硫砿,石膏と食塩鉱- 
   昭和17(1942)    22p 
 
    第61号  上海再建設の現段階解説上海再建設の現段階解説上海再建設の現段階解説上海再建設の現段階解説((((上）上）上）上） 
   昭和17(1942)    29p 
 
    第62号  上海再建設の現段階解説上海再建設の現段階解説上海再建設の現段階解説上海再建設の現段階解説((((中中中中)))) 
      昭和17(1942)    27p 
 
    第63号  １９４０年の上海工業界１９４０年の上海工業界１９４０年の上海工業界１９４０年の上海工業界 
      昭和17(1942)    28p 
 
    第64号  統計的に観たる上海物価の騰貴統計的に観たる上海物価の騰貴統計的に観たる上海物価の騰貴統計的に観たる上海物価の騰貴 
      昭和17(1942)    29p 
 
    第65号  特別円と中特別円と中特別円と中特別円と中,,,,北支の為替問題北支の為替問題北支の為替問題北支の為替問題 
      昭和17(1942)    32p 
 
    第66号  大東亜戦一年間に於ける上海経済再建大東亜戦一年間に於ける上海経済再建大東亜戦一年間に於ける上海経済再建大東亜戦一年間に於ける上海経済再建    
                                                工作の全貌工作の全貌工作の全貌工作の全貌 
      昭和18(1943)    50p 
 
    第67号  中支土産品考と取引慣習中支土産品考と取引慣習中支土産品考と取引慣習中支土産品考と取引慣習 
      昭和18(1943)    39p 
 
    第69号 桐樹及桐油関係事情桐樹及桐油関係事情桐樹及桐油関係事情桐樹及桐油関係事情    
                                                ----主として湖南省を中心に- 
   昭和18(1943)    27p 
 
    号外  米米米米,,,,英宣戦布告直後の上海激動展望英宣戦布告直後の上海激動展望英宣戦布告直後の上海激動展望英宣戦布告直後の上海激動展望 
      昭和16(1941)    35p 
 
    号外  日本の需むる中支土産品に就て日本の需むる中支土産品に就て日本の需むる中支土産品に就て日本の需むる中支土産品に就て 
      昭和16(1941)    16p 
 
    参謀本部支那経済関係官の意向概要参謀本部支那経済関係官の意向概要参謀本部支那経済関係官の意向概要参謀本部支那経済関係官の意向概要 
      昭和16(1941)    15p 
 
     特別資料特別資料特別資料特別資料 
    第 9号  仏印経済に関する相馬総領事の講述概仏印経済に関する相馬総領事の講述概仏印経済に関する相馬総領事の講述概仏印経済に関する相馬総領事の講述概    
                                                要要要要(於華族会館,本会主催懇談会) 
      昭和17(1942)    32p 

 
中央物価統制協力会議中央物価統制協力会議中央物価統制協力会議中央物価統制協力会議 
  株式価格統制令･会社所有株式評価臨時措置令解説株式価格統制令･会社所有株式評価臨時措置令解説株式価格統制令･会社所有株式評価臨時措置令解説株式価格統制令･会社所有株式評価臨時措置令解説    
       日本評論社 
    昭和16(1941)    45p 
 
  改正暴利行為等取締規則解説改正暴利行為等取締規則解説改正暴利行為等取締規則解説改正暴利行為等取締規則解説    日本評論社 
    昭和15(1940)    30p 
 
        改正外国為替管理法令解説改正外国為替管理法令解説改正外国為替管理法令解説改正外国為替管理法令解説    日本評論社 
    昭和16(1941)    200p 
 
     改正価格等統制令解説改正価格等統制令解説改正価格等統制令解説改正価格等統制令解説    -最近の総合物価対策の 
  強化･修繕料等の統制･９,18の当分延期- 
   日本評論社  
  昭和16(1941)    23p 
 
  会社固定資産償却規則解説会社固定資産償却規則解説会社固定資産償却規則解説会社固定資産償却規則解説 
    昭和17(1942)    87p 
 
     家庭燃料に関する資料家庭燃料に関する資料家庭燃料に関する資料家庭燃料に関する資料 
    昭和15(1940)    59p 
 
  企業許可令解説企業許可令解説企業許可令解説企業許可令解説 
    昭和17(1942)    80p 
 
  公定公定公定公定価格品目一覧表価格品目一覧表価格品目一覧表価格品目一覧表  追録(3)-(7) 
    昭和16(1941)-昭和17(1942)    5冊 
 
 満州及関東州ノ物価法令満州及関東州ノ物価法令満州及関東州ノ物価法令満州及関東州ノ物価法令 
  昭和18(1943)    78p 
 
     味噌醤油等配給統制規則解説味噌醤油等配給統制規則解説味噌醤油等配給統制規則解説味噌醤油等配給統制規則解説 
    昭和17(1942)    29p 
 
  ナチス経済組織法ナチス経済組織法ナチス経済組織法ナチス経済組織法-｢独逸経済ノ有機的構成準備法｣ 
  並に同施行令法文及び解説-      日本評論社  
   昭和15(1940)    40p 
 
     臨時農地価格統制令臨時農地価格統制令臨時農地価格統制令臨時農地価格統制令        臨時農地等管理令解説臨時農地等管理令解説臨時農地等管理令解説臨時農地等管理令解説 
    昭和16(1941)    120p 
 
  青果物配給統制青果物配給統制青果物配給統制青果物配給統制規則解説規則解説規則解説規則解説       日本評論社 
    昭和16(1941)    71p 
 
     鮮魚介配給統制規則解説鮮魚介配給統制規則解説鮮魚介配給統制規則解説鮮魚介配給統制規則解説       日本評論社 
    昭和16(1941)    66p 
 
  繊維製品配給消費統制規則に関する官民懇談会繊維製品配給消費統制規則に関する官民懇談会繊維製品配給消費統制規則に関する官民懇談会繊維製品配給消費統制規則に関する官民懇談会    
        速記録速記録速記録速記録 
    昭和17(1942)    81p 
 
     奢侈品等製造販売制限規則解説奢侈品等製造販売制限規則解説奢侈品等製造販売制限規則解説奢侈品等製造販売制限規則解説    日本評論社 
    昭和15(1940)    71p 
 
  消費節約家庭燃料の知識消費節約家庭燃料の知識消費節約家庭燃料の知識消費節約家庭燃料の知識 
    昭和15(1940)    30p 
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    食肉配給統制規則解説食肉配給統制規則解説食肉配給統制規則解説食肉配給統制規則解説    日本評論社 
    昭和16(1941)    77p 
 
  水産物配給統制規則解説水産物配給統制規則解説水産物配給統制規則解説水産物配給統制規則解説       日本評論社 
    昭和17(1942)    38p 
 
中央気象台中央気象台中央気象台中央気象台 
  昭和９年９月２１日室戸台風調査報告概要昭和９年９月２１日室戸台風調査報告概要昭和９年９月２１日室戸台風調査報告概要昭和９年９月２１日室戸台風調査報告概要    
    藤原咲平 
    昭和10(1935)    35p  図13 
 
  昭和１３年９月１日関東を襲へる台風及び９月昭和１３年９月１日関東を襲へる台風及び９月昭和１３年９月１日関東を襲へる台風及び９月昭和１３年９月１日関東を襲へる台風及び９月    
        ５日関西を襲へる台風５日関西を襲へる台風５日関西を襲へる台風５日関西を襲へる台風 
   〔昭和14(1939)〕  p1080－1121  図 
 
中央社会事業協会社会事業研究所中央社会事業協会社会事業研究所中央社会事業協会社会事業研究所中央社会事業協会社会事業研究所 
  母性年金及び家族手当制度に関する調査母性年金及び家族手当制度に関する調査母性年金及び家族手当制度に関する調査母性年金及び家族手当制度に関する調査 
    昭和11(1936)    108p 
 
     堕胎間堕胎間堕胎間堕胎間引の研究引の研究引の研究引の研究 
    昭和11(1936)    286p 
 
  独逸社会事業の社会的経済的研究独逸社会事業の社会的経済的研究独逸社会事業の社会的経済的研究独逸社会事業の社会的経済的研究 
    昭和11(1936)    120p 
 
     不良児童と職業との関係不良児童と職業との関係不良児童と職業との関係不良児童と職業との関係 
    昭和11(1936)    105p 
 
  貧困原因に関する調査研究資料貧困原因に関する調査研究資料貧困原因に関する調査研究資料貧困原因に関する調査研究資料 
    昭和11(1936)    175p 
 
     海外社会事業論文集海外社会事業論文集海外社会事業論文集海外社会事業論文集 
    昭和11(1936)    117p 
 
  未刊惻隠余情未刊惻隠余情未刊惻隠余情未刊惻隠余情 
    昭和11(1936)    56p 
 
中央職業紹介事務局中央職業紹介事務局中央職業紹介事務局中央職業紹介事務局 
  紡績労働婦人調査紡績労働婦人調査紡績労働婦人調査紡績労働婦人調査 
    昭和4(1929)    71p       [職業別労働事情職業別労働事情職業別労働事情職業別労働事情(5)] 
 
  本邦製糸業労働事情本邦製糸業労働事情本邦製糸業労働事情本邦製糸業労働事情 
    昭和3(1928)    198p      [職業別労働事情職業別労働事情職業別労働事情職業別労働事情(4)] 
 
  昭和三年中に於ける道府県外出稼者に関する調査昭和三年中に於ける道府県外出稼者に関する調査昭和三年中に於ける道府県外出稼者に関する調査昭和三年中に於ける道府県外出稼者に関する調査    
        概要概要概要概要 
    昭和5(1930)    187p  図 表     
    [労働移動調査第5輯] 
 

ＤＤＤＤ    
 
大同生命保険株式会社大同生命保険株式会社大同生命保険株式会社大同生命保険株式会社 
    生命保険懸賞文集生命保険懸賞文集生命保険懸賞文集生命保険懸賞文集 
  昭和2(1927)    143p 
 
第一銀行調査部第一銀行調査部第一銀行調査部第一銀行調査部 
  調査報告調査報告調査報告調査報告 
     2ノ 8  昭和七年度予算及公債に就きて昭和七年度予算及公債に就きて昭和七年度予算及公債に就きて昭和七年度予算及公債に就きて 

      昭和7(1932)    17p 
 
     2ノ 9     米国反デフレーション政策の概観米国反デフレーション政策の概観米国反デフレーション政策の概観米国反デフレーション政策の概観 
      昭和7(1932)    51p 
 
     2ノ10  仏国戦後のインフレーションと仏国戦後のインフレーションと仏国戦後のインフレーションと仏国戦後のインフレーションと    
                                                市中銀行市中銀行市中銀行市中銀行 
      昭和7(1932)    77p 
 
     2ノ11  英国の為替均衡勘定について英国の為替均衡勘定について英国の為替均衡勘定について英国の為替均衡勘定について 
      昭和7(1932)    23p 
 
     2ノ12  ソヴィエット国家ソヴィエット国家ソヴィエット国家ソヴィエット国家((((摘訳摘訳摘訳摘訳)))) 
      昭和7(1932)    11p 
 
     2ノ13  英国軍事公債借換に就いて英国軍事公債借換に就いて英国軍事公債借換に就いて英国軍事公債借換に就いて 
      昭和7(1932)    15p 
 
     3ノ 1     英蘭銀行報告について英蘭銀行報告について英蘭銀行報告について英蘭銀行報告について 
      昭和8(1933)    21p 
 
     3ノ 2  アメリカ金融恐慌についてアメリカ金融恐慌についてアメリカ金融恐慌についてアメリカ金融恐慌について((((一一一一)))) 
      昭和8(1933)    24p 
 
     3ノ 3  昭和七年度並昭和八年度予算及公債に昭和七年度並昭和八年度予算及公債に昭和七年度並昭和八年度予算及公債に昭和七年度並昭和八年度予算及公債に    
                                                就きて就きて就きて就きて 
      昭和8(1933)    24p 
 
     3ノ 5  アメリカ金融恐慌についてアメリカ金融恐慌についてアメリカ金融恐慌についてアメリカ金融恐慌について((((二二二二)))) 
      昭和8(1933)    24p 
 
     3ノ 6  アメリカ金融恐慌についてアメリカ金融恐慌についてアメリカ金融恐慌についてアメリカ金融恐慌について((((三三三三))))    
                                                ----恐慌対策- 
      昭和8(1933)    32p             
 
     3ノ 7  アメリカ金融恐慌についてアメリカ金融恐慌についてアメリカ金融恐慌についてアメリカ金融恐慌について((((四四四四))))    
                                                ----恐慌の終結,その影響並に意義- 
      昭和8(1933)    13p 
 
     4ノ 1  磅貨と金塊相場磅貨と金塊相場磅貨と金塊相場磅貨と金塊相場 
      昭和9(1934)    22p 
 
     4ノ 2  満州国の経済事情と経済諸問題満州国の経済事情と経済諸問題満州国の経済事情と経済諸問題満州国の経済事情と経済諸問題        
                                                第一報告(一)  
      昭和9(1934)    48p 
 
     4ノ 3  満州国の経済事情と経済諸問題満州国の経済事情と経済諸問題満州国の経済事情と経済諸問題満州国の経済事情と経済諸問題  
            第一報告(二) 
      昭和9(1934)    41p 
 
     4ノ 4  低金利下の英国銀行業低金利下の英国銀行業低金利下の英国銀行業低金利下の英国銀行業 
      昭和9(1934)    30p 
 
     4ノ 5  ポール･アインチッヒ軍拡の経済学ポール･アインチッヒ軍拡の経済学ポール･アインチッヒ軍拡の経済学ポール･アインチッヒ軍拡の経済学    
                                                ((((抄訳抄訳抄訳抄訳)))) 
      昭和9(1934)    28p 
 
     4ノ 6     米国に於ける金融統制と中央銀行設立米国に於ける金融統制と中央銀行設立米国に於ける金融統制と中央銀行設立米国に於ける金融統制と中央銀行設立    
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                                                案案案案 
      昭和9(1934)    31p 
 
     5ノ 1  ソヴェート連邦の貨幣と物価ソヴェート連邦の貨幣と物価ソヴェート連邦の貨幣と物価ソヴェート連邦の貨幣と物価 
      昭和10(1935)    14p 
 
   5ノ 2  英国の銀行国有論英国の銀行国有論英国の銀行国有論英国の銀行国有論 
      昭和10(1935)    23p 
 
     5ノ 3  独逸の銀行改革独逸の銀行改革独逸の銀行改革独逸の銀行改革 
      昭和10(1935)    18p 
 
     5ノ 4  英国の銀行制度改革論英国の銀行制度改革論英国の銀行制度改革論英国の銀行制度改革論 
      昭和10(1935)    17p 
 
     5ノ 5  米国銀行業に於ける法定支払準備制度米国銀行業に於ける法定支払準備制度米国銀行業に於ける法定支払準備制度米国銀行業に於ける法定支払準備制度    
                                                の発展の発展の発展の発展 
    昭和10(1935)    17p 
 
     6ノ 1  最近に於ける米国銀政策を支配する法最近に於ける米国銀政策を支配する法最近に於ける米国銀政策を支配する法最近に於ける米国銀政策を支配する法    
                                                令令令令 
      昭和11(1936)    22p 
 
     6ノ 2  ルーズヴェルト大統領の財政金融政策ルーズヴェルト大統領の財政金融政策ルーズヴェルト大統領の財政金融政策ルーズヴェルト大統領の財政金融政策    
                                                の発展と之をめぐる諸問題の発展と之をめぐる諸問題の発展と之をめぐる諸問題の発展と之をめぐる諸問題((((一一一一)))) 
      昭和11(1936)    24p 
 
     6ノ 3     ルーズヴェルト大統領の財政金融政策ルーズヴェルト大統領の財政金融政策ルーズヴェルト大統領の財政金融政策ルーズヴェルト大統領の財政金融政策    
                                                の発展と之をめぐる諸問題の発展と之をめぐる諸問題の発展と之をめぐる諸問題の発展と之をめぐる諸問題((((二二二二)))) 
      昭和11(1936)    22p 
 
     6ノ 4  信用の流動性信用の流動性信用の流動性信用の流動性       Palyi Melchoir 著 
      昭和11(1936)    19p 
 
     6ノ 5  連邦準備制度の融資政策連邦準備制度の融資政策連邦準備制度の融資政策連邦準備制度の融資政策    
                                                ----特に｢産業貸付｣制度を中心として- 
      昭和11(1936)    20p 
 
     6ノ 6     金銀塊相場の将来金銀塊相場の将来金銀塊相場の将来金銀塊相場の将来 
      昭和11(1936)    17p 
 
     7ノ 1  英国為替平衡資金の機能に就て英国為替平衡資金の機能に就て英国為替平衡資金の機能に就て英国為替平衡資金の機能に就て 
      昭和12(1937)    37p 
 
     7ノ 3     本邦主要工業立地論本邦主要工業立地論本邦主要工業立地論本邦主要工業立地論 
      昭和12(1937)    41p 
 
 7ノ 4  ナチス独逸に於ける資本市場対策のナチス独逸に於ける資本市場対策のナチス独逸に於ける資本市場対策のナチス独逸に於ける資本市場対策の    

                                                概観概観概観概観 
      昭和12(1937)    14p 
 
     7ノ 5  経済恢復期の英国銀行業経済恢復期の英国銀行業経済恢復期の英国銀行業経済恢復期の英国銀行業 
      昭和12(1937)    19p 
 
     7ノ 6     最近の中国政府財政最近の中国政府財政最近の中国政府財政最近の中国政府財政    
                                             附:民国二十六年度中国政府財予算 
      昭和12(1937)    16p 
 

     7ノ 7  米国の中立法とその吾国に対する影響米国の中立法とその吾国に対する影響米国の中立法とその吾国に対する影響米国の中立法とその吾国に対する影響 
      昭和12(1937)    11p 
 
     8ノ 1     再軍備を中心とする再軍備を中心とする再軍備を中心とする再軍備を中心とする英国財政々策の英国財政々策の英国財政々策の英国財政々策の    
                                                展開展開展開展開 
      昭和13(1938)    24p 
 
     8ノ 2  欧州大戦前後に於ける独逸会社事業欧州大戦前後に於ける独逸会社事業欧州大戦前後に於ける独逸会社事業欧州大戦前後に於ける独逸会社事業    
                                                成績調成績調成績調成績調 
      昭和13(1938)    11p 
 
     8ノ 3  米国の銀行収益状態米国の銀行収益状態米国の銀行収益状態米国の銀行収益状態 
      昭和13(1938)    22p 
 
  独逸の銀行に関する調査独逸の銀行に関する調査独逸の銀行に関する調査独逸の銀行に関する調査 
    その1  信用制度ニ関スルライヒ法律信用制度ニ関スルライヒ法律信用制度ニ関スルライヒ法律信用制度ニ関スルライヒ法律    
                                            ----独逸金融業を規制する基本法律- 
      三宅義夫著        
      昭和16(1941)    28p 
 
  その2  一一一一....独逸金融界の組織化独逸金融界の組織化独逸金融界の組織化独逸金融界の組織化        二二二二....一九三三年一九三三年一九三三年一九三三年    
                                            以降に於ける金融機関の整理以降に於ける金融機関の整理以降に於ける金融機関の整理以降に於ける金融機関の整理        
                        三宅義夫著 
      昭和17(1942)    63p 
 
    その3  ナチス政権下における独逸中央銀行ナチス政権下における独逸中央銀行ナチス政権下における独逸中央銀行ナチス政権下における独逸中央銀行    
               三宅義夫著 
      昭和17(1942)    26p 
 
  現下経済段階の展望現下経済段階の展望現下経済段階の展望現下経済段階の展望 
    昭和13(1938)    10p 
 
  改正税制に於ける所得課税改正税制に於ける所得課税改正税制に於ける所得課税改正税制に於ける所得課税    -英国税制との比較- 
    昭和15(1940)    23p 
 
  金ブロック崩壊後に於ける英国為替市場及金塊金ブロック崩壊後に於ける英国為替市場及金塊金ブロック崩壊後に於ける英国為替市場及金塊金ブロック崩壊後に於ける英国為替市場及金塊    
        市場の動向市場の動向市場の動向市場の動向 
    昭和13(1938)    28p  表 
 
  金融統制の趨勢金融統制の趨勢金融統制の趨勢金融統制の趨勢    古谷喜代次著  
    昭和15(1940)    13p 
 
  一九三八年欧州国際政情危機と倫敦経済市場一九三八年欧州国際政情危機と倫敦経済市場一九三八年欧州国際政情危機と倫敦経済市場一九三八年欧州国際政情危機と倫敦経済市場 
    昭和14(1939)    25p  図共 
 
     支那事変下に於ける我国貿易政策概観支那事変下に於ける我国貿易政策概観支那事変下に於ける我国貿易政策概観支那事変下に於ける我国貿易政策概観 
    昭和15(1940)    35p 
 
  昭和十五年下期に於ける地方経済昭和十五年下期に於ける地方経済昭和十五年下期に於ける地方経済昭和十五年下期に於ける地方経済  
    武井五十吉著 
    昭和16(1941)    13p 
 
  昭和十六年上期に昭和十六年上期に昭和十六年上期に昭和十六年上期に於ける地方経済於ける地方経済於ける地方経済於ける地方経済    
       武井五十吉著 
    昭和16(1941)    15p  図共 
 
大丸調査課大丸調査課大丸調査課大丸調査課 
  研究資料研究資料研究資料研究資料 
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    第13輯  米国百貨店の二問題米国百貨店の二問題米国百貨店の二問題米国百貨店の二問題 
      昭和5(1930)    22p 
 
    第14輯     新聞広告及び共同仕入新聞広告及び共同仕入新聞広告及び共同仕入新聞広告及び共同仕入 
      昭和5(1930)    27p 
 
    第17輯     米国に於ける販売員の報酬支払制度に米国に於ける販売員の報酬支払制度に米国に於ける販売員の報酬支払制度に米国に於ける販売員の報酬支払制度に    
                                                就て就て就て就て 
      昭和6(1931)    42p 
 
    第20輯 広告実施上の諸標準広告実施上の諸標準広告実施上の諸標準広告実施上の諸標準 -米国ナショナル･ 
           リテール･ドライ･グッズ･アソシエーショ 
           ン・セールス･プロモーション研究委員会 
           編成採用並に実施-  
      昭和7(1932)    22p       
      原書名: Standards of Advertising Practice. 
 
    第21輯  RRRR････HHHH･メーシー百貨店･メーシー百貨店･メーシー百貨店･メーシー百貨店 
      昭和8(1933)    35p  ["Fortune"8月号による] 
 
    第22輯  一九三三年米国百貨店宣伝費の研究一九三三年米国百貨店宣伝費の研究一九三三年米国百貨店宣伝費の研究一九三三年米国百貨店宣伝費の研究 
      昭和9(1934)    45p  
      原書名: Analysis of Publicity Expenses-the 
              Year Ending1933.  National Retail  
              Dry Goods Association 販売計画(宣 
              伝)委員会発行 
 
    第24輯  スタイリストに就てスタイリストに就てスタイリストに就てスタイリストに就て  附:米国百貨店界 
            の規格制定及び特製品政策の回顧 
      昭和10(1935)    36p 
      原書名:The Stylist,Her Peace and Function in  
             the Store,1929. ナショナルリテール･ 
             ドライ･グッズ･アソシエーション発行 
 
    第26輯     商品の実質的価値商品の実質的価値商品の実質的価値商品の実質的価値 
      昭和11(1936)    22p    [全米呉服小売業協会 
      発行;一九三五年度商品研究委員会議事録] 
 
    第27輯  米国最近の小売事情米国最近の小売事情米国最近の小売事情米国最近の小売事情 
      昭和11(1936)    33p 
 
    第32輯    一九三〇年代の米国百貨店業界と今後一九三〇年代の米国百貨店業界と今後一九三〇年代の米国百貨店業界と今後一九三〇年代の米国百貨店業界と今後 
      昭和15(1940)    26p    ["The Retail  
      Executive" 1939年12月27日号による] 
 
    第35輯     戦時下独逸に於ける宣伝戦時下独逸に於ける宣伝戦時下独逸に於ける宣伝戦時下独逸に於ける宣伝 
      昭和16(1941)    21p  
      ["ユーバーブリック"誌による] 
 
大日本紡績連合会大日本紡績連合会大日本紡績連合会大日本紡績連合会 
  紡織業原価計算準則紡織業原価計算準則紡織業原価計算準則紡織業原価計算準則  附:綿糸工場番手別等価比率  
   計算法,綿布工場製品等価比率計算法 
      昭和16(1941)    107p 
 
  綿糸関税綿糸関税綿糸関税綿糸関税撤廃反対意見撤廃反対意見撤廃反対意見撤廃反対意見 
    大正14(1925)    72p 
 
  自分の観たる印度紡績自分の観たる印度紡績自分の観たる印度紡績自分の観たる印度紡績    渡邊知雄講述 

    昭和2(1927)    15p 
 
大日本回教協会大日本回教協会大日本回教協会大日本回教協会 
  東半球に於ける防共鉄壁構成と回教徒東半球に於ける防共鉄壁構成と回教徒東半球に於ける防共鉄壁構成と回教徒東半球に於ける防共鉄壁構成と回教徒 
    昭和14(1939)    15p 
 
    回教圏貿易座談会回教圏貿易座談会回教圏貿易座談会回教圏貿易座談会    松島肇編 
    昭和14(1939)    63p  表30  
  [大阪府立貿易館共催  昭和14年12月25日] 
 
  苦悩するソ連回教民族苦悩するソ連回教民族苦悩するソ連回教民族苦悩するソ連回教民族 
    昭和14(1939)    22p 
 
     日本茶の世界的進出と回教徒日本茶の世界的進出と回教徒日本茶の世界的進出と回教徒日本茶の世界的進出と回教徒 
    昭和14(1939)    36p 
 
大日本生糸販売組合連合会大日本生糸販売組合連合会大日本生糸販売組合連合会大日本生糸販売組合連合会 
  産業組合製糸標準経営費産業組合製糸標準経営費産業組合製糸標準経営費産業組合製糸標準経営費   
    昭和11(1936)    11p 
 
  産業組合製糸共同販売機関の設立に就て産業組合製糸共同販売機関の設立に就て産業組合製糸共同販売機関の設立に就て産業組合製糸共同販売機関の設立に就て 
   〔昭和2(1927)〕    47p 
 
     全国産業組合製糸現勢全国産業組合製糸現勢全国産業組合製糸現勢全国産業組合製糸現勢 
    昭和11(1936)    103p 
 
大日本農会大日本農会大日本農会大日本農会 
 本邦小作慣行本邦小作慣行本邦小作慣行本邦小作慣行        附:小作慣行調査事項 
  大正15(1926)    157,372,96p 
 
大日本陶磁器輸出組合大日本陶磁器輸出組合大日本陶磁器輸出組合大日本陶磁器輸出組合 
  米国産業復興法実施後の経過並に今後の予想米国産業復興法実施後の経過並に今後の予想米国産業復興法実施後の経過並に今後の予想米国産業復興法実施後の経過並に今後の予想 
    昭和8(1933)    20p   [｢貿易週報｣ヨリ転載] 
 
  大日本陶磁器輸出組合定款大日本陶磁器輸出組合定款大日本陶磁器輸出組合定款大日本陶磁器輸出組合定款 
    昭和8(1933)    23p 
 
第三回汎太平洋学術会議準備委員会第三回汎太平洋学術会議準備委員会第三回汎太平洋学術会議準備委員会第三回汎太平洋学術会議準備委員会 
        第三回汎太平洋学術会議要報第三回汎太平洋学術会議要報第三回汎太平洋学術会議要報第三回汎太平洋学術会議要報 
    大正14(1925)    8p 
 
第３期港湾拡張工事規定計画遂行期成連盟第３期港湾拡張工事規定計画遂行期成連盟第３期港湾拡張工事規定計画遂行期成連盟第３期港湾拡張工事規定計画遂行期成連盟 
    横浜港第３期拡張問題に就て横浜港第３期拡張問題に就て横浜港第３期拡張問題に就て横浜港第３期拡張問題に就て  岩科清次著 
  大正14(1925)    19p 
 
大東京化学研究所大東京化学研究所大東京化学研究所大東京化学研究所 
 米の研究米の研究米の研究米の研究 附：牧野式洗米法に就て 牧野千代蔵著 
  昭和8(1933)    〔3〕,19p  図 
 
ダイヤモンド社ダイヤモンド社ダイヤモンド社ダイヤモンド社 
  ダイヤモンド産業ダイヤモンド産業ダイヤモンド産業ダイヤモンド産業全書全書全書全書 
  3.  染料染料染料染料        原田石四郎著 
       昭和16(1941)    358p   [第7版] 
 
  4.  工作機械工作機械工作機械工作機械          十川純夫著 
       昭和16(1941)    294p   [改訂版]  
 
  12.  石油石油石油石油       水田政吉著 
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       昭和14(1939)    400p   [再版] 
 
  17. フィルムフィルムフィルムフィルム   富士写真フィルム会社研究所  
                     某技師著 
       昭和14(1939)    144p 
 
     ダイヤモンド叢書ダイヤモンド叢書ダイヤモンド叢書ダイヤモンド叢書 
    第 2輯  化学工業を語る化学工業を語る化学工業を語る化学工業を語る    大河内正敏等講義    
      昭和11(1936)    149p 
 
電気協会電気協会電気協会電気協会 
  電気事業資料電気事業資料電気事業資料電気事業資料 
60. エネルギー結合経済の発展と各国のエネルギー結合経済の発展と各国のエネルギー結合経済の発展と各国のエネルギー結合経済の発展と各国の    
                    エネルギー政策エネルギー政策エネルギー政策エネルギー政策    電気協会調査部編 

       昭和14(1939)    34p 
 
70. ソヴェト連邦に於ける電化の発展ソヴェト連邦に於ける電化の発展ソヴェト連邦に於ける電化の発展ソヴェト連邦に於ける電化の発展    
       巽良知,渡邊一郎共編 

       昭和16(1941)    163p 
 
80. 泰国及仏領印度支那の電気事業泰国及仏領印度支那の電気事業泰国及仏領印度支那の電気事業泰国及仏領印度支那の電気事業    

                 電気協会調査部編 
       昭和17(1942)    32p  地図 
 
81. 蘭領東印度及比律賓の電気事業蘭領東印度及比律賓の電気事業蘭領東印度及比律賓の電気事業蘭領東印度及比律賓の電気事業    

                 電気協会調査部編     
       昭和17(1942)    65p 
 
同潤会同潤会同潤会同潤会 
  共同住宅居住者生活調査共同住宅居住者生活調査共同住宅居住者生活調査共同住宅居住者生活調査((((第第第第4444回回回回))))  
  附:日暮里不良住宅地区居住者調査統計表 
    昭和10(1935)    72,18p 
 
道路研究会道路研究会道路研究会道路研究会 
  セメントコンクリート舗装標準示方書セメントコンクリート舗装標準示方書セメントコンクリート舗装標準示方書セメントコンクリート舗装標準示方書            
        膠石舗装標準示方書膠石舗装標準示方書膠石舗装標準示方書膠石舗装標準示方書 
    昭和6(1931)    10p 
 

ＦＦＦＦ    
 
不動貯金銀行不動貯金銀行不動貯金銀行不動貯金銀行 
  国際勤倹会議及び国際勤倹協会に関する調査国際勤倹会議及び国際勤倹協会に関する調査国際勤倹会議及び国際勤倹協会に関する調査国際勤倹会議及び国際勤倹協会に関する調査 
    昭和6(1931)    49p 
 
藤本ビルブローカー銀行藤本ビルブローカー銀行藤本ビルブローカー銀行藤本ビルブローカー銀行 
  金解禁と財政経済の関係金解禁と財政経済の関係金解禁と財政経済の関係金解禁と財政経済の関係    木村精四郎講演 
    昭和4(1929)    30p 
 
  国民経済の立直しと金解禁の決行に就て国民に国民経済の立直しと金解禁の決行に就て国民に国民経済の立直しと金解禁の決行に就て国民に国民経済の立直しと金解禁の決行に就て国民に    
        訴ふ訴ふ訴ふ訴ふ    井上準之助著 
    昭和4(1929)    28p 
 
     新法案の銀行業態に就いて新法案の銀行業態に就いて新法案の銀行業態に就いて新法案の銀行業態に就いて 
  附:現行法対照銀行法案 
    昭和2(1927)    42,12p 
 
  債券投資債券投資債券投資債券投資 -證券部十周年記念- 
    大正15(1926)    32p  

    [藤本ビルブローカー銀行週報第507号附録] 
    
藤本ビル藤本ビル藤本ビル藤本ビルブローカー銀行調査部ブローカー銀行調査部ブローカー銀行調査部ブローカー銀行調査部     
     米国会社法概論米国会社法概論米国会社法概論米国会社法概論  上上上上 
    大正10(1921)    77p 
 
  本邦に於ける主要外国銀行本邦に於ける主要外国銀行本邦に於ける主要外国銀行本邦に於ける主要外国銀行 
    大正14(1925)    48p 
 
  藤本パンフレット藤本パンフレット藤本パンフレット藤本パンフレット 
    第 2冊  債券投資の本質に就いて債券投資の本質に就いて債券投資の本質に就いて債券投資の本質に就いて 
      大正14(1925)    48p 
 
    第 4冊     英国の金本位復帰英国の金本位復帰英国の金本位復帰英国の金本位復帰 
      昭和4(1929)    66p 
 
藤本ビルブローカー銀行證券部藤本ビルブローカー銀行證券部藤本ビルブローカー銀行證券部藤本ビルブローカー銀行證券部 
  ボンドハウスとしての藤本ボンドハウスとしての藤本ボンドハウスとしての藤本ボンドハウスとしての藤本  附:債券挿話(11篇) 
   〔大正14(1925)〕    50p 
 
  投資雑話投資雑話投資雑話投資雑話 
  〔昭和2(1927)〕    16p  
 
福岡地方職業紹介事務局福岡地方職業紹介事務局福岡地方職業紹介事務局福岡地方職業紹介事務局 
 管内在住朝鮮人労働事情管内在住朝鮮人労働事情管内在住朝鮮人労働事情管内在住朝鮮人労働事情 
  昭和4(1929)    211p 
  [〔福岡地方職業紹介所事務局〕労働調査8] 
 

ＧＧＧＧ    
 
外務省外務省外務省外務省 
  対独賠償問題ニ関スル公文書対独賠償問題ニ関スル公文書対独賠償問題ニ関スル公文書対独賠償問題ニ関スル公文書 
    大正15(1926)    272p 
 
外務省亜細亜局外務省亜細亜局外務省亜細亜局外務省亜細亜局 
  国民政府財政ノ近状国民政府財政ノ近状国民政府財政ノ近状国民政府財政ノ近状   
    昭和5(1930)    39p    
     
外務省亜米利加局外務省亜米利加局外務省亜米利加局外務省亜米利加局 
  昭和十一年度海外派遣実習移民見学記昭和十一年度海外派遣実習移民見学記昭和十一年度海外派遣実習移民見学記昭和十一年度海外派遣実習移民見学記     
    昭和12(1937)    104p              
 
     昭和十年度海外実習生見学旅行記昭和十年度海外実習生見学旅行記昭和十年度海外実習生見学旅行記昭和十年度海外実習生見学旅行記 
    昭和11(1936)    105p 
 
外務省亜米利加局第一課外務省亜米利加局第一課外務省亜米利加局第一課外務省亜米利加局第一課 
  米一調書米一調書米一調書米一調書 
    第 4輯  北米日系市民概況北米日系市民概況北米日系市民概況北米日系市民概況 
      昭和11(1936)    180p 
 
    第 5輯  在北米邦語学校調査在北米邦語学校調査在北米邦語学校調査在北米邦語学校調査 
      昭和11(1936)    49p 
 
外務省亜米利加局第二課外務省亜米利加局第二課外務省亜米利加局第二課外務省亜米利加局第二課 
  智利国ノ鉱物資源智利国ノ鉱物資源智利国ノ鉱物資源智利国ノ鉱物資源 上巻上巻上巻上巻    馬場辰夫調査 
    昭和16(1941)    259p 
 
外務省文化事業部外務省文化事業部外務省文化事業部外務省文化事業部     



 

 8

  江南の経済史的考察江南の経済史的考察江南の経済史的考察江南の経済史的考察    清水泰次講演 
    昭和9(1934)    24p 
 
外務省調査部外務省調査部外務省調査部外務省調査部 
  亜細亜諸民族調査資料亜細亜諸民族調査資料亜細亜諸民族調査資料亜細亜諸民族調査資料 
    第 1輯  印度民族史印度民族史印度民族史印度民族史    
   → 「調〔査〕第39号 印度民族史」 
 
 亜細亜民族研究資料亜細亜民族研究資料亜細亜民族研究資料亜細亜民族研究資料 
    第 2輯  蘭領印度民族史蘭領印度民族史蘭領印度民族史蘭領印度民族史    
   → 「調〔査〕第41号 蘭領印度民族史」 
 
  調〔査〕調〔査〕調〔査〕調〔査〕 
    第 7号  本邦外国貿易ノ消長ニ関スル調査本邦外国貿易ノ消長ニ関スル調査本邦外国貿易ノ消長ニ関スル調査本邦外国貿易ノ消長ニ関スル調査 
      昭和9(1934)    18p 
 
    第 9号  本邦糖業概説本邦糖業概説本邦糖業概説本邦糖業概説 
      昭和9(1934)    39p 
 
    第10号  各委任統治地域ニ於ケル貿易状況各委任統治地域ニ於ケル貿易状況各委任統治地域ニ於ケル貿易状況各委任統治地域ニ於ケル貿易状況 
      昭和9(1934)    151p 
 
  第11号 一七世紀に於ける日暹関係一七世紀に於ける日暹関係一七世紀に於ける日暹関係一七世紀に於ける日暹関係    
          郡司喜一著 
   昭和9(1934)    8,1187p   
 
    第18号  英国ト自治領英国ト自治領英国ト自治領英国ト自治領,,,,印度印度印度印度,,,,殖民地等トノ法律殖民地等トノ法律殖民地等トノ法律殖民地等トノ法律    
                                                的関係的関係的関係的関係 
      昭和10(1935)    182p 
 
    第19号     英国の経済機構と農業英国の経済機構と農業英国の経済機構と農業英国の経済機構と農業    
                                      天野書記生調査研究 
      昭和10(1935)    159p 
 
    第29号  支那ニ於ケル棉花奨励誌支那ニ於ケル棉花奨励誌支那ニ於ケル棉花奨励誌支那ニ於ケル棉花奨励誌    
                                      大原実調査 
      昭和10(1935)    180p 
 
    第33号  ｢ソヴィエト｣連邦政府及共産党ノ組織｢ソヴィエト｣連邦政府及共産党ノ組織｢ソヴィエト｣連邦政府及共産党ノ組織｢ソヴィエト｣連邦政府及共産党ノ組織    
                                                及職員一覧表及職員一覧表及職員一覧表及職員一覧表 
      昭和10(1935)    1枚   [改訂2版] 
 
    第39号     印度民族史印度民族史印度民族史印度民族史    田内竹喜調査 
      昭和10(1935)    418p    
      [亜細亜諸民族調査資料第1輯] 
 
    第41号  蘭領印度民族史蘭領印度民族史蘭領印度民族史蘭領印度民族史       小田部謙一調査 
      昭和10(1935)    215p    
      [亜細亜民族研究資料第2輯] 
 
    第42号  英国最近通商政策ニ関スル調査英国最近通商政策ニ関スル調査英国最近通商政策ニ関スル調査英国最近通商政策ニ関スル調査  
            尾見嘱託調査 
      昭和10(1935)    293p 
 
    第45号  辺境問題調書辺境問題調書辺境問題調書辺境問題調書  第第第第1111号号号号 
      昭和10(1935)    93p 
 
    第47号  ｢ソ｣連邦重要事項誌｢ソ｣連邦重要事項誌｢ソ｣連邦重要事項誌｢ソ｣連邦重要事項誌(1934(1934(1934(1934年度年度年度年度))))    

                                   ポリス･ヤーコウレウイチ･ウラヂーミル 
           ツオフ  片岡長冬編 
      昭和10(1935)    233p 
 
  第51号 孫文主義孫文主義孫文主義孫文主義    中巻中巻中巻中巻  佐藤小六編 
   昭和11(1936)    1,12,1062p 
 
    第54号 蒙古社会制度史蒙古社会制度史蒙古社会制度史蒙古社会制度史 
      昭和11(1936)    510p 
    原書名: Борис Яковлевич Владимирцов 
                               ：Одщественный Строй  Монгов- 
                               Монголбский Коче вой Феодал 
                               изм、Пенинград   １９３４． 
 
    第55号  辺境問題調書辺境問題調書辺境問題調書辺境問題調書  第第第第2222号号号号 
      昭和11(1936)    131p 
 
    第56号  最恵国約款適用ノ除外例ニ関スル調査最恵国約款適用ノ除外例ニ関スル調査最恵国約款適用ノ除外例ニ関スル調査最恵国約款適用ノ除外例ニ関スル調査 
      昭和11(1936)    153p 
 
    第58号  北支経済の解剖北支経済の解剖北支経済の解剖北支経済の解剖 -北支経済と全支経済 
            との相関性-    大原実訳   
      昭和11(1936)    114p 
   原書名:大公報刊｢華北経済特刊｣(1936年4月) 
 
    第59号  露国政府ノ極露国政府ノ極露国政府ノ極露国政府ノ極東外交機密文書東外交機密文書東外交機密文書東外交機密文書    
                                          第第第第3333輯第輯第輯第輯第2222巻巻巻巻 
      昭和11(1936)    209p 
 
    第60号  ｢ソ｣連邦重要事項誌｢ソ｣連邦重要事項誌｢ソ｣連邦重要事項誌｢ソ｣連邦重要事項誌(1935(1935(1935(1935年度年度年度年度)))) 
      昭和11(1936)    275p 
 
    第62号  ｢ソヴィエト｣連邦民族表｢ソヴィエト｣連邦民族表｢ソヴィエト｣連邦民族表｢ソヴィエト｣連邦民族表 
      昭和11(1936)    19p  [ハベ･グランデ調査 
      ｢革命ト民族｣誌1936年4月号より] 
 
    第65号 孫文主義孫文主義孫文主義孫文主義 下巻下巻下巻下巻  佐藤小六編 
   昭和11(1936)    18,915p 
 
    第68号  ｢ソ｢ソ｢ソ｢ソヴィエト｣連邦行政区画一覧表ヴィエト｣連邦行政区画一覧表ヴィエト｣連邦行政区画一覧表ヴィエト｣連邦行政区画一覧表 
      昭和11(1936)    9p 
 
    第89号     欧州殊に露西亜における東洋研究史欧州殊に露西亜における東洋研究史欧州殊に露西亜における東洋研究史欧州殊に露西亜における東洋研究史  
      ヴェ･バルトリド著 
      昭和12(1937)    586p  
      原書名: Васнлий Владимирович  
                              Барто- льд:Исморця  
                              Изученця Восмока в  
                              Евроиеи  России, из-дание,  
                              2-ое,Ленинлрад, 1925г. 
 
    第97号  ｢ソ｣連邦新憲法概観｢ソ｣連邦新憲法概観｢ソ｣連邦新憲法概観｢ソ｣連邦新憲法概観    伊部政一調査 
      昭和12(1937)    53p 
 
    第108号     ｢ソ｣連邦重要事項誌｢ソ｣連邦重要事項誌｢ソ｣連邦重要事項誌｢ソ｣連邦重要事項誌(1936(1936(1936(1936年度年度年度年度)))) 
      昭和12(1937)    228p       
 
    第111号  露国政府ノ極東外交機密文書露国政府ノ極東外交機密文書露国政府ノ極東外交機密文書露国政府ノ極東外交機密文書  
             第3輯第3巻 
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      昭和12(1937)    152p 
      [｢ソヴィエト｣連邦中央執行委員会附属帝国 
       主義時代文書刊行委員会編｢帝国主義時代ニ 
       於ケル国際関係｣より抽出翻訳]          
 
    第114号  党機構及国家機構に於ける民族的要素党機構及国家機構に於ける民族的要素党機構及国家機構に於ける民族的要素党機構及国家機構に於ける民族的要素    
                                                    に付てに付てに付てに付て       スターリン著 
      昭和12(1937)    81p 
 
    第183号  英国ニ於ケル輸出信用保証制度英国ニ於ケル輸出信用保証制度英国ニ於ケル輸出信用保証制度英国ニ於ケル輸出信用保証制度 
      昭和14(1939)    70p 
 
  蘇蒙蘇蒙蘇蒙蘇蒙叢書叢書叢書叢書 
    第 1号  北氷洋航路論北氷洋航路論北氷洋航路論北氷洋航路論 
      昭和14(1939)    62p 
 
    第 2号  第１回最高会議第４会期第１回最高会議第４会期第１回最高会議第４会期第１回最高会議第４会期        独ソ不侵略独ソ不侵略独ソ不侵略独ソ不侵略    
                                                条約に関するモロトフの演説条約に関するモロトフの演説条約に関するモロトフの演説条約に関するモロトフの演説 
      昭和14(1939)    34p 
 
    第 3号     ソ連邦対外政策に関するモロトフの報ソ連邦対外政策に関するモロトフの報ソ連邦対外政策に関するモロトフの報ソ連邦対外政策に関するモロトフの報    
                                                告及びベッサラビア事情告及びベッサラビア事情告及びベッサラビア事情告及びベッサラビア事情 
      昭和14(1939)    43p 
 
    第 4号  １９３９年ソ連邦国内政治概観１９３９年ソ連邦国内政治概観１９３９年ソ連邦国内政治概観１９３９年ソ連邦国内政治概観        ソ連ソ連ソ連ソ連    
                                                の芬蘭進出と外交政策の本質の芬蘭進出と外交政策の本質の芬蘭進出と外交政策の本質の芬蘭進出と外交政策の本質 十月革命十月革命十月革命十月革命    
                                                ２２周年に関するモロトフの演説２２周年に関するモロトフの演説２２周年に関するモロトフの演説２２周年に関するモロトフの演説 
      昭和14(1939)    51p 
 
    第 5号     芬蘭事情芬蘭事情芬蘭事情芬蘭事情        蒙古人民共和国の行政組織蒙古人民共和国の行政組織蒙古人民共和国の行政組織蒙古人民共和国の行政組織 
      昭和15(1940)    73p 
 
    第 6号  欧州戦乱とソ連現下の態度欧州戦乱とソ連現下の態度欧州戦乱とソ連現下の態度欧州戦乱とソ連現下の態度        ソ連邦特ソ連邦特ソ連邦特ソ連邦特    
                                                殊鋼工業概観殊鋼工業概観殊鋼工業概観殊鋼工業概観 
      昭和15(1940)    47p 
 
    第 7号  ソ連外交基調に関する一考察ソ連外交基調に関する一考察ソ連外交基調に関する一考察ソ連外交基調に関する一考察        ソ連邦ソ連邦ソ連邦ソ連邦    
                                                の棉花政策の棉花政策の棉花政策の棉花政策        ソ連各紙の欧州戦争観ソ連各紙の欧州戦争観ソ連各紙の欧州戦争観ソ連各紙の欧州戦争観 
      昭和15(1940)    51p 
 
    第 8号  モロトフの外交演説モロトフの外交演説モロトフの外交演説モロトフの外交演説(1940(1940(1940(1940年年年年3333月月月月)  )  )  )  ソ連ソ連ソ連ソ連    
                                                の物資不足と価格騰貴の物資不足と価格騰貴の物資不足と価格騰貴の物資不足と価格騰貴        支那人の対蒙支那人の対蒙支那人の対蒙支那人の対蒙    
                                                政策に就いて政策に就いて政策に就いて政策に就いて 
      昭和15(1940)    57p 
 
    第 9号  １９４０年第一･四半期に於けるソ連邦１９４０年第一･四半期に於けるソ連邦１９４０年第一･四半期に於けるソ連邦１９４０年第一･四半期に於けるソ連邦    
                                                の内政の内政の内政の内政        １９４０年第一･四半期に於け１９４０年第一･四半期に於け１９４０年第一･四半期に於け１９４０年第一･四半期に於け    
                                                るソ連邦の外交るソ連邦の外交るソ連邦の外交るソ連邦の外交  第１回最高会議第１回最高会議第１回最高会議第１回最高会議    
                                                第６会期第６会期第６会期第６会期 
      昭和15(1940)    37p 
 
    第10号  １９世紀における露西亜のバルカン進１９世紀における露西亜のバルカン進１９世紀における露西亜のバルカン進１９世紀における露西亜のバルカン進    
                                                出出出出        最近に於ける米ソ関係ソ連邦最近最近に於ける米ソ関係ソ連邦最近最近に於ける米ソ関係ソ連邦最近最近に於ける米ソ関係ソ連邦最近    
                                                の文化事情の文化事情の文化事情の文化事情 
      昭和15(1940)    43p 
 
外務省調査部第三課外務省調査部第三課外務省調査部第三課外務省調査部第三課 
  日本ノ大戦争準備ト題スル最近プラウダ紙論説日本ノ大戦争準備ト題スル最近プラウダ紙論説日本ノ大戦争準備ト題スル最近プラウダ紙論説日本ノ大戦争準備ト題スル最近プラウダ紙論説 

    昭和12(1937)    15p 
 
外務省調査局第一課外務省調査局第一課外務省調査局第一課外務省調査局第一課 
  調一第85号  豪州内政外政ノ最近ニ於ケル発展豪州内政外政ノ最近ニ於ケル発展豪州内政外政ノ最近ニ於ケル発展豪州内政外政ノ最近ニ於ケル発展    
       市川泰次郎著 
    昭和18(1943)    157p 
 
外務省情報部外務省情報部外務省情報部外務省情報部 
  国際連盟概説国際連盟概説国際連盟概説国際連盟概説 
    昭和5(1930)    117p 
 
  支那事変関係公表集支那事変関係公表集支那事変関係公表集支那事変関係公表集((((第第第第1111号号号号)))) 
    昭和12(1937)    331p 
 
外務省条約局第三課外務省条約局第三課外務省条約局第三課外務省条約局第三課     
  国際労働組合連合ト赤色労働組合｢インターナショ国際労働組合連合ト赤色労働組合｢インターナショ国際労働組合連合ト赤色労働組合｢インターナショ国際労働組合連合ト赤色労働組合｢インターナショ    
        ナル｣ナル｣ナル｣ナル｣       佐藤嘱託調査 
    大正14(1925)    101p 
 
外務省南洋局調査室外務省南洋局調査室外務省南洋局調査室外務省南洋局調査室 
  蘭領東印度概説蘭領東印度概説蘭領東印度概説蘭領東印度概説 
    昭和15(1940)    52p 
    [蘭領経済省編｢蘭領東印度｣を参考に作成,統計は 
     "Statistich Zakbekje voor Ned,Indie 1939"  
     "Economisch Weekblad 1940 April" の外可及的 
     に新たな統計をも引用] 
 
外務省臨時調査部外務省臨時調査部外務省臨時調査部外務省臨時調査部 
  条約改正調査報告条約改正調査報告条約改正調査報告条約改正調査報告 
    第10号  伊太利国ニ於ケル緊急経済問題伊太利国ニ於ケル緊急経済問題伊太利国ニ於ケル緊急経済問題伊太利国ニ於ケル緊急経済問題 
      大正8(1919)    46p  
      [バンターノ報告書｢緊急経済問題｣の要訳] 
 
   第16号  印度ニ於ケル特恵関税制度問題印度ニ於ケル特恵関税制度問題印度ニ於ケル特恵関税制度問題印度ニ於ケル特恵関税制度問題 
      大正10(1921)    131p 
 
    第18号  米国ヨリ観タル石油問題米国ヨリ観タル石油問題米国ヨリ観タル石油問題米国ヨリ観タル石油問題 
      大正10(1921)    92p 
 
    第19号     独逸国経済評議会独逸国経済評議会独逸国経済評議会独逸国経済評議会 
      大正11(1922)    114p 
 
    第25号  英帝国特恵関税制度概要英帝国特恵関税制度概要英帝国特恵関税制度概要英帝国特恵関税制度概要 
      大正12(1923)    82p 
 
    第28号  印度財政委員会報告印度財政委員会報告印度財政委員会報告印度財政委員会報告    
                                                ((((英帝国特恵関税問題英帝国特恵関税問題英帝国特恵関税問題英帝国特恵関税問題)))) 
      大正12(1923)    54p 
 
    第30号  本邦ニ於ケル外国人ノ国法上ノ地位本邦ニ於ケル外国人ノ国法上ノ地位本邦ニ於ケル外国人ノ国法上ノ地位本邦ニ於ケル外国人ノ国法上ノ地位    
            岩田彌太郎著 
      大正13(1924)    42p 
 
  支那関税定率表詳解支那関税定率表詳解支那関税定率表詳解支那関税定率表詳解::::千九百二十二年改訂千九百二十二年改訂千九百二十二年改訂千九百二十二年改訂 
    大正13(1924)    126p  
    [英文名:Revised Import Tariff for the Trade of  
            China, 1922, with Explanatory Notes.] 
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外務省西比利亜経済援助部外務省西比利亜経済援助部外務省西比利亜経済援助部外務省西比利亜経済援助部 
  西西西西,,,,経経経経,,,,援調査援調査援調査援調査 
    第17号  西比利亜経済援助ノ概要西比利亜経済援助ノ概要西比利亜経済援助ノ概要西比利亜経済援助ノ概要    
                                                (創立後一年間ノ事務報告) 
      大正8(1919)    282p 
 
外務省通商局外務省通商局外務省通商局外務省通商局 
  アビシニア事情アビシニア事情アビシニア事情アビシニア事情,,,,マダガスカル島事情マダガスカル島事情マダガスカル島事情マダガスカル島事情,,,,葡領東阿弗葡領東阿弗葡領東阿弗葡領東阿弗    
        利加事情利加事情利加事情利加事情       大山卯次郎著 
    昭和3(1928)    332p  図76 
 
  巴爾幹諸国経済事情巴爾幹諸国経済事情巴爾幹諸国経済事情巴爾幹諸国経済事情 
    昭和5(1930)    330p 
 
  白耳義領コンゴー経済事情白耳義領コンゴー経済事情白耳義領コンゴー経済事情白耳義領コンゴー経済事情       加藤書記生調査 
    昭和2(1927)    75p 
 
  米領｢ポルトリコ｣事情米領｢ポルトリコ｣事情米領｢ポルトリコ｣事情米領｢ポルトリコ｣事情    木原書記生調査 
    昭和6(1931)    120p  地図 
 
  緬甸対外貿易事情緬甸対外貿易事情緬甸対外貿易事情緬甸対外貿易事情    久我領事代理報告 
    昭和6(1931)    330p 
 
 「ブラジル｣の珈琲生産及取引状況「ブラジル｣の珈琲生産及取引状況「ブラジル｣の珈琲生産及取引状況「ブラジル｣の珈琲生産及取引状況    
     附:世界の珈琲生産と其の消費    浜口光雄報告    
    昭和5(1930)    70p  地図 
   
  ｢ブラジル｣の財政｢ブラジル｣の財政｢ブラジル｣の財政｢ブラジル｣の財政,,,,商業商業商業商業,,,,経済状態経済状態経済状態経済状態    藤田通成訳 
    昭和5(1930)    152p 
    原書名:英国海外貿易局編:Financial,Commercial 
           and Economics Conditions in Brazil. 
 
  智利智利智利智利     山名宗興編 
    昭和6(1931)    28p  地図 
 
  智利国為替及貿易管理智利国為替及貿易管理智利国為替及貿易管理智利国為替及貿易管理       南雲克太郎調査 
    昭和10(1935)    105p 
 
  長春事長春事長春事長春事情情情情     附:公主領,四平街,農安事情   
  長春帝国領事館調査 
    昭和4(1929)    122p  図 
  
中華民国改正輸入税率表中華民国改正輸入税率表中華民国改正輸入税率表中華民国改正輸入税率表((((仮訳仮訳仮訳仮訳))))    

        (中華民国27年6月1日実施)    西川嘱託訳 
    昭和13(1938)    80p 
 
中華民国輸入税率表中華民国輸入税率表中華民国輸入税率表中華民国輸入税率表(民国19年(昭和5年)12月29日公
布,民国20年(昭和6年)1月1日実施) 
   〔昭和5(1930)〕    54p 
 
     ｢ドミニカ｣共和国事情｢ドミニカ｣共和国事情｢ドミニカ｣共和国事情｢ドミニカ｣共和国事情       木原書記生調査 
   昭和6(1931)    110p  地図 
 
     埃及埃及埃及埃及,,,,蘇丹棉蘇丹棉蘇丹棉蘇丹棉花の現状及将来花の現状及将来花の現状及将来花の現状及将来    大野書記生調査 
    大正5(1926)    122p  地図 
 
  英国経済大観英国経済大観英国経済大観英国経済大観(1927(1927(1927(1927年年年年)))) 上巻上巻上巻上巻    松山晋二郎報告 
    昭和3(1928)    160p 

 
  英国綿業概観英国綿業概観英国綿業概観英国綿業概観    野田領事報告 
    昭和12(1937)    593p 
 
  英国綿業の現状英国綿業の現状英国綿業の現状英国綿業の現状       梅川書記生調査 
    昭和4(1929)    204p      [1929年4月調査] 
 
  英国ノ対印度輸出振興策ト印度ニ於ケル日本商品英国ノ対印度輸出振興策ト印度ニ於ケル日本商品英国ノ対印度輸出振興策ト印度ニ於ケル日本商品英国ノ対印度輸出振興策ト印度ニ於ケル日本商品    
        消長消長消長消長    久我副総領事報告 
    昭和5(1930)    194p 
 
     英国ノ対華経済発展英国ノ対華経済発展英国ノ対華経済発展英国ノ対華経済発展    横竹商務参事官報告 
    昭和6(1931)    249,112p 
 
  英領東阿弗利加事情英領東阿弗利加事情英領東阿弗利加事情英領東阿弗利加事情(｢ケニヤ｣植民地及保護領,｢ウ 
  ガンダ｣保護領,｢タンガニカ｣委任統治地,｢ザンジバ 
  ル｣保護領事情)    大山嘱託調査 
    昭和3(1928)    425p  地図  図 
 
  英領北｢ボルネオ｣事情英領北｢ボルネオ｣事情英領北｢ボルネオ｣事情英領北｢ボルネオ｣事情    
       杉山書記生調査,塚本事務官編 
    昭和7(1932)    74p  地図 
 
  ｢ハイチ｣共和国事情｢ハイチ｣共和国事情｢ハイチ｣共和国事情｢ハイチ｣共和国事情    木原書記生調査 
    昭和6(1931)    123p  地図 
 
  伯国アマゾナス州日本植民地地域画定並植民計画伯国アマゾナス州日本植民地地域画定並植民計画伯国アマゾナス州日本植民地地域画定並植民計画伯国アマゾナス州日本植民地地域画定並植民計画    
        に関する調査報告書に関する調査報告書に関する調査報告書に関する調査報告書 
    昭和6(1931)    478p  地図  図22 
 
    伯国｢ミナス･ジェラエス｣州事情伯国｢ミナス･ジェラエス｣州事情伯国｢ミナス･ジェラエス｣州事情伯国｢ミナス･ジェラエス｣州事情  杉山嘱託報告 
  昭和7(1932)    139p 
 
  伯国渡航案内伯国渡航案内伯国渡航案内伯国渡航案内(｢サン･パウロ｣総領事館調査ノ分) 
  昭和3(1928)    82p 
 
  東阿弗利加一般事情東阿弗利加一般事情東阿弗利加一般事情東阿弗利加一般事情     久我領事報告 
  昭和8(1933)    26p  地図 
 
    東アフリカ経済事情調査報告書東アフリカ経済事情調査報告書東アフリカ経済事情調査報告書東アフリカ経済事情調査報告書  入江鼎報告 
  昭和3(1928)    324p  地図  
 
香港事情香港事情香港事情香港事情  野田實之助調査 

    大正6(1927)    8,360ｐ 図 
 
 本邦輸入品ノ海外ニ於ケル買付方法ニ関スル調査本邦輸入品ノ海外ニ於ケル買付方法ニ関スル調査本邦輸入品ノ海外ニ於ケル買付方法ニ関スル調査本邦輸入品ノ海外ニ於ケル買付方法ニ関スル調査    
  -南洋及印度ノ部,欧米ノ部- 
   昭和2(1927)    104,43p 
 
     本邦輸入品ノ海外ニ於ケル買付方法ニ関スル調査本邦輸入品ノ海外ニ於ケル買付方法ニ関スル調査本邦輸入品ノ海外ニ於ケル買付方法ニ関スル調査本邦輸入品ノ海外ニ於ケル買付方法ニ関スル調査    
        ----支那及満州ノ部- 
  昭和2(1927)    203,68p 
 
  移民地事情移民地事情移民地事情移民地事情 
  第 6巻 暮利比亜国視察報告暮利比亜国視察報告暮利比亜国視察報告暮利比亜国視察報告 
      大正13(1924)    356p  地図 
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    第 7巻  パラグアイ国出張報告パラグアイ国出張報告パラグアイ国出張報告パラグアイ国出張報告    
                        諸井公使報告 
   大正14(1925)    46p  地図 
 
  第13巻 上巻：在伯邦人衛生状態視察報告在伯邦人衛生状態視察報告在伯邦人衛生状態視察報告在伯邦人衛生状態視察報告,,,,    
                                                下巻：在亜邦人衛生状態視察報告在亜邦人衛生状態視察報告在亜邦人衛生状態視察報告在亜邦人衛生状態視察報告      
      飯村保三報告 
   昭和2(1927)    43p 
 
    第19巻 亜爾然丁国移住ニ関スル各種調査書亜爾然丁国移住ニ関スル各種調査書亜爾然丁国移住ニ関スル各種調査書亜爾然丁国移住ニ関スル各種調査書 
      昭和4(1929)    96p 
 
  第21巻 伯国｢バイヤ｣州踏査報告伯国｢バイヤ｣州踏査報告伯国｢バイヤ｣州踏査報告伯国｢バイヤ｣州踏査報告,,,,並伯国｢サン･並伯国｢サン･並伯国｢サン･並伯国｢サン･    
                                                フランシスコ｣河流域ノ経済調査フランシスコ｣河流域ノ経済調査フランシスコ｣河流域ノ経済調査フランシスコ｣河流域ノ経済調査 
   昭和4(1929)    96p 
 
    第22巻 墨西哥事情墨西哥事情墨西哥事情墨西哥事情 
   昭和4(1929)    74p  地図 
 
  第26巻 南米｢ウルグァイ｣国事情南米｢ウルグァイ｣国事情南米｢ウルグァイ｣国事情南米｢ウルグァイ｣国事情    
             齋田通訳官報告 桜井嘱託訳 
   昭和6(1931)    124p  
      原書名：パン･アメリカン･ユニオン発行 
              ｢ウルグァイ｣ 
 
  第27巻 1. 智利国チロエ島視察報告智利国チロエ島視察報告智利国チロエ島視察報告智利国チロエ島視察報告 2. 智利国智利国智利国智利国    
                                                オソルノ郡の農業現状概要オソルノ郡の農業現状概要オソルノ郡の農業現状概要オソルノ郡の農業現状概要 3.智利国ヤ智利国ヤ智利国ヤ智利国ヤ    
                                                ンカウエ島漁業及製材業計画ンカウエ島漁業及製材業計画ンカウエ島漁業及製材業計画ンカウエ島漁業及製材業計画    附：智利 
            国農業植民法,智利国農業植民法施 
            行規則 
    昭和6(1931)    126p  地図 
 
 伊太利移民伊太利移民伊太利移民伊太利移民  山下外務書記生報告 
  昭和8(1933)    107p 
 
 海峡殖民地概覧海峡殖民地概覧海峡殖民地概覧海峡殖民地概覧 
    大正7(1918)    398,20ｐ 
 
  華僑ノ研究華僑ノ研究華僑ノ研究華僑ノ研究     小林新作調査 
  昭和4(1929)    273p 
 
  カラチ地方事情梗概カラチ地方事情梗概カラチ地方事情梗概カラチ地方事情梗概  渡邊書記生調査 
  昭和4(1929)    164p 
 
 近東アフリカ経済事情調査報告書近東アフリカ経済事情調査報告書近東アフリカ経済事情調査報告書近東アフリカ経済事情調査報告書(1)(1)(1)(1)    近東の部 
  デー･ビー･ミーク,テー･マロネー報告 
  昭和5(1930)    170p 
 
  近東アフリカ経済事情調査報告書近東アフリカ経済事情調査報告書近東アフリカ経済事情調査報告書近東アフリカ経済事情調査報告書(2)(2)(2)(2)    アフリカの部 
  デー･ビー･ミーク,テー･マロネー報告 
  昭和5(1930)    352p 
 
  コミッサーリオコミッサーリオコミッサーリオコミッサーリオ  俣野康之調査 
  昭和6(1931)    23,331p 
 
     コロンビアコロンビアコロンビアコロンビア 
  昭和5(1930)    59p 地図 図 
 

 コロノ之研究コロノ之研究コロノ之研究コロノ之研究     海本副領事調査 
  昭和6(1931)    277p      [在サンパウロ帝国 
  総領事館移植民問題研究資料第4号] 
 
    南南南南阿連邦概観阿連邦概観阿連邦概観阿連邦概観  今井忠直報告 
  昭和2(1927)    121p  地図 
 
 日本国諸外国間通商条約関係類別表日本国諸外国間通商条約関係類別表日本国諸外国間通商条約関係類別表日本国諸外国間通商条約関係類別表 
  昭和13(1938)    14p 
 
  日葡通商参考資料日葡通商参考資料日葡通商参考資料日葡通商参考資料 
  昭和7(1932)    56p 地図 
 
 日葡通商取極の両国商取引に及ぼす影響日葡通商取極の両国商取引に及ぼす影響日葡通商取極の両国商取引に及ぼす影響日葡通商取極の両国商取引に及ぼす影響 
  昭和7(1932)    43p      [大阪市喜多商店｢リス 
  ボン｣出張員作成] 
 
 紐育を中心とする小麦の国際取引調査紐育を中心とする小麦の国際取引調査紐育を中心とする小麦の国際取引調査紐育を中心とする小麦の国際取引調査    
   原書記官報告 
  昭和4(1929)    90p 
 
  秘露国ノ産業秘露国ノ産業秘露国ノ産業秘露国ノ産業  大谷彌七調査                                  
   昭和4(1929)    112p                                         
 
  秘露ノ石油秘露ノ石油秘露ノ石油秘露ノ石油     美山哥吉訳                                      
   大正11(1922)    199p 
    原書名：エレ･アー･デウストゥア：エル, ペトロ 
      ーレオ･エン･エル･ペルー    
 
  葡萄牙植民地事情葡萄牙植民地事情葡萄牙植民地事情葡萄牙植民地事情  井沢書記生報告 
  昭和4(1929)    68p  地図 
 
 蘭領東印度之産業蘭領東印度之産業蘭領東印度之産業蘭領東印度之産業 
   在バタビヤ帝国領事館調査報告 
  大正4(1915)    162p 図 
 
 蘭領印度ニ於ケル綿業設立問題蘭領印度ニ於ケル綿業設立問題蘭領印度ニ於ケル綿業設立問題蘭領印度ニ於ケル綿業設立問題    
   ウイセルリンク著 
  昭和7(1932)    34p      [要約] 
 
  最近新西蘭経済事情最近新西蘭経済事情最近新西蘭経済事情最近新西蘭経済事情  郡司総領事報告 
  昭和15(1940)    174p  地図 
 
 サントス珈琲取引所サントス珈琲取引所サントス珈琲取引所サントス珈琲取引所  俣野康之調査 
  昭和6(1931)    103p 
 
  世界各国の関税改正世界各国の関税改正世界各国の関税改正世界各国の関税改正と通商政策と通商政策と通商政策と通商政策    
  附：海外取引所紹介  国際経済研究所刊 
  昭和12(1937)    189,165p 
 
     世界経済と蘭領東印度世界経済と蘭領東印度世界経済と蘭領東印度世界経済と蘭領東印度 
  昭和7(1932)    54p 
 
  世界ノ珈琲生産消費状況世界ノ珈琲生産消費状況世界ノ珈琲生産消費状況世界ノ珈琲生産消費状況  俣野康之調査 
  昭和6(1931)    146p 
 
     対亜国移植民政策対亜国移植民政策対亜国移植民政策対亜国移植民政策  天野良信著 
  大正15(1926)    46p 
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対｢バルカン｣及近東方面貿易研究資料対｢バルカン｣及近東方面貿易研究資料対｢バルカン｣及近東方面貿易研究資料対｢バルカン｣及近東方面貿易研究資料(1)(1)(1)(1)    
  松山書記官報告 
  大正15(1926)    112p 
 
対｢バルカン｣及近東方面貿易研究資料対｢バルカン｣及近東方面貿易研究資料対｢バルカン｣及近東方面貿易研究資料対｢バルカン｣及近東方面貿易研究資料(2)(2)(2)(2)    ----土耳其, 
 ｢シリヤ｣,｢リバン｣及｢バレスタイン｣ノ部- 
  大正15(1926)    80p 
 
  対｢バルカン｣及近東方面貿易研究資料対｢バルカン｣及近東方面貿易研究資料対｢バルカン｣及近東方面貿易研究資料対｢バルカン｣及近東方面貿易研究資料(3)(3)(3)(3)    
    ----希臘,勃牙利,｢セルブ,クロアート,スロヴェーヌ, 
  ルーマニア｣ノ部- 
  大正15(1926)    130p 
 
外務省通商局第二課外務省通商局第二課外務省通商局第二課外務省通商局第二課 
 日本品競争の脅威日本品競争の脅威日本品競争の脅威日本品競争の脅威 
  昭和8(1933)    42p 
 
  ソヴィエト連邦最近経済事情ソヴィエト連邦最近経済事情ソヴィエト連邦最近経済事情ソヴィエト連邦最近経済事情 
  昭和5(1930)    816p 
 
外務省通商局第三課外務省通商局第三課外務省通商局第三課外務省通商局第三課 
  ｢エル･サルヴァドール｣共和国事情｢エル･サルヴァドール｣共和国事情｢エル･サルヴァドール｣共和国事情｢エル･サルヴァドール｣共和国事情 
  昭和7(1932)    32p 
 
 移民移民移民移民運送船之研究運送船之研究運送船之研究運送船之研究     海本徹雄著 
  昭和5(1930)    9p  図16 
 
外務省通商局南洋経済調査室外務省通商局南洋経済調査室外務省通商局南洋経済調査室外務省通商局南洋経済調査室 
 蘭印に於けるガラス工業とガラス原料蘭印に於けるガラス工業とガラス原料蘭印に於けるガラス工業とガラス原料蘭印に於けるガラス工業とガラス原料 
  昭和14(1939)    80p  
    原書名：Glasfabricage in Ned.-Indie 
 
外務省通商局総務課外務省通商局総務課外務省通商局総務課外務省通商局総務課 
 本邦綿織物輸出詳細表本邦綿織物輸出詳細表本邦綿織物輸出詳細表本邦綿織物輸出詳細表((((昭和昭和昭和昭和3333－－－－11111111年年年年),),),),英国綿織物英国綿織物英国綿織物英国綿織物    
    輸出詳細表輸出詳細表輸出詳細表輸出詳細表(1927(1927(1927(1927－－－－1936193619361936年年年年),),),),日英綿織物輸出比較図日英綿織物輸出比較図日英綿織物輸出比較図日英綿織物輸出比較図 
  昭和12(1937)    3枚 [海外経済事情第16号附録] 
 
 諸外国の貿易関係業者其他諸外国の貿易関係業者其他諸外国の貿易関係業者其他諸外国の貿易関係業者其他((((昭和昭和昭和昭和12121212年度申込分年度申込分年度申込分年度申込分)))) 
  昭和13(1938)    120p 
 
  昭和３年度昭和３年度昭和３年度昭和３年度((((自自自自1111月至月至月至月至10101010月月月月))))対支貿易対支貿易対支貿易対支貿易        
        昭和3年11月末調 
  昭和4(1929)    26p  [海外経済事情第44号附録] 
 
岐阜市役所産業課岐阜市役所産業課岐阜市役所産業課岐阜市役所産業課 
    岐阜の物産岐阜の物産岐阜の物産岐阜の物産 
  昭和12(1937)    42p  地図 
 
銀行問題研究会銀行問題研究会銀行問題研究会銀行問題研究会 
 金輸出禁止史金輸出禁止史金輸出禁止史金輸出禁止史 -金解禁問題の理論と実際- 
  昭和4(1929)    384p 
 
群馬県内務部群馬県内務部群馬県内務部群馬県内務部 
 群馬県蚕糸業資料群馬県蚕糸業資料群馬県蚕糸業資料群馬県蚕糸業資料 
   昭和4(1929)    218p 
 
  
 群馬県蚕糸業沿革調査書群馬県蚕糸業沿革調査書群馬県蚕糸業沿革調査書群馬県蚕糸業沿革調査書        現況調査書現況調査書現況調査書現況調査書 

    明治36－37(1903－1904)    346,319,616,506p 
 

ＨＨＨＨ    
 
東半球協会東半球協会東半球協会東半球協会 
 東半球東半球東半球東半球 
  1029号 最近の緬甸事情最近の緬甸事情最近の緬甸事情最近の緬甸事情  小西千比古編 
   昭和16(1941)    38p 
 
  東半球資料東半球資料東半球資料東半球資料 
  第12号 菅沼貞風伝菅沼貞風伝菅沼貞風伝菅沼貞風伝     小西千比古編 
   昭和16(1941)    20p 
 
    第18号 山田方谷東亜経論策山田方谷東亜経論策山田方谷東亜経論策山田方谷東亜経論策 
   昭和16(1941)    4p 
 
    第34号    粛親王満蒙独立誓盟書粛親王満蒙独立誓盟書粛親王満蒙独立誓盟書粛親王満蒙独立誓盟書  雑賀博愛 
   昭和18(1943)    18p 
 
    第36号 神武太平策神武太平策神武太平策神武太平策     鳥尾小彌太 
   昭和18(1943)    14p 
 
広島商工会議所広島商工会議所広島商工会議所広島商工会議所 
  高等商業学校高等工業学校増設要望理由高等商業学校高等工業学校増設要望理由高等商業学校高等工業学校増設要望理由高等商業学校高等工業学校増設要望理由 
   〔昭和4(1929)〕  〔10〕p 
 
日立評論社日立評論社日立評論社日立評論社 
    日立パンフレット日立パンフレット日立パンフレット日立パンフレット 
  第13輯 日立講演集日立講演集日立講演集日立講演集  本間俊平 
   昭和12(1937)    68p 
 
北海道庁北海道庁北海道庁北海道庁 
  北海道第一期拓殖計画事業報文北海道第一期拓殖計画事業報文北海道第一期拓殖計画事業報文北海道第一期拓殖計画事業報文 
                昭和6(1931)    515,159p 
 
北海道庁学務部社会課北海道庁学務部社会課北海道庁学務部社会課北海道庁学務部社会課 
 監獄部屋廃止論監獄部屋廃止論監獄部屋廃止論監獄部屋廃止論 
  昭和6(1931)    42p 
    
北海道庁産業部北海道庁産業部北海道庁産業部北海道庁産業部        
 北海道の拓殖と甜菜糖業北海道の拓殖と甜菜糖業北海道の拓殖と甜菜糖業北海道の拓殖と甜菜糖業    第4版 
  昭和6(1931)    63p 
 
北海道貯蓄銀行調査課北海道貯蓄銀行調査課北海道貯蓄銀行調査課北海道貯蓄銀行調査課 
 地方貯蓄銀行の原価計算地方貯蓄銀行の原価計算地方貯蓄銀行の原価計算地方貯蓄銀行の原価計算 
  昭和17(1942)    32p 
 
北海道庁拓殖部地方林課北海道庁拓殖部地方林課北海道庁拓殖部地方林課北海道庁拓殖部地方林課     
 学林礼賛学林礼賛学林礼賛学林礼賛 
  大正15(1926)    29p 
 
北海道庁立札幌商品陳列所北海道庁立札幌商品陳列所北海道庁立札幌商品陳列所北海道庁立札幌商品陳列所 
 北海道の商品北海道の商品北海道の商品北海道の商品 
  昭和3(1928)    137p 
 
北海道農産物検査所北海道農産物検査所北海道農産物検査所北海道農産物検査所 
 北海道の澱粉北海道の澱粉北海道の澱粉北海道の澱粉 
  昭和7(1932)    113p 
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  北海道の薄荷北海道の薄荷北海道の薄荷北海道の薄荷 
    昭和8(1933)    136p 
 
     検査要覧検査要覧検査要覧検査要覧 第3版 
  昭和9(1934)    59p  
  [第4版：昭和10(1935)    71p] 
 
  農産物ノ需給状况調査農産物ノ需給状况調査農産物ノ需給状况調査農産物ノ需給状况調査 
  昭和12(1937)    54p 
 
北海道製酪販売組合連合会北海道製酪販売組合連合会北海道製酪販売組合連合会北海道製酪販売組合連合会 
 酪連十年史酪連十年史酪連十年史酪連十年史 
  昭和10(1935)    370p  地図 図27 
 
北海道拓殖銀行調査課北海道拓殖銀行調査課北海道拓殖銀行調査課北海道拓殖銀行調査課 
 我が国の戦時経済体制と統制法令略解我が国の戦時経済体制と統制法令略解我が国の戦時経済体制と統制法令略解我が国の戦時経済体制と統制法令略解 
  昭和14(1939)    199,47,8p 
 
北洋漁業研究委員会北洋漁業研究委員会北洋漁業研究委員会北洋漁業研究委員会 
        対ソ漁業権益と我等の決意対ソ漁業権益と我等の決意対ソ漁業権益と我等の決意対ソ漁業権益と我等の決意 
    昭和12(1937)    40p 
 
訪暹経済使節団訪暹経済使節団訪暹経済使節団訪暹経済使節団 
        訪暹経済使節報告書訪暹経済使節報告書訪暹経済使節報告書訪暹経済使節報告書 

昭和11(1936)    392p 
 
兵庫県興亜貿易協会兵庫県興亜貿易協会兵庫県興亜貿易協会兵庫県興亜貿易協会 
 兵庫興亜時報兵庫興亜時報兵庫興亜時報兵庫興亜時報 
  第29号附録 円域向輸出調整等ニ関スル法令類円域向輸出調整等ニ関スル法令類円域向輸出調整等ニ関スル法令類円域向輸出調整等ニ関スル法令類    
     附：日本東亜輸出組合連合会定款 
   昭和15(1940)    69p 
 
    第40号附録 南洋貿易調整要覧南洋貿易調整要覧南洋貿易調整要覧南洋貿易調整要覧 
   昭和16(1941)    67p      [第40号：興亜時報] 
 
 南方圏の経済鳥瞰南方圏の経済鳥瞰南方圏の経済鳥瞰南方圏の経済鳥瞰 
  昭和15(1940)    94p 
 
兵庫県興亜経済協会兵庫県興亜経済協会兵庫県興亜経済協会兵庫県興亜経済協会     
 申に就て申に就て申に就て申に就て 
  昭和18(1943)    17p 
 
  支那の経済事情支那の経済事情支那の経済事情支那の経済事情 
  昭和15(1940)    33p 
 
兵庫県農工銀行兵庫県農工銀行兵庫県農工銀行兵庫県農工銀行 
 亜米利加合衆国に於ける農業金亜米利加合衆国に於ける農業金亜米利加合衆国に於ける農業金亜米利加合衆国に於ける農業金融制度融制度融制度融制度    
     濱本貞芳訳 
  昭和10(1935)    280p 
 

ＩＩＩＩ    
 
池田無盡研究所池田無盡研究所池田無盡研究所池田無盡研究所 
 池田無盡研究叢書池田無盡研究叢書池田無盡研究叢書池田無盡研究叢書 
  第 1編 無盡研究資料総覧無盡研究資料総覧無盡研究資料総覧無盡研究資料総覧  池田龍蔵編 
   昭和6(1931)    46p 
 

糸連産青連糸連産青連糸連産青連糸連産青連 
 蚕糸業ニ関スル資料蚕糸業ニ関スル資料蚕糸業ニ関スル資料蚕糸業ニ関スル資料 
  第 2輯 生糸集散ニ関スル資料生糸集散ニ関スル資料生糸集散ニ関スル資料生糸集散ニ関スル資料 
   昭和12(1937)    70p 
 

ＪＪＪＪ    
 
ジャパン・ツーリスト・ビユーロージャパン・ツーリスト・ビユーロージャパン・ツーリスト・ビユーロージャパン・ツーリスト・ビユーロー 
 外客誘致に就て外客誘致に就て外客誘致に就て外客誘致に就て 
  〔昭和4(1929)〕    21p 
 
人口問題研究会人口問題研究会人口問題研究会人口問題研究会 
 人口問題資料人口問題資料人口問題資料人口問題資料 
  第 4輯 人口問題講演集人口問題講演集人口問題講演集人口問題講演集    第第第第2222輯輯輯輯 
   昭和9(1934)    90p 
 
    第47輯 第十四・人口問題講演集第十四・人口問題講演集第十四・人口問題講演集第十四・人口問題講演集 
   昭和16(1941)    104p 
 
実業同志会実業同志会実業同志会実業同志会 
 震災手形問題早わかり震災手形問題早わかり震災手形問題早わかり震災手形問題早わかり 
  昭和2(1927)    18p 
 
実業同志会調査部実業同志会調査部実業同志会調査部実業同志会調査部 
 実同調査資料実同調査資料実同調査資料実同調査資料 
  4.  世界の生糸及人絹調査資料世界の生糸及人絹調査資料世界の生糸及人絹調査資料世界の生糸及人絹調査資料 
   昭和2(1927)    42p 
 
    5.     農村振興としての蚕糸業根本救済策農村振興としての蚕糸業根本救済策農村振興としての蚕糸業根本救済策農村振興としての蚕糸業根本救済策 
   昭和2(1927)    59p 
 
  諸外国銀行監督及預金者保護に関する法制参考資諸外国銀行監督及預金者保護に関する法制参考資諸外国銀行監督及預金者保護に関する法制参考資諸外国銀行監督及預金者保護に関する法制参考資    
    料料料料 
  昭和2(1927)    22p 
 
  財界動揺善後策早わかり財界動揺善後策早わかり財界動揺善後策早わかり財界動揺善後策早わかり    
 附：欧米恐慌対策実例十一  ｢モラトリアム｣略解 
  昭和2(1927)    41p 
 
重要産業統制団体懇談会重要産業統制団体懇談会重要産業統制団体懇談会重要産業統制団体懇談会 
 重要産業統制団体懇談会発会式に於ける演説重要産業統制団体懇談会発会式に於ける演説重要産業統制団体懇談会発会式に於ける演説重要産業統制団体懇談会発会式に於ける演説 
  昭和15(1940)    28p 
 
  重要産業統制団体懇談会設立経過並議事報告重要産業統制団体懇談会設立経過並議事報告重要産業統制団体懇談会設立経過並議事報告重要産業統制団体懇談会設立経過並議事報告 
  昭和15(1940)    23p 
 
  民間経済新体制要綱民間経済新体制要綱民間経済新体制要綱民間経済新体制要綱((((参考案参考案参考案参考案)))) 
  昭和15(1940)    12p 
 
重要産業統制団体協議会重要産業統制団体協議会重要産業統制団体協議会重要産業統制団体協議会 
 重要産業統制団体ノ機能強化ニ関スル意見重要産業統制団体ノ機能強化ニ関スル意見重要産業統制団体ノ機能強化ニ関スル意見重要産業統制団体ノ機能強化ニ関スル意見 
  昭和16(1941)    5p 
 
  産業団体法案に就いて産業団体法案に就いて産業団体法案に就いて産業団体法案に就いて     椎名悦三郎 
  昭和16(1941)    76p    [講演第1号] 
 
  統制法令解説叢書統制法令解説叢書統制法令解説叢書統制法令解説叢書 
  第 4輯 重要物資管理営団解説重要物資管理営団解説重要物資管理営団解説重要物資管理営団解説 平井富三郎著 
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   昭和17(1942)    196p 
 
    第 7輯    南方開発金庫解説南方開発金庫解説南方開発金庫解説南方開発金庫解説  愛知揆一著 
   昭和17(1942)    149p 
 
 統制会叢書統制会叢書統制会叢書統制会叢書 
  第 1輯 統制会の理論と実際統制会の理論と実際統制会の理論と実際統制会の理論と実際 増補版 
   帆足計著 
   昭和16(1941)    298p 
 

ＫＫＫＫ    
 
香川県立農事試験場香川県立農事試験場香川県立農事試験場香川県立農事試験場            
 通俗出版物通俗出版物通俗出版物通俗出版物                 
  第10号 葡萄葡萄葡萄葡萄              
   昭和2(1927)    51p      
 
海外研究所海外研究所海外研究所海外研究所                        
 最近の印度を語る最近の印度を語る最近の印度を語る最近の印度を語る     田中達雅著  
  昭和18(1943)    24p           
 
海軍省海軍軍事普及部海軍省海軍軍事普及部海軍省海軍軍事普及部海軍省海軍軍事普及部 
 最近列国海軍軍備状況最近列国海軍軍備状況最近列国海軍軍備状況最近列国海軍軍備状況 
  昭和8(1933)    29p   
    
海事協同会調査部海事協同会調査部海事協同会調査部海事協同会調査部 
 調査要録調査要録調査要録調査要録((((完完完完) ) ) )  
     昭和16(1931)    275p 
 
海陸連絡中央会海陸連絡中央会海陸連絡中央会海陸連絡中央会     
 現行海運統制機構ノ概要現行海運統制機構ノ概要現行海運統制機構ノ概要現行海運統制機構ノ概要 
  昭和15(1940)    20p 
 
  海陸連絡業の使命海陸連絡業の使命海陸連絡業の使命海陸連絡業の使命と中央会設立の意義と中央会設立の意義と中央会設立の意義と中央会設立の意義    
  三橋信三述 
  昭和15(1940)    12p 
 
海洋育英社調査部海洋育英社調査部海洋育英社調査部海洋育英社調査部 
 海運事業の重要性と海運統制の将来海運事業の重要性と海運統制の将来海運事業の重要性と海運統制の将来海運事業の重要性と海運統制の将来 
  昭和15(1940)    21p 
 
角丸証券株式会社角丸証券株式会社角丸証券株式会社角丸証券株式会社   
 有価証券投資に関する説明有価証券投資に関する説明有価証券投資に関する説明有価証券投資に関する説明 
  昭和16(1941)    68p 
 
神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 
 神奈川県誌神奈川県誌神奈川県誌神奈川県誌 
  大正2(1913)    580p 
 
  吾等の神奈川県吾等の神奈川県吾等の神奈川県吾等の神奈川県 
  昭和3(1928)    9,760,13p 
    
神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県,,,,横浜市横浜市横浜市横浜市,,,,神奈川県東亜輸出組合神奈川県東亜輸出組合神奈川県東亜輸出組合神奈川県東亜輸出組合     
 第二次中第二次中第二次中第二次中,,,,南支南支南支南支,,,,香港市場調査報告書香港市場調査報告書香港市場調査報告書香港市場調査報告書    
 附：横浜家内工業製品見本満支巡回展示会報告書 
   昭和12(1937)    38p 
 
神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県,横浜市横浜市横浜市横浜市,,,,横浜商工会議所横浜商工会議所横浜商工会議所横浜商工会議所     

 銃後の護り国民経済生活総動員展覧会報告書銃後の護り国民経済生活総動員展覧会報告書銃後の護り国民経済生活総動員展覧会報告書銃後の護り国民経済生活総動員展覧会報告書 
  昭和13(1938)    42p 
 
神奈川県学務部社会課神奈川県学務部社会課神奈川県学務部社会課神奈川県学務部社会課 
    昭和七年十一月風水害志昭和七年十一月風水害志昭和七年十一月風水害志昭和七年十一月風水害志 
    昭和8(1938)    110p 
 
神奈川県学務部社会教育課神奈川県学務部社会教育課神奈川県学務部社会教育課神奈川県学務部社会教育課     
    社会教育資料社会教育資料社会教育資料社会教育資料 
  第 8輯 神奈川県社会教育概要神奈川県社会教育概要神奈川県社会教育概要神奈川県社会教育概要 
   昭和8(1933)    148p 
 
神奈川県工業試験場神奈川県工業試験場神奈川県工業試験場神奈川県工業試験場 
    商工座談講演集商工座談講演集商工座談講演集商工座談講演集 第3号,第5号,第7号,第11号-13号 
 (昭和7年度-昭和12年度) 
  昭和7(1932)-昭和13(1938)    6冊 
 
神奈川県内務部商工課神奈川県内務部商工課神奈川県内務部商工課神奈川県内務部商工課     
 化学工業講演集化学工業講演集化学工業講演集化学工業講演集 第第第第12121212回回回回 
  昭和2(1927)    38p 
 
 海外工芸の近情と日本品海外工芸の近情と日本品海外工芸の近情と日本品海外工芸の近情と日本品  和田三造講演 
  昭和9(1934)    17p 
 
神奈川県内務部統計調査課神奈川県内務部統計調査課神奈川県内務部統計調査課神奈川県内務部統計調査課     
 本県戸口の状態本県戸口の状態本県戸口の状態本県戸口の状態 昭和9年末調 
    昭和10(1935)    24p 
 
  本県の戸数及人口本県の戸数及人口本県の戸数及人口本県の戸数及人口((((米麦の消費世帯及世帯員調査結米麦の消費世帯及世帯員調査結米麦の消費世帯及世帯員調査結米麦の消費世帯及世帯員調査結    
    果表果表果表果表)))) 昭和17年6月1日現在  
    昭和17(1942)    77p 
 
神奈川県内務部統計課神奈川県内務部統計課神奈川県内務部統計課神奈川県内務部統計課 
    統計パンフ統計パンフ統計パンフ統計パンフレットレットレットレット 
  本県の戸数及人口本県の戸数及人口本県の戸数及人口本県の戸数及人口 
   昭和3(1928)    150p 
 
   本県の麦本県の麦本県の麦本県の麦 
   昭和2(1927)    49p 
 
       本県の麦本県の麦本県の麦本県の麦 
   昭和3(1928)    40p 
 
       本県の蚕糸本県の蚕糸本県の蚕糸本県の蚕糸 
   昭和3(1928)    73p 
 
    本県の生産本県の生産本県の生産本県の生産 
   昭和3(1928)    114p 
    
神奈川県産業部商工課神奈川県産業部商工課神奈川県産業部商工課神奈川県産業部商工課 
    産業講演集産業講演集産業講演集産業講演集 
  大正13(1924)    104p   [商工時報特別号] 
 
神奈川県社会課神奈川県社会課神奈川県社会課神奈川県社会課 
 勤倹奨励運動ノ概況勤倹奨励運動ノ概況勤倹奨励運動ノ概況勤倹奨励運動ノ概況 
  大正15(1926)    150p 
 
     民力民力民力民力涵養運動ノ概況涵養運動ノ概況涵養運動ノ概況涵養運動ノ概況 



 

 15

  大正14(1925)    308p 
 
神奈川県測候所神奈川県測候所神奈川県測候所神奈川県測候所     
 箱根山ノ過去及現状箱根山ノ過去及現状箱根山ノ過去及現状箱根山ノ過去及現状     高木健 
  昭和10(1935)    18p 
 
  神奈川県ノ気候神奈川県ノ気候神奈川県ノ気候神奈川県ノ気候 
  第 1篇 葉山ノ気候葉山ノ気候葉山ノ気候葉山ノ気候  
   昭和4(1929)    36p 
 
    第 2篇 新井城趾ノ気候并ニ潮汐新井城趾ノ気候并ニ潮汐新井城趾ノ気候并ニ潮汐新井城趾ノ気候并ニ潮汐,,,,葉山町照ヶ崎葉山町照ヶ崎葉山町照ヶ崎葉山町照ヶ崎    
                        海岸ノ土用波海岸ノ土用波海岸ノ土用波海岸ノ土用波 
      昭和7(1932)    33p 
 
    第 3篇 横浜ニ於ケル風向ト湿度ノ関係横浜ニ於ケル風向ト湿度ノ関係横浜ニ於ケル風向ト湿度ノ関係横浜ニ於ケル風向ト湿度ノ関係 
   〔昭和3(1928)〕    23p   [横浜ノ気候其１] 
 
 昭和三年十月八日ノ台昭和三年十月八日ノ台昭和三年十月八日ノ台昭和三年十月八日ノ台風風風風 
  昭和3(1928)    7p  図 
 
 昭和四年九月四日乃至十日ノ低気圧ト台風昭和四年九月四日乃至十日ノ低気圧ト台風昭和四年九月四日乃至十日ノ低気圧ト台風昭和四年九月四日乃至十日ノ低気圧ト台風 
  昭和4(1929)    8p  図 
 
 昭和四年十月二十六日ノ台風昭和四年十月二十六日ノ台風昭和四年十月二十六日ノ台風昭和四年十月二十六日ノ台風 
  昭和4(1929)    14p 図 
 
 昭和五年十一月二十六日豆相地震報告昭和五年十一月二十六日豆相地震報告昭和五年十一月二十六日豆相地震報告昭和五年十一月二十六日豆相地震報告 
  昭和6(1931)    67p  図 
 
 昭和七年九月九日昭和七年九月九日昭和七年九月九日昭和七年九月九日,,,,十日ノ豪雨概況十日ノ豪雨概況十日ノ豪雨概況十日ノ豪雨概況 
  昭和7(1932)    [6]p 図 
 
 昭和八年五月十日鶴見昭和八年五月十日鶴見昭和八年五月十日鶴見昭和八年五月十日鶴見,,,,川崎附近ヲ荒シタル降雹調川崎附近ヲ荒シタル降雹調川崎附近ヲ荒シタル降雹調川崎附近ヲ荒シタル降雹調    
    査報告査報告査報告査報告 
  〔昭和8(1933)〕    33p 図 
 
    昭和十年九月二十日ー二十五日昭和十年九月二十日ー二十五日昭和十年九月二十日ー二十五日昭和十年九月二十日ー二十五日ノ豪雨概況ノ豪雨概況ノ豪雨概況ノ豪雨概況 
  昭和10(1935)    7p 図 
 
 昭和十年十月二十六日ー二十七日ノ豪雨概況昭和十年十月二十六日ー二十七日ノ豪雨概況昭和十年十月二十六日ー二十七日ノ豪雨概況昭和十年十月二十六日ー二十七日ノ豪雨概況 
  昭和10(1935)    5p 図 表 
 
 昭和十一年二月四日ノ暴風雪概況昭和十一年二月四日ノ暴風雪概況昭和十一年二月四日ノ暴風雪概況昭和十一年二月四日ノ暴風雪概況 
  昭和11(1936)    10p  図 
 
 昭和十四年五月二十日ノ突風昭和十四年五月二十日ノ突風昭和十四年五月二十日ノ突風昭和十四年五月二十日ノ突風,,,,五月二十八日ノ雹害五月二十八日ノ雹害五月二十八日ノ雹害五月二十八日ノ雹害 
  昭和14(1939)    13p 
 
  天気図の読み方と風災天気図の読み方と風災天気図の読み方と風災天気図の読み方と風災 
  昭和9(1934)    26p 
 
神奈川県実業教育振興会神奈川県実業教育振興会神奈川県実業教育振興会神奈川県実業教育振興会 
 実業教育研究資料実業教育研究資料実業教育研究資料実業教育研究資料 
  第 2号 椎茸優良種木製法ニ関スル研究椎茸優良種木製法ニ関スル研究椎茸優良種木製法ニ関スル研究椎茸優良種木製法ニ関スル研究 
   昭和14(1939)    70p 
 
神奈川県化学製品輸出振興協会神奈川県化学製品輸出振興協会神奈川県化学製品輸出振興協会神奈川県化学製品輸出振興協会 
 神奈川県化学製品輸出振興協会提要神奈川県化学製品輸出振興協会提要神奈川県化学製品輸出振興協会提要神奈川県化学製品輸出振興協会提要 

  昭和17(1942)    48p 
    
神奈川県教育会神奈川県教育会神奈川県教育会神奈川県教育会 
 満蒙に対する我が国の教育方策満蒙に対する我が国の教育方策満蒙に対する我が国の教育方策満蒙に対する我が国の教育方策 
  昭和8(1933)    117p 
 
神奈川県匡済会横浜社会館神奈川県匡済会横浜社会館神奈川県匡済会横浜社会館神奈川県匡済会横浜社会館 
 横浜社会館事業概要横浜社会館事業概要横浜社会館事業概要横浜社会館事業概要    第第第第1111輯輯輯輯 
  大正14(1925)    197,11p 
 
神奈川県｢無駄なし運動｣実施事務所神奈川県｢無駄なし運動｣実施事務所神奈川県｢無駄なし運動｣実施事務所神奈川県｢無駄なし運動｣実施事務所 
 神奈川県無駄なし運動実施録神奈川県無駄なし運動実施録神奈川県無駄なし運動実施録神奈川県無駄なし運動実施録  
  昭和6(1931)    196p 
 
神奈川県南洋貿易協会神奈川県南洋貿易協会神奈川県南洋貿易協会神奈川県南洋貿易協会 
  貿易統制令並参考法令集貿易統制令並参考法令集貿易統制令並参考法令集貿易統制令並参考法令集 
    昭和17(1942)    186p 
 
神奈川県欧阿印度協会神奈川県欧阿印度協会神奈川県欧阿印度協会神奈川県欧阿印度協会 
 調査資料調査資料調査資料調査資料 
  第 6輯 ザンジバール保護領経済事情ザンジバール保護領経済事情ザンジバール保護領経済事情ザンジバール保護領経済事情     
   昭和17(1942)    57ｐ 
 
  第 7輯 マダガスカル島事情マダガスカル島事情マダガスカル島事情マダガスカル島事情 
   昭和17(1942)    47p 
 
神奈川県欧阿近東輸出振興会神奈川県欧阿近東輸出振興会神奈川県欧阿近東輸出振興会神奈川県欧阿近東輸出振興会 
 調査資料調査資料調査資料調査資料 
  第 1輯 白領コンゴー経済事情白領コンゴー経済事情白領コンゴー経済事情白領コンゴー経済事情 
   昭和16(1941)    68p 
 
    第 2輯 ビルマ事情ビルマ事情ビルマ事情ビルマ事情 
   昭和16(1941)    81p 
 
    第 3輯 近東地方の点描近東地方の点描近東地方の点描近東地方の点描 
   昭和16(1941)    73p 
 
    第 4輯 南ローデシア南ローデシア南ローデシア南ローデシア,,,,北ローデシア北ローデシア北ローデシア北ローデシア,,,,ニヤサラニヤサラニヤサラニヤサラ    
                        ンド経済事情ンド経済事情ンド経済事情ンド経済事情 
   昭和17(1942)    42p 
  
    第 5輯 英領ケニヤ経済事情英領ケニヤ経済事情英領ケニヤ経済事情英領ケニヤ経済事情 
   昭和17(1942)    50p 
    
神奈川県石炭株式会社神奈川県石炭株式会社神奈川県石炭株式会社神奈川県石炭株式会社 
 燃料消費節約座談会燃料消費節約座談会燃料消費節約座談会燃料消費節約座談会    昭和昭和昭和昭和17171717年年年年11111111月月月月18181818日日日日    
    於ニューグランドホテル於ニューグランドホテル於ニューグランドホテル於ニューグランドホテル 
  昭和18(1943)    62p 
 
神奈川県社会事業協会神奈川県社会事業協会神奈川県社会事業協会神奈川県社会事業協会 
 輓近社会事業の一般趨勢に就て輓近社会事業の一般趨勢に就て輓近社会事業の一般趨勢に就て輓近社会事業の一般趨勢に就て  藤野恵述 
  昭和9(1934)    31p 
 
神奈川県商工協会神奈川県商工協会神奈川県商工協会神奈川県商工協会     
 経済講演パンフレット経済講演パンフレット経済講演パンフレット経済講演パンフレット 
  米国金融恐慌の実相と我国に及ぼす影響米国金融恐慌の実相と我国に及ぼす影響米国金融恐慌の実相と我国に及ぼす影響米国金融恐慌の実相と我国に及ぼす影響 
   昭和8(1933)    30p      [神奈川県商工協会 
   定時総会附設経済講演会の講演速記] 



 

 16

 
     南部及東部阿弗利加旅商報告南部及東部阿弗利加旅商報告南部及東部阿弗利加旅商報告南部及東部阿弗利加旅商報告 
  昭和12(1937)    157p   
 
 商工講演集商工講演集商工講演集商工講演集 
  昭和5(1930)    65p        
  [神奈川県商工協会第3回総会の際の講演速記] 
 
神奈川県輸出組合協会神奈川県輸出組合協会神奈川県輸出組合協会神奈川県輸出組合協会 
    〔神奈川県輸出組合協会〕加盟組合員名簿〔神奈川県輸出組合協会〕加盟組合員名簿〔神奈川県輸出組合協会〕加盟組合員名簿〔神奈川県輸出組合協会〕加盟組合員名簿    
 昭和11年10月1日現在 
   昭和11(1936)    89p    
 
金沢商工会議所金沢商工会議所金沢商工会議所金沢商工会議所 
    金沢特産品案内金沢特産品案内金沢特産品案内金沢特産品案内 

第 4輯  石川県の織物石川県の織物石川県の織物石川県の織物 
  昭和8(1933)    63p 

 
  第 5輯 加賀の刺繍加賀の刺繍加賀の刺繍加賀の刺繍 
   昭和10(1935)    11p 図 
 
兼松商店羊毛部兼松商店羊毛部兼松商店羊毛部兼松商店羊毛部 
 羊毛事情解説輯羊毛事情解説輯羊毛事情解説輯羊毛事情解説輯 
  第 1輯 豪州羊毛の現状豪州羊毛の現状豪州羊毛の現状豪州羊毛の現状 
   昭和16(1941)    6p 
 
    第 2輯 豪毛アプレーズメントの機構並に運用豪毛アプレーズメントの機構並に運用豪毛アプレーズメントの機構並に運用豪毛アプレーズメントの機構並に運用 
   昭和17(1942)    9p 
 
    第 3輯    豪州の牧羊豪州の牧羊豪州の牧羊豪州の牧羊 
   昭和17(1942)    10p 
 
    第 5輯 最近の新西蘭羊毛事情最近の新西蘭羊毛事情最近の新西蘭羊毛事情最近の新西蘭羊毛事情 
   昭和17(1942)    12p 
 
    第 6輯 豪州に於ける棉花栽培事業豪州に於ける棉花栽培事業豪州に於ける棉花栽培事業豪州に於ける棉花栽培事業に就てに就てに就てに就て 
   昭和17(1942)    6p 
 
    第 7輯    豪州の政情豪州の政情豪州の政情豪州の政情 
   昭和17(1942)    6p 
 
    第 8輯 豪州の文化豪州の文化豪州の文化豪州の文化 
   昭和17(1942)    5p 
 
    第11輯    豪州新西蘭統計集豪州新西蘭統計集豪州新西蘭統計集豪州新西蘭統計集 
   昭和17(1942)    36p 
 
    第12輯 豪州開国小史豪州開国小史豪州開国小史豪州開国小史 
   昭和17(1942)    9p 
 
    第14輯 豪州の原住民族豪州の原住民族豪州の原住民族豪州の原住民族 
   昭和17(1942)    7p 
 
    第15輯 豪州輸出貿易に就いて豪州輸出貿易に就いて豪州輸出貿易に就いて豪州輸出貿易に就いて 
   昭和17(1942)    8p 
 
    第16輯 豪州の産業豪州の産業豪州の産業豪州の産業 
   昭和17(1942)    10p 表 

 
  第17輯 大東亜戦勃発後の豪州の動き大東亜戦勃発後の豪州の動き大東亜戦勃発後の豪州の動き大東亜戦勃発後の豪州の動き    
                     自1941年12月8日至1942年6月30日 
   昭和17(1942)    28p 
 
    第18輯 豪州新西蘭羊毛産業統計集豪州新西蘭羊毛産業統計集豪州新西蘭羊毛産業統計集豪州新西蘭羊毛産業統計集 
   昭和18(1943)    86p  表 
    
関税研究所関税研究所関税研究所関税研究所 
 関税研究彙報関税研究彙報関税研究彙報関税研究彙報 
  第 7輯 欧米の経済ブロックに対抗し日満支の欧米の経済ブロックに対抗し日満支の欧米の経済ブロックに対抗し日満支の欧米の経済ブロックに対抗し日満支の    
                        経済ブロック結成経済ブロック結成経済ブロック結成経済ブロック結成,,,,日本の威力発揮が日本の威力発揮が日本の威力発揮が日本の威力発揮が    
                        必須の条件必須の条件必須の条件必須の条件     
   昭和8(1933)    22p 
 
    第12輯 日印会商の成果日印会商の成果日印会商の成果日印会商の成果((((下下下下)))) 
   昭和9(1934)    74p 
    
川崎市青年団川崎市青年団川崎市青年団川崎市青年団 
 新に港湾都市と成りつゝある川崎市新に港湾都市と成りつゝある川崎市新に港湾都市と成りつゝある川崎市新に港湾都市と成りつゝある川崎市    渡邊四郎講演 
  昭和3(1928)    21p 
 
川島屋商店調査課川島屋商店調査課川島屋商店調査課川島屋商店調査課 
 優秀なる内容をもつ片倉製糸紡績株式会社優秀なる内容をもつ片倉製糸紡績株式会社優秀なる内容をもつ片倉製糸紡績株式会社優秀なる内容をもつ片倉製糸紡績株式会社 
  昭和3(1928)    25p 
 
啓明会啓明会啓明会啓明会 
 紀要紀要紀要紀要 
  第21号 日本の現勢日本の現勢日本の現勢日本の現勢        青木利三郎編述  
   昭和11(1936)    203,20p  表 
 
  第22号 現今に於ける米国の教育現今に於ける米国の教育現今に於ける米国の教育現今に於ける米国の教育 樺山愛輔述 
   昭和12(1937)    24,20p 
 
  講演集講演集講演集講演集 
  第 54回 世界に於ける日本美術の位置世界に於ける日本美術の位置世界に於ける日本美術の位置世界に於ける日本美術の位置    
                         矢代幸雄講演 
   昭和10(1935)    116,19p  図25      [第2版] 
 
  第 57回 日本精神の真義と帰趨日本精神の真義と帰趨日本精神の真義と帰趨日本精神の真義と帰趨 安岡正篤講演 
   昭和10(1935)    54,19p 
 
    第 66回 印度文化の大観印度文化の大観印度文化の大観印度文化の大観  野口米次郎講演 
   昭和11(1936)    34,20p 
 
    第 71回 世界経済の動向と日本の金融世界経済の動向と日本の金融世界経済の動向と日本の金融世界経済の動向と日本の金融    
                      青木得三講演 
   昭和12(1937)    47,20p 
 
    第 76回 四川省四川省四川省四川省の真相に就いての真相に就いての真相に就いての真相に就いて    神田正雄講演 
   昭和12(1937)    47,20p 
 
  第 77回 綿綿綿綿,,,,羊毛其他数種の天然物の代用品に羊毛其他数種の天然物の代用品に羊毛其他数種の天然物の代用品に羊毛其他数種の天然物の代用品に    
                            就きて就きて就きて就きて  厚木勝基講演 
   昭和13(1938)    50,21p 
 
    第 79回 明治維新と国民精神明治維新と国民精神明治維新と国民精神明治維新と国民精神    
                         徳富猪一郎講演 
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   昭和13(1938)    47,22p 
 
    第 81回 我国現下の資源問題と其将来我国現下の資源問題と其将来我国現下の資源問題と其将来我国現下の資源問題と其将来    
                            植村甲午郎講演 
   昭和13(1938)    50,22p  表 
 
  第 82回 日本人の対外発展と倭寇日本人の対外発展と倭寇日本人の対外発展と倭寇日本人の対外発展と倭寇    
                      秋山謙蔵講演 
   昭和13(1938)    46,22p 
 
    第 87回 現下の職業問題現下の職業問題現下の職業問題現下の職業問題     熊谷憲一講演   
   昭和13(1938)    35,22p 
 
    第 92回 満支の文化工作満支の文化工作満支の文化工作満支の文化工作((((承前講承前講承前講承前講))))    ----主として

民族及び教育問題に就いて- 下村宏講演 
   昭和14(1939)    60,25p 
 
    第 94回 欧州外交の史的考察と現勢欧州外交の史的考察と現勢欧州外交の史的考察と現勢欧州外交の史的考察と現勢    
                      林毅陸講演 
   昭和15(1950)    68,25p 
 
    第 97回 外国文化の移入と其の発展外国文化の移入と其の発展外国文化の移入と其の発展外国文化の移入と其の発展    
                      高楠次郎講演 
   昭和15(1940)    69,25p 
 
    第 98回 教育制度の発達と其の要因教育制度の発達と其の要因教育制度の発達と其の要因教育制度の発達と其の要因    
                      吉田熊次講演 
      昭和15(1940)    56,25p 
 
    第100回    対外交易の史的回顧対外交易の史的回顧対外交易の史的回顧対外交易の史的回顧    
                      村上直次郎講演 
   昭和15(1940)  71,26p 
 
    第101回 新東亜建設と日本語の問題新東亜建設と日本語の問題新東亜建設と日本語の問題新東亜建設と日本語の問題    
                         新村出講演 
   昭和15(1940)    41,26p 
 
    第102回    異国との人的交渉と其の影響異国との人的交渉と其の影響異国との人的交渉と其の影響異国との人的交渉と其の影響    
                      辻善之助講演 
      昭和15(1940)    45,26p 
 
    第104回 近世に於ける日本人の南洋発展近世に於ける日本人の南洋発展近世に於ける日本人の南洋発展近世に於ける日本人の南洋発展    
                      岩生成一講演 
   昭和16(1941)    77p  地図 
 
  第109回 回教の本義と現勢回教の本義と現勢回教の本義と現勢回教の本義と現勢   大久保幸次述 
   昭和16(1941)    52,2p 
 
経済攻究会経済攻究会経済攻究会経済攻究会 
 金本位制と米国の金の伝統金本位制と米国の金の伝統金本位制と米国の金の伝統金本位制と米国の金の伝統    
     Benjamin M. Anderson 著 
  昭和6(1931)    22p   ["The Chase Economic  
  Bulletin,nov,1931" 第11巻第5号に掲載] 
 
 金融制度改善案金融制度改善案金融制度改善案金融制度改善案 
  昭和3(1928)    48p 
 
     国民負担軽減方案国民負担軽減方案国民負担軽減方案国民負担軽減方案 

  昭和5(1930)    77p     [第11回報告] 
 
 財政制度改革案財政制度改革案財政制度改革案財政制度改革案 
  昭和5(1930)    34p     [第10回報告] 
 
経済倶楽部経済倶楽部経済倶楽部経済倶楽部 
        経済倶楽部講演経済倶楽部講演経済倶楽部講演経済倶楽部講演 
  36. 現時の蚕糸界現時の蚕糸界現時の蚕糸界現時の蚕糸界  石橋治郎八 
   昭和8(1933)    30p 
 
紀元二千六百年鹿児島県奉祝会紀元二千六百年鹿児島県奉祝会紀元二千六百年鹿児島県奉祝会紀元二千六百年鹿児島県奉祝会 
    神代並神武天皇聖蹟顕彰資料神代並神武天皇聖蹟顕彰資料神代並神武天皇聖蹟顕彰資料神代並神武天皇聖蹟顕彰資料 
  第 1輯 県史神代編県史神代編県史神代編県史神代編 
   昭和14(1939)    15p  図 
 
  第 3輯 官官官官幣大社霧島神宮幣大社霧島神宮幣大社霧島神宮幣大社霧島神宮 
   昭和14(1939)    30p 図 
 
 神武天皇聖蹟御降誕地御発航地に関する研究神武天皇聖蹟御降誕地御発航地に関する研究神武天皇聖蹟御降誕地御発航地に関する研究神武天皇聖蹟御降誕地御発航地に関する研究 
  昭和14(1939)    38p 図 
 
 神武天皇聖蹟高千穂宮に関する研究神武天皇聖蹟高千穂宮に関する研究神武天皇聖蹟高千穂宮に関する研究神武天皇聖蹟高千穂宮に関する研究 
  昭和14(1939)    32p  図 
 
企画院企画院企画院企画院 
 国土計画策定ノ為ノ調査事項国土計画策定ノ為ノ調査事項国土計画策定ノ為ノ調査事項国土計画策定ノ為ノ調査事項 
  〔     〕   135p 
 
  製造工業貸借対照表準則草案製造工業貸借対照表準則草案製造工業貸借対照表準則草案製造工業貸借対照表準則草案    製造工業財産目録製造工業財産目録製造工業財産目録製造工業財産目録    
    準則草案準則草案準則草案準則草案    製造工業損益計算書準則草案製造工業損益計算書準則草案製造工業損益計算書準則草案製造工業損益計算書準則草案 
  昭和16(1941)    34p 
 
     製造工業財務諸表準則草案製造工業財務諸表準則草案製造工業財務諸表準則草案製造工業財務諸表準則草案 
  昭和17(1942)    37p 
 
木村コーヒー店木村コーヒー店木村コーヒー店木村コーヒー店 
 南方調査表南方調査表南方調査表南方調査表 
  昭和17(1942)    94p 図 
 
木村産業研究所木村産業研究所木村産業研究所木村産業研究所 
 青森県農家に最も適切な冬季副業青森県農家に最も適切な冬季副業青森県農家に最も適切な冬季副業青森県農家に最も適切な冬季副業 -懸賞論文- 
  昭和8(1933)    168p 
 
金融研究会金融研究会金融研究会金融研究会 
  金融資料金融資料金融資料金融資料 
    第28号 金融日誌金融日誌金融日誌金融日誌    昭和16年7月及8月 
   昭和17(1942)    178,13p 
 
  講演集講演集講演集講演集 
  第 2編 国際貿易と金融国際貿易と金融国際貿易と金融国際貿易と金融     堀越善重郎講述 
   昭和4(1929)    80p 
 
    第 7編 最近十年間に於ける我財界の動き最近十年間に於ける我財界の動き最近十年間に於ける我財界の動き最近十年間に於ける我財界の動き    
                        結城豊太郎講述 
   昭和6(1931)    350,45p  表17 
 
    第 8編 金融界最近の趨向金融界最近の趨向金融界最近の趨向金融界最近の趨向     明石照男講述 
   昭和6(1931)    205p 
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    第10編 中小農商工業者に対する金融に就て中小農商工業者に対する金融に就て中小農商工業者に対する金融に就て中小農商工業者に対する金融に就て    
                  梶原仲治講述 
   昭和9(1934)    142p 
 
    第11編 国際決済銀行と世界恐慌国際決済銀行と世界恐慌国際決済銀行と世界恐慌国際決済銀行と世界恐慌    
                        田中鐵三郎講述 
      昭和8(1933)    161,57p 
 
    第12編 保険金融に就て保険金融に就て保険金融に就て保険金融に就て  矢野恒太郎講述 
   昭和9(1934)    55p 
 
    第13編 不動産金融不動産金融不動産金融不動産金融  馬場 一講述  
   昭和10(1935)    99p   
 
  第15編 円貨の価値に就いて円貨の価値に就いて円貨の価値に就いて円貨の価値に就いて  鈴木嶋吉講述 
   昭和11(1936)    63,27p  表 
 
  第16編 中小工業の金融に就いて中小工業の金融に就いて中小工業の金融に就いて中小工業の金融に就いて    
                     藤原銀次郎講述 
   昭和11(1936)    75p 
 
    第17編 フラン切下を中心とする国際通貨問題フラン切下を中心とする国際通貨問題フラン切下を中心とする国際通貨問題フラン切下を中心とする国際通貨問題    
                        欧米の財政経済事情欧米の財政経済事情欧米の財政経済事情欧米の財政経済事情    冨田勇太郎講述  
      昭和11(1936)    157p 
 
    第18編 不動産金融に就て不動産金融に就て不動産金融に就て不動産金融に就て     杉本正幸講述 
   昭和13(1938)    127,14p 
 
    第19編    海運及び海運金融海運及び海運金融海運及び海運金融海運及び海運金融  村田省蔵講述 
   昭和13(1938)    137p  表 
 
  第20編 満州の経済並に金融に就いて満州の経済並に金融に就いて満州の経済並に金融に就いて満州の経済並に金融に就いて    
                  田中鐵三郎講述 
   昭和15(1940)    192,16p 
 
  世界経済概観世界経済概観世界経済概観世界経済概観    1939193919391939－－－－1941 1941 1941 1941    国際連盟編 
  昭和18(1943)    4,426p  
   [World Economic Survey,1939/41(League of  
  Nations,1941)の全訳 ]  
 
  叢書叢書叢書叢書 
    第 1編 独逸外債政策の批判独逸外債政策の批判独逸外債政策の批判独逸外債政策の批判    
                   ポール･アインチヒ著 
   昭和11(1936)    157,21p 
 
    第 2編 経費理論･租税負担能力･売上税問題経費理論･租税負担能力･売上税問題経費理論･租税負担能力･売上税問題経費理論･租税負担能力･売上税問題    
                     高木壽一編 
   昭和11(1936)    171p 
 
    第 4編 金本位制度の没落金本位制度の没落金本位制度の没落金本位制度の没落    

      Gutsav Cassel著  金原金之助訳 
昭和13(1938)    3,286p     
原書名: The Downfall of the Gold Standard, 
        Oxford, 1936. 

 
    第 5編 企業財務の分析企業財務の分析企業財務の分析企業財務の分析      

高瀬荘太郎講述   

      昭和12(1937)    181p 
 
    第 7編 経営と経済との基本関係経営と経済との基本関係経営と経済との基本関係経営と経済との基本関係    
                                  宮田喜代蔵講述  
      昭和13(1938)    191p 
 
    第 9編 仏蘭西最近の財政･経済政策仏蘭西最近の財政･経済政策仏蘭西最近の財政･経済政策仏蘭西最近の財政･経済政策    
                                  Hon.George Peel著 
           町田義一郎,吉田啓一共訳 

昭和13(1938)   221p   
原書名 : Economic Policy of Finance,1937. 

 
第10編 近世の産業と両替商金融近世の産業と両替商金融近世の産業と両替商金融近世の産業と両替商金融  

松好貞夫著 
昭和13(1938)  349p   [両替商金融史第1部] 

 
    第11編    仏国家賃関係法規仏国家賃関係法規仏国家賃関係法規仏国家賃関係法規  

昭和14(1939)  166p  [物価対策資料] 
 
    第12編 ナチス･ドイツの金融政策ナチス･ドイツの金融政策ナチス･ドイツの金融政策ナチス･ドイツの金融政策    上巻上巻上巻上巻    
                                  Kenyon E.Pool著 柄澤日出雄等訳 
   昭和16(1941)    267p 
      原書名:German Financial Policies1932-1939, 
              1939. 
 
    第13編 事変下の支那銀行事変下の支那銀行事変下の支那銀行事変下の支那銀行  木村増太郎著 
      昭和16(1941)    180p 
 
    第14編 ナチス･ドイツの金融政策ナチス･ドイツの金融政策ナチス･ドイツの金融政策ナチス･ドイツの金融政策 下巻下巻下巻下巻    
                                  Kenyon E.Pool著 柄澤日出雄等訳 
      昭和17(1942)    p269-405 
      原書名:German Financial Policies 1932-1939, 
             1939.  
 
第15編 事変下の支那金融及び金融機関事変下の支那金融及び金融機関事変下の支那金融及び金融機関事変下の支那金融及び金融機関    

                                   木村増太郎著 
      昭和16(1941)    113p 
 
  調書調書調書調書      
    第 2編 郵便貯金の運用郵便貯金の運用郵便貯金の運用郵便貯金の運用 
   昭和4(1929)    73p 
 
    第 4編 銀行集中の大勢銀行集中の大勢銀行集中の大勢銀行集中の大勢 
   其 1     米国の部米国の部米国の部米国の部 
    昭和5(1930)    137,2p 
 
      其 2  英国の部英国の部英国の部英国の部 
    昭和6(1931)    179p  表 
 
    第 5編    中華民国貨幣制度及銀問題文献集録中華民国貨幣制度及銀問題文献集録中華民国貨幣制度及銀問題文献集録中華民国貨幣制度及銀問題文献集録 
      昭和6(1931)    171p 
      [｢中華民国貨幣制と金融｣附録其1] 
 
    第 6編 満州国幣制と金融満州国幣制と金融満州国幣制と金融満州国幣制と金融 
      昭和7(1932)    219p  表14 
 
    第 7編 我国に於ける銀行合同の大勢我国に於ける銀行合同の大勢我国に於ける銀行合同の大勢我国に於ける銀行合同の大勢((((追加追加追加追加)))) 
     〔昭和8(1933)〕    〔18,4〕p 
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    第 8編  米国金融市場金利に就て米国金融市場金利に就て米国金融市場金利に就て米国金融市場金利に就て    
                                         附：米国銀行預金利息に関する資料 
   昭和9(1934)    155,76,33p 
 
    第 9編 カナダに於ける中央銀行創設問題カナダに於ける中央銀行創設問題カナダに於ける中央銀行創設問題カナダに於ける中央銀行創設問題 
   昭和10(1935)    121,111p 
 
    第10編    アメリカ復興金融会社の機能概要アメリカ復興金融会社の機能概要アメリカ復興金融会社の機能概要アメリカ復興金融会社の機能概要 
      昭和11(1936)    172,78p  表 
 
    第11編 輸出信用保証制度に就いて輸出信用保証制度に就いて輸出信用保証制度に就いて輸出信用保証制度に就いて 其一其一其一其一 
   昭和11(1936)    185,84p  
 
    第12編 銀問題銀問題銀問題銀問題 
   昭和11(1936)    312p  表 
   [中華民国幣制と金融 第1部] 
 
    第13編 金輸出再禁止後の我国金融事情金輸出再禁止後の我国金融事情金輸出再禁止後の我国金融事情金輸出再禁止後の我国金融事情 
   昭和11(1936)    174,30,113p 
 
    第14編 英国に於けるユニット・トラストの機構英国に於けるユニット・トラストの機構英国に於けるユニット・トラストの機構英国に於けるユニット・トラストの機構 
   昭和12(1937)    135,39p  図 
 
  第15編 最近の世界金融情勢最近の世界金融情勢最近の世界金融情勢最近の世界金融情勢    
                                                ----国際決済銀行第8回年次報告- 
   昭和14(1939)    239,12p  
      原書名：Bank for International Settlements, 
              Eighth Annual Report,1st April 1937 
              31st March 1938. 
 
    第17編 世界金融情勢世界金融情勢世界金融情勢世界金融情勢    第第第第2222巻巻巻巻    
                                                ----国際決済銀行第9回年次報告- 
   昭和14(1939)    273,10p 
     原書名：Bank for International Settlements, 
              Ninth Annual Report,1st April 1938 
              31st March 1939. 
 
    第18編 世界金融情勢世界金融情勢世界金融情勢世界金融情勢    第第第第3333巻巻巻巻    
                                                ----国際決済銀行第10回年次報告- 
   昭和16(1941)    297,5p 
 
  独逸インフレーションと其の租税対策独逸インフレーションと其の租税対策独逸インフレーションと其の租税対策独逸インフレーションと其の租税対策 
  昭和18(1943)    196p 
 
金融制度研究会金融制度研究会金融制度研究会金融制度研究会 
 中央銀行制度私案綱要中央銀行制度私案綱要中央銀行制度私案綱要中央銀行制度私案綱要 
  大正14(1925)    33p 
 
桐生織物史編纂会桐生織物史編纂会桐生織物史編纂会桐生織物史編纂会 
 桐生織物史人物伝桐生織物史人物伝桐生織物史人物伝桐生織物史人物伝 
  昭和10(1935)    103p 
 
桐生市桐生市桐生市桐生市 
 桐生市略史桐生市略史桐生市略史桐生市略史 
  昭和9(1934)    116p 図 
 
神戸生糸輸出業組合神戸生糸輸出業組合神戸生糸輸出業組合神戸生糸輸出業組合 

 輸出生糸販売統制組合法修正案ニ絶対反対ス輸出生糸販売統制組合法修正案ニ絶対反対ス輸出生糸販売統制組合法修正案ニ絶対反対ス輸出生糸販売統制組合法修正案ニ絶対反対ス 
  〔     〕    4p  
    [神戸生糸問屋業組合 株式会社神戸取引所 
    神戸取引蚕糸取引員組合共編] 
 
神戸日伯協会神戸日伯協会神戸日伯協会神戸日伯協会 
 パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット 
  第29輯 伯国の新市場にはどんな日本製品が伯国の新市場にはどんな日本製品が伯国の新市場にはどんな日本製品が伯国の新市場にはどんな日本製品が    
                                                適するか適するか適するか適するか    ----商品種目と関税率- 
   昭和12(1937)    51p 
 
神戸商工会議所神戸商工会議所神戸商工会議所神戸商工会議所 
 重要物資需給の輪郭重要物資需給の輪郭重要物資需給の輪郭重要物資需給の輪郭 満支編満支編満支編満支編 
  昭和15(1940)    78p 
 
  広告販売講演集広告販売講演集広告販売講演集広告販売講演集 
  昭和5(1930)    141p 
 
  露支調査露支調査露支調査露支調査 
  第28輯 満蒙問題の実相満蒙問題の実相満蒙問題の実相満蒙問題の実相 
   昭和6(1931)    48p 
 
  東亜資料東亜資料東亜資料東亜資料 
  5.  外国人関係取引取締規則解説外国人関係取引取締規則解説外国人関係取引取締規則解説外国人関係取引取締規則解説 
   昭和16(1941)    114p 
 
神戸商工会議所調査課神戸商工会議所調査課神戸商工会議所調査課神戸商工会議所調査課     
    調査資料調査資料調査資料調査資料 
  第23輯 銀価暴落と対支貿易の前途銀価暴落と対支貿易の前途銀価暴落と対支貿易の前途銀価暴落と対支貿易の前途 
   昭和5(1930)    23p 
 
    第27輯 浙江財閥と国浙江財閥と国浙江財閥と国浙江財閥と国民政府との関係民政府との関係民政府との関係民政府との関係 
   昭和5(1930)    68p 
 
    第28号 金解禁後の１年金解禁後の１年金解禁後の１年金解禁後の１年 
   昭和6(1931)    29p 
 
    第31号 最近十箇年物価並労働賃銀の趨勢最近十箇年物価並労働賃銀の趨勢最近十箇年物価並労働賃銀の趨勢最近十箇年物価並労働賃銀の趨勢 
   昭和6(1931)    30p 
 
    第36号 非常時経済の大貌非常時経済の大貌非常時経済の大貌非常時経済の大貌 
   昭和8(1933)    34p 
 
    第54号 華僑の現勢と神戸に於ける華僑華僑の現勢と神戸に於ける華僑華僑の現勢と神戸に於ける華僑華僑の現勢と神戸に於ける華僑 
   昭和11(1936)    18p 
 
  商品取引系統並金融事情商品取引系統並金融事情商品取引系統並金融事情商品取引系統並金融事情 
  〔     〕   1冊 
 
神戸商工会議所外事課神戸商工会議所外事課神戸商工会議所外事課神戸商工会議所外事課 
 米国の戦時生産力米国の戦時生産力米国の戦時生産力米国の戦時生産力 
  昭和18(1943)    38p 
 
  地域別に見た東印度諸島の産業地域別に見た東印度諸島の産業地域別に見た東印度諸島の産業地域別に見た東印度諸島の産業 
  昭和18(1943)    65p    [南方資料] 
 
 共栄圏資料共栄圏資料共栄圏資料共栄圏資料 
  第 2輯 今日の仏領印度支那今日の仏領印度支那今日の仏領印度支那今日の仏領印度支那    産業篇産業篇産業篇産業篇 
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   昭和16(1941)    105p 
 
   第 3輯 起ち上る泰国の経済力起ち上る泰国の経済力起ち上る泰国の経済力起ち上る泰国の経済力 
   昭和16(1941)    76p 
 
    第 4輯 甦る比律賓の経済力甦る比律賓の経済力甦る比律賓の経済力甦る比律賓の経済力 
     昭和17(1942)    81p 地図 
 
  第 5輯 最近ビルマ経済の展望最近ビルマ経済の展望最近ビルマ経済の展望最近ビルマ経済の展望 
   昭和17(1942)    84p 地図 
 
  第 6輯 彷徨へる豪州彷徨へる豪州彷徨へる豪州彷徨へる豪州及新西蘭及新西蘭及新西蘭及新西蘭 
   昭和17(1942)    65p 地図 
 
 馬来半島の経済事情馬来半島の経済事情馬来半島の経済事情馬来半島の経済事情       
    昭和17(1942)    49p  地図 
 
南方共栄圏内に於ける宗教及言語別人口並に衛生南方共栄圏内に於ける宗教及言語別人口並に衛生南方共栄圏内に於ける宗教及言語別人口並に衛生南方共栄圏内に於ける宗教及言語別人口並に衛生
事情事情事情事情    

  昭和17(1942)    28p 
 
  南方に於ける塩並に砂糖の生産高南方に於ける塩並に砂糖の生産高南方に於ける塩並に砂糖の生産高南方に於ける塩並に砂糖の生産高 
  昭和17(1942)    13p 
 
  最近のアラスカ事情最近のアラスカ事情最近のアラスカ事情最近のアラスカ事情 -アリューシャン列島を含む- 
  昭和17(1942)    11p 地図 
 
神戸商工会議所東亜課神戸商工会議所東亜課神戸商工会議所東亜課神戸商工会議所東亜課     
 大東亜共栄圏内重要資源調査大東亜共栄圏内重要資源調査大東亜共栄圏内重要資源調査大東亜共栄圏内重要資源調査 
  第 1輯 南方のココ椰子南方のココ椰子南方のココ椰子南方のココ椰子 
   昭和17(1942)    66p  図 
 
  第 2輯 満州の大豆満州の大豆満州の大豆満州の大豆 
   昭和18(1943)    50p  表 
 
    東亜経済資料東亜経済資料東亜経済資料東亜経済資料 
  3.  満州の農家経済概要満州の農家経済概要満州の農家経済概要満州の農家経済概要 
   昭和16(1941)    41p 
 
神戸市土木部港湾課神戸市土木部港湾課神戸市土木部港湾課神戸市土木部港湾課 
 神戸港大観神戸港大観神戸港大観神戸港大観 
  昭和6(1931)    392p  表 図 
 
神戸市経済局経済調査室神戸市経済局経済調査室神戸市経済局経済調査室神戸市経済局経済調査室     
 産業叢書産業叢書産業叢書産業叢書 
  第18輯 商業組合は何処に向ひつゝあるのか商業組合は何処に向ひつゝあるのか商業組合は何処に向ひつゝあるのか商業組合は何処に向ひつゝあるのか    
                                                ----    神戸市に於ける実状調査から得た 
             一示唆 - 附：神戸市内商業組合一覧 
      昭和17(1942)    75p     [再版] 
 
神戸市産業部経済調査室神戸市産業部経済調査室神戸市産業部経済調査室神戸市産業部経済調査室 
 産業講座資料産業講座資料産業講座資料産業講座資料 
  第25輯 南方共栄圏の近状南方共栄圏の近状南方共栄圏の近状南方共栄圏の近状 
   昭和16(1941)    113p  地図 
 
神戸市社会課神戸市社会課神戸市社会課神戸市社会課 
 浮浪者の調査浮浪者の調査浮浪者の調査浮浪者の調査 
  昭和9(1934)    25p 

 
  神戸市在住朝鮮人の現状神戸市在住朝鮮人の現状神戸市在住朝鮮人の現状神戸市在住朝鮮人の現状 
  昭和5(1930)    94p 
 
  マッチ工業従事女工ノ生活状態調査マッチ工業従事女工ノ生活状態調査マッチ工業従事女工ノ生活状態調査マッチ工業従事女工ノ生活状態調査 
  昭和5(1930)    262p 
 
神戸市商工課神戸市商工課神戸市商工課神戸市商工課 
 満州国に於ける度量衡とメートル法満州国に於ける度量衡とメートル法満州国に於ける度量衡とメートル法満州国に於ける度量衡とメートル法    
 附：(1)支那の度量衡(2)印度の度量衡(3)埃及の度 
      量衡(4)メートル法単位表 
  昭和7(1932)    63p 
 
  船舶積量噸船載貨物運賃計算単位に就て船舶積量噸船載貨物運賃計算単位に就て船舶積量噸船載貨物運賃計算単位に就て船舶積量噸船載貨物運賃計算単位に就て 
  〔昭和7(1932)〕    22,22p  表 
 
神戸税関神戸税関神戸税関神戸税関 
 神戸港重要貿易品調査叢神戸港重要貿易品調査叢神戸港重要貿易品調査叢神戸港重要貿易品調査叢 
  第14号 棉花棉花棉花棉花 
   昭和10(1935)    331p 
 
  神戸在留華商及其の取引事情神戸在留華商及其の取引事情神戸在留華商及其の取引事情神戸在留華商及其の取引事情 
  昭和7(1932)    86p 
 
  神戸港対中米並南米貿易神戸港対中米並南米貿易神戸港対中米並南米貿易神戸港対中米並南米貿易 
  昭和8(1933)    59p   [神戸税関通報第6号附録] 
 
国家経済研究所国家経済研究所国家経済研究所国家経済研究所 
 蚕糸業改善案要綱蚕糸業改善案要綱蚕糸業改善案要綱蚕糸業改善案要綱 
  昭和9(1934)    77p 
 
  我国統制経済に関する法規其他我国統制経済に関する法規其他我国統制経済に関する法規其他我国統制経済に関する法規其他 
  昭和8(1933)    45p 
 
国民精神文化研究所国民精神文化研究所国民精神文化研究所国民精神文化研究所 
 国民精神文化研究国民精神文化研究国民精神文化研究国民精神文化研究 
第 2年第 2冊 我が上代の国体観念我が上代の国体観念我が上代の国体観念我が上代の国体観念 河野省三著 

   昭和9(1934)    38p 
 
第 2年第 3冊 天地開闢即国家建立天地開闢即国家建立天地開闢即国家建立天地開闢即国家建立 西晋一郎著 

   昭和9(1934)    41p 
 
    第 2年第 4冊 詩経と皇道詩経と皇道詩経と皇道詩経と皇道  加藤虎之亮著 
   昭和9(1934)    67p 
 
    第 2年第 5冊 共産治下に於けるロシア農民の共産治下に於けるロシア農民の共産治下に於けるロシア農民の共産治下に於けるロシア農民の    
                                                                        生活生活生活生活    ----ロシアに於ける統制経済 
                  の研究 其1-  山本勝市著 
   昭和9(1934)    63p 
 
  第 2年第 6冊 日本学としての学問教育日本学としての学問教育日本学としての学問教育日本学としての学問教育    
                                                          小野正康著 
   昭和10(1935)    123p 
 
    第 2年第 7冊 日本精神と社会の本質構造との日本精神と社会の本質構造との日本精神と社会の本質構造との日本精神と社会の本質構造との    
                                                                        関係に関する研究序説関係に関する研究序説関係に関する研究序説関係に関する研究序説    
                                                            川合貞一著 
   昭和10(1935)  56p 
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    第 2年第 8冊 教育勅語渙発以後に於け教育勅語渙発以後に於け教育勅語渙発以後に於け教育勅語渙発以後に於ける小学る小学る小学る小学    
                                                                        校修身教授の変遷校修身教授の変遷校修身教授の変遷校修身教授の変遷    
                                                             吉田熊次,海後宗臣著 
   昭和10(1935)     155p 
 
    第 8年第 2冊 なるほどの哲学なるほどの哲学なるほどの哲学なるほどの哲学  紀平正美著 
   昭和16(1941)    174p 
 
  国民精神文化類輯国民精神文化類輯国民精神文化類輯国民精神文化類輯 
  第 5輯 教学と思想統一教学と思想統一教学と思想統一教学と思想統一       西晋一郎著 
   昭和10(1935)    67p 
 
    第22輯 親子中心の家族と社会秩序親子中心の家族と社会秩序親子中心の家族と社会秩序親子中心の家族と社会秩序    
                                  河村只雄著 
   昭和14(1939)    83p 
 
国際関係研究国際関係研究国際関係研究国際関係研究会会会会 
 国際関係研究国際関係研究国際関係研究国際関係研究    昭和15年第1輯-第2輯 
  昭和15(1940)-昭和16(1941)    2冊 
 
国際日本協会国際日本協会国際日本協会国際日本協会 
 大東亜資源叢書大東亜資源叢書大東亜資源叢書大東亜資源叢書 
  2.  南方圏の棉花資源南方圏の棉花資源南方圏の棉花資源南方圏の棉花資源  松丸志摩三著  
   昭和17(1942)    248,7p 
 
 大東亜諸国の実情を語る大東亜諸国の実情を語る大東亜諸国の実情を語る大東亜諸国の実情を語る 
  昭和16(1941)    280p 
 
  豪州豪州豪州豪州     兼松商店調査部著 
  昭和18(1943)    596p 
 
  東印度研究叢書東印度研究叢書東印度研究叢書東印度研究叢書 
    第1．インドネシア経済の理論的分析インドネシア経済の理論的分析インドネシア経済の理論的分析インドネシア経済の理論的分析    
                         イエー･ファン･ヘルデレン著  岩隅博訳 
       昭和17(1942)    147p 
 
国際連盟事務局東京支局国際連盟事務局東京支局国際連盟事務局東京支局国際連盟事務局東京支局 
 国際関税問題国際関税問題国際関税問題国際関税問題 
  昭和7(1932)    172p 
 
  資料資料資料資料 

第38号  国際連盟第９回総会決議録国際連盟第９回総会決議録国際連盟第９回総会決議録国際連盟第９回総会決議録 
      昭和3(1928)    31p 
 
  第70号 関税安定に対する国際連盟の努力関税安定に対する国際連盟の努力関税安定に対する国際連盟の努力関税安定に対する国際連盟の努力    
                                                ----所謂関税休日会議の経過とその成績- 
   昭和5(1930)    68p 
      [調査資料協会雑誌｢内外調査資料｣第2巻第5号 
       所載] 
 
国際連盟経済財政部経済委員会国際連盟経済財政部経済委員会国際連盟経済財政部経済委員会国際連盟経済財政部経済委員会 
  国際連盟に於ける砂糖問題国際連盟に於ける砂糖問題国際連盟に於ける砂糖問題国際連盟に於ける砂糖問題    
    H.C.Prinsen Geerligs, Messrs F.O.Licht and  
    Gustav Mikusch 著  水田榮雄訳 
    昭和4(1929)    105p 
 
国際連盟協会国際連盟協会国際連盟協会国際連盟協会 

 アベリストウイスの大会アベリストウイスの大会アベリストウイスの大会アベリストウイスの大会    
        ----国際連盟協会の国際連合会第10回総会の報告- 
  大正15(1926)    109p  図 
  [附:国際連盟協会国際連合会と日本国際連盟協会] 
 
 果して強国は醒めたりや果して強国は醒めたりや果して強国は醒めたりや果して強国は醒めたりや     杉村陽太郎著 
  大正11(1922)    280p 
 
  軍備縮少問題研究資料軍備縮少問題研究資料軍備縮少問題研究資料軍備縮少問題研究資料  
  1.  海牙平和会議海牙平和会議海牙平和会議海牙平和会議  杉村陽太郎著 
   大正10(1921)    33p 図 
 
  2.  軍国主義打破軍国主義打破軍国主義打破軍国主義打破  杉村陽太郎著 
   大正10(1921)    12,47p 
 
    4.     巴里平和会議巴里平和会議巴里平和会議巴里平和会議  杉村陽太郎著 
   大正10(1921)    12,58p 
 
 国際連盟規約国際連盟規約国際連盟規約国際連盟規約    ----日英仏文対照- 
  大正15(1926)    57p  
    [欧文名：The Covenant of the League of Nations] 
 
  国際連盟の理想と現実国際連盟の理想と現実国際連盟の理想と現実国際連盟の理想と現実  杉村陽太郎著 
  大正10(1921)    74p 
 
  国際連盟と日本国際連盟と日本国際連盟と日本国際連盟と日本    満州国及満州問題満州国及満州問題満州国及満州問題満州国及満州問題    
   石井菊次郎講演 
  昭和8(1933)    16p  [｢国際知識｣12巻12号所載] 
 
 パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット 
    第17輯  国際連盟をたづねて国際連盟をたづねて国際連盟をたづねて国際連盟をたづねて    田川大吉郎 
     〔     〕    54p 
 
    第31輯  少数民族の問題少数民族の問題少数民族の問題少数民族の問題    塚本毅 
      大正13(1924)    151p 
 
  第39輯 伊希紛争と連盟伊希紛争と連盟伊希紛争と連盟伊希紛争と連盟  大熊眞著 
   大正13(1924)    30p 
 
    第42輯  国際労働局新築庁舎定礎式国際労働局新築庁舎定礎式国際労働局新築庁舎定礎式国際労働局新築庁舎定礎式 

大正13(1924)    12p 
 
    第43輯  世界日誌世界日誌世界日誌世界日誌 
      大正13(1924)     108p 
 
  第48輯  国際連盟協会連合会第八回総会決議国際連盟協会連合会第八回総会決議国際連盟協会連合会第八回総会決議国際連盟協会連合会第八回総会決議        
   1924年6月29日乃至7月2日  於仏国リヨン市 
      大正13(1924)    40p 
 
  第49輯  平和議定書平和議定書平和議定書平和議定書 -本文と解説- 
      大正14(1925)    88p 
 
    第53輯  化学戦化学戦化学戦化学戦 

 大正14(1925)    30p 
 
    第55輯 国際連盟協会連合会と日本国際連盟協会連合会と日本国際連盟協会連合会と日本国際連盟協会連合会と日本 
    大正14(1925)    19p 
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    第56輯 国際連盟の保健事業国際連盟の保健事業国際連盟の保健事業国際連盟の保健事業 
   大正14(1925)    30p 
 
  第75輯 国際経済会議の決議国際経済会議の決議国際経済会議の決議国際経済会議の決議    
                                                ----    一九二七年五月二十三日採択 - 
   昭和3(1928)    241p 
 
   世界団体の組織について世界団体の組織について世界団体の組織について世界団体の組織について    稲垣守克著 
     大正10(1921)    53p 
 
  叢書叢書叢書叢書 
  115輯 リットン報告書リットン報告書リットン報告書リットン報告書    ----日支紛争に関する国際 
           連盟調査委員会の報告- 
       昭和7(1932)    307,245p 
      [英文：The Report of the Commission of  
              Enquiry into the Sino-Japanese  
              Dispute] 
 
国際商業会議所日本国内委員会国際商業会議所日本国内委員会国際商業会議所日本国内委員会国際商業会議所日本国内委員会 
 本邦外国貿易業者の経験せる通商障害実例本邦外国貿易業者の経験せる通商障害実例本邦外国貿易業者の経験せる通商障害実例本邦外国貿易業者の経験せる通商障害実例 
  大正15(1926)    25p 
    [国際本部通商障害中央委員会の諮問に対する 
     答申書] 
 
 国際商業会議所工業所有権保護問題ノ調査質問ニ国際商業会議所工業所有権保護問題ノ調査質問ニ国際商業会議所工業所有権保護問題ノ調査質問ニ国際商業会議所工業所有権保護問題ノ調査質問ニ    
        対スル回答書対スル回答書対スル回答書対スル回答書 
  大正15(1926)    12p 
 
 国際商業会議所商事仲裁裁判に就て国際商業会議所商事仲裁裁判に就て国際商業会議所商事仲裁裁判に就て国際商業会議所商事仲裁裁判に就て 
  大正15(1926)    10p  
 
国際商業会議所通商障害調査中央委員会附属各部国際商業会議所通商障害調査中央委員会附属各部国際商業会議所通商障害調査中央委員会附属各部国際商業会議所通商障害調査中央委員会附属各部
小委員会質問書ニ対スル日本国内委員会回答書小委員会質問書ニ対スル日本国内委員会回答書小委員会質問書ニ対スル日本国内委員会回答書小委員会質問書ニ対スル日本国内委員会回答書 

  昭和2(1927)    50p 
 
  国際商業関係書類国際商業関係書類国際商業関係書類国際商業関係書類 
  第27号 国際商業会議所と我日本国際商業会議所と我日本国際商業会議所と我日本国際商業会議所と我日本    
                                     久我貞三郎述 
   昭和2(1927)    17p 
 
    第28号 国際商業会議所に就て国際商業会議所に就て国際商業会議所に就て国際商業会議所に就て 
   昭和2(1927)    19p 
 
  通商障害調査資料通商障害調査資料通商障害調査資料通商障害調査資料 
  大正15(1926)    185p 
 
国策研究会国策研究会国策研究会国策研究会 
 報告書報告書報告書報告書 
  第15号(A)  戦時貿易対策要綱戦時貿易対策要綱戦時貿易対策要綱戦時貿易対策要綱 
   昭和13(1938)    11p 
 
    第16号 戦時物価対策大綱戦時物価対策大綱戦時物価対策大綱戦時物価対策大綱 
   昭和13(1938)    40p 
 
    第17号 文政革新に関する研究中間報告文政革新に関する研究中間報告文政革新に関する研究中間報告文政革新に関する研究中間報告 
   昭和13(1938)    13p 
 
    第20号 支那幣制対策委員会の審議経過に関す支那幣制対策委員会の審議経過に関す支那幣制対策委員会の審議経過に関す支那幣制対策委員会の審議経過に関す    

                                                る中間報告る中間報告る中間報告る中間報告 
   昭和13(1938)    66p 
 
    第21号 配当制限対策要綱配当制限対策要綱配当制限対策要綱配当制限対策要綱 
   昭和13(1938)    12p 
 
    第25号 電力石炭問題に関する研究電力石炭問題に関する研究電力石炭問題に関する研究電力石炭問題に関する研究報告報告報告報告 
   昭和15(1940)    44p 
 
    第26号 経済機構再編成に関する試案経済機構再編成に関する試案経済機構再編成に関する試案経済機構再編成に関する試案    
                                                ----国防経済委員会中間報告- 
   昭和15(11940)    25p 
 
  研究資料研究資料研究資料研究資料 
  第10号 物価問題に関する参考資料物価問題に関する参考資料物価問題に関する参考資料物価問題に関する参考資料 
   昭和13(1938)    88p 
 
    第11号 戦時物価対策に関する意見戦時物価対策に関する意見戦時物価対策に関する意見戦時物価対策に関する意見 
   昭和13(1938)    78p 
 
国産愛用協会国産愛用協会国産愛用協会国産愛用協会  
 商工省選定優良国産品要覧商工省選定優良国産品要覧商工省選定優良国産品要覧商工省選定優良国産品要覧 
  昭和6(1931)    193p 
 
近藤記念海事財団近藤記念海事財団近藤記念海事財団近藤記念海事財団 
 講演講演講演講演 
  第 7輯 石油政石油政石油政石油政策と海運策と海運策と海運策と海運  脇村義太郎講述 
   昭和10(1035)    23p 表 
 
興農合作社中央会興農合作社中央会興農合作社中央会興農合作社中央会 
 興農合作社ニ就テ興農合作社ニ就テ興農合作社ニ就テ興農合作社ニ就テ 
  〔     〕   12p 
 
工政会工政会工政会工政会 
 復興帝都と地域制復興帝都と地域制復興帝都と地域制復興帝都と地域制  武部六蔵著 
  大正14(1925)    33p 
 
  仏領印度支那事情仏領印度支那事情仏領印度支那事情仏領印度支那事情     松本幹一郎著 
  大正14(1925)    39p 
 
  国際経済戦争を通じて見たる我国産業の発達を阻国際経済戦争を通じて見たる我国産業の発達を阻国際経済戦争を通じて見たる我国産業の発達を阻国際経済戦争を通じて見たる我国産業の発達を阻    
        害する時弊九ヶ条害する時弊九ヶ条害する時弊九ヶ条害する時弊九ヶ条     今泉嘉一郎著 
  大正14(1925)    64p 
 
  高速度鉄道に就きて高速度鉄道に就きて高速度鉄道に就きて高速度鉄道に就きて 
  大正13(1924)    40,32p 
 
  欧米工業界管見欧米工業界管見欧米工業界管見欧米工業界管見  賀茂正雄著 
  大正14(1925)    3,57p 図 
 
 欧米水道概観欧米水道概観欧米水道概観欧米水道概観  小川織三著 
  大正14(1925)    9p 
 
  世界油脂工業の趨勢と我が油脂国策世界油脂工業の趨勢と我が油脂国策世界油脂工業の趨勢と我が油脂国策世界油脂工業の趨勢と我が油脂国策    
         村山威士述 
  昭和16(1941)    35p 
 
  染料工業概観染料工業概観染料工業概観染料工業概観  三好久太郎著 
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  大正14(1925)    16p 
 
ソヴェート連邦の三大経済政策ソヴェート連邦の三大経済政策ソヴェート連邦の三大経済政策ソヴェート連邦の三大経済政策,,,,日独経済提携の必日独経済提携の必日独経済提携の必日独経済提携の必        
要なる所以要なる所以要なる所以要なる所以 ヴ･コップ,ドクトルフリッツ･ハーバー 

    大正14(1925)    27,9p 
 
  帝国の経済と鉄との関係帝国の経済と鉄との関係帝国の経済と鉄との関係帝国の経済と鉄との関係     今泉嘉一郎述 
  〔大正12(1923)〕    20p 
 
  我国機械工業振興策に就て我国機械工業振興策に就て我国機械工業振興策に就て我国機械工業振興策に就て 
  大正13(1924)    27p 
 
  割貸工場の計画に就て割貸工場の計画に就て割貸工場の計画に就て割貸工場の計画に就て  山下壽郎講演 
  〔     〕    12p 
 
厚生省職業部厚生省職業部厚生省職業部厚生省職業部 
 現下我国に於ける日傭労働者共済施設概況現下我国に於ける日傭労働者共済施設概況現下我国に於ける日傭労働者共済施設概況現下我国に於ける日傭労働者共済施設概況 
  昭和13(1938)    236p  表 
 
 改正職業紹介法に就て改正職業紹介法に就て改正職業紹介法に就て改正職業紹介法に就て 
  昭和13(1938)    17p 
 
  国民徴用関係法令集国民徴用関係法令集国民徴用関係法令集国民徴用関係法令集 
  昭和14(1939)    54p 
 
江商株式会社江商株式会社江商株式会社江商株式会社 
 調調調調 
  581号 印度棉花事情印度棉花事情印度棉花事情印度棉花事情  朝長正男著 
   昭和7(1932)    18,60p 
 
    583号 パンヂャブ棉に関する研究パンヂャブ棉に関する研究パンヂャブ棉に関する研究パンヂャブ棉に関する研究    
                                 佐久間敏雄著 
   昭和8(1933)    53p 
 
公私経済緊縮委員会公私経済緊縮委員会公私経済緊縮委員会公私経済緊縮委員会 
 金解禁後に於ける国民の覚悟金解禁後に於ける国民の覚悟金解禁後に於ける国民の覚悟金解禁後に於ける国民の覚悟  安達謙蔵述 
  昭和5(1930)    16p 
 
  国産品の使用奨励に就て国産品の使用奨励に就て国産品の使用奨励に就て国産品の使用奨励に就て     勝部兵助講演 
  昭和4(1929)    36p 
 
  国産品使用奨励に関する資料国産品使用奨励に関する資料国産品使用奨励に関する資料国産品使用奨励に関する資料 
  昭和5(1930)    p9－110 
 
公私経済緊縮神奈川県委員会公私経済緊縮神奈川県委員会公私経済緊縮神奈川県委員会公私経済緊縮神奈川県委員会 
 国産の振興国産の振興国産の振興国産の振興  江木翼著 
  昭和5(1930)    52p 
 
公私経済緊縮東京府委員会公私経済緊縮東京府委員会公私経済緊縮東京府委員会公私経済緊縮東京府委員会     
  国産品愛用奨励運動報告国産品愛用奨励運動報告国産品愛用奨励運動報告国産品愛用奨励運動報告 
    昭和5(111930)    64p 
 
交水社交水社交水社交水社 
 交水社沿革交水社沿革交水社沿革交水社沿革 
  昭和2(1927)    16,22p 図 
 
港湾協会港湾協会港湾協会港湾協会 
 港湾調査資料港湾調査資料港湾調査資料港湾調査資料 

  第 8輯 本邦港湾諸掛調本邦港湾諸掛調本邦港湾諸掛調本邦港湾諸掛調    貨物関係之部 
   昭和6(1931)    182p 
 
  港湾協会パンフレット港湾協会パンフレット港湾協会パンフレット港湾協会パンフレット 
  第 1号 漁港に就て漁港に就て漁港に就て漁港に就て  林千秋著 
   大正13(1924)    40p 
 
小羊会小羊会小羊会小羊会 
 小羊会講演集小羊会講演集小羊会講演集小羊会講演集 第第第第2222輯輯輯輯 
  昭和4(1929)    55p  図 
 
熊本営林局熊本営林局熊本営林局熊本営林局 
 単軌木馬運単軌木馬運単軌木馬運単軌木馬運搬法に就て搬法に就て搬法に就て搬法に就て 
  昭和8(1933)    16p 
 
  九州に於ける民間主要林業九州に於ける民間主要林業九州に於ける民間主要林業九州に於ける民間主要林業 
  昭和7(1932)    36p 
 
熊本県商業教育研究会熊本県商業教育研究会熊本県商業教育研究会熊本県商業教育研究会 
 熊本県物資の移動状況熊本県物資の移動状況熊本県物資の移動状況熊本県物資の移動状況  山崎八郎編 
  昭和4(1929)    60p  表 
 
協調会協調会協調会協調会 
 従業員株式購入制度従業員株式購入制度従業員株式購入制度従業員株式購入制度 
  昭和3(1928)    214p 
 
  各国最低賃金関係法規集各国最低賃金関係法規集各国最低賃金関係法規集各国最低賃金関係法規集 
    昭和3(1928)    119p 
 
  南方共栄圏の労働問題南方共栄圏の労働問題南方共栄圏の労働問題南方共栄圏の労働問題 
  昭和17(1942)    419p 
 
  日本人口問題研究日本人口問題研究日本人口問題研究日本人口問題研究  上田貞次郎編 
  昭和8(1933)    382p 
 
  蚕糸恐慌と其克服蚕糸恐慌と其克服蚕糸恐慌と其克服蚕糸恐慌と其克服    猪谷善一 
    昭和9(1934)    44p  
    [社会政策時報第169号別刷] 
 
協調会調査課協調会調査課協調会調査課協調会調査課      
 独逸社会保険独逸社会保険独逸社会保険独逸社会保険  木戸喜佐登著 
  昭和9(1934)    179,14p 
 
協調会教務課協調会教務課協調会教務課協調会教務課 
 英国とその成人教育英国とその成人教育英国とその成人教育英国とその成人教育  高岡實著 
  昭和9(1934)    176p 
 
協調会農村課協調会農村課協調会農村課協調会農村課 
 吾国過小農問題と共同経営吾国過小農問題と共同経営吾国過小農問題と共同経営吾国過小農問題と共同経営     勝間田清一著 
  昭和8(1933)    179p 
 
教育改革同志会教育改革同志会教育改革同志会教育改革同志会 
 教育制度改革案教育制度改革案教育制度改革案教育制度改革案 
  昭和12(1937)    31p 
 
共済生共済生共済生共済生命保険株式会社命保険株式会社命保険株式会社命保険株式会社 
        生命保険教材生命保険教材生命保険教材生命保険教材  第4冊-第9冊 
    昭和2(1927)-昭和3(1928)    6冊 
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京都府京都府京都府京都府 
 時局下に於ける我国の貿易施設時局下に於ける我国の貿易施設時局下に於ける我国の貿易施設時局下に於ける我国の貿易施設  近藤晴夫講演 
  昭和16(1941)    15p  [京都市,京都商工会議所, 
    京都輸出入協会,貿易組合中央会京都府支部共催] 
 
 輸出品買取会社に就て輸出品買取会社に就て輸出品買取会社に就て輸出品買取会社に就て     桐山喜一郎講演 
  昭和16(1941)    22p  [京都市,京都商工会議所, 
    京都輸出入協会,貿易組合中央会京都府支部共催] 
 
京都府経済部商工水産課京都府経済部商工水産課京都府経済部商工水産課京都府経済部商工水産課  
 京都府の商工業京都府の商工業京都府の商工業京都府の商工業 
  昭和11(1936)    138p 
 
京都府内務部商工水産課京都府内務部商工水産課京都府内務部商工水産課京都府内務部商工水産課     
    商工水産関係諸団体一覧商工水産関係諸団体一覧商工水産関係諸団体一覧商工水産関係諸団体一覧 
  昭和9(1934)    17p 
 
京都商工会議所京都商工会議所京都商工会議所京都商工会議所 
    米穀問題米穀問題米穀問題米穀問題 
  昭和7(1932)    61p 
 
  時局の進展と貿易調整時局の進展と貿易調整時局の進展と貿易調整時局の進展と貿易調整  松尾泰一郎著 
  昭和16(1941)    24p 
 
  京都産業叢書京都産業叢書京都産業叢書京都産業叢書 
  3.  宇治茶の調査宇治茶の調査宇治茶の調査宇治茶の調査 
   昭和15(1940)    92p 
 

ＭＭＭＭ    
 
マネジメント社調査部マネジメント社調査部マネジメント社調査部マネジメント社調査部 
 マネジメント研究資料マネジメント研究資料マネジメント研究資料マネジメント研究資料 
  第 2輯 資金能率の増進法資金能率の増進法資金能率の増進法資金能率の増進法     三輪寛著 
   大正15(1926)    66p 
 
明治生命保険株式会社明治生命保険株式会社明治生命保険株式会社明治生命保険株式会社 
 財界はどうなるか財界はどうなるか財界はどうなるか財界はどうなるか -公債増発不安なし- 
  昭和12(1937)    18p 
 
三重県内務部農務課三重県内務部農務課三重県内務部農務課三重県内務部農務課 
 茶業ニ関スル調査茶業ニ関スル調査茶業ニ関スル調査茶業ニ関スル調査 
  昭和3(1928)    129p 図 
 
三菱銀行調査課三菱銀行調査課三菱銀行調査課三菱銀行調査課 
 調査報告調査報告調査報告調査報告 
  海外経済事情海外経済事情海外経済事情海外経済事情 第第第第8888輯輯輯輯 
   昭和16(1941)    102p 
 
    支那の外債支那の外債支那の外債支那の外債 
    昭和15(1940)    336p    [海外経済事情別冊] 
 
三菱合資会社資料課三菱合資会社資料課三菱合資会社資料課三菱合資会社資料課 
 昭和三年に於ける経済界及労働界の回顧と昭和四昭和三年に於ける経済界及労働界の回顧と昭和四昭和三年に於ける経済界及労働界の回顧と昭和四昭和三年に於ける経済界及労働界の回顧と昭和四    
        年に対する展望年に対する展望年に対する展望年に対する展望 
  其 3 支那事情支那事情支那事情支那事情     天海謙三郎調査 
   昭和4(1929)    94p  
      [｢本邦財界情勢｣2月号附録 3] 

 
    其 4  米国経済界情勢米国経済界情勢米国経済界情勢米国経済界情勢     佐倉重夫調査 
   昭和4(1929)    83p  
      [｢本邦財界情勢｣2月号附録 4] 
 
    其 5  本邦対各国貿易本邦対各国貿易本邦対各国貿易本邦対各国貿易    
                              水野絮輔,前田昭,小見敬調査 
   昭和4(1929)    88p 表  
      [｢本邦財界情勢｣2月号附録 5] 
 
  資料彙報資料彙報資料彙報資料彙報 
  第 63号 支那の借款事情支那の借款事情支那の借款事情支那の借款事情  
   大正12(1923)    186p 表  
     [乙.海外経済事情之部 第11冊] 
 
    第259号 日本の社会問題日本の社会問題日本の社会問題日本の社会問題  ケネディ著 
   大正14(1925)    25p  
      [甲.本邦経済事情之部 第32冊] 
 
    第260号 関税会議に対する支那の世論一斑関税会議に対する支那の世論一斑関税会議に対する支那の世論一斑関税会議に対する支那の世論一斑 
   〔大正14(1925)〕    51p 
      [乙.海外経済事情之部 第80冊] 
 
  第262号    支那労働事情支那労働事情支那労働事情支那労働事情    
                                                交通労働者に対する支那政府の施設交通労働者に対する支那政府の施設交通労働者に対する支那政府の施設交通労働者に対する支那政府の施設 
      大正14(1925)    56p 
      [丁.労働之部 第52冊] 
 
  第272号 英国造船労働事情に関する労資共同調英国造船労働事情に関する労資共同調英国造船労働事情に関する労資共同調英国造船労働事情に関する労資共同調    
                                                    査報告査報告査報告査報告 
      大正15(1926)    31p  
      [乙.海外経済事情之部 83冊] 
 
  第275号 混沌の支那政局混沌の支那政局混沌の支那政局混沌の支那政局 
      大正15(1926)    17p  
      [乙.海外経済事情之部 第84冊] 
 
  第279号 欧州に於ける八時間労働制度採用の成欧州に於ける八時間労働制度採用の成欧州に於ける八時間労働制度採用の成欧州に於ける八時間労働制度採用の成    
                                                    績績績績((((上上上上))))    八時間制度と技術的進歩 
      大正15(1926)    48p  表 
    [丁.労働之部 第54冊]  
 
  第280号 欧州に於ける八時間労働制度採用の成欧州に於ける八時間労働制度採用の成欧州に於ける八時間労働制度採用の成欧州に於ける八時間労働制度採用の成    
                                                    績績績績((((下）下）下）下）    八時間制度と技術的進歩 
   大正15(1926)   51p  表 
     [丁.労働之部 第55冊]  
 
    第282号 米国産業繁栄の秘策米国産業繁栄の秘策米国産業繁栄の秘策米国産業繁栄の秘策    
                                      B.Austin, W.F.Lloyd著  
   大正15(1926)    72p 
      原書名：The Secret of High Wages.  
      [乙.海外経済   事情之部 第86冊] 
 
   第283号 奉天票に就いて奉天票に就いて奉天票に就いて奉天票に就いて 
   大正15(1926)    59p 
      [乙.海外経済事情之部 第87冊] 
 
三菱経済研究所三菱経済研究所三菱経済研究所三菱経済研究所 
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 世界経済不況ノ現状及対策世界経済不況ノ現状及対策世界経済不況ノ現状及対策世界経済不況ノ現状及対策 
  昭和7(1932)    363p 
 
  東洋及南洋諸国の国際貿易と日本の地位東洋及南洋諸国の国際貿易と日本の地位東洋及南洋諸国の国際貿易と日本の地位東洋及南洋諸国の国際貿易と日本の地位 
  昭和7(1932)    517p 
 
三菱商事株式会社業務部調査課三菱商事株式会社業務部調査課三菱商事株式会社業務部調査課三菱商事株式会社業務部調査課 
 南方調査資料南方調査資料南方調査資料南方調査資料    第1分冊ー第3分冊 
  昭和17(1942)    3 冊 
 
三菱倉庫株式会社三菱倉庫株式会社三菱倉庫株式会社三菱倉庫株式会社 
 統制経済下に於ける配給機構統制経済下に於ける配給機構統制経済下に於ける配給機構統制経済下に於ける配給機構     三橋信三著 
  昭和15(1940)    12p 
 
三井合名会社調査三井合名会社調査三井合名会社調査三井合名会社調査部部部部 
 米国工業界に於ける持株会社に就いて米国工業界に於ける持株会社に就いて米国工業界に於ける持株会社に就いて米国工業界に於ける持株会社に就いて 
  昭和15(1940)    33p 
 
  米国に於ける銀行コンツェルン米国に於ける銀行コンツェルン米国に於ける銀行コンツェルン米国に於ける銀行コンツェルン    
    附:モルガン家の発展と最近の改組 
  昭和15(1940)    55p 
 
  調査部報告調査部報告調査部報告調査部報告 
  第732号 新興産業捕鯨業に就いて新興産業捕鯨業に就いて新興産業捕鯨業に就いて新興産業捕鯨業に就いて 
   昭和14(1939)    17p 
 
  原始産業より観たる南洋事情原始産業より観たる南洋事情原始産業より観たる南洋事情原始産業より観たる南洋事情  漆山雅喜講演 
  昭和14(1939)    25p 
 
  日米通商条約の廃棄が南部加州に及ぼすべき影響日米通商条約の廃棄が南部加州に及ぼすべき影響日米通商条約の廃棄が南部加州に及ぼすべき影響日米通商条約の廃棄が南部加州に及ぼすべき影響    
        に就いてに就いてに就いてに就いて -第1次研究覚書- 
  クラレンス･Ｈ･マストン著 
   昭和14(1939)    20p 
 
  欧州戦に因る日ソ関係の将来欧州戦に因る日ソ関係の将来欧州戦に因る日ソ関係の将来欧州戦に因る日ソ関係の将来  近藤義晴講演 
  昭和14(1939)    12p 
 
  陸軍の軍需産業利潤統制に就て陸軍の軍需産業利潤統制に就て陸軍の軍需産業利潤統制に就て陸軍の軍需産業利潤統制に就て     黒澤清講演 
  昭和15(1940)    32p 
 
  最近のドイツ物価政策最近のドイツ物価政策最近のドイツ物価政策最近のドイツ物価政策 
  昭和15(1940)    21p 
 
  我国物価騰貴の様相と物価対策我国物価騰貴の様相と物価対策我国物価騰貴の様相と物価対策我国物価騰貴の様相と物価対策 
  昭和15(1940)    52p 
 
  税制改革案概要税制改革案概要税制改革案概要税制改革案概要 
  昭和15(1940)    57p 
 
三井合名会社調査課三井合名会社調査課三井合名会社調査課三井合名会社調査課 
 独逸労働組合法制綱要独逸労働組合法制綱要独逸労働組合法制綱要独逸労働組合法制綱要 
  大正15(1926)    49p 
 
  英英英英国労働組合員米国産業視察報告国労働組合員米国産業視察報告国労働組合員米国産業視察報告国労働組合員米国産業視察報告 
  大正15(1926)    82p 
 
  英国新労働組合法英国新労働組合法英国新労働組合法英国新労働組合法 
  昭和2(1927)    76p 

 
  日本綿業の地位日本綿業の地位日本綿業の地位日本綿業の地位 
  昭和8(1933)    60p  表 
 
三井銀行三井銀行三井銀行三井銀行 
 国民貯蓄組合に就て国民貯蓄組合に就て国民貯蓄組合に就て国民貯蓄組合に就て 
  昭和16(1941)    61p 
 
三井信託株式会社三井信託株式会社三井信託株式会社三井信託株式会社 
 信託類例信託類例信託類例信託類例     
  昭和10(1935)    136p 
 
門司税関長官房調査係門司税関長官房調査係門司税関長官房調査係門司税関長官房調査係 
 主要貿易品内地需給関係主要貿易品内地需給関係主要貿易品内地需給関係主要貿易品内地需給関係 
  昭和2(1927)    30p 
 
文部省文部省文部省文部省 
 暴風講話暴風講話暴風講話暴風講話     岡田武松講演 
  昭和10(1935)    44p  図 
 
 法人一覧法人一覧法人一覧法人一覧 
  昭和14(1939)    229p 
 
 標準漢字便覧標準漢字便覧標準漢字便覧標準漢字便覧 
  昭和18(1943)    109p 
 
  国民精神総動員資料国民精神総動員資料国民精神総動員資料国民精神総動員資料 
  第11輯 非常時国民生活様式の確立非常時国民生活様式の確立非常時国民生活様式の確立非常時国民生活様式の確立 
   昭和13(1938)    26p 
 
  教育勅語の御精神を拝察し奉りて教育勅語の御精神を拝察し奉りて教育勅語の御精神を拝察し奉りて教育勅語の御精神を拝察し奉りて    ----文部大臣謹話- 
  〔昭和5(1930)〕   18p 
 
  教化の資料教化の資料教化の資料教化の資料 第第第第5555輯輯輯輯 
  昭和4(1929)    25p 
 
  全国育英事業概況全国育英事業概況全国育英事業概況全国育英事業概況 
  昭和4(1929)    111p 
 
文部省調査部文部省調査部文部省調査部文部省調査部                                                                                                                                                                                                                
    内外教育制度ノ調査内外教育制度ノ調査内外教育制度ノ調査内外教育制度ノ調査 第2輯,第4輯 
  昭和6(1931)-昭和7(1932)    2冊 
 
文部省大臣官房体育課文部省大臣官房体育課文部省大臣官房体育課文部省大臣官房体育課                                                                                                                                                                                
    米国に於ける学生の運動競技米国に於ける学生の運動競技米国に於ける学生の運動競技米国に於ける学生の運動競技 
  昭和7(1932)    69p 
 
  冬期登山の遭難防止に就て冬期登山の遭難防止に就て冬期登山の遭難防止に就て冬期登山の遭難防止に就て 
        昭和10(1935)    14p 
 
文部省普通学務局文部省普通学務局文部省普通学務局文部省普通学務局                                                                                                                                                                                                
    公益法人一覧公益法人一覧公益法人一覧公益法人一覧 
  大正15(1926)    49p 
 
  社会教育叢書社会教育叢書社会教育叢書社会教育叢書 
     第 4輯 児童保護児童保護児童保護児童保護    
                                            其の1  妊娠分娩前後に於ける注意妊娠分娩前後に於ける注意妊娠分娩前後に於ける注意妊娠分娩前後に於ける注意 
   大正13(1924)    38p 
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    第 5輯    商事要項商事要項商事要項商事要項 
   大正13(1924)    88p 
 
  第 6輯 京阪地方の自然地理京阪地方の自然地理京阪地方の自然地理京阪地方の自然地理 
      大正13(1924)    41p 
 
    第27輯 心学講舎の普及に関する調査心学講舎の普及に関する調査心学講舎の普及に関する調査心学講舎の普及に関する調査 
   昭和6(1931)    64p 
 
    第28輯    独逸に於ける成人教育独逸に於ける成人教育独逸に於ける成人教育独逸に於ける成人教育 
   昭和7(1932)    34p 
 
    第31輯 江戸時代に於ける社会教化資料江戸時代に於ける社会教化資料江戸時代に於ける社会教化資料江戸時代に於ける社会教化資料 
   昭和9(1934)    98p 表 図 
 
   [第27輯以降：社会教育局] 
 
 震災に関する教育資料震災に関する教育資料震災に関する教育資料震災に関する教育資料 第1輯-第3輯 
  大正12(1923)    3冊 
 
文部省実業学務局文部省実業学務局文部省実業学務局文部省実業学務局     
 仏蘭西ノ実業教育法令仏蘭西ノ実業教育法令仏蘭西ノ実業教育法令仏蘭西ノ実業教育法令((((条文及訓令条文及訓令条文及訓令条文及訓令) ) ) ) 前編前編前編前編 
  昭和9(1934)    356p 
 
  実業学校一覧実業学校一覧実業学校一覧実業学校一覧    昭和7年4月10日現在 
  昭和7(1932)    177p 
    [附:実業補習学校教員養成所一覧] 
 
 実業教育五十年史実業教育五十年史実業教育五十年史実業教育五十年史 
  昭和9(1934)    522p 
    [実業教育50周年記念会刊行] 
 
 実業教育五十年史続編実業教育五十年史続編実業教育五十年史続編実業教育五十年史続編 
  昭和11(1936)    288p  
    [実業教育50周年記念会刊行] 
 
文部省実業学務局調査室文部省実業学務局調査室文部省実業学務局調査室文部省実業学務局調査室 
 独逸の職業学校独逸の職業学校独逸の職業学校独逸の職業学校 後編後編後編後編 
  昭和10(1935)    375p 
 
  会社工場従業員教育施設調査報告会社工場従業員教育施設調査報告会社工場従業員教育施設調査報告会社工場従業員教育施設調査報告 
  昭和5(1930) 
 
  各種会社各種会社各種会社各種会社,,,,工場従業員学歴総合集計工場従業員学歴総合集計工場従業員学歴総合集計工場従業員学歴総合集計 
  昭和5(1930) 
 
  官業従業員学歴官業従業員学歴官業従業員学歴官業従業員学歴調査報告調査報告調査報告調査報告 
  1.  専売局専売局専売局専売局 
   〔昭和5(1930)〕   1冊 表 
 
 一九一二年英国統合教育条例一九一二年英国統合教育条例一九一二年英国統合教育条例一九一二年英国統合教育条例    ----条文及註釈- 
  昭和8(1933)    434p 
    ["Owen's Education Act Manual, 1923" に拠る] 
 
 文部省教学局文部省教学局文部省教学局文部省教学局 
 興亜学生勤労報国隊報告書興亜学生勤労報国隊報告書興亜学生勤労報国隊報告書興亜学生勤労報国隊報告書 
  昭和17(1942)    352p 図 

 
 興亜青年勤労報国隊学生隊報告並感想文集興亜青年勤労報国隊学生隊報告並感想文集興亜青年勤労報国隊学生隊報告並感想文集興亜青年勤労報国隊学生隊報告並感想文集 
  昭和15(1940)    393p 
 
 教学叢書教学叢書教学叢書教学叢書 
  特輯 6 我が国の資源に就いて我が国の資源に就いて我が国の資源に就いて我が国の資源に就いて  山田秀三講演 
   昭和13(1936)    30p 
 
    特輯 8 財政経済より観たる支那財政経済より観たる支那財政経済より観たる支那財政経済より観たる支那    
    
                                  木村増太郎講演 
   昭和13(1938)    74p 
 
    特輯13 国史上より見たる国体と国民精神国史上より見たる国体と国民精神国史上より見たる国体と国民精神国史上より見たる国体と国民精神    
                                     長沼賢海講演 
   昭和14(1939)    41p 
 
  日本文化講義要旨日本文化講義要旨日本文化講義要旨日本文化講義要旨 
  昭和13(1938)    146p 
 
  日本精神叢書日本精神叢書日本精神叢書日本精神叢書 
    →  文部省思想局文部省思想局文部省思想局文部省思想局 
 
  日本諸学研究報告日本諸学研究報告日本諸学研究報告日本諸学研究報告 
  第16篇 経済学経済学経済学経済学 
   昭和17(1942)    246p 
 
  日本諸学振興委員会研究日本諸学振興委員会研究日本諸学振興委員会研究日本諸学振興委員会研究報告報告報告報告 
  第 5篇 経済学経済学経済学経済学 
   昭和14(1939)    136p 
 
    第15篇 自然科学自然科学自然科学自然科学 
   昭和17(1942)    303p 
 
文部省教育調査部文部省教育調査部文部省教育調査部文部省教育調査部 
 興亜教育参考資料興亜教育参考資料興亜教育参考資料興亜教育参考資料     
  第 1輯 大東亜新秩序建設の意義大東亜新秩序建設の意義大東亜新秩序建設の意義大東亜新秩序建設の意義 
   昭和16(1941)    226p 
 
  教育制度の調査教育制度の調査教育制度の調査教育制度の調査    第第第第12121212輯輯輯輯 
  昭和16(1941)    264p 
 
文部省専門学務局文部省専門学務局文部省専門学務局文部省専門学務局     
  カイザー･ヴィルヘルム科学振興協会二十五年誌カイザー･ヴィルヘルム科学振興協会二十五年誌カイザー･ヴィルヘルム科学振興協会二十五年誌カイザー･ヴィルヘルム科学振興協会二十五年誌 
    第 1巻  要覧要覧要覧要覧 
      昭和17(1942)    188p 
 
 高等諸学校一覧高等諸学校一覧高等諸学校一覧高等諸学校一覧 昭和7年,昭和9年 
  昭和7(1932)-昭和9(1934)    2冊 
 
 文部省在外研究員表文部省在外研究員表文部省在外研究員表文部省在外研究員表 昭和8年3月31日調 
  昭和8(1933)    42p 
 
文部省社会教育局文部省社会教育局文部省社会教育局文部省社会教育局     
 非常時と国民の覚悟非常時と国民の覚悟非常時と国民の覚悟非常時と国民の覚悟 
  昭和8(1933)    18p 
 
  教育映画研究資料教育映画研究資料教育映画研究資料教育映画研究資料 
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  第 9輯 道府県及び都市に於ける教育映画利用道府県及び都市に於ける教育映画利用道府県及び都市に於ける教育映画利用道府県及び都市に於ける教育映画利用    
                                                状況状況状況状況 昭和6年度 
   昭和8(1933)    66p 
 
  民衆娯楽調査資料民衆娯楽調査資料民衆娯楽調査資料民衆娯楽調査資料 
  第 4輯 興行映画調査興行映画調査興行映画調査興行映画調査(3)(3)(3)(3) 
      昭和8(1933)    59p 
 
    第 5輯 全国農山漁村娯楽状況全国農山漁村娯楽状況全国農山漁村娯楽状況全国農山漁村娯楽状況((((下下下下)))) 
   昭和8(1933)    91p 
 
    第 7輯 興行映画調査興行映画調査興行映画調査興行映画調査(4)(4)(4)(4) 
      昭和9(1934)    40p 表10 
 
  文部省製作映画目録文部省製作映画目録文部省製作映画目録文部省製作映画目録 
  昭和11(1936)    53p 
 
 日本思想叢書日本思想叢書日本思想叢書日本思想叢書 
  第 4編 祝詞宣命祝詞宣命祝詞宣命祝詞宣命 
   昭和 7(1932)    191p 
 
文部省思想局文部省思想局文部省思想局文部省思想局   
 日本精神叢書日本精神叢書日本精神叢書日本精神叢書 
  25.  中臣祓と民族精神中臣祓と民族精神中臣祓と民族精神中臣祓と民族精神  河野省三著 
    昭和12(1937)    70p 
 
    29.  戦記物語と日本精神戦記物語と日本精神戦記物語と日本精神戦記物語と日本精神  高木武著 
    昭和12(1937)    83p 
 
    31.  道元と日本の禅道元と日本の禅道元と日本の禅道元と日本の禅     紀平正美著 
    昭和12(1937)    100p 
 
    44.  長谷川昭道の皇道述義長谷川昭道の皇道述義長谷川昭道の皇道述義長谷川昭道の皇道述義    飯島忠夫 
       昭和14(1939)    84p 
 
    49.  直毘靈直毘靈直毘靈直毘靈ー神の道とやまと心ー    安藤正次 

   昭和14(1939)    57p 
 
    56.  法然と日本文化法然と日本文化法然と日本文化法然と日本文化    椎名辨匡 

   昭和15(1940)    82p 
 
    [29以降:教学局] 
 
室蘭商工会議所室蘭商工会議所室蘭商工会議所室蘭商工会議所 
 室蘭市内主要商店街調査室蘭市内主要商店街調査室蘭市内主要商店街調査室蘭市内主要商店街調査報告報告報告報告        
        昭和11年4月15日現在 
  昭和11(1936)    12p 表 
 

ＮＮＮＮ    
 
長野県長野県長野県長野県 
 長野県蚕糸業更新五ヶ年計画長野県蚕糸業更新五ヶ年計画長野県蚕糸業更新五ヶ年計画長野県蚕糸業更新五ヶ年計画 
  昭和8(1933)    48p 
 
長野市職業紹介所長野市職業紹介所長野市職業紹介所長野市職業紹介所 
 産業組合の発達と中商工業者の将来産業組合の発達と中商工業者の将来産業組合の発達と中商工業者の将来産業組合の発達と中商工業者の将来    
        ----社会不安の実相- 
  昭和10(1935)    140p 表 

 
 職業紹介所より見たる農山村地方都市壮丁体質低職業紹介所より見たる農山村地方都市壮丁体質低職業紹介所より見たる農山村地方都市壮丁体質低職業紹介所より見たる農山村地方都市壮丁体質低    
        下に関する調査下に関する調査下に関する調査下に関する調査 
  昭和13(1938)    123p 
 
長崎県内務部産業組合中央会長崎支会長崎県内務部産業組合中央会長崎支会長崎県内務部産業組合中央会長崎支会長崎県内務部産業組合中央会長崎支会 
 長崎県の産業組合長崎県の産業組合長崎県の産業組合長崎県の産業組合 
  大正14(1925)    56p 地図  
   [産業組合法発布25周年記念] 
 
長崎県立農事試験場長崎県立農事試験場長崎県立農事試験場長崎県立農事試験場 
 欧米に於ける農業組合欧米に於ける農業組合欧米に於ける農業組合欧米に於ける農業組合  田中富太郎調査 
  昭和6(1931)    29p 
 
長崎商業会議所長崎商業会議所長崎商業会議所長崎商業会議所 
 商業会議所機能の研究商業会議所機能の研究商業会議所機能の研究商業会議所機能の研究     鈴木教著 
  昭和2(1927)    53p 
   [｢長崎商業会議所報｣第101号附録] 
 
長崎商工会議所長崎商工会議所長崎商工会議所長崎商工会議所 
 エチオピア事情エチオピア事情エチオピア事情エチオピア事情 
  〔昭和8(1933)〕    16p 図 
   [｢長崎商工会議所経済月報｣第166号(12月号)附 
     録] 
 
 長崎市商店街に関する調査長崎市商店街に関する調査長崎市商店街に関する調査長崎市商店街に関する調査 
  昭和11(1936)    48p  図 
 
 上海事変慰問使報告講演上海事変慰問使報告講演上海事変慰問使報告講演上海事変慰問使報告講演     鈴木教講演 
  昭和7(1932)    18p  地図 
 
 商法改正の要点と其の登記手続商法改正の要点と其の登記手続商法改正の要点と其の登記手続商法改正の要点と其の登記手続 
  昭和15(1940)    46p 
 
長崎市長崎市長崎市長崎市 
 市政調査資料市政調査資料市政調査資料市政調査資料 
  第 6輯 我国移植民の現況と長崎移民収容所の我国移植民の現況と長崎移民収容所の我国移植民の現況と長崎移民収容所の我国移植民の現況と長崎移民収容所の    
                                                将来将来将来将来 
   昭和7(1932)    66p  図 
 
名古屋商工会議所名古屋商工会議所名古屋商工会議所名古屋商工会議所 
 時局経済調査及研究時局経済調査及研究時局経済調査及研究時局経済調査及研究 
  第 9輯 名古屋市に於ける小売業経営の実態名古屋市に於ける小売業経営の実態名古屋市に於ける小売業経営の実態名古屋市に於ける小売業経営の実態 
   昭和14(1939)    149p  表 
     [商工省委嘱調査] 
 
  第10輯 中部地方に中部地方に中部地方に中部地方に於ける電力制限問題の経過於ける電力制限問題の経過於ける電力制限問題の経過於ける電力制限問題の経過    
                                                並に影響並に影響並に影響並に影響 
   昭和15(1940)    48p 
 
    第22輯 支那事変下に於ける名古屋地方商取引支那事変下に於ける名古屋地方商取引支那事変下に於ける名古屋地方商取引支那事変下に於ける名古屋地方商取引    
                                                事情の変遷事情の変遷事情の変遷事情の変遷 
   昭和17(1942)    266p 
 
    第24輯    名古屋市に於ける小売業整備の実状名古屋市に於ける小売業整備の実状名古屋市に於ける小売業整備の実状名古屋市に於ける小売業整備の実状 
   昭和17(1942)    64p 
 
    第26輯 名古屋市小売業実態調査概要名古屋市小売業実態調査概要名古屋市小売業実態調査概要名古屋市小売業実態調査概要    
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                                            昭和17年10月実施 
   昭和18(1943)    96p 
 
  名古屋ノ産業名古屋ノ産業名古屋ノ産業名古屋ノ産業 
  昭和16(1941)    88p 
 
  名古屋ノ産業名古屋ノ産業名古屋ノ産業名古屋ノ産業         
  昭和17(1942)    93p 
 
名古屋市名古屋市名古屋市名古屋市 
 産業上より観たる大名古屋市産業上より観たる大名古屋市産業上より観たる大名古屋市産業上より観たる大名古屋市 
  大正14(1925)    33p  地図 
 
名古屋市経済局東亜課名古屋市経済局東亜課名古屋市経済局東亜課名古屋市経済局東亜課          
 大東亜建設の重要諸問題大東亜建設の重要諸問題大東亜建設の重要諸問題大東亜建設の重要諸問題 
  昭和18(1943)    92p 
 
名古屋市臨時中小商工業対策調査会名古屋市臨時中小商工業対策調査会名古屋市臨時中小商工業対策調査会名古屋市臨時中小商工業対策調査会 
 名古屋市臨時中小商工業対策調査会答申書名古屋市臨時中小商工業対策調査会答申書名古屋市臨時中小商工業対策調査会答申書名古屋市臨時中小商工業対策調査会答申書 
  昭和16(1941)    151p 
    
名古屋市産業部名古屋市産業部名古屋市産業部名古屋市産業部 
 貿易品と新意匠貿易品と新意匠貿易品と新意匠貿易品と新意匠 
  昭和16(1941)    20p 図 
 
 貿易統制令関係法規集貿易統制令関係法規集貿易統制令関係法規集貿易統制令関係法規集 
  昭和16(1941)    100p 
 
  北支経済調査北支経済調査北支経済調査北支経済調査 
  昭和13(1938)    374p  表 
 
 戦時経済講座戦時経済講座戦時経済講座戦時経済講座 第2輯-第5輯 
  昭和14(1939)-昭和17(1942)    4冊 
    [第5輯：産業局] 
 
名古屋市産業部貿易課名古屋市産業部貿易課名古屋市産業部貿易課名古屋市産業部貿易課         
 名古屋市貿易委員会資料名古屋市貿易委員会資料名古屋市貿易委員会資料名古屋市貿易委員会資料 
  第 6輯 欧州戦乱と海運界欧州戦乱と海運界欧州戦乱と海運界欧州戦乱と海運界 
   昭和14(1939)    32p 
 
名古屋市産業部商業課名古屋市産業部商業課名古屋市産業部商業課名古屋市産業部商業課     
 会計整理法調査研究会計整理法調査研究会計整理法調査研究会計整理法調査研究 
  昭和14(1939)    129p 表 
 
名古屋市産業部商工課名古屋市産業部商工課名古屋市産業部商工課名古屋市産業部商工課 
 名古屋市ノ組合一覧名古屋市ノ組合一覧名古屋市ノ組合一覧名古屋市ノ組合一覧 
  昭和14(1939)    71p 
 
名古屋市戦時経済局名古屋市戦時経済局名古屋市戦時経済局名古屋市戦時経済局 
    名古屋の産業経済名古屋の産業経済名古屋の産業経済名古屋の産業経済 
  昭和18(1943)    107p 
 
 名古屋市総務部庶務課名古屋市総務部庶務課名古屋市総務部庶務課名古屋市総務部庶務課 
    名古屋市政の現状名古屋市政の現状名古屋市政の現状名古屋市政の現状 
  大正15(1926)    55p 地図 
 
名古屋鉄道局名古屋鉄道局名古屋鉄道局名古屋鉄道局 
 中部日本の自動車運輸中部日本の自動車運輸中部日本の自動車運輸中部日本の自動車運輸 

  昭和5(1930)    656p  地図 表 
 
 中部日本の産物を尋ねて中部日本の産物を尋ねて中部日本の産物を尋ねて中部日本の産物を尋ねて 
  昭和3(1928)    282p  地図11 図49 
 
  吉会鉄道と北鮮三港並に間島の概観吉会鉄道と北鮮三港並に間島の概観吉会鉄道と北鮮三港並に間島の概観吉会鉄道と北鮮三港並に間島の概観 
  昭和7(1932)    34p  地図 
 
名古屋陶磁器輸出組合名古屋陶磁器輸出組合名古屋陶磁器輸出組合名古屋陶磁器輸出組合 
 本邦輸出陶磁器に関する参考資料本邦輸出陶磁器に関する参考資料本邦輸出陶磁器に関する参考資料本邦輸出陶磁器に関する参考資料 
  昭和10(1935)    39p  表 
 
名古屋税務署名古屋税務署名古屋税務署名古屋税務署 
 取引所税の話取引所税の話取引所税の話取引所税の話 
  昭和6(1931)    58p 
 
名古屋税務署監督局名古屋税務署監督局名古屋税務署監督局名古屋税務署監督局 
 物価図表物価図表物価図表物価図表 
  〔昭和12(1937)〕    79p     [経済調査時報附録] 
 
内閣情報部内閣情報部内閣情報部内閣情報部 
 週報叢書週報叢書週報叢書週報叢書 
    1.  会社経理統制令解説会社経理統制令解説会社経理統制令解説会社経理統制令解説 
   昭和15(1940)    177p 
 
  2.  賃金統制令解説賃金統制令解説賃金統制令解説賃金統制令解説 
   昭和15(1940)    126p 
 
内閣恩給局内閣恩給局内閣恩給局内閣恩給局 
 新恩給額計算表新恩給額計算表新恩給額計算表新恩給額計算表 
  昭和6(1931)    28p 
 
内閣統計局内閣統計局内閣統計局内閣統計局 
 分量的ニ観察シタル脚分量的ニ観察シタル脚分量的ニ観察シタル脚分量的ニ観察シタル脚気気気気 
  明治39(1906)    180p    [内閣統計局臨時刊行] 
 
 調査資料調査資料調査資料調査資料 
  第 1輯 父母の年令と出生との関係父母の年令と出生との関係父母の年令と出生との関係父母の年令と出生との関係 
   昭和2(1927)    55p  表 
 
  第 2輯 企業の発展と資本の集積企業の発展と資本の集積企業の発展と資本の集積企業の発展と資本の集積 
   昭和4(1929)    59p  表39 
 
  維新以後帝国統計材料彙纂維新以後帝国統計材料彙纂維新以後帝国統計材料彙纂維新以後帝国統計材料彙纂 
  第 1輯 民有地ニ関スル統計材料民有地ニ関スル統計材料民有地ニ関スル統計材料民有地ニ関スル統計材料 
   大正元(1912)    271p 
 
    第 3輯 刑事被告人ニ関スル統計材料刑事被告人ニ関スル統計材料刑事被告人ニ関スル統計材料刑事被告人ニ関スル統計材料 
   大正2(1913)    29p 
 
  家計調査提要家計調査提要家計調査提要家計調査提要 
  〔大正15(1926)〕    42p 
 
  産業及職業分類の方法産業及職業分類の方法産業及職業分類の方法産業及職業分類の方法 
   大正14(1925)    106p 
 
内務省衛生局内務省衛生局内務省衛生局内務省衛生局 
 国立公園ニ関スル法規国立公園ニ関スル法規国立公園ニ関スル法規国立公園ニ関スル法規 
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  昭和6(1931)    21p 
 
内務省復興局内務省復興局内務省復興局内務省復興局     
 現代都市の建設現代都市の建設現代都市の建設現代都市の建設((((其其其其2)2)2)2) 
   〔     〕    25p 
 
内務省復興局長官官房計画課内務省復興局長官官房計画課内務省復興局長官官房計画課内務省復興局長官官房計画課 
    江戸の交通運輸組織江戸の交通運輸組織江戸の交通運輸組織江戸の交通運輸組織  
  〔昭和3(1928)〕   19p 
 
  復興局調査彙報復興局調査彙報復興局調査彙報復興局調査彙報 
  第 6号 公園及休養娯楽施設論公園及休養娯楽施設論公園及休養娯楽施設論公園及休養娯楽施設論 
   大正13(1924)    43p 
 
    第 7号 地方計画及大都市計画地方計画及大都市計画地方計画及大都市計画地方計画及大都市計画    
                                     ジョーヂ･ビー･フォード 
   大正13(1924)    57p 
      原書名:Regional and Metropolitan Planning; 
             Principles,Methods,Co-operation. 
 
    第 8号 紐育及其附近の地方計画紐育及其附近の地方計画紐育及其附近の地方計画紐育及其附近の地方計画 
   大正13(1924)    106p  図 
     原書名:Planning of New York and its 
             Environsreport of Progress. 及び  
             Suggestions for City Planning Groups  
             Based on the Preliminary Studies of 
             the Regional Plan of tne New York and 
             its Environs.  
 
    第 9号 独逸ニ於ケル都市計画法制及行政独逸ニ於ケル都市計画法制及行政独逸ニ於ケル都市計画法制及行政独逸ニ於ケル都市計画法制及行政((((続続続続))))    
                                                ----ザクセン一般建築法- 
   大正13(1924)    153p 
 
    第10号 都市計画に関する仏国法制及行政都市計画に関する仏国法制及行政都市計画に関する仏国法制及行政都市計画に関する仏国法制及行政    
                                            都市計画に関する米国法制及行政ホイ都市計画に関する米国法制及行政ホイ都市計画に関する米国法制及行政ホイ都市計画に関する米国法制及行政ホイ    
                                                ツトン地方地域制論ツトン地方地域制論ツトン地方地域制論ツトン地方地域制論 
   大正14(1925)    94p 
 
    第11号 交通問題に関する調査交通問題に関する調査交通問題に関する調査交通問題に関する調査    
                                            道路名街路名町名地番に関する調査道路名街路名町名地番に関する調査道路名街路名町名地番に関する調査道路名街路名町名地番に関する調査    
                                                火災と都市計画火災と都市計画火災と都市計画火災と都市計画            其の他其の他其の他其の他      
      大正14(1925)    88p 
 
  プロイセン都市計画法案プロイセン都市計画法案プロイセン都市計画法案プロイセン都市計画法案 
  昭和3(1928)    76p   [第3版] 
 
内務省計画課内務省計画課内務省計画課内務省計画課     
 地方計画参考資料地方計画参考資料地方計画参考資料地方計画参考資料 
  米国国家資源委員会の機構米国国家資源委員会の機構米国国家資源委員会の機構米国国家資源委員会の機構    
            米国地方計画標準法案米国地方計画標準法案米国地方計画標準法案米国地方計画標準法案 
   〔昭和11(1936)〕    27p  
      [1936年6月16日国家資源委員会刊｢経過報告｣ 
       第2章の全訳] 
 
  大ロンドン地方計画第一次報告大ロンドン地方計画第一次報告大ロンドン地方計画第一次報告大ロンドン地方計画第一次報告 
   昭和14(1939)    115p 地図  
     原書名：Greater London Regional Planning  
              Committee First Report,Dec. 1929. 

 
    独逸地方計画関係法令独逸地方計画関係法令独逸地方計画関係法令独逸地方計画関係法令 
   〔昭和11(1936)〕   24p 
 
       国土計画及地方計画の行政的基礎国土計画及地方計画の行政的基礎国土計画及地方計画の行政的基礎国土計画及地方計画の行政的基礎 
   昭和15(1940)    84p 
      原書名：Administrative Basis of National and  
              Regional Planning. 
      [第17回(1939)国際住宅及都市計画会議に於け 
       る報告] 
 
  巴里地方計画巴里地方計画巴里地方計画巴里地方計画     ガストン・バルデ 
   昭和15(1940)    34p 
      原書名：L'Organisation de la Region  
              Parisienne per Gaston Bardet. 
              ("L'Architecture d'Aujourd'hui". 
                Mars. 1939 所載) 
 
    地方計画資料地方計画資料地方計画資料地方計画資料 第2号-第3号 
   〔昭和16(1941)-昭和17(1942)〕    2冊 
 
内務省国土局内務省国土局内務省国土局内務省国土局 
 地方計画参考資料地方計画参考資料地方計画参考資料地方計画参考資料 
  ドイツ国中央計画叢書ドイツ国中央計画叢書ドイツ国中央計画叢書ドイツ国中央計画叢書 
   第 1巻 〔ドイツ〕国中央計画院〔ドイツ〕国中央計画院〔ドイツ〕国中央計画院〔ドイツ〕国中央計画院 
    昭和14(1939)    13p 表 
      原書名：Haus der Reichsplanung. 
 
      第 2巻 経済圏及自給自足の段階経済圏及自給自足の段階経済圏及自給自足の段階経済圏及自給自足の段階 
    〔昭和15(1940)〕   67p 
      原書名：Wirtschaftskreise und Stufen der 
             Selbstversorgung. 
 
      第 4巻 立地問題文献集立地問題文献集立地問題文献集立地問題文献集 
    〔昭和15(1940)〕   38p  
       原書名：Literatur uber Standortfragen. 
        [第2版] 
 
内務省社会局第二部内務省社会局第二部内務省社会局第二部内務省社会局第二部     
 労働保険調査資料労働保険調査資料労働保険調査資料労働保険調査資料 
  第 1号 墺太利連邦労働者及使用人養老廃疾及墺太利連邦労働者及使用人養老廃疾及墺太利連邦労働者及使用人養老廃疾及墺太利連邦労働者及使用人養老廃疾及    
                                                遺族保険法遺族保険法遺族保険法遺族保険法 
   大正13(1924)    49p 
 
    第 2号 伊太利廃疾老齢保険令伊太利廃疾老齢保険令伊太利廃疾老齢保険令伊太利廃疾老齢保険令 
   大正13(1924)    32p 
 
  失業問題調査資料失業問題調査資料失業問題調査資料失業問題調査資料 
  第 2号 独逸失業者救済ニ関スル法律独逸失業者救済ニ関スル法律独逸失業者救済ニ関スル法律独逸失業者救済ニ関スル法律 
   大正12(1923)    16p 
 
    第10号 会社工場共済会ノ退職者給与調会社工場共済会ノ退職者給与調会社工場共済会ノ退職者給与調会社工場共済会ノ退職者給与調 
   大正13(1924)    91p 
 
内務省社会局保険部内務省社会局保険部内務省社会局保険部内務省社会局保険部 
    社会保険調査資料社会保険調査資料社会保険調査資料社会保険調査資料 
  第 3号 チチチチェツコスロヴァキヤ共和国労働者保ェツコスロヴァキヤ共和国労働者保ェツコスロヴァキヤ共和国労働者保ェツコスロヴァキヤ共和国労働者保    
                                                険法険法険法険法 
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   昭和2(1927)    134p 
 
    第 5号 ギリシャ海員廃疾金庫法ギリシャ海員廃疾金庫法ギリシャ海員廃疾金庫法ギリシャ海員廃疾金庫法 
   昭和2(1927)    45p 
 
    第 6号 ブルガリア社会保険条例ブルガリア社会保険条例ブルガリア社会保険条例ブルガリア社会保険条例(1924(1924(1924(1924年）年）年）年） 
   昭和3(1928)    28p 
 
    第 7号 和蘭国災害保険法和蘭国災害保険法和蘭国災害保険法和蘭国災害保険法(1921(1921(1921(1921年年年年)))) 
   昭和2(1927)    48p 
 
    第 8号 白耳義疾病廃疾保険法案白耳義疾病廃疾保険法案白耳義疾病廃疾保険法案白耳義疾病廃疾保険法案  
   昭和2(1927)    33p 
 
    第17号 欧州諸国ニ於ケル社会保険制欧州諸国ニ於ケル社会保険制欧州諸国ニ於ケル社会保険制欧州諸国ニ於ケル社会保険制度概要度概要度概要度概要 
   昭和5(1930)    458p 
 
    [国際労働事務局編「法令集（Legislative  
     Series)」の翻訳] 
 
内務省社会局労働部内務省社会局労働部内務省社会局労働部内務省社会局労働部 
 旅館旅館旅館旅館,,,,下宿業下宿業下宿業下宿業,,,,料理店料理店料理店料理店,,,,飲食店飲食店飲食店飲食店,,,,興行場興行場興行場興行場,,,,遊技場遊技場遊技場遊技場,,,,病院病院病院病院    
        及療養所の使用人に関する調査及療養所の使用人に関する調査及療養所の使用人に関する調査及療養所の使用人に関する調査 
    昭和10(1935)    48,25p 
 
内務省社会局社会部内務省社会局社会部内務省社会局社会部内務省社会局社会部 
 最近ニ於ケル独逸ノ失業対策最近ニ於ケル独逸ノ失業対策最近ニ於ケル独逸ノ失業対策最近ニ於ケル独逸ノ失業対策 
  昭和7(1932)    29p 
 
     失業問題関係事務参考資料失業問題関係事務参考資料失業問題関係事務参考資料失業問題関係事務参考資料 
  昭和6(1931)    144p 
 
内務省社会局社会部職業課内務省社会局社会部職業課内務省社会局社会部職業課内務省社会局社会部職業課     
 知的労働知的労働知的労働知的労働者失業状況ニ関スル資料者失業状況ニ関スル資料者失業状況ニ関スル資料者失業状況ニ関スル資料 
  昭和5(1930)    1冊 
 
 失業状況参考資料失業状況参考資料失業状況参考資料失業状況参考資料 
  第 7輯 各国失業者数調各国失業者数調各国失業者数調各国失業者数調     吉阪俊蔵報告 
   昭和5(1930)    1冊 
 
内務省東京土木出張所内務省東京土木出張所内務省東京土木出張所内務省東京土木出張所     
 行詰れる京浜国道行詰れる京浜国道行詰れる京浜国道行詰れる京浜国道 
  昭和10(1935)    20p  地図 表 
 
内務省横浜土木出張所内務省横浜土木出張所内務省横浜土木出張所内務省横浜土木出張所         
 清水港修築工事誌清水港修築工事誌清水港修築工事誌清水港修築工事誌 
  昭和13(1938)    194p  地図 表 
 
南方圏研究会南方圏研究会南方圏研究会南方圏研究会 
 南方新建設講座南方新建設講座南方新建設講座南方新建設講座 
    昭和18(1933)    441p 
 
南洋貿易会南洋貿易会南洋貿易会南洋貿易会 
 一九四一年仏領印度支那輸入税率表並ニ本邦品ニ一九四一年仏領印度支那輸入税率表並ニ本邦品ニ一九四一年仏領印度支那輸入税率表並ニ本邦品ニ一九四一年仏領印度支那輸入税率表並ニ本邦品ニ    
        対スル協定率表対スル協定率表対スル協定率表対スル協定率表(1)ー(6) 
    昭和17(1942)    6冊 
 
南洋経済研究所南洋経済研究所南洋経済研究所南洋経済研究所 

 豪州大年鑑豪州大年鑑豪州大年鑑豪州大年鑑 
  第 1章 豪州の発見・植民及び連邦制豪州の発見・植民及び連邦制豪州の発見・植民及び連邦制豪州の発見・植民及び連邦制 
   昭和19(1944)    144p 
 
    第 2章 自然地理自然地理自然地理自然地理 
   昭和20(1945)    613p 
 
   第 3章 一般政治一般政治一般政治一般政治 
   昭和20(1945)    242p 
 
    第 5章 運輸通信運輸通信運輸通信運輸通信 
   昭和19(1944)    414p 
 
    第 6章 教育教育教育教育 
   昭和19(1944)    284p 
 
    第 7章 司法及び警察司法及び警察司法及び警察司法及び警察 
   昭和20(1945)    61p  
 
    第 8章 社会事業社会事業社会事業社会事業 
   昭和19(1944)    60p 
 
    第 9章 保健衛生保健衛生保健衛生保健衛生 
   昭和19(1944)    127p 
 
    第10章 国防及び帰還兵保護国防及び帰還兵保護国防及び帰還兵保護国防及び帰還兵保護 
   昭和20(1945)    173p 
 
    第12章 鉱業鉱業鉱業鉱業 
   昭和19(1944)    283p 
 
    第13章 畜産業畜産業畜産業畜産業 
   昭和19(1944)    63p 
 
    第14章 農業農業農業農業 
   昭和20(1945)    179p 
 
    第15章 菜園・菜園・菜園・菜園・酪農及び養蜂業酪農及び養蜂業酪農及び養蜂業酪農及び養蜂業 
   昭和19(1944)    48p 
 
    第16章 林業林業林業林業 
   昭和19(1944)    98p 
 
    第17章 水産業水産業水産業水産業 
   昭和19(1944)    58p 
 
    第18章 工業工業工業工業 
   昭和19(1944)    144p 
 
    第19章 貯水及び灌漑貯水及び灌漑貯水及び灌漑貯水及び灌漑 
   昭和20(1945)    74p 
 
    第25章 金融其の他金融其の他金融其の他金融其の他 
   昭和19(1944)    124p 
 
    第27章 統計機構及び資料統計機構及び資料統計機構及び資料統計機構及び資料 
   昭和19(1944)    104p 
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  南洋資南洋資南洋資南洋資料料料料 
  第 2号 国史上南洋発展の一面国史上南洋発展の一面国史上南洋発展の一面国史上南洋発展の一面 
   昭和16(1941)    20p 
 
    第 5号 ダヴァオ開拓の回顧と展望ダヴァオ開拓の回顧と展望ダヴァオ開拓の回顧と展望ダヴァオ開拓の回顧と展望 
   昭和16(1941)    18p 
 
    第 6号 ナウル島事情ナウル島事情ナウル島事情ナウル島事情 
   昭和16(1941)    46p 
 
    第 7号    南洋群島の珊瑚礁南洋群島の珊瑚礁南洋群島の珊瑚礁南洋群島の珊瑚礁 
   昭和16(1941)    46p 
 
    第 8号 比律賓群島の標準語比律賓群島の標準語比律賓群島の標準語比律賓群島の標準語 
   昭和16(1941)    12p 
 
    第 9号 黄麻の研究黄麻の研究黄麻の研究黄麻の研究    
                                         附:仏領印度支那に於ける黄麻 
   昭和17(1942)    45p 
 
    第13号 印度支那に於ける仏国の医療事業の沿印度支那に於ける仏国の医療事業の沿印度支那に於ける仏国の医療事業の沿印度支那に於ける仏国の医療事業の沿    
                                                革革革革((((翻訳翻訳翻訳翻訳))))    
                                         附:老国に於ける医療救護  
      昭和16(1941)    15p 
 
    第14号 蘭印に於けるラミーの栽培蘭印に於けるラミーの栽培蘭印に於けるラミーの栽培蘭印に於けるラミーの栽培 
   昭和17(1942)    9p 
 
    第42号    西ニウギニア探検年表西ニウギニア探検年表西ニウギニア探検年表西ニウギニア探検年表 
   昭和17(1942)    24p 
 
    初歩の泰国語初歩の泰国語初歩の泰国語初歩の泰国語     常岡悟郎著 
   昭和16(1941)    109p 
 
    泰国に於ける諸民族に就て泰国に於ける諸民族に就て泰国に於ける諸民族に就て泰国に於ける諸民族に就て  常岡悟郎著 
   昭和15(1940)    46p 
 
南洋協会南洋協会南洋協会南洋協会 
 南洋研究叢書南洋研究叢書南洋研究叢書南洋研究叢書 
  第 7編 南洋協会講演集南洋協会講演集南洋協会講演集南洋協会講演集 
   大正11(1922)    344p 
 
  第11編 馬来半島の農業馬来半島の農業馬来半島の農業馬来半島の農業 
   大正12(1923)    402p 
 
    第12編 続南洋協会講演集続南洋協会講演集続南洋協会講演集続南洋協会講演集 
   大正12(1923)    271p 
 
    第13編 蘭領印度現行商標条例蘭領印度現行商標条例蘭領印度現行商標条例蘭領印度現行商標条例 
   大正12(1923)    27p 
      原書名：Reglement Industrieele Eigendom  
              1912. 
 
    第14編 一九二一年度に於ける比律賓の農業一九二一年度に於ける比律賓の農業一九二一年度に於ける比律賓の農業一九二一年度に於ける比律賓の農業 
   大正13(1923)    147p 
 
    第15編 蘭領東印度貿易大観蘭領東印度貿易大観蘭領東印度貿易大観蘭領東印度貿易大観 
   大正13(1924)    386p 

 
    第17編 南洋栽培企業比較論南洋栽培企業比較論南洋栽培企業比較論南洋栽培企業比較論 
   大正14(1924)    123p 
     原書名：De Cultures in Nederlandsch-Indie en 
             Eenige Naburige Kolonien. 
 
    第20編 井上準之助氏南洋事情講演集井上準之助氏南洋事情講演集井上準之助氏南洋事情講演集井上準之助氏南洋事情講演集      
   昭和4(1929)    100p 
 
    第21編 南洋進展の施設に就て南洋進展の施設に就て南洋進展の施設に就て南洋進展の施設に就て        藤山雷太述 
   昭和4(1929)    50p 
 
  一九四〇年の蘭印経済一九四〇年の蘭印経済一九四〇年の蘭印経済一九四〇年の蘭印経済   H.コヘン稿 
  昭和16(1941)    69p 
    原書名：De Economische Toestand van  
            Nederlandsch-Indie in 1940.(｢蘭印経済 
            週報｣1941年第11-12号所載)    
 
南洋協会調査課南洋協会調査課南洋協会調査課南洋協会調査課 
 日蘭会商日誌日蘭会商日誌日蘭会商日誌日蘭会商日誌 附：蘭領印度現行輸入制限品目一覧 
 蘭領印度経済統計(1934年）   
    昭和10(1935)    104p 
 
南洋協会新嘉坡商品陳列所南洋協会新嘉坡商品陳列所南洋協会新嘉坡商品陳列所南洋協会新嘉坡商品陳列所 
 英領馬来に於ける主要綿布英領馬来に於ける主要綿布英領馬来に於ける主要綿布英領馬来に於ける主要綿布 
  昭和3(1928)    106枚 
 
  海峡殖民地市場に於ける日本商品の位置海峡殖民地市場に於ける日本商品の位置海峡殖民地市場に於ける日本商品の位置海峡殖民地市場に於ける日本商品の位置    
  中村桃太郎著 
  昭和2(1927)    485p     [南洋経済叢書] 
 
南洋協会台湾支部南洋協会台湾支部南洋協会台湾支部南洋協会台湾支部 
  南支南洋鳳梨事業南支南洋鳳梨事業南支南洋鳳梨事業南支南洋鳳梨事業    櫻井芳二郎著 
    昭和3(1928)    19,346p  地図  表 
 
    南洋叢書南洋叢書南洋叢書南洋叢書 
  第19巻 蘭領印度の経済蘭領印度の経済蘭領印度の経済蘭領印度の経済 
   大正11(1922)    63p 表 
 
  第36巻 蘭領東印度に於ける石油の生産取引状蘭領東印度に於ける石油の生産取引状蘭領東印度に於ける石油の生産取引状蘭領東印度に於ける石油の生産取引状    
                                                況況況況    附:サラワク王国の油田 
   大正13(1924)    81p 地図 
 
    第45巻 蘭領印度に於ける外国人の投資蘭領印度に於ける外国人の投資蘭領印度に於ける外国人の投資蘭領印度に於ける外国人の投資 
      昭和2(1927)    35p 
 
 暹羅研究暹羅研究暹羅研究暹羅研究 第第第第1111編編編編 
  昭和2(1927)    174p 
 
日独文化協会日独文化協会日独文化協会日独文化協会 
    独逸人口問題の一瞥独逸人口問題の一瞥独逸人口問題の一瞥独逸人口問題の一瞥  飯田茂三郎著 
  昭和9(1934)    43p 
 
  如何ニシテ極東ノ紛争ハ発生シタカ如何ニシテ極東ノ紛争ハ発生シタカ如何ニシテ極東ノ紛争ハ発生シタカ如何ニシテ極東ノ紛争ハ発生シタカ     ゾルフ述 
  昭和7(1932)    21p 
 
  日独文化日独文化日独文化日独文化講演集講演集講演集講演集 第1輯,第4輯,第5輯,第10輯 
  昭和2(1927)-昭和5(1930)    4冊 
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    日独文化協会寄附行為並発会式報告日独文化協会寄附行為並発会式報告日独文化協会寄附行為並発会式報告日独文化協会寄附行為並発会式報告 
  昭和2(1927)    50p 
 
  日独文化協会設立経過報告並寄附行為日独文化協会設立経過報告並寄附行為日独文化協会設立経過報告並寄附行為日独文化協会設立経過報告並寄附行為 
  昭和2(1927)    12p 
 
  日独交通資料日独交通資料日独交通資料日独交通資料 
  第 2輯 1. 普仏戦争に就き局外中立顛末普仏戦争に就き局外中立顛末普仏戦争に就き局外中立顛末普仏戦争に就き局外中立顛末    
                                         2. 宮古島沖独逸商船救難顛末宮古島沖独逸商船救難顛末宮古島沖独逸商船救難顛末宮古島沖独逸商船救難顛末    
                                             3. 土佐沖独逸商船遭難顛末土佐沖独逸商船遭難顛末土佐沖独逸商船遭難顛末土佐沖独逸商船遭難顛末 
      昭和10(1935)    40p 
 
    第 3輯 我が国に於ける我が国に於ける我が国に於ける我が国に於ける独逸学の勃興独逸学の勃興独逸学の勃興独逸学の勃興 
   昭和11(1936)    60p 
 
  最近独逸に於ける日本学研究の傾向最近独逸に於ける日本学研究の傾向最近独逸に於ける日本学研究の傾向最近独逸に於ける日本学研究の傾向    
     黒田源次講演 
  昭和9(1934)    25p 
 
日豪協会日豪協会日豪協会日豪協会 
 豪州極東親善使節レーサム閣下復命書の抄訳豪州極東親善使節レーサム閣下復命書の抄訳豪州極東親善使節レーサム閣下復命書の抄訳豪州極東親善使節レーサム閣下復命書の抄訳 
  昭和10(1935)    32p 
 
  豪州の対日高関税と通商擁護法発動迄の経緯概略豪州の対日高関税と通商擁護法発動迄の経緯概略豪州の対日高関税と通商擁護法発動迄の経緯概略豪州の対日高関税と通商擁護法発動迄の経緯概略 
  昭和11(1936)    124p 
 
日伊協会日伊協会日伊協会日伊協会 
 日伊学会報告日伊学会報告日伊学会報告日伊学会報告    第第第第3333号号号号 
  昭和16(1941)    142p 
 
日印通商株式会社日印通商株式会社日印通商株式会社日印通商株式会社 
        製鉄保護問題に就き識者に訴ふ製鉄保護問題に就き識者に訴ふ製鉄保護問題に就き識者に訴ふ製鉄保護問題に就き識者に訴ふ    阿部政次郎 
    大正14(1925)    31p 
 
日満実業協会日満実業協会日満実業協会日満実業協会 
 貿易上より観たる満州国国際収支の将来貿易上より観たる満州国国際収支の将来貿易上より観たる満州国国際収支の将来貿易上より観たる満州国国際収支の将来    
 大同二年康徳元年満州国際収支 満州国財政部編 
  昭和10(1935)    29p 
 
     治外法権撤廃に対する満州国側の準備治外法権撤廃に対する満州国側の準備治外法権撤廃に対する満州国側の準備治外法権撤廃に対する満州国側の準備    
  満州国国務院総務情報処編 
  昭和11(1936)    47p  表 
 
  大連税関課税関係一覧表大連税関課税関係一覧表大連税関課税関係一覧表大連税関課税関係一覧表    満州国大連税関編 
   〔大同3(1934)〕   １枚 
 
 北鮮三港比較北鮮三港比較北鮮三港比較北鮮三港比較     東京市産業局雄基出張所 
  昭和10(1935)    20p 
 
  北支自治運動の推移北支自治運動の推移北支自治運動の推移北支自治運動の推移    満州石炭事情満州石炭事情満州石炭事情満州石炭事情 
  昭和11(1936)    16p 
    [満州石炭事情:満州炭坑株式会社編] 
 
 北支農村救済と植棉改進問題北支農村救済と植棉改進問題北支農村救済と植棉改進問題北支農村救済と植棉改進問題  大原實著 
  昭和10(1935)    87p 
 
  北鉄接収が北満に及ぼせる影響北鉄接収が北満に及ぼせる影響北鉄接収が北満に及ぼせる影響北鉄接収が北満に及ぼせる影響    

  鉄路総局哈爾浜鉄路局編 
  昭和10(1935)    96p 
 
  岩手県に於ける満州事情懇談会記事岩手県に於ける満州事情懇談会記事岩手県に於ける満州事情懇談会記事岩手県に於ける満州事情懇談会記事    朝鮮支部満朝鮮支部満朝鮮支部満朝鮮支部満    
        州事情懇談会記事州事情懇談会記事州事情懇談会記事州事情懇談会記事   
    昭和10(1935)    52p 
 
  関東州恵関税法の実績関東州恵関税法の実績関東州恵関税法の実績関東州恵関税法の実績  関東州庁殖産課編 
  昭和10(1935)    24p 
 
  満州移民の実況満州移民の実況満州移民の実況満州移民の実況  山崎芳雄講演 
  昭和10(1935)    48p 
 
  満州事変後新設されたる満州関係会社満州事変後新設されたる満州関係会社満州事変後新設されたる満州関係会社満州事変後新設されたる満州関係会社 
  昭和10(1935)    62p 
 
満州国阿片制度と阿片の概念満州国阿片制度と阿片の概念満州国阿片制度と阿片の概念満州国阿片制度と阿片の概念   
満州国財政部専売総局編 

  昭和11(1936)    39p 
 
  満州国経済政策の現在と将来に就て満州国経済政策の現在と将来に就て満州国経済政策の現在と将来に就て満州国経済政策の現在と将来に就て    満支貿易の満支貿易の満支貿易の満支貿易の    
        現状並に将来現状並に将来現状並に将来現状並に将来  片倉衷,竹内徳治講演 
  昭和10(1935)    37p 
 
  満州国皇帝陛下奉迎報告書満州国皇帝陛下奉迎報告書満州国皇帝陛下奉迎報告書満州国皇帝陛下奉迎報告書 
  昭和10(1935)    11p  図 
 
 満州国の交通に就て満州国の交通に就て満州国の交通に就て満州国の交通に就て  宇佐美寛爾著 
  昭和10(1935)    30p 
 
  満州国財政状態ノ概要及国税徴収事務ノ現況満州国財政状態ノ概要及国税徴収事務ノ現況満州国財政状態ノ概要及国税徴収事務ノ現況満州国財政状態ノ概要及国税徴収事務ノ現況 
  昭和9(1934)    75p 
 
     満州国税関通関事務に就て満州国税関通関事務に就て満州国税関通関事務に就て満州国税関通関事務に就て  福本順三郎講演 
  昭和9(1934)    41p 
 
  満州に於ける現下重要諸問題に就て満州に於ける現下重要諸問題に就て満州に於ける現下重要諸問題に就て満州に於ける現下重要諸問題に就て    
  板垣征四郎講演 
  昭和10(1935)    19p 
 
  満州に於ける関税及鉄道運賃に就て満州に於ける関税及鉄道運賃に就て満州に於ける関税及鉄道運賃に就て満州に於ける関税及鉄道運賃に就て    
  内海幹一等講演 
  昭和10(1935)    108p 
 
  満州に於ける鉄道運賃満州に於ける鉄道運賃満州に於ける鉄道運賃満州に於ける鉄道運賃,,,,関税に関する報告関税に関する報告関税に関する報告関税に関する報告    
附:大豆暴落応急対策の必要解消 篠崎嘉郎報告 
  昭和9(1934)    64p 
 
  満州の棉作と昭和九年の作柄に就て満州の棉作と昭和九年の作柄に就て満州の棉作と昭和九年の作柄に就て満州の棉作と昭和九年の作柄に就て    熱河に於け熱河に於け熱河に於け熱河に於け    
        る棉作に就てる棉作に就てる棉作に就てる棉作に就て  寺田慎一,榎本中衛講演 
  昭和10(1935)    38p 
 
  満州の採金に就て満州の採金に就て満州の採金に就て満州の採金に就て 附:満州の採金事業 
  草間秀雄講演 
  昭和10(1935)    88p 
 
  満州主要都市に於ける日本人増加大勢満州主要都市に於ける日本人増加大勢満州主要都市に於ける日本人増加大勢満州主要都市に於ける日本人増加大勢    数字に現数字に現数字に現数字に現    
        れたる新京の躍進振れたる新京の躍進振れたる新京の躍進振れたる新京の躍進振     満州事情案内所編    
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    昭和10(1935)    26p 
 
  満州森林の現況と将来の林政満州森林の現況と将来の林政満州森林の現況と将来の林政満州森林の現況と将来の林政    興安省呼倫貝爾地興安省呼倫貝爾地興安省呼倫貝爾地興安省呼倫貝爾地    
        方に於ける塩方に於ける塩方に於ける塩方に於ける塩,,,,遭達及漁業遭達及漁業遭達及漁業遭達及漁業 興安各省興安各省興安各省興安各省   産業概観産業概観産業概観産業概観 
    昭和11(1936)    45p 
 
  満州帝国鉱業法令満州帝国鉱業法令満州帝国鉱業法令満州帝国鉱業法令 
  昭和10(1936)    89p 
 
  満鉄貨物運賃調満鉄貨物運賃調満鉄貨物運賃調満鉄貨物運賃調    
     -満州に於ける鉄道運賃問題調査資料- 
  昭和9(1934)    57p 
 
  満鉄関係会社業績調満鉄関係会社業績調満鉄関係会社業績調満鉄関係会社業績調 
  昭和9(1934)    108P 
 
  満鉄関係会社一覧表満鉄関係会社一覧表満鉄関係会社一覧表満鉄関係会社一覧表    満鉄総務部管理課編 
    昭和9(1934)    １枚 
 
  満鉄及満州国々有鉄道運賃改正の影響満鉄及満州国々有鉄道運賃改正の影響満鉄及満州国々有鉄道運賃改正の影響満鉄及満州国々有鉄道運賃改正の影響    
 附:日鮮満間連絡運送貨物特定運賃表 
    昭和11(1936)    104P 
 
  日満実業協会朝鮮支部開設発会式概況日満実業協会朝鮮支部開設発会式概況日満実業協会朝鮮支部開設発会式概況日満実業協会朝鮮支部開設発会式概況 
  昭和10(1935)    45P 
 
  日満経済提携方策と其の批判日満経済提携方策と其の批判日満経済提携方策と其の批判日満経済提携方策と其の批判  野田蘭蔵講演 
    昭和10(1935)    45p 
 
  日満支提携に関する座談会記事日満支提携に関する座談会記事日満支提携に関する座談会記事日満支提携に関する座談会記事 
  昭和10(1935)    74p 
 
     日満統制経済に就て日満統制経済に就て日満統制経済に就て日満統制経済に就て  東福清次郎講演 
  昭和10(1935)    41p 
 
  日本海商業委員会資料日本海商業委員会資料日本海商業委員会資料日本海商業委員会資料 
  第 1輯 日満最短径路と日本海に就て日満最短径路と日本海に就て日満最短径路と日本海に就て日満最短径路と日本海に就て 
   昭和10(1935)    24p  表 
 
  第 2輯  日本海沿岸諸港の特質日本海沿岸諸港の特質日本海沿岸諸港の特質日本海沿岸諸港の特質 
   昭和11(1936)    109p 
 
    第 3輯 北日本沿岸に於ける指定港湾の貿易状北日本沿岸に於ける指定港湾の貿易状北日本沿岸に於ける指定港湾の貿易状北日本沿岸に於ける指定港湾の貿易状    
                                                況況況況 
   昭和11(1936)    81p 
 
     欧州大戦と満州国貿易欧州大戦と満州国貿易欧州大戦と満州国貿易欧州大戦と満州国貿易 
  昭和14(1939)    63p 
 
  遼河と松花江遼河と松花江遼河と松花江遼河と松花江     満州事情案内所編 
  昭和10(1935)    219p 
 
  山西省政建設十年計画山西省政建設十年計画山西省政建設十年計画山西省政建設十年計画 
  昭和10(1935)    140p 
 
  設立趣意書設立趣意書設立趣意書設立趣意書,,,,会則及役員名簿会則及役員名簿会則及役員名簿会則及役員名簿 
  昭和9(1934)    16p 
 

 対満商港として見たる裏日本の諸港湾対満商港として見たる裏日本の諸港湾対満商港として見たる裏日本の諸港湾対満商港として見たる裏日本の諸港湾 
  昭和9(1934)    123p 
 
  我国通貨政策と日満為替安定我国通貨政策と日満為替安定我国通貨政策と日満為替安定我国通貨政策と日満為替安定問題に就て問題に就て問題に就て問題に就て    
   満州国国務院総務庁情報処編 
  昭和11(1936)    42p 
 
日満実業協会満州支部日満実業協会満州支部日満実業協会満州支部日満実業協会満州支部 
 満州支部の活躍満州支部の活躍満州支部の活躍満州支部の活躍 -日満実業協会の事業- 
  昭和10(1935)    14p 
 
日満支経済懇談会事務局日満支経済懇談会事務局日満支経済懇談会事務局日満支経済懇談会事務局 
 日満支経済懇談会報告書日満支経済懇談会報告書日満支経済懇談会報告書日満支経済懇談会報告書  日満中央協会共編 
  昭和14(1939)    406p 
 
日蘭会商委員会日蘭会商委員会日蘭会商委員会日蘭会商委員会 
 蘭領印度諸法規集蘭領印度諸法規集蘭領印度諸法規集蘭領印度諸法規集 
  昭和12(1937)    93p 
    [日蘭貿易参考資料附録] 
 
日本アクチュアリー会日本アクチュアリー会日本アクチュアリー会日本アクチュアリー会 
  日本アクチュアリー会会報日本アクチュアリー会会報日本アクチュアリー会会報日本アクチュアリー会会報  第1号-第2号 
    昭和16(1941)-昭和17(1942)    2冊 
    → 日本保険計理学会 
 
日本貿易報国連盟日本貿易報国連盟日本貿易報国連盟日本貿易報国連盟 
 講演集講演集講演集講演集 
  第 1巻 貿易及防諜問題貿易及防諜問題貿易及防諜問題貿易及防諜問題    4444編編編編    
                                         大島永明等講演 
   昭和16(1941)    76p 
 
    第 4巻 最近の欧州情勢と世界新秩序理念最近の欧州情勢と世界新秩序理念最近の欧州情勢と世界新秩序理念最近の欧州情勢と世界新秩序理念    
                                     窪井義道講演 日本産業振興協会 共編 
   昭和16(1941)    40p   
 
 資料資料資料資料 
  第 1輯 紀元二千六百年記念貿易会議報告書紀元二千六百年記念貿易会議報告書紀元二千六百年記念貿易会議報告書紀元二千六百年記念貿易会議報告書 
   昭和16(1941)    60p 
 
    第 2輯 我が国貿易の新理念我が国貿易の新理念我が国貿易の新理念我が国貿易の新理念と進路と進路と進路と進路    経済圧迫経済圧迫経済圧迫経済圧迫    
                                                と貿易人の覚悟と貿易人の覚悟と貿易人の覚悟と貿易人の覚悟    
                                     八田嘉明,藤原銀次郎講演 
   昭和16(1941)    17p 
 
    第 3輯 総合一元的貿易団体要綱案に就て総合一元的貿易団体要綱案に就て総合一元的貿易団体要綱案に就て総合一元的貿易団体要綱案に就て 
   昭和16(1941)    26p 
 
    第 4輯 最近の我が為替政策並に米国に於ける最近の我が為替政策並に米国に於ける最近の我が為替政策並に米国に於ける最近の我が為替政策並に米国に於ける    
                                                外国資金凍結令外国資金凍結令外国資金凍結令外国資金凍結令     小野長三述 
    昭和16(1941)    20p 
 
  資産凍結令解説資産凍結令解説資産凍結令解説資産凍結令解説 
  昭和16(1941)    302p 
 
日本貿易協会日本貿易協会日本貿易協会日本貿易協会 
 日英並日印協議会本邦綿業代表一行送別日英並日印協議会本邦綿業代表一行送別日英並日印協議会本邦綿業代表一行送別日英並日印協議会本邦綿業代表一行送別茶会演説茶会演説茶会演説茶会演説    
        筆録筆録筆録筆録 
  昭和8(1933)    34p 
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日本貿易協会経済調査会日本貿易協会経済調査会日本貿易協会経済調査会日本貿易協会経済調査会 
 パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット 
  第 6編 我対印輸出の現状と発展策我対印輸出の現状と発展策我対印輸出の現状と発展策我対印輸出の現状と発展策 
   昭和8(1933)    100p 
 
日本貿易振興協会日本貿易振興協会日本貿易振興協会日本貿易振興協会 
 調査彙報調査彙報調査彙報調査彙報 
  第 1号 昭和十四･五年度本邦貿易の分析昭和十四･五年度本邦貿易の分析昭和十四･五年度本邦貿易の分析昭和十四･五年度本邦貿易の分析 
   昭和16(1941)    36p 
 
    第 2輯 ナチス欧州新秩序と国際貿易関係ナチス欧州新秩序と国際貿易関係ナチス欧州新秩序と国際貿易関係ナチス欧州新秩序と国際貿易関係 
   昭和16(1941)    36p 
 
    第 3輯 仏領印度支那と貿易事情仏領印度支那と貿易事情仏領印度支那と貿易事情仏領印度支那と貿易事情 
   昭和16(1941)    161,74p 
 
    第 4輯 今今今今次大戦迄の独逸対外貿易とナチス政次大戦迄の独逸対外貿易とナチス政次大戦迄の独逸対外貿易とナチス政次大戦迄の独逸対外貿易とナチス政    
                                                府の貿易政策府の貿易政策府の貿易政策府の貿易政策 
   昭和16(1941)    92p 
 
    第 5輯 戦時下仏蘭西の経済情勢戦時下仏蘭西の経済情勢戦時下仏蘭西の経済情勢戦時下仏蘭西の経済情勢 
   昭和16(1941)    60p 
 
    第 6輯 阿弗利加州向本邦雑貨輸出貿易の分析阿弗利加州向本邦雑貨輸出貿易の分析阿弗利加州向本邦雑貨輸出貿易の分析阿弗利加州向本邦雑貨輸出貿易の分析    
                                         昭和14年度 
   昭和16(1941)    210p 
 
    第 7輯 泰国の産業貿易事情泰国の産業貿易事情泰国の産業貿易事情泰国の産業貿易事情 
   昭和17(1942)    188p     
 
    第 8輯 欧羅巴広域経済に於ける白耳義及び和欧羅巴広域経済に於ける白耳義及び和欧羅巴広域経済に於ける白耳義及び和欧羅巴広域経済に於ける白耳義及び和    
                                                蘭の蘭の蘭の蘭の地位地位地位地位 
   昭和17(1942)    118p 
 
    第 9輯 比律賓の資源と貿易比律賓の資源と貿易比律賓の資源と貿易比律賓の資源と貿易 
   昭和17(1942)    259p 地図 
 
  第10輯    マライの資源と貿易マライの資源と貿易マライの資源と貿易マライの資源と貿易 
   昭和19(1944)    388,18p  地図 
 
  第11輯 加奈陀の貿易及び貿易政策加奈陀の貿易及び貿易政策加奈陀の貿易及び貿易政策加奈陀の貿易及び貿易政策 
   1.  加奈陀産業の英米依存加奈陀産業の英米依存加奈陀産業の英米依存加奈陀産業の英米依存 
    昭和18(1943)    161p 
 
  報告報告報告報告 
  第 1号 財団法人日本貿易振興協会発会式に於財団法人日本貿易振興協会発会式に於財団法人日本貿易振興協会発会式に於財団法人日本貿易振興協会発会式に於    
                                                ける祝辞及び演説ける祝辞及び演説ける祝辞及び演説ける祝辞及び演説 
   昭和16(1941)    14p 
 
    第 2号 財団法人日本貿易振興協会関西披露会財団法人日本貿易振興協会関西披露会財団法人日本貿易振興協会関西披露会財団法人日本貿易振興協会関西披露会    
                                                に於ける祝辞並に挨拶に於ける祝辞並に挨拶に於ける祝辞並に挨拶に於ける祝辞並に挨拶 
   昭和16(1941)    26p 
 
    第 3号 時局貿易対策調査委員会中間報告時局貿易対策調査委員会中間報告時局貿易対策調査委員会中間報告時局貿易対策調査委員会中間報告   
      昭和16(1941)    19p 
 
    第 4号 大東亜の交易経済方策大東亜の交易経済方策大東亜の交易経済方策大東亜の交易経済方策 

   昭和18(1943)    296p 
 
    第 5号 大東亜共栄圏貿易対策委員会報告書大東亜共栄圏貿易対策委員会報告書大東亜共栄圏貿易対策委員会報告書大東亜共栄圏貿易対策委員会報告書 
   昭和18(1943)    93p 
 
  講演講演講演講演 
  第 1輯 日伯貿易の現状並その対策日伯貿易の現状並その対策日伯貿易の現状並その対策日伯貿易の現状並その対策    
                                     桑島主計述 
   昭和16(1941)    16p 
 
    第 2輯 日亜貿易の現状並その対策日亜貿易の現状並その対策日亜貿易の現状並その対策日亜貿易の現状並その対策    
                                     内山岩太郎述 
   昭和16(1941)    23p 
 
    第 3輯 日智貿易の現状並その対策日智貿易の現状並その対策日智貿易の現状並その対策日智貿易の現状並その対策    
                                  塩崎観三述 
   昭和16(1941)    12p 
 
    第 4輯 南洋事情南洋事情南洋事情南洋事情  宮崎彦一郎述 
   昭和16(1941)    17p 
 
    第 5輯  南米各国最近の傾向南米各国最近の傾向南米各国最近の傾向南米各国最近の傾向     國松祐次郎述 
   昭和16(1941)    11p 
 
    第 6輯 アフガニスタン事情アフガニスタン事情アフガニスタン事情アフガニスタン事情     北田正元述 
   昭和16(1941)    26p 
 
    第 8輯 南方資源拓殖開発に就て南方資源拓殖開発に就て南方資源拓殖開発に就て南方資源拓殖開発に就て     川本邦雄述 
   昭和17(1942)    30p 
 
    第 9輯 南洋華僑事情南洋華僑事情南洋華僑事情南洋華僑事情     井手季和太述 
   昭和17(1942)    28p 
 
    第10輯 南方開発金庫に就て南方開発金庫に就て南方開発金庫に就て南方開発金庫に就て     北川勝敏述 
   昭和17(1942)    20p 
 
    第11輯 中支通貨金融及び物価問題中支通貨金融及び物価問題中支通貨金融及び物価問題中支通貨金融及び物価問題        
                                                宮下忠雄述 
   昭和18(1943)    26p 
 
    第12輯 交易諸問題に就て交易諸問題に就て交易諸問題に就て交易諸問題に就て        渡邊銕蔵述 
   昭和18(1943)    23p 
 
    第13輯    最近支那の交易経済問題最近支那の交易経済問題最近支那の交易経済問題最近支那の交易経済問題  秋元順朝述 
   昭和19(1944)    26p 
 
  日本アフガニスタン通商懇談会報告日本アフガニスタン通商懇談会報告日本アフガニスタン通商懇談会報告日本アフガニスタン通商懇談会報告 
  昭和16(1941)    123p 
 
        戦時貿易対策要覧戦時貿易対策要覧戦時貿易対策要覧戦時貿易対策要覧 
  第 1部    英帝国英帝国英帝国英帝国 
   昭和16(1941)    143p 
 
    第 2部 欧州大陸並に近東諸国及び其の属領欧州大陸並に近東諸国及び其の属領欧州大陸並に近東諸国及び其の属領欧州大陸並に近東諸国及び其の属領 
   昭和17(1942)    104p 
 
    第 3部 米国及中南米米国及中南米米国及中南米米国及中南米 
   昭和17(1942)    129p 
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 世界貿易産業研世界貿易産業研世界貿易産業研世界貿易産業研究叢書究叢書究叢書究叢書    
        ヘルマン･シュウーマッヘル編 
  第 9冊  ゴムゴムゴムゴム 
   昭和18(1943)    290p 
      原書名:Kautshuk,wandlungen in der Erzengung 
             und der Verwendung des Kautshuks nach  
             dem Weltkrieg von Dr.Heinz George. 
 
     初年度会務報告書初年度会務報告書初年度会務報告書初年度会務報告書 
  昭和16(1941)    16p 
 
  資料資料資料資料 
  第 1輯 泰を語る泰を語る泰を語る泰を語る 
   昭和16(1941)    34p 
 
    第 2輯 泰国関税定率法泰国関税定率法泰国関税定率法泰国関税定率法（1940年10月4日） 
   昭和16(1941)    50p 
 
    第 3輯 支那の通貨問題とその実状支那の通貨問題とその実状支那の通貨問題とその実状支那の通貨問題とその実状    
                                            一九四〇年度の支那外国貿易の概観一九四〇年度の支那外国貿易の概観一九四〇年度の支那外国貿易の概観一九四〇年度の支那外国貿易の概観    
                                         支那に於ける米国商品の分布支那に於ける米国商品の分布支那に於ける米国商品の分布支那に於ける米国商品の分布 
   昭和16(1941)    40p  
      ["フォリン･コマース･ウィクリー"1941.7･5 号 
       より] 
 
  第 4輯 比律賓の展望比律賓の展望比律賓の展望比律賓の展望 
   昭和17(1942)    35p 
 
    第 5輯 一九四〇年度戦時貿易対策概観一九四〇年度戦時貿易対策概観一九四〇年度戦時貿易対策概観一九四〇年度戦時貿易対策概観    
                                                ----今次欧州戦争の各国貿易政策に及ぼせ 
            る影響- 
      昭和17(1942)    54p 
      [Impact of the War upon the Trade Policies of 
       Foreign Countries.by Henry Chalmers. 
       ("Foreign Commerce Weekly" 第2巻第5号- 
       第7号所載)の抄訳] 
 
  第 6輯 米州広域米州広域米州広域米州広域経済の難点経済の難点経済の難点経済の難点    
                                            附：輸出入銀行の対中南米工作 
   昭和17(1942)    54p 
      [A Trade Policy for National Defence. by  
       Percy W.Bidwell and Arthur R.Upgren. 
       ("Foreign Affairs".Jan.1941.所載）の抄訳] 
 
  第 7輯 広域経済と通商政策広域経済と通商政策広域経済と通商政策広域経済と通商政策    

----今後の通商政策に於ける最恵主義,多辺 
            制,相互制に就いて- カール・シラー著 
   昭和17(1942)    55p 
   原書名：Meistbegunstigung, Multilateralitat 
            und Gegenseitigkeit in der zukunftigen 
            Handelspolitik. (Weltwirtshaftliches 
             Archiv.1941年第2号所載）  
 
    第 9輯  馬来の貿易馬来の貿易馬来の貿易馬来の貿易  鈴木正武述 
   昭和17(1942)    24p 
 
    第10輯 ビルビルビルビルマの産業と貿易マの産業と貿易マの産業と貿易マの産業と貿易  大久保五作述 

   昭和18(1943)    22p 
 
  財団法人日本貿易振興会日本貿易研究所概要財団法人日本貿易振興会日本貿易研究所概要財団法人日本貿易振興会日本貿易研究所概要財団法人日本貿易振興会日本貿易研究所概要 
   〔昭和16(1941)〕   6p 
 
日本文化中央連盟日本文化中央連盟日本文化中央連盟日本文化中央連盟 
    日本諸学研究日本諸学研究日本諸学研究日本諸学研究 
  1.  我国上代に於ける氏族統合の問題我国上代に於ける氏族統合の問題我国上代に於ける氏族統合の問題我国上代に於ける氏族統合の問題    
        -日本書紀を中心とする文献的研究- 
        森田誠一著 
   昭和14(1939)    85p 
 
    4.  継続法から見た支那の国家観念継続法から見た支那の国家観念継続法から見た支那の国家観念継続法から見た支那の国家観念    
       附:周易と尚書の月の四分法に就いて 
      高橋峻著                                                
      昭和14(1939)    46p 
 
    5.  計画経済の理論計画経済の理論計画経済の理論計画経済の理論     國弘員人著 
   昭和14(1939)    167p 
 
    6.  黄河流域に於ける農業形態の経済地理的考黄河流域に於ける農業形態の経済地理的考黄河流域に於ける農業形態の経済地理的考黄河流域に於ける農業形態の経済地理的考    
                                察察察察    ----北支経済空間の分析-  江澤譲爾著 
      昭和14(1939)    113p 
 

7.  書紀編纂者の思想について書紀編纂者の思想について書紀編纂者の思想について書紀編纂者の思想について((((続編続編続編続編))))    
    -使用語句による原典批判的研究- 
    木村俊夫著 

      昭和15(1940)    127p 
 
   14.  新経済体制とカルテル及び組合新経済体制とカルテル及び組合新経済体制とカルテル及び組合新経済体制とカルテル及び組合 
   昭和16(1941)    73p 
 
日本中南米輸出入組合連合会日本中南米輸出入組合連合会日本中南米輸出入組合連合会日本中南米輸出入組合連合会 
 中南米叢書中南米叢書中南米叢書中南米叢書 
  第 3輯 秘露国鉱業の現状秘露国鉱業の現状秘露国鉱業の現状秘露国鉱業の現状    
                                     アルチドーロ･アルヴァラード述 
   昭和14(1939)    51p 
 
日本中央蚕糸会日本中央蚕糸会日本中央蚕糸会日本中央蚕糸会 
 米国に於ける生糸需要増進運動に就て米国に於ける生糸需要増進運動に就て米国に於ける生糸需要増進運動に就て米国に於ける生糸需要増進運動に就て        
                齋藤力講演 
  昭和10(1935)    18p 
 
  米国に於ける財界及絹業と本邦生糸需給に関する米国に於ける財界及絹業と本邦生糸需給に関する米国に於ける財界及絹業と本邦生糸需給に関する米国に於ける財界及絹業と本邦生糸需給に関する    
        事情講演筆記事情講演筆記事情講演筆記事情講演筆記                首藤安人講演 
    昭和7(1932)    14p 
 
  米国及加奈陀に於ける最近の絹業事情講演筆記米国及加奈陀に於ける最近の絹業事情講演筆記米国及加奈陀に於ける最近の絹業事情講演筆記米国及加奈陀に於ける最近の絹業事情講演筆記    
  原辰二講演 
  昭和8(1933)    22p 
 
  普通蚕種国家管理に関する調査経過報告書普通蚕種国家管理に関する調査経過報告書普通蚕種国家管理に関する調査経過報告書普通蚕種国家管理に関する調査経過報告書 
  昭和14(1939)    33p 
 
  人造絹糸に関する講演要記人造絹糸に関する講演要記人造絹糸に関する講演要記人造絹糸に関する講演要記     厚木勝基講演 
  昭和9(1934)    34p 
 
  実用絹新製品座談会記録実用絹新製品座談会記録実用絹新製品座談会記録実用絹新製品座談会記録 
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  昭和16(1941)    44p 
 
  下級特太生糸輸出検査に関する審議経過報告下級特太生糸輸出検査に関する審議経過報告下級特太生糸輸出検査に関する審議経過報告下級特太生糸輸出検査に関する審議経過報告 
  昭和13(1938)    74p 
 
 生糸販売統制に関する制度調査審議経過概要生糸販売統制に関する制度調査審議経過概要生糸販売統制に関する制度調査審議経過概要生糸販売統制に関する制度調査審議経過概要 
  昭和8(1933)    382p 
 
     生糸品質改善方策の説明生糸品質改善方策の説明生糸品質改善方策の説明生糸品質改善方策の説明 
  昭和11(1936)    23p 
 
  生糸国内消費増進方策座談会要記生糸国内消費増進方策座談会要記生糸国内消費増進方策座談会要記生糸国内消費増進方策座談会要記 
  昭和8(1933)    63p 
 
  絹製品の常識絹製品の常識絹製品の常識絹製品の常識 附：蚕糸副産物の新用途 
  昭和15(1940)    36p 
 
  絹新製品原料生産方策座談会要記絹新製品原料生産方策座談会要記絹新製品原料生産方策座談会要記絹新製品原料生産方策座談会要記 
  昭和9(1934)    84p 
 
     絹新製品競技展覧会出品目録絹新製品競技展覧会出品目録絹新製品競技展覧会出品目録絹新製品競技展覧会出品目録 第2回-第3回 
  昭和10(1935)    2冊 
 
 絹新製品競技展覧会審査報告絹新製品競技展覧会審査報告絹新製品競技展覧会審査報告絹新製品競技展覧会審査報告 
  昭和10(1935)    7p 
 
  国用国用国用国用生糸取引方法改善に関する事項蚕糸研究会経生糸取引方法改善に関する事項蚕糸研究会経生糸取引方法改善に関する事項蚕糸研究会経生糸取引方法改善に関する事項蚕糸研究会経    
        過報告過報告過報告過報告 
  昭和13(1938)    162p 
 
     繭標準掛目に関する調査報告繭標準掛目に関する調査報告繭標準掛目に関する調査報告繭標準掛目に関する調査報告 
  昭和15(1940)    80p  表 
 
  日本中央蚕糸会関係例規日本中央蚕糸会関係例規日本中央蚕糸会関係例規日本中央蚕糸会関係例規 
  〔昭和6(1931)〕   45p 
 
  日支蚕糸業の調整と華中蚕糸株式会社日支蚕糸業の調整と華中蚕糸株式会社日支蚕糸業の調整と華中蚕糸株式会社日支蚕糸業の調整と華中蚕糸株式会社 
  昭和14(1939)    17p 
 
  蚕糸業調査会第一次調査委員会報告書蚕糸業調査会第一次調査委員会報告書蚕糸業調査会第一次調査委員会報告書蚕糸業調査会第一次調査委員会報告書 
  昭和10(1935)    503p 
 
  蚕糸副産物ニ関スル調査蚕糸副産物ニ関スル調査蚕糸副産物ニ関スル調査蚕糸副産物ニ関スル調査((((主トシテ蚕沙主トシテ蚕沙主トシテ蚕沙主トシテ蚕沙,,,,繭錦繭錦繭錦繭錦,,,,蛹ニ蛹ニ蛹ニ蛹ニ    
        付テ付テ付テ付テ)))) 
  昭和12(1937)    50p 
 
     蚕糸金融懇談会要録蚕糸金融懇談会要録蚕糸金融懇談会要録蚕糸金融懇談会要録 
  昭和12(1937)    34p 
 
  戦時下の支那蚕糸業展望戦時下の支那蚕糸業展望戦時下の支那蚕糸業展望戦時下の支那蚕糸業展望 第第第第2222輯輯輯輯 
  昭和16(1941)    100p 
 
  相互共営蚕糸組合に関する審議経過報告相互共営蚕糸組合に関する審議経過報告相互共営蚕糸組合に関する審議経過報告相互共営蚕糸組合に関する審議経過報告 
  昭和10(1935)    146p 
 
  特殊絹織物生産費並販売網調査特殊絹織物生産費並販売網調査特殊絹織物生産費並販売網調査特殊絹織物生産費並販売網調査 
  昭和15(1940)    57p 
 

     輸出生糸出荷制限実施成績報告輸出生糸出荷制限実施成績報告輸出生糸出荷制限実施成績報告輸出生糸出荷制限実施成績報告 
  昭和9(1934)    146p 
 
日本中央蚕糸会紐育海外生糸市場調査事務所日本中央蚕糸会紐育海外生糸市場調査事務所日本中央蚕糸会紐育海外生糸市場調査事務所日本中央蚕糸会紐育海外生糸市場調査事務所 
  最近米国絹業事業概要最近米国絹業事業概要最近米国絹業事業概要最近米国絹業事業概要    農林省蚕糸局編 

昭和10(1935)    83p 
 
日本電力株式会社日本電力株式会社日本電力株式会社日本電力株式会社 
 電力問題に関する株主懇談会筆録電力問題に関する株主懇談会筆録電力問題に関する株主懇談会筆録電力問題に関する株主懇談会筆録    
 昭和13年2月5日開催 
  昭和13(1938)    50p 
 
     事業案内事業案内事業案内事業案内 
  昭和10(1935)    72p 
 
日本度量衡協会日本度量衡協会日本度量衡協会日本度量衡協会 
 メートル法度量衡制定ノ沿革及現状メートル法度量衡制定ノ沿革及現状メートル法度量衡制定ノ沿革及現状メートル法度量衡制定ノ沿革及現状 
  〔昭和6(1931)〕   12p 
 
日本外政協会太平洋問題調査部日本外政協会太平洋問題調査部日本外政協会太平洋問題調査部日本外政協会太平洋問題調査部 
 太平洋問題資料太平洋問題資料太平洋問題資料太平洋問題資料 
  12. 日本及び豪州間の政治経済関係日本及び豪州間の政治経済関係日本及び豪州間の政治経済関係日本及び豪州間の政治経済関係 平野常治著 
   昭和17(1942)    94p 
 
日本学術振興会日本学術振興会日本学術振興会日本学術振興会 
 物価問題の応急策物価問題の応急策物価問題の応急策物価問題の応急策 
  昭和14(1939)    517p 
 
日本学日本学日本学日本学術振興会学術部術振興会学術部術振興会学術部術振興会学術部 
  第第第第 2 2 2 2特別委員会報告特別委員会報告特別委員会報告特別委員会報告 
  第 1篇 満州農業移民の必要及可能性満州農業移民の必要及可能性満州農業移民の必要及可能性満州農業移民の必要及可能性 
   昭和10(1935)    9p 
 
    第 2篇    満蒙移民機関に関する諸家の意見満蒙移民機関に関する諸家の意見満蒙移民機関に関する諸家の意見満蒙移民機関に関する諸家の意見 
   昭和10(1935)    32p 
 
  第 3篇 日満経済統制と農業移民日満経済統制と農業移民日満経済統制と農業移民日満経済統制と農業移民 
   昭和10(1935)    135p 
 
  第第第第 6 6 6 6小委員会報告小委員会報告小委員会報告小委員会報告 
  第 1冊 米穀需要法則の研究米穀需要法則の研究米穀需要法則の研究米穀需要法則の研究     杉本榮一著 
   昭和10(1935)    118p 
 
    第 2冊 朝鮮米穀経済論朝鮮米穀経済論朝鮮米穀経済論朝鮮米穀経済論    
                                   東畑精一,大川一司共著 
   昭和12(1937)    147p     [再版] 
 
  第 3冊 米価の長期変動米価の長期変動米価の長期変動米価の長期変動  高田保馬著 
   昭和12(1937)    103p     [再版] 
 
  第 4冊 米穀配給組織及び配給費米穀配給組織及び配給費米穀配給組織及び配給費米穀配給組織及び配給費 内池廉吉著 
   昭和11(1936)    80p 
      [再版：昭和12(1937)    82p 表] 
 
  第 5冊 朝鮮米生産費に関する調査朝鮮米生産費に関する調査朝鮮米生産費に関する調査朝鮮米生産費に関する調査 
   昭和11(1936)    51p 
 
    第 6冊 期米価格と正米価格との相関関係の統期米価格と正米価格との相関関係の統期米価格と正米価格との相関関係の統期米価格と正米価格との相関関係の統    
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                                                計的研究計的研究計的研究計的研究 
   昭和11(1936)    115p 表 
 
  第 7冊 米穀統制政策と米穀取引所の機能米穀統制政策と米穀取引所の機能米穀統制政策と米穀取引所の機能米穀統制政策と米穀取引所の機能    
                                   内池廉吉著 
   昭和11(1936)    96p  表 
 
  第 9冊 米穀需給調節特別会計の財政及び金融米穀需給調節特別会計の財政及び金融米穀需給調節特別会計の財政及び金融米穀需給調節特別会計の財政及び金融    
                                                に及ぼせる影響に及ぼせる影響に及ぼせる影響に及ぼせる影響  土方成美著     
      昭和11(1936)    112p  表 
 
  第11冊 米穀の自治的販売統制米穀の自治的販売統制米穀の自治的販売統制米穀の自治的販売統制    
                                                東畑精一,大川一司共著 
   昭和13(1938)    207p 
 
    第12冊 米穀の消費統計に関する調査米穀の消費統計に関する調査米穀の消費統計に関する調査米穀の消費統計に関する調査    
                東畑精一,大川一司共著 
   昭和13(1938)    72p  表  
 
  第13冊 米価変動と景気変動米価変動と景気変動米価変動と景気変動米価変動と景気変動   土方成美著 
   昭和13(1938)    103p 
 
  工業改善研究第１６特別委員会調査研究報告工業改善研究第１６特別委員会調査研究報告工業改善研究第１６特別委員会調査研究報告工業改善研究第１６特別委員会調査研究報告 
  第 2輯 我国ニ使用セラルル流レ作業及之ガ原我国ニ使用セラルル流レ作業及之ガ原我国ニ使用セラルル流レ作業及之ガ原我国ニ使用セラルル流レ作業及之ガ原    
                                                則ノ応用ニ関スル調査報告則ノ応用ニ関スル調査報告則ノ応用ニ関スル調査報告則ノ応用ニ関スル調査報告 
   昭和19(1944)    81p     [再版] 
 
日本銀行調査局日本銀行調査局日本銀行調査局日本銀行調査局 
 人造絹糸ノ発達人造絹糸ノ発達人造絹糸ノ発達人造絹糸ノ発達 
  大正14(1925)    13p 
 
  改第改第改第改第 
  109号 産業組合製糸産業組合製糸産業組合製糸産業組合製糸 
   昭和4(1929)    150p 
 
    163号 越後機業ト其金融越後機業ト其金融越後機業ト其金融越後機業ト其金融 
   昭和9(1934)    65p 
 
日本護謨製品輸出組合日本護謨製品輸出組合日本護謨製品輸出組合日本護謨製品輸出組合 
 調査研究調査研究調査研究調査研究 
  第 1輯 本邦護謨製品の輸出市場本邦護謨製品の輸出市場本邦護謨製品の輸出市場本邦護謨製品の輸出市場 
   昭和11(1936)    114p 
 
    第 4輯 各国護謨製品関税表各国護謨製品関税表各国護謨製品関税表各国護謨製品関税表    
                                         附：通商障害ノ概要 
   昭和11(1936)    270p 
 
  研究資料研究資料研究資料研究資料 
  第 2輯 一外人の見たる日本の護謨工業一外人の見たる日本の護謨工業一外人の見たる日本の護謨工業一外人の見たる日本の護謨工業 
   昭和11(1936)    10p 
      [Japanese Rubber Industry, by Ernst A. Hauser 
       の一節] 
 
日本保険計理学会日本保険計理学会日本保険計理学会日本保険計理学会 
  日本保険計理学会会報日本保険計理学会会報日本保険計理学会会報日本保険計理学会会報  第第第第3333号号号号 
    昭和18(1943)    265p 
    →  日本アクチュアリー会日本アクチュアリー会日本アクチュアリー会日本アクチュアリー会 
 

日本百貨店商業報国会日本百貨店商業報国会日本百貨店商業報国会日本百貨店商業報国会 
 時局情勢及配給統制講演集時局情勢及配給統制講演集時局情勢及配給統制講演集時局情勢及配給統制講演集 
  昭和16(1941)    320p 
 
日本百貨店商業組合日本百貨店商業組合日本百貨店商業組合日本百貨店商業組合 
 第７０議会政府当局答弁集第７０議会政府当局答弁集第７０議会政府当局答弁集第７０議会政府当局答弁集    百貨店法案逐条義解百貨店法案逐条義解百貨店法案逐条義解百貨店法案逐条義解 
  昭和12(1937)    57p 
 
  第７０･７１議会政府当局答弁集第７０･７１議会政府当局答弁集第７０･７１議会政府当局答弁集第７０･７１議会政府当局答弁集    百貨店法逐条義百貨店法逐条義百貨店法逐条義百貨店法逐条義    
        解解解解 
  昭和12(1937)    118p 
 
     百貨店法反対声明書百貨店法反対声明書百貨店法反対声明書百貨店法反対声明書  小林八百吉編 
  昭和11(1936)    29p 
    
日本印度支那協会日本印度支那協会日本印度支那協会日本印度支那協会 
 南部仏印事情南部仏印事情南部仏印事情南部仏印事情 
  昭和16(1941)    47p 
 
日本人絹連合会日本人絹連合会日本人絹連合会日本人絹連合会 
    印度経済事情概略並人絹事情印度経済事情概略並人絹事情印度経済事情概略並人絹事情印度経済事情概略並人絹事情 
  昭和9(1934)    54p 
 
  人絹保税工場の弊害に就て人絹保税工場の弊害に就て人絹保税工場の弊害に就て人絹保税工場の弊害に就て 
  昭和6(1931)    36p 
 
日本海事振興会日本海事振興会日本海事振興会日本海事振興会 
 各国の植民地海運政策と植民地海運の資本関係各国の植民地海運政策と植民地海運の資本関係各国の植民地海運政策と植民地海運の資本関係各国の植民地海運政策と植民地海運の資本関係 
  昭和18(1943)    78p 
 
  当面の船員政策に就て当面の船員政策に就て当面の船員政策に就て当面の船員政策に就て     小門和之助講演 
  昭和18(1943)    23p 
 
日本海事振興会調査部日本海事振興会調査部日本海事振興会調査部日本海事振興会調査部 
 海事関係調査資料海事関係調査資料海事関係調査資料海事関係調査資料 
  第 6輯 第二次世界大戦勃発と海上運賃及用船第二次世界大戦勃発と海上運賃及用船第二次世界大戦勃発と海上運賃及用船第二次世界大戦勃発と海上運賃及用船    
                                                料料料料 
   昭和19(1944)    32p 
 
  焼球機関に就て焼球機関に就て焼球機関に就て焼球機関に就て 
  昭和18(1943)    32p 
 
日本海上保険協会特別委員日本海上保険協会特別委員日本海上保険協会特別委員日本海上保険協会特別委員             
  海上保険海上保険海上保険海上保険((((船舶船舶船舶船舶))))約款改正理由書約款改正理由書約款改正理由書約款改正理由書    保険証券保険証券保険証券保険証券    普通普通普通普通    
        保険約款保険約款保険約款保険約款    特別約款特別約款特別約款特別約款 
  昭和9(1934)    168p     [再版] 
 
日本勧業銀行日本勧業銀行日本勧業銀行日本勧業銀行 
 日本勧業銀行ノ営業日本勧業銀行ノ営業日本勧業銀行ノ営業日本勧業銀行ノ営業 
  〔大正9(1920)〕    10p 図 
 
日本勧業銀行日本勧業銀行日本勧業銀行日本勧業銀行調査課調査課調査課調査課 
 季節金融に関する調査季節金融に関する調査季節金融に関する調査季節金融に関する調査 
  昭和3(1928)    69p 
 
  マルクスインフレーションと独逸不動産金融マルクスインフレーションと独逸不動産金融マルクスインフレーションと独逸不動産金融マルクスインフレーションと独逸不動産金融 
  昭和15(1940)    137p 
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  農業及不動産金融制度調査資料農業及不動産金融制度調査資料農業及不動産金融制度調査資料農業及不動産金融制度調査資料 
  其 1 都市及農村に区別したる抵当債務設定高都市及農村に区別したる抵当債務設定高都市及農村に区別したる抵当債務設定高都市及農村に区別したる抵当債務設定高    
                                        ((((大正大正大正大正15151515年年年年4444月月月月)))) 
   大正15(1926)    81p 
 
   其 6  都市及農村に於ける抵当債務設定高都市及農村に於ける抵当債務設定高都市及農村に於ける抵当債務設定高都市及農村に於ける抵当債務設定高    
                                        ((((昭和昭和昭和昭和3333年年年年3333月月月月))))     
      昭和3(1928)    55p 
 
  都市及農村に於ける不動産抵当起債高都市及農村に於ける不動産抵当起債高都市及農村に於ける不動産抵当起債高都市及農村に於ける不動産抵当起債高   
    昭和4(1929)    127p 
 
日本缶詰協会調査部日本缶詰協会調査部日本缶詰協会調査部日本缶詰協会調査部 
    調査資料調査資料調査資料調査資料 
  第 9号 米国缶詰工業の現勢米国缶詰工業の現勢米国缶詰工業の現勢米国缶詰工業の現勢 
   昭和13(1938)    56p 
 
    第13号    英吉利果実缶詰生産及び貿易状況英吉利果実缶詰生産及び貿易状況英吉利果実缶詰生産及び貿易状況英吉利果実缶詰生産及び貿易状況    
                                         附:加奈陀,濠太刺利,馬来,布哇,伊太利 
            の缶詰産業 
   昭和15(1940)    70p 
      [Supplles of Canned and Dried Fruit 1937. の 
       抄訳]  
 
日本経済連盟会日本経済連盟会日本経済連盟会日本経済連盟会 
 米国貿易協会及年次全米国貿易協会及年次全米国貿易協会及年次全米国貿易協会及年次全国貿易会議ニ就テ国貿易会議ニ就テ国貿易会議ニ就テ国貿易会議ニ就テ    
 原明治郎報告 
   大正15(1926)    9p 
 
  米国実業界に於ける浄化運動米国実業界に於ける浄化運動米国実業界に於ける浄化運動米国実業界に於ける浄化運動    
  ハーバード･エス･ヒューストン述 
  日本工業倶楽部共編 
     昭和6(1931)    13,9p 
     原書名:Truth Movement in American Business. 
 
  米国米国米国米国,,,,加奈陀の旅より帰りて加奈陀の旅より帰りて加奈陀の旅より帰りて加奈陀の旅より帰りて    
     藤原銀次郎述  日本工業倶楽部共編 
     昭和10(1935)    20p 
 
  米国の繁栄と欧州諸国復興の経路米国の繁栄と欧州諸国復興の経路米国の繁栄と欧州諸国復興の経路米国の繁栄と欧州諸国復興の経路    
  松永安左ェ門講述 
  昭和4(1929)    35p 
 
 防空恒久策として都市の徹底的改造を断行すべし防空恒久策として都市の徹底的改造を断行すべし防空恒久策として都市の徹底的改造を断行すべし防空恒久策として都市の徹底的改造を断行すべし    
        田辺平學述  日本工業倶楽部共編 
    昭和18(1943)    43p  地図 
 
 ブラジルより帰りてブラジルより帰りてブラジルより帰りてブラジルより帰りて     有吉明講述 
   日本工業倶楽部共編 
     昭和5(1930)    9p 
 
  中華民国維新政府行政院々長梁鴻志閣下歓迎午餐中華民国維新政府行政院々長梁鴻志閣下歓迎午餐中華民国維新政府行政院々長梁鴻志閣下歓迎午餐中華民国維新政府行政院々長梁鴻志閣下歓迎午餐    
        会に於ける演説会に於ける演説会に於ける演説会に於ける演説    東京商工会議所共編 
    昭和13(1938)    7p 
 
 中南米諸国と日本の経済関係中南米諸国と日本の経済関係中南米諸国と日本の経済関係中南米諸国と日本の経済関係  首藤安人述 
  昭和10(1935)    23p 
 

     独逸に於ける経済計独逸に於ける経済計独逸に於ける経済計独逸に於ける経済計画と経済統制画と経済統制画と経済統制画と経済統制    
  ヘルムート･ヴォールタート述 
    日本工業倶楽部共編 
    昭和16(1941)    168,8p 
 
  独逸に於ける経済指導と能率増進独逸に於ける経済指導と能率増進独逸に於ける経済指導と能率増進独逸に於ける経済指導と能率増進        
 シュターツラート･エ･ヘルフェリヒ講演 
  昭和15(1940)    38p 
 
  独逸に於ける産業の合理化に就て独逸に於ける産業の合理化に就て独逸に於ける産業の合理化に就て独逸に於ける産業の合理化に就て     伍堂卓雄講演 
  昭和5(1930)    19p 
 
  独逸に於ける統制経済の実情独逸に於ける統制経済の実情独逸に於ける統制経済の実情独逸に於ける統制経済の実情 
  昭和15(1940)    27p  
[独逸ナチス当組織部長クラウス･ゼルツネル氏及     
び同訓練部長オットー･ゴーデス氏招待懇談会筆     
談] 

 
  独逸の近状独逸の近状独逸の近状独逸の近状    
  長岡春一講述  日本工業倶楽部共編 
    昭和5(1930)    10p 
 
  英国経済事情英国経済事情英国経済事情英国経済事情     松山晋二郎述 
  昭和10(1935)    19p 
 
  英国の産業振興運動の一端に就て英国の産業振興運動の一端に就て英国の産業振興運動の一端に就て英国の産業振興運動の一端に就て     土岐章講述 
  昭和5(1930)    52,22p 
 
  英国産業連盟派遣日本満州国使節団報告書英国産業連盟派遣日本満州国使節団報告書英国産業連盟派遣日本満州国使節団報告書英国産業連盟派遣日本満州国使節団報告書 
  昭和10(1935)    60p  
    原書名：Federation of British Industories. 
            (Report of Mission to the Far East. 
             Aug.-Nov.1934. 所載)       
 
  学徒戦時動員体制に関する官民懇談会学徒戦時動員体制に関する官民懇談会学徒戦時動員体制に関する官民懇談会学徒戦時動員体制に関する官民懇談会 
  昭和18(1943)    47p 
 
  現下輸送問題より観たる自動車工業の現況現下輸送問題より観たる自動車工業の現況現下輸送問題より観たる自動車工業の現況現下輸送問題より観たる自動車工業の現況    
  鈴木重康,林桂,大町北造述 
  昭和19(1944)    32p 
 
  現行税制特に所得税及営業収益税に就て現行税制特に所得税及営業収益税に就て現行税制特に所得税及営業収益税に就て現行税制特に所得税及営業収益税に就て    
     神戸正雄講演 
  昭和5(1930)    42p 
 
  濱口大蔵大臣の講演濱口大蔵大臣の講演濱口大蔵大臣の講演濱口大蔵大臣の講演 
  大正15(1926)    12p 
 
  報告書報告書報告書報告書 
    第 7回 自昭和3年4月1日至同4年3月31日 
    第 8回 自昭和4年4月1日至同5年3月31日 
    第 9回 自昭和5年4月1日至同6年3月31日 
    昭和4(1929)-昭和6(1931)    3冊 
 
  北支を視察して北支を視察して北支を視察して北支を視察して     小倉正恒述 
  昭和19(1944)    17p 
 
  訪日中華民国経済視察団歓迎晩餐会に於ける演説訪日中華民国経済視察団歓迎晩餐会に於ける演説訪日中華民国経済視察団歓迎晩餐会に於ける演説訪日中華民国経済視察団歓迎晩餐会に於ける演説    
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  日華実業協会共編 
  昭和10(1935)    9p 
 
  本邦の鉄道会計に就て本邦の鉄道会計に就て本邦の鉄道会計に就て本邦の鉄道会計に就て  青木周三講述 
  昭和6(1931)    32p 
 
  伊太利に於ける伊太利に於ける伊太利に於ける伊太利に於ける統制経済の実情統制経済の実情統制経済の実情統制経済の実情 
  昭和15(1940)    32p  
    [伊太利ファシスト当領袖フランチェスコ･グロッ 
     シイ氏招待懇談会筆録] 
 
  華府会議以後ノ支那関税事情ト関税特別会議ニ関華府会議以後ノ支那関税事情ト関税特別会議ニ関華府会議以後ノ支那関税事情ト関税特別会議ニ関華府会議以後ノ支那関税事情ト関税特別会議ニ関    
        スル列国ノ対策スル列国ノ対策スル列国ノ対策スル列国ノ対策   日本工業倶楽部共編 
    大正14(1925)    17p 
    [支那関税特別会議ニ関スル連合委員会] 
 
  会員午餐会演説速記録会員午餐会演説速記録会員午餐会演説速記録会員午餐会演説速記録 
  昭和7(1932)    17p  
 
  会社経理統制令の改正に就て会社経理統制令の改正に就て会社経理統制令の改正に就て会社経理統制令の改正に就て     吉田晴二述 
  昭和19(1944)    50p 
 
  加奈陀の小麦に加奈陀の小麦に加奈陀の小麦に加奈陀の小麦に就て就て就て就て  正田貞一郎講述 
  昭和4(1929)    18p 
 
  経済連盟調査彙報経済連盟調査彙報経済連盟調査彙報経済連盟調査彙報 
  第 2号 アメリカ経済の盛観と其根底アメリカ経済の盛観と其根底アメリカ経済の盛観と其根底アメリカ経済の盛観と其根底    
          マグナス･W･アレキサンダー著 
   昭和4(1929)    61p  
      原書名:The Economic Evolution of the United  
             States ー Its Background and  
             Significance. 
 
    第 3号 大学及専門学校卒業者就職問題意見集大学及専門学校卒業者就職問題意見集大学及専門学校卒業者就職問題意見集大学及専門学校卒業者就職問題意見集 
      昭和5(1930)    192p 
 
    第 4号    米国関税改正の本邦対米貿易に及ぼす米国関税改正の本邦対米貿易に及ぼす米国関税改正の本邦対米貿易に及ぼす米国関税改正の本邦対米貿易に及ぼす    
                                                影響影響影響影響 
      昭和5(1940)    8p 
 
    第 5号 国際売買規定統一条約案ニ対スル意見国際売買規定統一条約案ニ対スル意見国際売買規定統一条約案ニ対スル意見国際売買規定統一条約案ニ対スル意見 
   昭和5(1930)    67p 
 
   第 6号 豪州連邦税制改正に関する調査資料豪州連邦税制改正に関する調査資料豪州連邦税制改正に関する調査資料豪州連邦税制改正に関する調査資料 
   昭和5(1930)   15p 
 
    第 7号 欧州に於ける鉄鋼業の国際競争と賃銀欧州に於ける鉄鋼業の国際競争と賃銀欧州に於ける鉄鋼業の国際競争と賃銀欧州に於ける鉄鋼業の国際競争と賃銀    
                                                率率率率 
      昭和5(1930)    8p 
 
    第14号 英国経済使節英国経済使節英国経済使節英国経済使節の綿業に関する報告の結の綿業に関する報告の結の綿業に関する報告の結の綿業に関する報告の結    
                                                論並勧告論並勧告論並勧告論並勧告 
   昭和6(1931)    17p 
      ["倫敦タイムス" 4月16日付の訳] 
 
    第15号 極東派遣英国経済使節一般報告の結論極東派遣英国経済使節一般報告の結論極東派遣英国経済使節一般報告の結論極東派遣英国経済使節一般報告の結論    
                                                並勧告並勧告並勧告並勧告 
   昭和6(1931)    29p 

 
    第16号 関税問題調査資料関税問題調査資料関税問題調査資料関税問題調査資料 
   昭和7(1932)    253p 
 
    第17号 金融問題調査資料金融問題調査資料金融問題調査資料金融問題調査資料 第第第第1111輯輯輯輯 
   昭和7(1932)    99p 
 
    第18号 第第第第19191919回全米海外貿易会議に於ける日支回全米海外貿易会議に於ける日支回全米海外貿易会議に於ける日支回全米海外貿易会議に於ける日支    
                                                関係演説関係演説関係演説関係演説 
   昭和17(1932)    71p 
 
    第19号 最近日本及英帝国経済関係ノ経過最近日本及英帝国経済関係ノ経過最近日本及英帝国経済関係ノ経過最近日本及英帝国経済関係ノ経過    
                                         第第第第1111輯輯輯輯 
      昭和8(1933)    168p 
 
    第20号 最近日本及英帝国経済関係ノ経過最近日本及英帝国経済関係ノ経過最近日本及英帝国経済関係ノ経過最近日本及英帝国経済関係ノ経過    
                                         第第第第2222輯輯輯輯     
      昭和9(1934)    236p 
 
    第21号 蚕糸業対策調査資料蚕糸業対策調査資料蚕糸業対策調査資料蚕糸業対策調査資料 
      昭和9(1934)    230p 
 
    第23号 最近日本・英帝国経済関係ノ経過最近日本・英帝国経済関係ノ経過最近日本・英帝国経済関係ノ経過最近日本・英帝国経済関係ノ経過    
                                         第第第第3333輯輯輯輯 
      昭和11(1936)    237p 
 
    第24号 我国貿易統制ニ関スル関係当業者ノ意我国貿易統制ニ関スル関係当業者ノ意我国貿易統制ニ関スル関係当業者ノ意我国貿易統制ニ関スル関係当業者ノ意    
                                                見並ニ参考資料見並ニ参考資料見並ニ参考資料見並ニ参考資料 
   昭和11(1936)    147p 
 
    第25号 最近日本･英帝国経済関係ノ経過最近日本･英帝国経済関係ノ経過最近日本･英帝国経済関係ノ経過最近日本･英帝国経済関係ノ経過    
                                            第第第第4444輯輯輯輯 
      昭和12(1937)    134p 
 
    第27号  物価騰貴抑制ノ具体的方策物価騰貴抑制ノ具体的方策物価騰貴抑制ノ具体的方策物価騰貴抑制ノ具体的方策        中央物価中央物価中央物価中央物価    
                                                委員会ノ答申委員会ノ答申委員会ノ答申委員会ノ答申     
      昭和13(1938)    94p 
 
    第29号    軍需工業利潤統制問題解説軍需工業利潤統制問題解説軍需工業利潤統制問題解説軍需工業利潤統制問題解説 
   昭和15(1940)    38p 
 
 経済連盟講演経済連盟講演経済連盟講演経済連盟講演 

第81輯  独逸視察団独逸視察団独逸視察団独逸視察団    伍堂卓雄述 
  昭和11(1936)    36p 

 
第82輯  訪暹経済使節所感訪暹経済使節所感訪暹経済使節所感訪暹経済使節所感       安川雄之助述 
  昭和11(1936)    23p 

 
    第83輯  仏蘭西法に於ける営業財産の法律的保仏蘭西法に於ける営業財産の法律的保仏蘭西法に於ける営業財産の法律的保仏蘭西法に於ける営業財産の法律的保    
                                                護に就て護に就て護に就て護に就て ド･ラ･モランデイエール講演 
      昭和11(1936)     26p 
 
    第84輯  全国実業専門学校長招待茶会に於ける全国実業専門学校長招待茶会に於ける全国実業専門学校長招待茶会に於ける全国実業専門学校長招待茶会に於ける    
                                                演説演説演説演説 
      昭和11(1936)     38p 
 
    第85輯 欧米最近の経済事情欧米最近の経済事情欧米最近の経済事情欧米最近の経済事情        冨田勇太郎述 
   昭和11(1936)    32p 
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    第86輯 最近の満州国事情最近の満州国事情最近の満州国事情最近の満州国事情  松岡洋右述 
   昭和11(1936)    32p 
 
    第87号 中南米と我貿易中南米と我貿易中南米と我貿易中南米と我貿易     松永直吉述 
   昭和12(1937)    34p 
 
    第88号    支那の現状と日支経済提携に就て支那の現状と日支経済提携に就て支那の現状と日支経済提携に就て支那の現状と日支経済提携に就て    
                                  神田正雄述 
   昭和12(1937)    47p 
 
    第89号 産業と政府との関係に就ての一考察産業と政府との関係に就ての一考察産業と政府との関係に就ての一考察産業と政府との関係に就ての一考察    
                                     ビヨン・プリッツ述 
   昭和13(1938)    15,12p 
   原書名：A Few Remarks on Present-day Relation 
           Between Industry and Government from 
             Viewpoint of an International 
             Business Man. 
 
    第91輯 第１７回定時会員総会午餐会に於ける第１７回定時会員総会午餐会に於ける第１７回定時会員総会午餐会に於ける第１７回定時会員総会午餐会に於ける    
                                                演説演説演説演説     郷誠之助等 
   昭和14(1939)    18p 
 
    第95輯    本邦税制改正後の実施状況並に欧米各本邦税制改正後の実施状況並に欧米各本邦税制改正後の実施状況並に欧米各本邦税制改正後の実施状況並に欧米各    
                                                国戦時租税増徴状況国戦時租税増徴状況国戦時租税増徴状況国戦時租税増徴状況  松隈秀雄講演 
      昭和16(1941)    51p  表 
 
 経済新体制ニ関スル意見書経済新体制ニ関スル意見書経済新体制ニ関スル意見書経済新体制ニ関スル意見書        
                日本工業倶楽部等共編 
  昭和15(1940)    8p 
 
  企業系列整備問題官民懇談会議事速記録企業系列整備問題官民懇談会議事速記録企業系列整備問題官民懇談会議事速記録企業系列整備問題官民懇談会議事速記録 
  昭和19(1944)    44p 
 
  企業整備に関する官民懇談会速記録企業整備に関する官民懇談会速記録企業整備に関する官民懇談会速記録企業整備に関する官民懇談会速記録 
  昭和19(1944)    51p 
 
  企業整備労務対策ニ関スル意見企業整備労務対策ニ関スル意見企業整備労務対策ニ関スル意見企業整備労務対策ニ関スル意見 
  昭和19(1944)    27p 
 
  企業整備労務問題に関する官民懇談会企業整備労務問題に関する官民懇談会企業整備労務問題に関する官民懇談会企業整備労務問題に関する官民懇談会    
    第1回-第2回 
  昭和19(1944)    2冊 
 
 国際連盟第１１回総会に於ける経済問題国際連盟第１１回総会に於ける経済問題国際連盟第１１回総会に於ける経済問題国際連盟第１１回総会に於ける経済問題    
   井上匡四郎講述 
  昭和6(1931)    17p 
 
  国際連盟に於ける日支問題国際連盟に於ける日支問題国際連盟に於ける日支問題国際連盟に於ける日支問題     藤述史講述 
    日本工業倶楽部等編 
  昭和7(1932)    24p 
 
  国際連盟より観たる世界経済不況国際連盟より観たる世界経済不況国際連盟より観たる世界経済不況国際連盟より観たる世界経済不況    
  サー･アーサー･ソルター講演 
  昭和6(1931)    18,14p 
    原書名：The World Economic Depression as Viewed 
            from the League of Nations.   
 

  国際商議関係書類国際商議関係書類国際商議関係書類国際商議関係書類 
  第14号 国際商業会議所第３回総会に於ける議国際商業会議所第３回総会に於ける議国際商業会議所第３回総会に於ける議国際商業会議所第３回総会に於ける議    
                                                長の挨拶長の挨拶長の挨拶長の挨拶     モーリス･デプレー演述 
      大正14(1925)    4p 
 
    第15号 国際商業会議所第３回総会に於ける会国際商業会議所第３回総会に於ける会国際商業会議所第３回総会に於ける会国際商業会議所第３回総会に於ける会    
                                                頭の演説頭の演説頭の演説頭の演説 ウイリス･エイチ･ブース演述 
      大正14(1925)    15p 
 
第16号 商業信用調査に就て商業信用調査に就て商業信用調査に就て商業信用調査に就て    

                                     アーネスト･ビーフィルシンガー演述  
    大正14(1925)    7p  
 
    第17号    鉄及鋼鉄に就て鉄及鋼鉄に就て鉄及鋼鉄に就て鉄及鋼鉄に就て    
                                  アーサー･バルフォアー演述   
    大正14(1925)    13p  
  
    第18号 欧州最近の経済復興状態欧州最近の経済復興状態欧州最近の経済復興状態欧州最近の経済復興状態    
                                     アーサー･サルター演述    
    大正14(1925)    8p 
 
    第19号    絹に就て絹に就て絹に就て絹に就て    
                                  エティエンヌ･フージェー演述 
    大正14(1925)    17p  
 
    第20号 納税の苦痛比較に就ての考察納税の苦痛比較に就ての考察納税の苦痛比較に就ての考察納税の苦痛比較に就ての考察    
                                  アルバート･ピレリ演述  
    大正14(1925)    11p  
 
    第21号     国際商業会議所第３回総会報告国際商業会議所第３回総会報告国際商業会議所第３回総会報告国際商業会議所第３回総会報告                        
    大正15(1926)    42p  
 
    第23号 商業用語ノ日本側解釈商業用語ノ日本側解釈商業用語ノ日本側解釈商業用語ノ日本側解釈                                
    大正15(1926)    19p  
 
    第26号 戦後ニ於ケル戦後ニ於ケル戦後ニ於ケル戦後ニ於ケル欧州ノ関税並貿易政策ノ欧州ノ関税並貿易政策ノ欧州ノ関税並貿易政策ノ欧州ノ関税並貿易政策ノ    
                                                変遷変遷変遷変遷  
    大正15(1926)    49p 
 
    第35号    国際商業会議所アムステルダム総会に国際商業会議所アムステルダム総会に国際商業会議所アムステルダム総会に国際商業会議所アムステルダム総会に    
                                                於ける決議並演説於ける決議並演説於ける決議並演説於ける決議並演説                  
    昭和4(1929)    18,45p 
 
    第36号 国際二重課税に就いて国際二重課税に就いて国際二重課税に就いて国際二重課税に就いて     石渡荘太郎 
      昭和4(1929)    38,10p 
 
    第37号 国際商業会議所理事会に於ける世界国際商業会議所理事会に於ける世界国際商業会議所理事会に於ける世界国際商業会議所理事会に於ける世界    
                                                不況に関する演説並決議不況に関する演説並決議不況に関する演説並決議不況に関する演説並決議   
    昭和6(1931)    72p  
 
    第38号    国際商業会議所華府総会報告国際商業会議所華府総会報告国際商業会議所華府総会報告国際商業会議所華府総会報告    
                                  国際商業会議所日本国内委員会共編  
      昭和6(1931)    75,97p  
 
    第40号 国際商業会議所第７回総会国際商業会議所第７回総会国際商業会議所第７回総会国際商業会議所第７回総会((((維納維納維納維納))))報告報告報告報告    
                                     国際商業会議所日本国内委員会共編       
      昭和8(1933)    80p                                        
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  国際商業会議所第８回国際商業会議所第８回国際商業会議所第８回国際商業会議所第８回((((巴里巴里巴里巴里))))総会概要報告総会概要報告総会概要報告総会概要報告    
                国際商業会議所日本国内委員会共編 
    昭和10(1935)    44p 
  
  協力工場整備問題に関する官民懇談会協力工場整備問題に関する官民懇談会協力工場整備問題に関する官民懇談会協力工場整備問題に関する官民懇談会 
  昭和18(1943)    49p 
 
  民間経済組織ニ関スル意見民間経済組織ニ関スル意見民間経済組織ニ関スル意見民間経済組織ニ関スル意見                                        
  昭和15(1940)    5p  図   
 
  南阿連邦の国情と本邦との経済関係南阿連邦の国情と本邦との経済関係南阿連邦の国情と本邦との経済関係南阿連邦の国情と本邦との経済関係    
  首藤安人講演並調査報告      
  昭和9(1934)    112p 
 
  日亜通商審議会議事録日亜通商審議会議事録日亜通商審議会議事録日亜通商審議会議事録                                            
  昭和15(1940)    62p  
 
  日本経済連盟会関西支部第日本経済連盟会関西支部第日本経済連盟会関西支部第日本経済連盟会関西支部第1111回総会速記録回総会速記録回総会速記録回総会速記録                           
  昭和18(1943)    83p 
 
  日支関税協定並ニ協定品目明細表日支関税協定並ニ協定品目明細表日支関税協定並ニ協定品目明細表日支関税協定並ニ協定品目明細表 
  昭和5(1930)    19p 
 
  欧米訪問経済使節団報告書欧米訪問経済使節団報告書欧米訪問経済使節団報告書欧米訪問経済使節団報告書  
  昭和13(1938)    88p  
 
  欧米に於けるラヂオの国民的及国際的利用欧米に於けるラヂオの国民的及国際的利用欧米に於けるラヂオの国民的及国際的利用欧米に於けるラヂオの国民的及国際的利用    
  中山龍次講述        
  昭和6(1931)    22p  
 
  大坂会員大坂会員大坂会員大坂会員懇談会に於ける諸演説懇談会に於ける諸演説懇談会に於ける諸演説懇談会に於ける諸演説  
  昭和4(1929)    57p  
 
  欧州経済連盟に就て欧州経済連盟に就て欧州経済連盟に就て欧州経済連盟に就て  杉村陽太郎講述 
  昭和4(1929)    44p  
 
  欧州の近情並に世界当面の重要諸問題欧州の近情並に世界当面の重要諸問題欧州の近情並に世界当面の重要諸問題欧州の近情並に世界当面の重要諸問題    
  安達峰一郎講述 日本工業倶楽部共編 
    昭和5(9130)    28p 
 
  応召入営及び被徴用者待遇調査報告応召入営及び被徴用者待遇調査報告応召入営及び被徴用者待遇調査報告応召入営及び被徴用者待遇調査報告    
 昭和16年11月13日現在 
  昭和17(1942)    107p 
 
  黎明の国独伊と花咲く国スカンヂナビア黎明の国独伊と花咲く国スカンヂナビア黎明の国独伊と花咲く国スカンヂナビア黎明の国独伊と花咲く国スカンヂナビア    
     井上雅二講演 日本工業倶楽部共編 
    昭和12(1937)    52p 
 
  最近の欧米経済事情に就て最近の欧米経済事情に就て最近の欧米経済事情に就て最近の欧米経済事情に就て  津島壽一述 
  昭和9(1934)    36p 
 
  最近の欧州に於ける労資思想の変遷最近の欧州に於ける労資思想の変遷最近の欧州に於ける労資思想の変遷最近の欧州に於ける労資思想の変遷    
     杉村陽太郎講述 
  昭和5(1930)    34p 
 
  最近財界不況の実状並に之が原因対策最近財界不況の実状並に之が原因対策最近財界不況の実状並に之が原因対策最近財界不況の実状並に之が原因対策    
  日本工業倶楽部共編 
  昭和6(1931)    438p 

 
齋藤米中大使帰朝歓迎会演説筆録齋藤米中大使帰朝歓迎会演説筆録齋藤米中大使帰朝歓迎会演説筆録齋藤米中大使帰朝歓迎会演説筆録    島田勝之助君島田勝之助君島田勝之助君島田勝之助君
帰朝歓迎会演説筆録帰朝歓迎会演説筆録帰朝歓迎会演説筆録帰朝歓迎会演説筆録    

    昭和9(1934)    42p 
 
  産業不況ト失業防止産業不況ト失業防止産業不況ト失業防止産業不況ト失業防止 片岡安述 
  昭和7(1932)    15p   
 
  産業の合理化を如何に実行すべきか産業の合理化を如何に実行すべきか産業の合理化を如何に実行すべきか産業の合理化を如何に実行すべきか    
  杉村陽太郎著            
  昭和5(1930)    33p    
  
  産業統制機構改善ニ関スル緊急対策意見産業統制機構改善ニ関スル緊急対策意見産業統制機構改善ニ関スル緊急対策意見産業統制機構改善ニ関スル緊急対策意見  
  昭和15(1940)    5p   
 
  佐藤駐仏大使歓迎茶会演説筆録佐藤駐仏大使歓迎茶会演説筆録佐藤駐仏大使歓迎茶会演説筆録佐藤駐仏大使歓迎茶会演説筆録  
  昭和9(1934)    29p  
 
  世界不況に就て世界不況に就て世界不況に就て世界不況に就て    ----特に米国の事情を参照したる- 
  ヨセフ・シュムペーター講演 日本工業倶楽部共編 
    昭和6(1931)    19,14p 
   原書名：The World Depression; with Special 
         Reference to the United States of  
            America.  
 
  戦時生産の増強促進に関する東條内閣総理大臣閣戦時生産の増強促進に関する東條内閣総理大臣閣戦時生産の増強促進に関する東條内閣総理大臣閣戦時生産の増強促進に関する東條内閣総理大臣閣    
        下の演説下の演説下の演説下の演説                      
    昭和18(1943)    11p     図 
 
  一九四二年米国歳入法ニ規定セラレタル所得税規一九四二年米国歳入法ニ規定セラレタル所得税規一九四二年米国歳入法ニ規定セラレタル所得税規一九四二年米国歳入法ニ規定セラレタル所得税規    
        則則則則 附：一九二六年ノ改正点     
    大正15(1926)    60p  
 
 支那関税自主権回復問題ニ就テ支那関税自主権回復問題ニ就テ支那関税自主権回復問題ニ就テ支那関税自主権回復問題ニ就テ 
    大正14(1925)    21p 
 
  諸外国に於ける関諸外国に於ける関諸外国に於ける関諸外国に於ける関税改正の現況税改正の現況税改正の現況税改正の現況    
  若松虎雄講述 日本工業倶楽部共編   
  大正14(1925)    21p 
  [支那関税特別会議ニ関スル連合委員会] 
 
 「ソヴィエト」連邦事情「ソヴィエト」連邦事情「ソヴィエト」連邦事情「ソヴィエト」連邦事情     酒匂秀一講述  
  昭和5(1930)    42p 
 
  対独賠償専門委員会に就て対独賠償専門委員会に就て対独賠償専門委員会に就て対独賠償専門委員会に就て  森賢吾講述   
  昭和4(1929)    39p 
 
  我国金融制度改善ニ関スル意見書我国金融制度改善ニ関スル意見書我国金融制度改善ニ関スル意見書我国金融制度改善ニ関スル意見書  
  昭和8(1933)    13p   
 
  我邦産業界ノ時弊匡正ニ関スル業種別調査摘要我邦産業界ノ時弊匡正ニ関スル業種別調査摘要我邦産業界ノ時弊匡正ニ関スル業種別調査摘要我邦産業界ノ時弊匡正ニ関スル業種別調査摘要  
  昭和3(1928)    29p  
 
  我国蚕糸業対策意見書我国蚕糸業対策意見書我国蚕糸業対策意見書我国蚕糸業対策意見書 
  昭和9(1934)    10p  
 
  税制改革案一覧税制改革案一覧税制改革案一覧税制改革案一覧 
  昭和11(1936)    15p 
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日本連盟経済会調査課日本連盟経済会調査課日本連盟経済会調査課日本連盟経済会調査課     
 調査彙報調査彙報調査彙報調査彙報 
  第 1号 新増税と株式公社債等負担均衡問題新増税と株式公社債等負担均衡問題新増税と株式公社債等負担均衡問題新増税と株式公社債等負担均衡問題 
   昭和17(1942)    11p 
 
    第 3号 価格決定及び審議機構と其の活動状況価格決定及び審議機構と其の活動状況価格決定及び審議機構と其の活動状況価格決定及び審議機構と其の活動状況 
   昭和17(1942)    20p 
 
日本経済史研究所日本経済史研究所日本経済史研究所日本経済史研究所 
 最近の経済史学界最近の経済史学界最近の経済史学界最近の経済史学界 
  昭和10(1935)    22p 
   [「経済史研究」第14巻第1号抜刷] 
  昭和12(1937)    17p 
   [「経済史研究」第18巻第2号抜刷] 
  昭和12(1937)    17p 
   [「経済史研究」第18巻第3号抜刷] 
 
日本生糸株式会社日本生糸株式会社日本生糸株式会社日本生糸株式会社 
 米国に於ける生糸取引の実状米国に於ける生糸取引の実状米国に於ける生糸取引の実状米国に於ける生糸取引の実状    内地に於ける生糸内地に於ける生糸内地に於ける生糸内地に於ける生糸    
        輸出商の実務輸出商の実務輸出商の実務輸出商の実務     江川鋪助,稲田順一郎 述 
  昭和9(1934)    46p 
 
日本生糸株式会社調査部日本生糸株式会社調査部日本生糸株式会社調査部日本生糸株式会社調査部     
    生糸販売統制問題批判生糸販売統制問題批判生糸販売統制問題批判生糸販売統制問題批判  山崎壽市述 
  昭和7(1932)    33p 
 
日本絹人絹糸布輸出組合連合会日本絹人絹糸布輸出組合連合会日本絹人絹糸布輸出組合連合会日本絹人絹糸布輸出組合連合会 
 日本絹人絹糸布輸出組合連合会輸出統制規程日本絹人絹糸布輸出組合連合会輸出統制規程日本絹人絹糸布輸出組合連合会輸出統制規程日本絹人絹糸布輸出組合連合会輸出統制規程    
 附：輸出組合法 輸出絹織物取締法 重要輸出品取 
  締法 通商擁護法 外国為替管理法 輸出補償法   
    昭和11(1936)    153p 
 
日本興業銀行調査係日本興業銀行調査係日本興業銀行調査係日本興業銀行調査係 
    本邦麦酒業ノ現状ニ就テ本邦麦酒業ノ現状ニ就テ本邦麦酒業ノ現状ニ就テ本邦麦酒業ノ現状ニ就テ 
  昭和8(1933)    59p 
 
  本邦社債略史本邦社債略史本邦社債略史本邦社債略史 
  昭和2(1927)    117p 
 
     小口貸付課小口貸付課小口貸付課小口貸付課  ホワード・ヘーンズ著 
  昭和8(1933)    61p  
  原書名：The Small Loan Department, 1930. 
 
     最近公債社債調最近公債社債調最近公債社債調最近公債社債調（大正14年10月末日現在） 
  〔大正15(1926)〕   表20p 
 
  昭和２年に於ける社債界の近昭和２年に於ける社債界の近昭和２年に於ける社債界の近昭和２年に於ける社債界の近状状状状 
  昭和2(1927)    47,26p 
 
     昭和６年ノ社債界昭和６年ノ社債界昭和６年ノ社債界昭和６年ノ社債界 
  昭和7(1932)    82p 
 
  昭和３昭和３昭和３昭和３,,,,４両年ニ於ケル社債界４両年ニ於ケル社債界４両年ニ於ケル社債界４両年ニ於ケル社債界 
  昭和5(1930)    56p  表 
 
    蘇連邦経済の近状蘇連邦経済の近状蘇連邦経済の近状蘇連邦経済の近状 
  昭和14(1939)    44p 

 
  我国琺瑯鉄器工業の概況我国琺瑯鉄器工業の概況我国琺瑯鉄器工業の概況我国琺瑯鉄器工業の概況 
  昭和8(1933)    19p 
 
日本興業銀行鑑定部調査係日本興業銀行鑑定部調査係日本興業銀行鑑定部調査係日本興業銀行鑑定部調査係 
 大正１３年事業界ノ趨勢大正１３年事業界ノ趨勢大正１３年事業界ノ趨勢大正１３年事業界ノ趨勢 
  〔大正14(1925)〕    51p  表 
 
日本工業倶楽部日本工業倶楽部日本工業倶楽部日本工業倶楽部 
 経済研究叢書経済研究叢書経済研究叢書経済研究叢書 
  第 98輯 時局下に於ける本邦水産業に就て時局下に於ける本邦水産業に就て時局下に於ける本邦水産業に就て時局下に於ける本邦水産業に就て    
           井野碩哉講演 
    昭和15(1930)    65p 
 
    第100輯    米増産と科学米増産と科学米増産と科学米増産と科学  野口彌吉著 
   昭和15(1940)    69p 
 
    第102輯 米国財界の近情と金問題米国財界の近情と金問題米国財界の近情と金問題米国財界の近情と金問題    
                    大島堅造講演 
   昭和15(1940)    101p 
 
    第103輯    現時の世界石油情勢と米国の対日石油現時の世界石油情勢と米国の対日石油現時の世界石油情勢と米国の対日石油現時の世界石油情勢と米国の対日石油    
                                                    圧迫圧迫圧迫圧迫  神原泰講演 
   昭和15(1940)    56p 
 
   第105輯 東亜共栄圏の植産資源と計画生産東亜共栄圏の植産資源と計画生産東亜共栄圏の植産資源と計画生産東亜共栄圏の植産資源と計画生産    
                    田中長三郎講演 
   昭和16(1941)    90p 
 
    第106輯 アセチレン工業に就てアセチレン工業に就てアセチレン工業に就てアセチレン工業に就て 堀内利器講演 
   昭和16(1941)    43p  図 
 
  第108輯 満支産業の実情満支産業の実情満支産業の実情満支産業の実情        岸信介講演 
   昭和16(1941)    54p 
 
    第109輯 油脂工業に就て油脂工業に就て油脂工業に就て油脂工業に就て  村山威士講演 
   昭和16(1941)    65p 
 
    第112輯 戦時失業資金か戦時解放資金か国定資戦時失業資金か戦時解放資金か国定資戦時失業資金か戦時解放資金か国定資戦時失業資金か戦時解放資金か国定資    
                                                    産の貨幣還元産の貨幣還元産の貨幣還元産の貨幣還元    
                                                    ----ドイツ工業会社の決算報告に観る- 
     昭和17(1942)    92p 
 
    第113輯 英領ボルネオ事情と其の重要性英領ボルネオ事情と其の重要性英領ボルネオ事情と其の重要性英領ボルネオ事情と其の重要性    
                                      谷口卓講演 
   昭和17(1942)    33p 
 
    第114輯    旧蘭印の民族・政治方策に就いて旧蘭印の民族・政治方策に就いて旧蘭印の民族・政治方策に就いて旧蘭印の民族・政治方策に就いて  
            平野義太郎講演 
   昭和17(1942)    52p 
 
    第115輯 北アメリカ合衆国戦争興業持株会社北アメリカ合衆国戦争興業持株会社北アメリカ合衆国戦争興業持株会社北アメリカ合衆国戦争興業持株会社 
   昭和17(1942)    63p 
 
    第117輯 戦時金融金庫に就て戦時金融金庫に就て戦時金融金庫に就て戦時金融金庫に就て    
                                             附：会社経理統制令  伊原隆講演 
   昭和17(1942)    69p 
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    第118輯 アメリカの生産宗教アメリカの生産宗教アメリカの生産宗教アメリカの生産宗教 
   昭和17(1942)    79p 
 
    第119輯 東洋農業文明の新装とアメリカ農業の東洋農業文明の新装とアメリカ農業の東洋農業文明の新装とアメリカ農業の東洋農業文明の新装とアメリカ農業の    
                                                    頽廃頽廃頽廃頽廃 
   昭和17(1942)    135p 
 
    第120輯    アメリカ軍需工業の現在と将来アメリカ軍需工業の現在と将来アメリカ軍需工業の現在と将来アメリカ軍需工業の現在と将来    
                                      大野信三講演 
      昭和17(1942)    92p 
 
  第123輯 戦時統制経済の回顧と第２年への決意戦時統制経済の回顧と第２年への決意戦時統制経済の回顧と第２年への決意戦時統制経済の回顧と第２年への決意    
                                         原祐三講演 
   昭和18(1943)    71p 
 
    第124輯     南方鉱物資源に就て南方鉱物資源に就て南方鉱物資源に就て南方鉱物資源に就て  林甚之丞講演 
   昭和18(1943)    58p 
 
    第125輯 戦局は既に徴用戦の段階戦局は既に徴用戦の段階戦局は既に徴用戦の段階戦局は既に徴用戦の段階 
   昭和18(1943)    84p 
 
    第126輯 ドイツに於ける軍需工場管理に伴ふ産ドイツに於ける軍需工場管理に伴ふ産ドイツに於ける軍需工場管理に伴ふ産ドイツに於ける軍需工場管理に伴ふ産    
                                                    業経済改組問題業経済改組問題業経済改組問題業経済改組問題  飯島正義講演  
      昭和18(1943)    64p 
 
    第127輯    戦争経済の貨幣的側面戦争経済の貨幣的側面戦争経済の貨幣的側面戦争経済の貨幣的側面    
                                      中山伊知郎講演 
   昭和18(1943)    61p 
 
    第128輯 南方の産業と交通南方の産業と交通南方の産業と交通南方の産業と交通     増永元也講演 
   昭和18(1943)    59p 
 
    第129輯    世界情勢と最近の支那問題世界情勢と最近の支那問題世界情勢と最近の支那問題世界情勢と最近の支那問題    
                                      高木友三郎講演 
   昭和18(1943)    38p 
 
    第130輯 新取引所制度と株式の統制に就て新取引所制度と株式の統制に就て新取引所制度と株式の統制に就て新取引所制度と株式の統制に就て    
                                      田中豊講演 
   昭和18(1943)    45p 
 
    第131輯 日本産業界のＺ旗日本産業界のＺ旗日本産業界のＺ旗日本産業界のＺ旗    
                                                    ----敵前面舵一杯の大旋回- 
   昭和18(1943)    76p 
 
    第132輯 軍需会社法に就て軍需会社法に就て軍需会社法に就て軍需会社法に就て     椎名悦三郎講演 
   昭和19(1944)    30p 
 
    号外71  現下の石炭問題に就て現下の石炭問題に就て現下の石炭問題に就て現下の石炭問題に就て    茂野吉之助講演 
   昭和15(1940)    75p 
 
    号外74  個人資本の廃棄と社会資本への移行個人資本の廃棄と社会資本への移行個人資本の廃棄と社会資本への移行個人資本の廃棄と社会資本への移行    
                                                ----独逸の戦時統制- 
   昭和15(1940)    87p 
 
    号外75    ナチス独逸株式証券市場の奇観ナチス独逸株式証券市場の奇観ナチス独逸株式証券市場の奇観ナチス独逸株式証券市場の奇観    
                                                ----本日売切れ申候- 
      昭和16(1941)    84p 
 

    号外76  ｢顔｣の利く独逸の価格統制｢顔｣の利く独逸の価格統制｢顔｣の利く独逸の価格統制｢顔｣の利く独逸の価格統制    
                                                ----遂に｢利潤停止｣の声を聴く- 
   昭和16(1941)    82p 
 
    号外77    資金の愛国心育成資金の愛国心育成資金の愛国心育成資金の愛国心育成    
                                             -激動期のドイツ銀行界- 
   昭和16(1941)    121p 
 
    [号外71: 経済研究会] 
 
    南方を語る南方を語る南方を語る南方を語る     千田牟婁太郎述 
  昭和17(1942)    38p 
 
  通商上の障害と認むべき事項通商上の障害と認むべき事項通商上の障害と認むべき事項通商上の障害と認むべき事項 
  大正15(1926)    26p 
 
日本興業倶楽部調査課日本興業倶楽部調査課日本興業倶楽部調査課日本興業倶楽部調査課 
 調査報告調査報告調査報告調査報告 
  第13輯 各国に於ける雇用制限約款に関する調各国に於ける雇用制限約款に関する調各国に於ける雇用制限約款に関する調各国に於ける雇用制限約款に関する調    
                                                査査査査 
   昭和5(1930)    45p 
   ["Clauses Restricting Freedom of Employment 
       (Radius clauses) in the Employment  
       Contracts of Technical Workers and Salaried  
       Employees in Industry and Commerce" 
       (International Labour Review, Vol.19-3,4  
        所載）による] 
 
    第17輯 労働法規施行上の異議審査労働法規施行上の異議審査労働法規施行上の異議審査労働法規施行上の異議審査    機関問題機関問題機関問題機関問題    
                                                に関する調査に関する調査に関する調査に関する調査 
   昭和5(1930)    87p 
 
    第18輯 給料被用者の就業時間問題に関する資給料被用者の就業時間問題に関する資給料被用者の就業時間問題に関する資給料被用者の就業時間問題に関する資    
                                                料料料料 
   昭和5(1930)    102p 
 
    第20輯 本邦工業に於ける利益分配並に類似制本邦工業に於ける利益分配並に類似制本邦工業に於ける利益分配並に類似制本邦工業に於ける利益分配並に類似制    
                                                度に関する調査度に関する調査度に関する調査度に関する調査 
   昭和5(1930)    100p 
 
    第21輯 労働組合に関する各国法制摘要労働組合に関する各国法制摘要労働組合に関する各国法制摘要労働組合に関する各国法制摘要 
   昭和5(1930)    19p 
 
    第28輯 福利施設費に関する調査福利施設費に関する調査福利施設費に関する調査福利施設費に関する調査 
   昭和7(1932)    45p 
 
    号外 6  最近に於ける労働争議の事例最近に於ける労働争議の事例最近に於ける労働争議の事例最近に於ける労働争議の事例 
   昭和5(1930)    155p 
 
     英国労働争議法英国労働争議法英国労働争議法英国労働争議法 
  昭和5(1930)    10p 
 
  仏蘭西職業組合法仏蘭西職業組合法仏蘭西職業組合法仏蘭西職業組合法 
  昭和5(1930)    6p 
 
  労働組合法案に関する実業団体の意見労働組合法案に関する実業団体の意見労働組合法案に関する実業団体の意見労働組合法案に関する実業団体の意見 
  昭和5(1930)    91p 
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日本工業協会日本工業協会日本工業協会日本工業協会 
 作業研究ニヨル工場改善ノ実施ニツイテ作業研究ニヨル工場改善ノ実施ニツイテ作業研究ニヨル工場改善ノ実施ニツイテ作業研究ニヨル工場改善ノ実施ニツイテ    
        ----島本鉄工所指導中間報告-  宮崎藤次郎講演     
   〔昭和16(1941)〕   18p 
 
日本工業新聞社経済部日本工業新聞社経済部日本工業新聞社経済部日本工業新聞社経済部 
 長期建設と信託長期建設と信託長期建設と信託長期建設と信託 -座談会速記- 
  昭和14(1939)    116p 
 
日本航空輸送株式会社日本航空輸送株式会社日本航空輸送株式会社日本航空輸送株式会社 
 日本航空輸送株式会社１０年史日本航空輸送株式会社１０年史日本航空輸送株式会社１０年史日本航空輸送株式会社１０年史 
  昭和13(1938)    40p 
 
日本国際協会日本国際協会日本国際協会日本国際協会 
 大東亜共栄圏第二次欧州大戦関係条約集大東亜共栄圏第二次欧州大戦関係条約集大東亜共栄圏第二次欧州大戦関係条約集大東亜共栄圏第二次欧州大戦関係条約集    
  外務省条約局編 
  昭和16(1941)    772p 
 
        経済委員会叢書経済委員会叢書経済委員会叢書経済委員会叢書 
   第10輯 世界貿易の現状及其対策世界貿易の現状及其対策世界貿易の現状及其対策世界貿易の現状及其対策    
           附：世界貿易の現状附属表 
            川島信太郎著  
    昭和10(1935)    22p  [叢書 第146輯]                                
 
  石油の問題石油の問題石油の問題石油の問題  外務省調査部編  
   昭和12(1937)    7,118p     
 
 叢書叢書叢書叢書 
  第133輯    各国通商の動向と日本各国通商の動向と日本各国通商の動向と日本各国通商の動向と日本    
                 外務省通商局編 
   昭和10(1935)    198p 
 
    第146輯 世界貿易の現状及其対策世界貿易の現状及其対策世界貿易の現状及其対策世界貿易の現状及其対策    
                                             附：世界貿易の現状附属表 
           川島信太郎著 
   昭和10(1935)    22p 
   [経済委員会叢書 第10輯] 
 
  第149輯    最近原料品取得問題最近原料品取得問題最近原料品取得問題最近原料品取得問題    
                 外務省通商局訳 
   昭和13(1938)    126p 
   原書名：Report of the Committee for Study of  
              the Problem of Raw Materials. League  
              of Nation の報告書 
 
    第198輯 最近各国の国際収支最近各国の国際収支最近各国の国際収支最近各国の国際収支    外務省通商局訳 
   昭和13(1938)    8,356p 
      原書名:Balance of Payments,1937. 
 
    第217輯 日本国際協会会員名簿日本国際協会会員名簿日本国際協会会員名簿日本国際協会会員名簿 
   昭和15(1940)    138,25p 
 
    第221輯 独逸対支経済勢力の全貌独逸対支経済勢力の全貌独逸対支経済勢力の全貌独逸対支経済勢力の全貌    
                 外務省通商局編 
   昭和15(1940)    186p  表 
 
 躍進日本の新市場躍進日本の新市場躍進日本の新市場躍進日本の新市場                          
   2.  近東地方を踏査して近東地方を踏査して近東地方を踏査して近東地方を踏査して  水野伊太郎著  

    昭和10(1935)    52p                   
 
日本国際協会日本国際協会日本国際協会日本国際協会太平洋問題調査部太平洋問題調査部太平洋問題調査部太平洋問題調査部 
 太平洋問題資料太平洋問題資料太平洋問題資料太平洋問題資料 
   6.  東亜新秩序と日本外交政策東亜新秩序と日本外交政策東亜新秩序と日本外交政策東亜新秩序と日本外交政策 
    昭和14(1939)    78p 
 
     9.  現代日本の経済的発展現代日本の経済的発展現代日本の経済的発展現代日本の経済的発展 
    昭和15(1940)    94p 
 
    11.  日本政治の発展と趣向日本政治の発展と趣向日本政治の発展と趣向日本政治の発展と趣向 
    昭和16(1941)    52p 
 
日本国際問題調査会日本国際問題調査会日本国際問題調査会日本国際問題調査会 
 列国資源図列国資源図列国資源図列国資源図 -生産と貿易に関する図表- 
  昭和17(1942)    85p  
    ["列国資源動員の現勢"別冊] 
 
日本鉱山協会日本鉱山協会日本鉱山協会日本鉱山協会 
 資料資料資料資料 
  第37輯 坑内空気の衛生に関する調査報告坑内空気の衛生に関する調査報告坑内空気の衛生に関する調査報告坑内空気の衛生に関する調査報告    
                                                ----福岡地方- 
   昭和8(1933)    186p  地図 
 
日本綿業倶楽部日本綿業倶楽部日本綿業倶楽部日本綿業倶楽部 
 紡績操業短縮史紡績操業短縮史紡績操業短縮史紡績操業短縮史     庄司乙吉著 
  昭和5(1930)    6,5,20,614,32p 
 
日本綿織物工業組合連合会日本綿織物工業組合連合会日本綿織物工業組合連合会日本綿織物工業組合連合会 
 海外市場綿織物視察報告海外市場綿織物視察報告海外市場綿織物視察報告海外市場綿織物視察報告    ----秘露,シリヤ- 
  富田謙一著 
  昭和11(1936)    106,13p 
 
  各国の趣味嗜好各国の趣味嗜好各国の趣味嗜好各国の趣味嗜好 
  昭和11(1936)    40p 
 
  特報 紡績の北支進展と本邦中小染織物工業紡績の北支進展と本邦中小染織物工業紡績の北支進展と本邦中小染織物工業紡績の北支進展と本邦中小染織物工業 
   舞田壽三郎著 
  昭和11(1936)    17p 
 
日本綿織物日本綿織物日本綿織物日本綿織物卸商業組合連合会卸商業組合連合会卸商業組合連合会卸商業組合連合会 
 綿商連誌綿商連誌綿商連誌綿商連誌 
  昭和18(1943)    507p   
 
日本綿糸布亜米利加輸出組合日本綿糸布亜米利加輸出組合日本綿糸布亜米利加輸出組合日本綿糸布亜米利加輸出組合 
 中南米諸国輸出領事手続其他参考事項中南米諸国輸出領事手続其他参考事項中南米諸国輸出領事手続其他参考事項中南米諸国輸出領事手続其他参考事項 
  昭和15(1940)    134p 
 
日本綿糸布輸出組合連合会企画部日本綿糸布輸出組合連合会企画部日本綿糸布輸出組合連合会企画部日本綿糸布輸出組合連合会企画部 
 欧州戦乱の激化と我国の貿易対策欧州戦乱の激化と我国の貿易対策欧州戦乱の激化と我国の貿易対策欧州戦乱の激化と我国の貿易対策 
  昭和15(1940)    37p 
 
日本荷造包装協会連合会日本荷造包装協会連合会日本荷造包装協会連合会日本荷造包装協会連合会         
  輸出品包装の常識輸出品包装の常識輸出品包装の常識輸出品包装の常識 
  昭和15(1940)    43p 
 
日本ポルトランドセメント同業会日本ポルトランドセメント同業会日本ポルトランドセメント同業会日本ポルトランドセメント同業会 
 建築工事に於けるコンクリートの調合及び水量の建築工事に於けるコンクリートの調合及び水量の建築工事に於けるコンクリートの調合及び水量の建築工事に於けるコンクリートの調合及び水量の    
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        定め方定め方定め方定め方 
  昭和9(1934)    26p 
 
  コンクリ土叢書コンクリ土叢書コンクリ土叢書コンクリ土叢書 
   2. 鉄筋混凝土工の手引鉄筋混凝土工の手引鉄筋混凝土工の手引鉄筋混凝土工の手引    
                            アルバート･レーキマン著 
    昭和3(1928)    105p 
 
     3.    混凝土の新知識混凝土の新知識混凝土の新知識混凝土の新知識((((材料篇）材料篇）材料篇）材料篇） 
   昭和3(1928)    90p 
 
     4. 混凝土の新知識混凝土の新知識混凝土の新知識混凝土の新知識((((施工篇）施工篇）施工篇）施工篇） 
    昭和4(1929)    96p 
 
     5.    混凝土ノ美化混凝土ノ美化混凝土ノ美化混凝土ノ美化 
   昭和4(1929)    32p 
 
     6. 混凝土講習会講演集混凝土講習会講演集混凝土講習会講演集混凝土講習会講演集 
    昭和4(1929)    154p  表 
 
     7.    セメントセメントセメントセメントコンクリート道路コンクリート道路コンクリート道路コンクリート道路((((前編）前編）前編）前編） 
    昭和5(1930)    108p 
 
     8.    セメントコンクリート道路セメントコンクリート道路セメントコンクリート道路セメントコンクリート道路((((後編）後編）後編）後編） 
   昭和6(1930)    140p 
 
     9. 混凝土講習混凝土講習混凝土講習混凝土講習    講演集講演集講演集講演集    第第第第2222集集集集 
    昭和6(1931)    44p 
 
    11.    鉄筋混凝土計算初歩便覧鉄筋混凝土計算初歩便覧鉄筋混凝土計算初歩便覧鉄筋混凝土計算初歩便覧 
    昭和7(1932)    120p 
 
    12. コンクリート現場試験報告書コンクリート現場試験報告書コンクリート現場試験報告書コンクリート現場試験報告書 
    昭和7(1932)    43p  表 
 
    15. コンクリート講習会講演集コンクリート講習会講演集コンクリート講習会講演集コンクリート講習会講演集 第第第第3333集集集集 
    昭和9(1934)    76p 
 
    22. 近畿の水害近畿の水害近畿の水害近畿の水害 
    昭和11(1936)    52p 
 
    23. コンクリート及鉄筋コンクリート集覧コンクリート及鉄筋コンクリート集覧コンクリート及鉄筋コンクリート集覧コンクリート及鉄筋コンクリート集覧    
                                (昭和9,10年度） 
    昭和11(1936)    177p 
 
  パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット 
  第16号 コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート -コンクリート百問答- 
   昭和10(1935)    36p 
 
    第22号    振動搗コンクリート振動搗コンクリート振動搗コンクリート振動搗コンクリート 
   昭和11(1936)    58p 
 
    第23号 コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート -河川工- 
   昭和11(1936)    30p 
 
日本ポルトランドセメント同業会調査部日本ポルトランドセメント同業会調査部日本ポルトランドセメント同業会調査部日本ポルトランドセメント同業会調査部 
 調査資料調査資料調査資料調査資料 
  第 3号 支那セメント工業概観支那セメント工業概観支那セメント工業概観支那セメント工業概観 

   昭和11(1936)    42p  地図 
 
  第 4号 各国セメント関税率表各国セメント関税率表各国セメント関税率表各国セメント関税率表    
                                                (昭和12年4月現在) 
   昭和12(1937)    37p 
 
日本羅沙商協会日本羅沙商協会日本羅沙商協会日本羅沙商協会 
 毛織物関税改正ニ関スル陳情理由書毛織物関税改正ニ関スル陳情理由書毛織物関税改正ニ関スル陳情理由書毛織物関税改正ニ関スル陳情理由書 
  大正13(1925)    7,8,7p 
 
日本産業振興協会日本産業振興協会日本産業振興協会日本産業振興協会,,,,日本貿易報国連盟日本貿易報国連盟日本貿易報国連盟日本貿易報国連盟 
 南方二ヶ月の旅を終へて南方二ヶ月の旅を終へて南方二ヶ月の旅を終へて南方二ヶ月の旅を終へて  藤山愛一郎講演 
    昭和17(1942)    20p 
 
日本産業協会カイロ日日本産業協会カイロ日日本産業協会カイロ日日本産業協会カイロ日本商品館本商品館本商品館本商品館 
 埃及経済事情と日埃貿易埃及経済事情と日埃貿易埃及経済事情と日埃貿易埃及経済事情と日埃貿易  商工省商務局編 
  昭和3(1928)    302p 
 
日本生命保険株式会社日本生命保険株式会社日本生命保険株式会社日本生命保険株式会社 
 生命保険宣伝展覧会生命保険宣伝展覧会生命保険宣伝展覧会生命保険宣伝展覧会    東宮殿下御成婚奉祝万国博東宮殿下御成婚奉祝万国博東宮殿下御成婚奉祝万国博東宮殿下御成婚奉祝万国博    
        覧会参加五十年記念博覧会記念写真帖覧会参加五十年記念博覧会記念写真帖覧会参加五十年記念博覧会記念写真帖覧会参加五十年記念博覧会記念写真帖    
    大正14(1925)    66枚 
 
    生命保険展覧会記念写真帖附録生命保険展覧会記念写真帖附録生命保険展覧会記念写真帖附録生命保険展覧会記念写真帖附録 
  〔大正14(1925)〕   60p 
 
  財政経済生命保険講演集財政経済生命保険講演集財政経済生命保険講演集財政経済生命保険講演集 
  昭和2(1927)    239p 
 
日本製紙株式会社日本製紙株式会社日本製紙株式会社日本製紙株式会社     
  日本製紙株式会社十五年史日本製紙株式会社十五年史日本製紙株式会社十五年史日本製紙株式会社十五年史 
    昭和8(1933)    170p 
 
日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社 
 赤赤赤赤十字の話十字の話十字の話十字の話 -講話の資料- 
  昭和10(1935)    16p 
 
日本石油株式会社道路部日本石油株式会社道路部日本石油株式会社道路部日本石油株式会社道路部 
 明治神宮外苑工事に就て明治神宮外苑工事に就て明治神宮外苑工事に就て明治神宮外苑工事に就て 藤井眞透著 
  〔大正14(1925)〕    12p 
 
日本船主協会日本船主協会日本船主協会日本船主協会 
    参考資料参考資料参考資料参考資料 
  各国航海補助制度の現状各国航海補助制度の現状各国航海補助制度の現状各国航海補助制度の現状 
   昭和10(1935)    78p 
 
       船内労働時間制船内労働時間制船内労働時間制船内労働時間制    ----船舶乗組員定員制を含む- 
   昭和10(1935)    54p  表 
 
 船員有給休暇制度船員有給休暇制度船員有給休暇制度船員有給休暇制度 
  昭和10(1935)    105p 
 
  一九三五年開催せらるべき国際一九三五年開催せらるべき国際一九三五年開催せらるべき国際一九三五年開催せらるべき国際((((海上海上海上海上))))労働会議の労働会議の労働会議の労働会議の    
        議題に就て議題に就て議題に就て議題に就て         附：国際労働会議に於て審議せられ 
  たる海事諸問題の経過      
    昭和10(1935)    98p 
 
日本商工会議所日本商工会議所日本商工会議所日本商工会議所 
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 調査資料調査資料調査資料調査資料 
    4.  支那南洋に於ける最近日貨排斥の経過並に支那南洋に於ける最近日貨排斥の経過並に支那南洋に於ける最近日貨排斥の経過並に支那南洋に於ける最近日貨排斥の経過並に    
                                    影響影響影響影響  二井内泰彦調査 
    昭和4(1929)    398p 
 
     5.  一九二八年及大戦後十年間に於ける世界各一九二八年及大戦後十年間に於ける世界各一九二八年及大戦後十年間に於ける世界各一九二八年及大戦後十年間に於ける世界各    
                                    国の経済状態国の経済状態国の経済状態国の経済状態   アルベルト･ピレリ著 
       昭和4(1929)    91p 
    原書名:Economic Conditions in 1928 and in  
              the First Post-War Decade.("World 
              Trade"所載） 
 
     6.  戦後各国関税政策概説戦後各国関税政策概説戦後各国関税政策概説戦後各国関税政策概説 
    昭和4(1929)    120p  
     [｢最近各国関税政策調査｣第1冊] 
 
    7.  最近英国関税政策の傾向最近英国関税政策の傾向最近英国関税政策の傾向最近英国関税政策の傾向 
    昭和4(1929)    123p 
    [｢最近各国関税政策調査｣第2冊] 
 
   8.     仏国及仏領印度支那の関税政策仏国及仏領印度支那の関税政策仏国及仏領印度支那の関税政策仏国及仏領印度支那の関税政策  
    昭和5(1930)    194p 
    [｢最近各国関税政策調査｣第3冊] 
 
  10.  最近豪州の保護関税政策最近豪州の保護関税政策最近豪州の保護関税政策最近豪州の保護関税政策 
    昭和6(1931)    178p 
    [｢最近各国関税政策調査｣第4冊] 
 
  11.  世界各国に於ける最近の国産愛用運動世界各国に於ける最近の国産愛用運動世界各国に於ける最近の国産愛用運動世界各国に於ける最近の国産愛用運動 
    昭和5(1930)    138p 
 
    13.  最近英領印度の関税政策最近英領印度の関税政策最近英領印度の関税政策最近英領印度の関税政策 
    昭和6(1931)    302p 
    [｢最近各国関税政策調査｣第5冊] 
 
  15.  最近に於ける世界各国の関税改正最近に於ける世界各国の関税改正最近に於ける世界各国の関税改正最近に於ける世界各国の関税改正    
         (1931年前半期) 
    昭和6(1931)    263p 
 
    16.  一九三０年に於ける世界各国の経済状態一九三０年に於ける世界各国の経済状態一九三０年に於ける世界各国の経済状態一九三０年に於ける世界各国の経済状態    
       チウニス演述 
    昭和6(1931)    86p 
 
    17.     最近各国に於ける為替ダンピング税の賦課最近各国に於ける為替ダンピング税の賦課最近各国に於ける為替ダンピング税の賦課最近各国に於ける為替ダンピング税の賦課 
    昭和7(1932)    14p 
 
    18.  最近に於ける世界各国の関税改正最近に於ける世界各国の関税改正最近に於ける世界各国の関税改正最近に於ける世界各国の関税改正    
         (1931年後半期） 
    昭和7(1932)    367p 
 
    19.     中小商工業金融改善策に関する資料中小商工業金融改善策に関する資料中小商工業金融改善策に関する資料中小商工業金融改善策に関する資料 
    昭和7(1932)    162p 
 
   140.  第７５回帝国会議ヲ通過セル産業関係重要第７５回帝国会議ヲ通過セル産業関係重要第７５回帝国会議ヲ通過セル産業関係重要第７５回帝国会議ヲ通過セル産業関係重要    
                                    法律法律法律法律 
    昭和15(1940)    238p 
 
    報告書報告書報告書報告書 

   3.  第２回旅商第二班第２回旅商第二班第２回旅商第二班第２回旅商第二班((((英領印度英領印度英領印度英領印度    東･南阿弗利東･南阿弗利東･南阿弗利東･南阿弗利    
                                    加地方加地方加地方加地方))))報告書報告書報告書報告書 
    昭和4(1929)    330p 
 
  国産愛用運動パンフレット国産愛用運動パンフレット国産愛用運動パンフレット国産愛用運動パンフレット 
    Ⅰ.  世界各国の国産愛用運動世界各国の国産愛用運動世界各国の国産愛用運動世界各国の国産愛用運動 
       昭和8(1933)     204p 
 
    Ⅲ.  国際貸借改善と国産愛用国際貸借改善と国産愛用国際貸借改善と国産愛用国際貸借改善と国産愛用 
    昭和9(1934)    88p 
 
    Ⅳ.  新興産業と国産愛用新興産業と国産愛用新興産業と国産愛用新興産業と国産愛用 
       昭和10(1935)    136p 
 
     内外市場に於ける本邦輸出陶磁器取引状況内外市場に於ける本邦輸出陶磁器取引状況内外市場に於ける本邦輸出陶磁器取引状況内外市場に於ける本邦輸出陶磁器取引状況    
  商工省商務局編 
  昭和5(1930)    589p 
 
  産業合理化講習録産業合理化講習録産業合理化講習録産業合理化講習録    ⅡⅡⅡⅡ 
    昭和7(1932)    209p 
 
  蚕糸業根本対策ニ関スル意見蚕糸業根本対策ニ関スル意見蚕糸業根本対策ニ関スル意見蚕糸業根本対策ニ関スル意見 
  昭和9(1934)    14p 
 
  商工会議所一覧商工会議所一覧商工会議所一覧商工会議所一覧  商工省商務局編 
  昭和5(1930)    184p 
 
  商取引組織及系統ニ関スル調査商取引組織及系統ニ関スル調査商取引組織及系統ニ関スル調査商取引組織及系統ニ関スル調査((((木材木材木材木材))))    
  商工省商務局編 
  昭和5(1930)    67p 
 
  商取引組織及系統ニ関スル商取引組織及系統ニ関スル商取引組織及系統ニ関スル商取引組織及系統ニ関スル調査調査調査調査((((内地向綿織物内地向綿織物内地向綿織物内地向綿織物))))    
  商工省商務局編 
  昭和5(1930)    82p 
 
  商取引組織及系統ニ関スル調査商取引組織及系統ニ関スル調査商取引組織及系統ニ関スル調査商取引組織及系統ニ関スル調査((((砂糖砂糖砂糖砂糖))))    
     商工省商務局編 
  昭和5(1930)    95p 
 
     商取引組織及系統二関スル調査商取引組織及系統二関スル調査商取引組織及系統二関スル調査商取引組織及系統二関スル調査((((陶磁器陶磁器陶磁器陶磁器))))    
  商工省商務局編 
  昭和5(1930)    56p 
 
  商取引組織及系統ニ関スル調査商取引組織及系統ニ関スル調査商取引組織及系統ニ関スル調査商取引組織及系統ニ関スル調査((((輸入肉及豚肉輸入肉及豚肉輸入肉及豚肉輸入肉及豚肉))))    
  商工省商務局編 
  昭和5(1930)    224p 
 
     図書分類目録図書分類目録図書分類目録図書分類目録 追加一 昭和14年刊  
  附:逐次刊行物目録 
  昭和14(1939)    106,xxviii,xvp 
 
日本商工会議所満蒙経済視察団日本商工会議所満蒙経済視察団日本商工会議所満蒙経済視察団日本商工会議所満蒙経済視察団 
    満蒙経済視察の概況報告満蒙経済視察の概況報告満蒙経済視察の概況報告満蒙経済視察の概況報告  杉山儀三郎著 
  昭和7(1932)    102p 
 
日本新聞連合社日本新聞連合社日本新聞連合社日本新聞連合社 
    産業の合理化産業の合理化産業の合理化産業の合理化 
  昭和2(1927)    104p 
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日本倉庫業会日本倉庫業会日本倉庫業会日本倉庫業会 
     倉庫資料倉庫資料倉庫資料倉庫資料 
  第 1輯 戦争保険と倉庫業戦争保険と倉庫業戦争保険と倉庫業戦争保険と倉庫業 
   昭和17(1942)    115p 
 
日本鉄道省北京弁公処日本鉄道省北京弁公処日本鉄道省北京弁公処日本鉄道省北京弁公処 
 支那鉄道に於ける罷工の記録支那鉄道に於ける罷工の記録支那鉄道に於ける罷工の記録支那鉄道に於ける罷工の記録 
  大正15(1926)    64p 
 
日本糖業連合会日本糖業連合会日本糖業連合会日本糖業連合会 
 調査調査調査調査 
  1-2.  満州国満州国満州国満州国,,,,中華民国の砂糖貿易並に需要量に中華民国の砂糖貿易並に需要量に中華民国の砂糖貿易並に需要量に中華民国の砂糖貿易並に需要量に    
                                        関する関する関する関する統計的一考察統計的一考察統計的一考察統計的一考察 
   昭和13(1938)    21p 
 
   3.     物価と砂糖物価と砂糖物価と砂糖物価と砂糖  佐藤正樹編 
   昭和13(1938)    76p 
 
    4.  支那の糖業支那の糖業支那の糖業支那の糖業    
                                ----殊に南支最近の糖業事情に就て- 
      佐藤正樹編 
   昭和14(1939)    60p  地図 
 
   5.  内地の再製糖業の調査内地の再製糖業の調査内地の再製糖業の調査内地の再製糖業の調査     佐藤正樹編 
   昭和14(1939)    51p 
 
  世界市場に於ける自給傾向の影響下に立つ爪哇糖世界市場に於ける自給傾向の影響下に立つ爪哇糖世界市場に於ける自給傾向の影響下に立つ爪哇糖世界市場に於ける自給傾向の影響下に立つ爪哇糖    
        業将来の発展業将来の発展業将来の発展業将来の発展    
     アノ･フォン･ゲブハルト著 筧旭之訳    
  昭和13(1938)    272p  
  原書名：Dr. Anno von Gebhardt: Die Zukunftsent-  
            wicklung der Java-Zucker-Industrie 
            unter dem Einfluss der 
            Selbstabschliessungstendenzen auf dem 
            Weltmarkt, Berlin 1937.  
 
日本郵船株式会社日本郵船株式会社日本郵船株式会社日本郵船株式会社 
    爪哇とバリ爪哇とバリ爪哇とバリ爪哇とバリ 
  昭和9(1934)    102p  地図 
 
日本郵船株式会社営業部調査課日本郵船株式会社営業部調査課日本郵船株式会社営業部調査課日本郵船株式会社営業部調査課     
 世界主要穀類の収穫並に荷動世界主要穀類の収穫並に荷動世界主要穀類の収穫並に荷動世界主要穀類の収穫並に荷動 
  昭和4(1929)    63p  表 
  [昭和4年度｢調査資料｣号外第2回] 
 
 仕向国及仕出国別本邦重要輸出入貨物移動屯数仕向国及仕出国別本邦重要輸出入貨物移動屯数仕向国及仕出国別本邦重要輸出入貨物移動屯数仕向国及仕出国別本邦重要輸出入貨物移動屯数    
    (A)本邦重要輸出入貨物の仕向国 仕出国移動屯数 
  及価額表（自大正13年至昭和2年） (B)本邦重要輸出 
  入貨物の屯数及価額総覧表（自大正13年至昭和2年） 
  (C)価額より観たる本邦重要輸出入品順位（昭和2年 
  度及び過去3ケ年との比較）    
    昭和3(1928)    53p 
    [昭和3年度｢調査資料｣号外第2回] 
 
日本輸出羽二重工業組合連合会日本輸出羽二重工業組合連合会日本輸出羽二重工業組合連合会日本輸出羽二重工業組合連合会 
 日本輸出羽二重工業組合連合会定款並諸規程日本輸出羽二重工業組合連合会定款並諸規程日本輸出羽二重工業組合連合会定款並諸規程日本輸出羽二重工業組合連合会定款並諸規程    
 昭和12年3月現在 

  〔昭和12(1937)〕   32p 
 
日本輸出絹人絹織物組合連合会日本輸出絹人絹織物組合連合会日本輸出絹人絹織物組合連合会日本輸出絹人絹織物組合連合会 
 日本輸出絹業統計概覧日本輸出絹業統計概覧日本輸出絹業統計概覧日本輸出絹業統計概覧 
  昭和15(1940)    108,72,60p 
 
日本輸出綿織物同業組合連合会日本輸出綿織物同業組合連合会日本輸出綿織物同業組合連合会日本輸出綿織物同業組合連合会 
 綿織物海外市場調査報告綿織物海外市場調査報告綿織物海外市場調査報告綿織物海外市場調査報告    
----バタビヤ･スラバヤ･エシオピア･埃及･ヴェネズラ･   
コロンビヤ･伯剌西爾･ウルグワイ･アルゼンチン･   
智利･秘露-  
    昭和3(1928)    77p 
 
  内外市場における本邦輸出綿織物の現勢内外市場における本邦輸出綿織物の現勢内外市場における本邦輸出綿織物の現勢内外市場における本邦輸出綿織物の現勢    
 附:取引事情 
  昭和4(1929)    1360p 
 
新潟商工会議所新潟商工会議所新潟商工会議所新潟商工会議所 
  新潟商工会議所三十五周年史新潟商工会議所三十五周年史新潟商工会議所三十五周年史新潟商工会議所三十五周年史 
    昭和6(1931)    584p  写真  表 
 
  統計調査資料統計調査資料統計調査資料統計調査資料 
    第 1輯  土地と建物より見たる新潟の市富土地と建物より見たる新潟の市富土地と建物より見たる新潟の市富土地と建物より見たる新潟の市富 

  昭和4(1929)    63p 
 
日華協会情報出版部日華協会情報出版部日華協会情報出版部日華協会情報出版部 
  電力国家管理の実績を挙げ與論に愬ふ電力国家管理の実績を挙げ與論に愬ふ電力国家管理の実績を挙げ與論に愬ふ電力国家管理の実績を挙げ與論に愬ふ    
    宮川竹馬著 
    昭和15(1930)    32p 
    [増田次郎付記  p25－32:｢最後に不言す｣]     
 
日洪文化協会日洪文化協会日洪文化協会日洪文化協会 
 日洪文化新書日洪文化新書日洪文化新書日洪文化新書 
   2.  ハンガリー文学史ハンガリー文学史ハンガリー文学史ハンガリー文学史  今岡十一郎著 
    昭和19(1944)    80,20p 
 
     3.  欧州文明に於ける洪牙利の位置欧州文明に於ける洪牙利の位置欧州文明に於ける洪牙利の位置欧州文明に於ける洪牙利の位置    
                            今岡十一郎著 
    昭和19(1944)   74,60p 
 
     4. 洪牙利より観たる汎スラブ主義と汎ゲルマ洪牙利より観たる汎スラブ主義と汎ゲルマ洪牙利より観たる汎スラブ主義と汎ゲルマ洪牙利より観たる汎スラブ主義と汎ゲルマ    
                                    ン主義ン主義ン主義ン主義   今岡十一郎著  
       昭和19(1944)    168p 
 
日波協会日波協会日波協会日波協会 
  ポーランドの外交政策ポーランドの外交政策ポーランドの外交政策ポーランドの外交政策    ロバート･マックレー著 

昭和8(1933)    25p 
原書名:The Policy of Poland.("19th Century 
        and After".Nov.1932. 所蔵) 

 
日波通商協会日波通商協会日波通商協会日波通商協会 
        ポーランドの案内ポーランドの案内ポーランドの案内ポーランドの案内 
    昭和13(1938)    34p 
 
日伯協会日伯協会日伯協会日伯協会 
        パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット   
    第15輯  ブラジル経済財政ノ展望ブラジル経済財政ノ展望ブラジル経済財政ノ展望ブラジル経済財政ノ展望 
     昭和7(1932)    41p  表 
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日支問題研究会日支問題研究会日支問題研究会日支問題研究会 
 最新対華経済資料最新対華経済資料最新対華経済資料最新対華経済資料    第1輯-第4輯 
  昭和11(1936)-昭和12(1937)    4冊 
 
野村合名会社野村合名会社野村合名会社野村合名会社 
 第第第第65656565議会に於ける予算案並に主要経済関係法案と議会に於ける予算案並に主要経済関係法案と議会に於ける予算案並に主要経済関係法案と議会に於ける予算案並に主要経済関係法案と    
        其の審議の要約其の審議の要約其の審議の要約其の審議の要約 
  昭和9(1934)    185p 
 
野村合名会社調査部野村合名会社調査部野村合名会社調査部野村合名会社調査部 
 米国財界と日本の将来米国財界と日本の将来米国財界と日本の将来米国財界と日本の将来    
        ----バギスター氏｢米国は大不況に直面す｣の紹介- 
  昭和13(1938)    128p 
    原書名：America Faces its Greatest Business  
            Depression.("Published" Aug. 1937  
            所載） 
 
  南洋経済研究南洋経済研究南洋経済研究南洋経済研究               
   2.  暹羅経済事情暹羅経済事情暹羅経済事情暹羅経済事情         
    昭和11(1936)    153p   
 
  ロンドン地金市場ロンドン地金市場ロンドン地金市場ロンドン地金市場    
    附:一九三三年度に於けるロンドン市場の金移動 
    南阿弗利加に於ける産金課税について 
  昭和9(1934)     66p 
    原書名:London Gold Market,by Herbert  
           M.Bratter.  
 
野村合名会社海外事業部野村合名会社海外事業部野村合名会社海外事業部野村合名会社海外事業部 
 野村合名海外事業概要野村合名海外事業概要野村合名海外事業概要野村合名海外事業概要 昭和17年2月現在 
  昭和17(1942)    〔25〕p 
 
野野野野村経済調査局村経済調査局村経済調査局村経済調査局                                             
 日本ゴム工業の再編成日本ゴム工業の再編成日本ゴム工業の再編成日本ゴム工業の再編成  
   昭和19(1944)    384p  
 
野村証券株式会社調査部野村証券株式会社調査部野村証券株式会社調査部野村証券株式会社調査部 
 野村放資研究叢書野村放資研究叢書野村放資研究叢書野村放資研究叢書 
  第 5輯  モラトリアム後の我財界モラトリアム後の我財界モラトリアム後の我財界モラトリアム後の我財界 
      昭和2(1927)    203p 
 
     野村実学叢書野村実学叢書野村実学叢書野村実学叢書 
  第 3輯 経済実学の研究経済実学の研究経済実学の研究経済実学の研究((((上巻上巻上巻上巻)))) 
   昭和2(1927)    238p 
 
    第 5輯 アモン経済学説紹介及び研究国民厚生アモン経済学説紹介及び研究国民厚生アモン経済学説紹介及び研究国民厚生アモン経済学説紹介及び研究国民厚生    
                                                学学学学((((上巻上巻上巻上巻)))) 
      昭和3(1928)    294p 
 
     野村財界研究叢書野村財界研究叢書野村財界研究叢書野村財界研究叢書 
  第 3輯 経済界景気変動の研究経済界景気変動の研究経済界景気変動の研究経済界景気変動の研究 上上上上 
   昭和6(1931)    7,331p   [第6版] 
 
  第 4輯 経済界景気変動の研究経済界景気変動の研究経済界景気変動の研究経済界景気変動の研究 中中中中 
   昭和6(1931)    11,381p   [第6版] 
 
  第 5輯 経済界景気変動の研究経済界景気変動の研究経済界景気変動の研究経済界景気変動の研究 下下下下 
   昭和6(1931)    653p    [第6版] 

 
  第10輯    動態経済の諸問題動態経済の諸問題動態経済の諸問題動態経済の諸問題 
   昭和4(1929)    350p 
 
農林省農林省農林省農林省 
 米価米価米価米価,,,,糸価及糸日誌糸価及糸日誌糸価及糸日誌糸価及糸日誌 自昭和5年4月至昭和7年3月, 
  自昭和7年4月至昭和9年3月 
  昭和7(1932)-昭和9(1934)    2冊 
 
     農山漁家副業指針農山漁家副業指針農山漁家副業指針農山漁家副業指針 
  昭和7(1932)    302p 
 
農林省米穀部農林省米穀部農林省米穀部農林省米穀部     
    米穀資料米穀資料米穀資料米穀資料 
  第10号 米価及米穀日誌米価及米穀日誌米価及米穀日誌米価及米穀日誌    
                                            自大正14年11月至昭和8年2月 
   昭和8(1933)    179p 
 
    第19号 支那ニ於ケル義倉及社倉支那ニ於ケル義倉及社倉支那ニ於ケル義倉及社倉支那ニ於ケル義倉及社倉,,,,四民生活四民生活四民生活四民生活,,,,耕耕耕耕    
                                                地制度地制度地制度地制度,,,,穀物ノ名称ノ研究穀物ノ名称ノ研究穀物ノ名称ノ研究穀物ノ名称ノ研究 
   昭和8(1933)    212p 
 
     内地ニ於ケル米穀需給ニ関スル調査資料内地ニ於ケル米穀需給ニ関スル調査資料内地ニ於ケル米穀需給ニ関スル調査資料内地ニ於ケル米穀需給ニ関スル調査資料 
  昭和8(1933)    29p 
 
農林省米穀局農林省米穀局農林省米穀局農林省米穀局 
 米穀政策資料米穀政策資料米穀政策資料米穀政策資料 
  昭和9(1934)    568p 
 
  米穀統制法関係法規・米穀要覧米穀統制法関係法規・米穀要覧米穀統制法関係法規・米穀要覧米穀統制法関係法規・米穀要覧  
  昭和10(1935)    171,116p  
 
  朝鮮朝鮮朝鮮朝鮮,,,,台湾に於ける米穀生産費資料台湾に於ける米穀生産費資料台湾に於ける米穀生産費資料台湾に於ける米穀生産費資料 
  昭和10(1935)    175p 
 
 類別米穀自治管理関係法規類別米穀自治管理関係法規類別米穀自治管理関係法規類別米穀自治管理関係法規     
  昭和11(1936)    80p     
 
  類別米穀統制法関係法規類別米穀統制法関係法規類別米穀統制法関係法規類別米穀統制法関係法規  昭和12年1月20日現在   
  〔昭和12(1937)〕   29p  表 
 
  世界各国ニ於ケル米穀及雑穀ノ輸入関税世界各国ニ於ケル米穀及雑穀ノ輸入関税世界各国ニ於ケル米穀及雑穀ノ輸入関税世界各国ニ於ケル米穀及雑穀ノ輸入関税    
 昭和11年11月末日現在 
  〔昭和11(1936)〕   110p  図 
 
    世界各国の食糧政策世界各国の食糧政策世界各国の食糧政策世界各国の食糧政策 
  昭和11(1936)    806p 
 
農林省畜産局農林省畜産局農林省畜産局農林省畜産局 
 本邦ノ緬羊本邦ノ緬羊本邦ノ緬羊本邦ノ緬羊 
  昭和5(1930)    59p 
 
欧州大戦中ニ於ケル仏蘭西及露西亜ノ畜産食糧品欧州大戦中ニ於ケル仏蘭西及露西亜ノ畜産食糧品欧州大戦中ニ於ケル仏蘭西及露西亜ノ畜産食糧品欧州大戦中ニ於ケル仏蘭西及露西亜ノ畜産食糧品
供給状況供給状況供給状況供給状況    

  昭和7(1932)    82p 
  原書名：Agriculture and Food Supply in France 
            during the War, by Auge-Laribe & Pinot. 
            Food Supply in Russia during the World  
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            War,by Surve, Zaitsev, Dolinsky &  
            Demosthenov. 
 
農林省生糸検査所農林省生糸検査所農林省生糸検査所農林省生糸検査所 
 生糸品位検査並に格付生糸品位検査並に格付生糸品位検査並に格付生糸品位検査並に格付 
  昭和6(1931)    23p 
 
     生糸検査所概要生糸検査所概要生糸検査所概要生糸検査所概要 
  昭和5(1930)    1枚 
 
農林省神戸生糸検査所農林省神戸生糸検査所農林省神戸生糸検査所農林省神戸生糸検査所     
 米国及欧州各地の絹業状況米国及欧州各地の絹業状況米国及欧州各地の絹業状況米国及欧州各地の絹業状況 
  昭和14(1939)    132p 
 
 農林省南方資源調査室農林省南方資源調査室農林省南方資源調査室農林省南方資源調査室     
    仏印の農林資源仏印の農林資源仏印の農林資源仏印の農林資源 
  昭和17(1942)    334p 
    [｢仏領印度支那農林畜水産業事情｣より抜粋] 
 
農林省農務局農林省農務局農林省農務局農林省農務局     
 第８回産業組合主任官協議会第８回産業組合主任官協議会第８回産業組合主任官協議会第８回産業組合主任官協議会    第第第第5555回農業倉庫主任回農業倉庫主任回農業倉庫主任回農業倉庫主任    
        官協議会要録官協議会要録官協議会要録官協議会要録 
  大正15(1926)    173p 
 
  副業参考資料副業参考資料副業参考資料副業参考資料 
  35. 大阪及神戸港ニ於ケル副業生産品輸出入状況大阪及神戸港ニ於ケル副業生産品輸出入状況大阪及神戸港ニ於ケル副業生産品輸出入状況大阪及神戸港ニ於ケル副業生産品輸出入状況    
                                調査調査調査調査 
   昭和4(1929)    46p 
 
    36.    播州素麺及伊勢素麺ニ関スル調査播州素麺及伊勢素麺ニ関スル調査播州素麺及伊勢素麺ニ関スル調査播州素麺及伊勢素麺ニ関スル調査 
   昭和5(1930)    60p 
 
  副業奨励金交付関係要覧副業奨励金交付関係要覧副業奨励金交付関係要覧副業奨励金交付関係要覧 
  昭和5(1930)    69p  表 
 
    生糸販売組合ニ関スル調査生糸販売組合ニ関スル調査生糸販売組合ニ関スル調査生糸販売組合ニ関スル調査 
  大正15(1926)    15p 
 
  共同繭倉庫及共同乾繭装置助成関係規則共同繭倉庫及共同乾繭装置助成関係規則共同繭倉庫及共同乾繭装置助成関係規則共同繭倉庫及共同乾繭装置助成関係規則 
  昭和2(1927)    64p 
 
     農業保険調査資料農業保険調査資料農業保険調査資料農業保険調査資料 
  11. 風害水害旱害凍害及雹害桑被害統計表風害水害旱害凍害及雹害桑被害統計表風害水害旱害凍害及雹害桑被害統計表風害水害旱害凍害及雹害桑被害統計表 
   昭和6(1931)    67p 
 
     農事改良奨励資料農事改良奨励資料農事改良奨励資料農事改良奨励資料 
  第 1 優良農用器具機械ニ関スル調査優良農用器具機械ニ関スル調査優良農用器具機械ニ関スル調査優良農用器具機械ニ関スル調査 
   昭和4(1929)    41p 
 
    第12 本邦内地ニ於ケル麦酒用大麦及麦酒ニ関本邦内地ニ於ケル麦酒用大麦及麦酒ニ関本邦内地ニ於ケル麦酒用大麦及麦酒ニ関本邦内地ニ於ケル麦酒用大麦及麦酒ニ関

スル調査スル調査スル調査スル調査 
   昭和5(1930)    33p 
 
    [第12:｢農事改良資料｣となる] 
 
    産業組合参考資料産業組合参考資料産業組合参考資料産業組合参考資料 
  16. 販売組合連合会経営事例販売組合連合会経営事例販売組合連合会経営事例販売組合連合会経営事例 
   昭和5(1930)    200p 

 
     製糸金融ニ関スル調査製糸金融ニ関スル調査製糸金融ニ関スル調査製糸金融ニ関スル調査 
  昭和2(1927)    75p 
 
  養蚕ニ関スル団体調査養蚕ニ関スル団体調査養蚕ニ関スル団体調査養蚕ニ関スル団体調査 
  昭和2(1927)    96p  表 
 
農林省農林大臣官房統計課農林省農林大臣官房統計課農林省農林大臣官房統計課農林省農林大臣官房統計課 
  明治二年以降農林統計関係法規輯覧明治二年以降農林統計関係法規輯覧明治二年以降農林統計関係法規輯覧明治二年以降農林統計関係法規輯覧 
  昭和7(1932)    2,8,880p 
 
 農林統計調査資料農林統計調査資料農林統計調査資料農林統計調査資料 
  第 2号 加奈陀ニ於ケル農林統計調査加奈陀ニ於ケル農林統計調査加奈陀ニ於ケル農林統計調査加奈陀ニ於ケル農林統計調査 
   昭和11(1936)    118p 表 
 
  第 5号 我が国農家の我が国農家の我が国農家の我が国農家の統計的分析統計的分析統計的分析統計的分析    
                                                ----昭和13年9月1日全国農家一斉調査報告 
   昭和14(1939)    92p 
 
     農林統計の栞農林統計の栞農林統計の栞農林統計の栞 
  昭和3(1928)    63p 
 
農林省山林局農林省山林局農林省山林局農林省山林局     
  本邦ニ於ケル木材｢パルプ｣生産状況本邦ニ於ケル木材｢パルプ｣生産状況本邦ニ於ケル木材｢パルプ｣生産状況本邦ニ於ケル木材｢パルプ｣生産状況 
    昭和2(1927)    37p 
 
    山林彙報山林彙報山林彙報山林彙報 
  第 6月号附録 地方林務一班地方林務一班地方林務一班地方林務一班 第第第第9999回回回回 
   大正14(1925)    417p 
 
    第32巻第4号,第33巻第1号別冊 
   世界木材パルプ生産数量と需給状況世界木材パルプ生産数量と需給状況世界木材パルプ生産数量と需給状況世界木材パルプ生産数量と需給状況 
   〔昭和12(1937)〕   183p 
 
    第33巻第2号別冊 
      昭和１２年中本邦木材輸入状況昭和１２年中本邦木材輸入状況昭和１２年中本邦木材輸入状況昭和１２年中本邦木材輸入状況 
   昭和13(1938)    45p 
 
    増刊 木材及薪炭ノ生産費調査書木材及薪炭ノ生産費調査書木材及薪炭ノ生産費調査書木材及薪炭ノ生産費調査書 
   大正14(1925)    125p 
 
農林省蚕糸局農林省蚕糸局農林省蚕糸局農林省蚕糸局 
 本邦生糸ノ需給並価格ノ趨勢本邦生糸ノ需給並価格ノ趨勢本邦生糸ノ需給並価格ノ趨勢本邦生糸ノ需給並価格ノ趨勢 
  昭和4(1929)    44p 
 
  海外諸国ニ於ケル絹業事情海外諸国ニ於ケル絹業事情海外諸国ニ於ケル絹業事情海外諸国ニ於ケル絹業事情 
  昭和9(1934)    401p 
 
  各国生糸各国生糸各国生糸各国生糸,,,,人絹人絹人絹人絹,,,,絹織物絹織物絹織物絹織物,,,,人絹織物輸入関税率概要人絹織物輸入関税率概要人絹織物輸入関税率概要人絹織物輸入関税率概要 
  昭和8(1933)    48p 
 
  繭処理並特約取引ニ関スル調査繭処理並特約取引ニ関スル調査繭処理並特約取引ニ関スル調査繭処理並特約取引ニ関スル調査 
  昭和9(1934)    262p 
 
  繭市場ニ関スル調査繭市場ニ関スル調査繭市場ニ関スル調査繭市場ニ関スル調査 
  昭和6(1931)    116p 
 
  紐育生糸相場ノ邦貨百斤建相場換算表紐育生糸相場ノ邦貨百斤建相場換算表紐育生糸相場ノ邦貨百斤建相場換算表紐育生糸相場ノ邦貨百斤建相場換算表    
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 附：生糸相場ト繭相場トノ関係 
  昭和4(1929)    1枚 
 
    蚕糸業関係法規蚕糸業関係法規蚕糸業関係法規蚕糸業関係法規 
  昭和8年,昭和11年 
    昭和8(1933)-昭和11(1936)    2冊 
 
  製糸業法関係法規製糸業法関係法規製糸業法関係法規製糸業法関係法規 
  昭和9(1934)    134p 
 
  桑園ニ関スル調査桑園ニ関スル調査桑園ニ関スル調査桑園ニ関スル調査 
  昭和8(1933)    322p 
 
  養蚕ニ関スル参考資料養蚕ニ関スル参考資料養蚕ニ関スル参考資料養蚕ニ関スル参考資料 
  昭和11(1936)    65p  表 
 
 輸出生糸販売統制ニ輸出生糸販売統制ニ輸出生糸販売統制ニ輸出生糸販売統制ニ関スル参考資料関スル参考資料関スル参考資料関スル参考資料 
  昭和8(1933)    49p 
 
農林省水産講習所農林省水産講習所農林省水産講習所農林省水産講習所 
 海洋調査要報海洋調査要報海洋調査要報海洋調査要報 第第第第28282828報報報報 
  大正14(1925)    26p  図17 
 
農林省水産局農林省水産局農林省水産局農林省水産局        
 水産増殖事業効果事例集水産増殖事業効果事例集水産増殖事業効果事例集水産増殖事業効果事例集((((其ノ二其ノ二其ノ二其ノ二)))) 
  昭和14(1939)    364p 
 
  輸出水産物事情輸出水産物事情輸出水産物事情輸出水産物事情 
  第 1輯 対米輸出品としての凍結鮪並鮪缶詰対米輸出品としての凍結鮪並鮪缶詰対米輸出品としての凍結鮪並鮪缶詰対米輸出品としての凍結鮪並鮪缶詰 
   昭和6(1931)    120p 
 
農林省横浜生糸検査所農林省横浜生糸検査所農林省横浜生糸検査所農林省横浜生糸検査所 
 調査資料調査資料調査資料調査資料 
  1.  生糸及撚糸売買ニ関スル慣習及国際規約典生糸及撚糸売買ニ関スル慣習及国際規約典生糸及撚糸売買ニ関スル慣習及国際規約典生糸及撚糸売買ニ関スル慣習及国際規約典 
   昭和9(1934)    131p 
      原書名：Condification des Conventions  
              Internationales et des Usages pour 
              la Vente des Soies Greges et  
              Ouvrees.(1929年国際絹業連盟刊行） 
 
農政経済学会農政経済学会農政経済学会農政経済学会 
 第第第第7777次農業経営及米穀生産費調査報告次農業経営及米穀生産費調査報告次農業経営及米穀生産費調査報告次農業経営及米穀生産費調査報告  海住實 
  昭和13(1938)    p233－242  表4 
   [農政経済学会誌第10号別刷] 
 
    綜合農場の記綜合農場の記綜合農場の記綜合農場の記     鈴木守 
  昭和13(1938)    p233－238 
    [農政経済学会誌第10号別刷] 
 
農商務省農商務省農商務省農商務省 
 外米ニ関スル調査外米ニ関スル調査外米ニ関スル調査外米ニ関スル調査 
  大正9(1920)    217p  地図 表 
 
〔農商務省〕〔農商務省〕〔農商務省〕〔農商務省〕 
        本邦製粉業事情本邦製粉業事情本邦製粉業事情本邦製粉業事情 
  〔明治45(1912)〕    55p 
 
農商務省工務局農商務省工務局農商務省工務局農商務省工務局     

 織物及莫大小に関する調査織物及莫大小に関する調査織物及莫大小に関する調査織物及莫大小に関する調査 
    大正14(1925)    430p 
 
農商務省農務局農商務省農務局農商務省農務局農商務省農務局 
 米国輸出本邦生糸雑駁ノ事実調査在米国紐育帝国米国輸出本邦生糸雑駁ノ事実調査在米国紐育帝国米国輸出本邦生糸雑駁ノ事実調査在米国紐育帝国米国輸出本邦生糸雑駁ノ事実調査在米国紐育帝国    
        領事報告領事報告領事報告領事報告 
  明治27(1894)    19p 
 
  独逸ニ於ケル産業組合及産業組合中央金独逸ニ於ケル産業組合及産業組合中央金独逸ニ於ケル産業組合及産業組合中央金独逸ニ於ケル産業組合及産業組合中央金庫状況庫状況庫状況庫状況 
  大正14(1925)    45p 
 
  地主ト小作人地主ト小作人地主ト小作人地主ト小作人 
  明治42(1909)    335p 
 
  米ニ関スル調査書米ニ関スル調査書米ニ関スル調査書米ニ関スル調査書 
  明治42(1909)    69p 
 
  農業倉庫経営事例農業倉庫経営事例農業倉庫経営事例農業倉庫経営事例 
  大正14(1925)    170p 
 
  農務彙纂農務彙纂農務彙纂農務彙纂 
  第56号 蚕糸業ニ関スル参考資料蚕糸業ニ関スル参考資料蚕糸業ニ関スル参考資料蚕糸業ニ関スル参考資料((((第第第第3333次次次次)))) 
   大正5(1916)    240p 
 
   第59号 地主ノ農事ニ関スル施設事例地主ノ農事ニ関スル施設事例地主ノ農事ニ関スル施設事例地主ノ農事ニ関スル施設事例 
   大正5(1916)    420p 
 
    蚕糸業ニ関スル同業組合一覧蚕糸業ニ関スル同業組合一覧蚕糸業ニ関スル同業組合一覧蚕糸業ニ関スル同業組合一覧 
   明治38(1905)    180p 
 
    帝国蚕糸株式会社顛末帝国蚕糸株式会社顛末帝国蚕糸株式会社顛末帝国蚕糸株式会社顛末 
   大正13(1924)    76p  表 
 
  養蚕ニ関スル組合調査養蚕ニ関スル組合調査養蚕ニ関スル組合調査養蚕ニ関スル組合調査 
   大正13(1924)    55p 
 
農商務省山林局農商務省山林局農商務省山林局農商務省山林局 
 南洋｢ボルネオ｣ニ於ケル産業南洋｢ボルネオ｣ニ於ケル産業南洋｢ボルネオ｣ニ於ケル産業南洋｢ボルネオ｣ニ於ケル産業 
  大正7(1918)    232p  図 
 
 林業試験報告林業試験報告林業試験報告林業試験報告 第第第第6666号号号号 
  明治42(1909)    168p 
 
農商務省商工局農商務省商工局農商務省商工局農商務省商工局     
 北陸三県輸出重要品調査報告北陸三県輸出重要品調査報告北陸三県輸出重要品調査報告北陸三県輸出重要品調査報告    
        (福井県,石川県,富山県) 
  明治40(1907)    155p      [附：産業概況] 
 
  各府県輸出重要品調査報告各府県輸出重要品調査報告各府県輸出重要品調査報告各府県輸出重要品調査報告    
        (大阪,奈良,三重,滋賀,和歌山） 
    明治41(1908)    408p     [附：産業概況] 
 
     各府県輸出重要品調査報告各府県輸出重要品調査報告各府県輸出重要品調査報告各府県輸出重要品調査報告(東京府) 
  明治41(1908)    115p 
 
  輸出羽二重調査資料輸出羽二重調査資料輸出羽二重調査資料輸出羽二重調査資料    工産調 第4編 
  明治38(1905)    250p  表 
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農商務省食糧局農商務省食糧局農商務省食糧局農商務省食糧局 
 食糧調査資料食糧調査資料食糧調査資料食糧調査資料 
  第 7号 主要国ノ食糧政策ニ関スル資料主要国ノ食糧政策ニ関スル資料主要国ノ食糧政策ニ関スル資料主要国ノ食糧政策ニ関スル資料 
   大正13(1924)    151p 
 
農商務省商務局農商務省商務局農商務省商務局農商務省商務局 
  各府県重要商品調査報告各府県重要商品調査報告各府県重要商品調査報告各府県重要商品調査報告    
        (福岡,長崎,佐賀,熊本,鹿児島,宮崎,大分) 
    明治44(1911)    322p      [附：産業概況] 
 
 商事彙纂商事彙纂商事彙纂商事彙纂 
  第 2号 関東地方震災ノ経済界ニ及ホセル影響関東地方震災ノ経済界ニ及ホセル影響関東地方震災ノ経済界ニ及ホセル影響関東地方震災ノ経済界ニ及ホセル影響 
   大正13(1924)    346p 
 
    第 3号 一九二三年に於ける支那貿易の概況一九二三年に於ける支那貿易の概況一九二三年に於ける支那貿易の概況一九二三年に於ける支那貿易の概況 
   大正13(1924)    113p 
 
  鉄道貨物特別賃率ニ関スル調査鉄道貨物特別賃率ニ関スル調査鉄道貨物特別賃率ニ関スル調査鉄道貨物特別賃率ニ関スル調査 
  明治43(1910)    102p 
 
 農商務省水産局農商務省水産局農商務省水産局農商務省水産局     
 魚市場ニ関スル庁府県令魚市場ニ関スル庁府県令魚市場ニ関スル庁府県令魚市場ニ関スル庁府県令 
  明治44(1911)    94p 
 
農村工業協会農村工業協会農村工業協会農村工業協会 
 甘藷の葉及葉柄の食用化甘藷の葉及葉柄の食用化甘藷の葉及葉柄の食用化甘藷の葉及葉柄の食用化 -戦時食糧対策の一環- 
  昭和18(1943)    13p 
 

ＯＯＯＯ    
 
大蔵省大蔵省大蔵省大蔵省 
        大日本外国貿易三十二年対照表大日本外国貿易三十二年対照表大日本外国貿易三十二年対照表大日本外国貿易三十二年対照表  
  自明治元年至同三十二年 

明治34(1901)    265p 
 
大蔵省営繕管財局横浜出張所大蔵省営繕管財局横浜出張所大蔵省営繕管財局横浜出張所大蔵省営繕管財局横浜出張所 
 横浜税関陸上設備震災復旧工事概要横浜税関陸上設備震災復旧工事概要横浜税関陸上設備震災復旧工事概要横浜税関陸上設備震災復旧工事概要 
  昭和6(1931)    70p  図 地図 
 
 大蔵省銀行局貯蓄銀行課大蔵省銀行局貯蓄銀行課大蔵省銀行局貯蓄銀行課大蔵省銀行局貯蓄銀行課 
 米国ニ於ケル信用組合米国ニ於ケル信用組合米国ニ於ケル信用組合米国ニ於ケル信用組合 
  〔大正11(1922)〕    104p  
    [米国駐在財務官報告] 
 
大蔵省為替局大蔵省為替局大蔵省為替局大蔵省為替局 
 外国為替管理法及関係命令外国為替管理法及関係命令外国為替管理法及関係命令外国為替管理法及関係命令 
  昭和14(1939)    105p 
 
  調査調査調査調査 
  第10号 各国為替管各国為替管各国為替管各国為替管理制度ニ関スル調査理制度ニ関スル調査理制度ニ関スル調査理制度ニ関スル調査 
    第 6編 独逸国一九三八年五月現行外国為替独逸国一九三八年五月現行外国為替独逸国一九三八年五月現行外国為替独逸国一九三八年五月現行外国為替    
                                                        管理法規管理法規管理法規管理法規 
     昭和13(1938)    224p 
 
大蔵省臨時税関工事部大蔵省臨時税関工事部大蔵省臨時税関工事部大蔵省臨時税関工事部 
 横浜税関海面埋立工事報告横浜税関海面埋立工事報告横浜税関海面埋立工事報告横浜税関海面埋立工事報告 
  明治39(1906)    709,63p  図18 
 

大蔵省理財局大蔵省理財局大蔵省理財局大蔵省理財局 
 日支親善ト日支経済的提携ニ関スル方策施設概要日支親善ト日支経済的提携ニ関スル方策施設概要日支親善ト日支経済的提携ニ関スル方策施設概要日支親善ト日支経済的提携ニ関スル方策施設概要 
  大正7(1918)    35p 
 
     臨時資金調整法令臨時資金調整法令臨時資金調整法令臨時資金調整法令 附：事業資金調整標準 
  昭和12(1937)    78p 
 
大蔵省専売局大蔵省専売局大蔵省専売局大蔵省専売局     
 アルコール専売制度概要アルコール専売制度概要アルコール専売制度概要アルコール専売制度概要    
 附：アルコール専売法並関係法規 
  昭和12(1937)    148,184p 
    [｢専売｣臨時増刊号] 
 
    専売ノ理論ニ関スル意見集専売ノ理論ニ関スル意見集専売ノ理論ニ関スル意見集専売ノ理論ニ関スル意見集 
  〔   〕    123p 
 
  煙草定価表煙草定価表煙草定価表煙草定価表 
  昭和5(1930)    32p 
 
  煙草製造創業三十年誌煙草製造創業三十年誌煙草製造創業三十年誌煙草製造創業三十年誌 
  昭和10(1925)    5,58p  地図 図 
 
大蔵省専売局長官官房総務課大蔵省専売局長官官房総務課大蔵省専売局長官官房総務課大蔵省専売局長官官房総務課 
    仏国石油専売ノ一考察仏国石油専売ノ一考察仏国石油専売ノ一考察仏国石油専売ノ一考察 昭和4年5月調査 
  〔昭和3(1928)〕    19p 
     [外国専売制度調査彙報第33号] 
 
  専売制度調査彙報専売制度調査彙報専売制度調査彙報専売制度調査彙報 
  第30号 煙草ニ関ス煙草ニ関ス煙草ニ関ス煙草ニ関スル報告書ル報告書ル報告書ル報告書        １９２８年７月１９２８年７月１９２８年７月１９２８年７月    
                                                勅令ニヨリ植民大臣ヨリ議会ヘ提出サ勅令ニヨリ植民大臣ヨリ議会ヘ提出サ勅令ニヨリ植民大臣ヨリ議会ヘ提出サ勅令ニヨリ植民大臣ヨリ議会ヘ提出サ        
                                                レタル英帝国経済委員会第９報告レタル英帝国経済委員会第９報告レタル英帝国経済委員会第９報告レタル英帝国経済委員会第９報告 
      昭和4(1929)    67p 
 
大蔵省主税局大蔵省主税局大蔵省主税局大蔵省主税局 
 ビルマ関税定率法ビルマ関税定率法ビルマ関税定率法ビルマ関税定率法(1940年1月1日現在)  
  昭和17(1942)    137p                
 
 租税法規提要租税法規提要租税法規提要租税法規提要(昭和3年8月1日現在) 
    昭和2(1928)    15,620p 
 
  取引所用語字彙取引所用語字彙取引所用語字彙取引所用語字彙 
  昭和2(1927)    159,55p 
 
大蔵省造幣局大蔵省造幣局大蔵省造幣局大蔵省造幣局 
 米国貨米国貨米国貨米国貨幣法規幣法規幣法規幣法規 
  大正15(1926)    7,204p 
    原書名：Law of the United States Relating to the  
            Coinage,1904(米国造幣局発),及び  
            Supplement 1912(米国造幣局発行). 
 
 ニッケル貨幣史ニッケル貨幣史ニッケル貨幣史ニッケル貨幣史  エフ,アール,バートン著 
  昭和3(1928)    64p  図 
  原書名：History of Nickel Coinage.(英国金属研 
            究所 時報所載の論文 "Development of  
            the Nickel Coinage 1927." の中ニッケ 
            ル貨幣の沿革に関する部分を要約) 
 
    造幣局研究報告造幣局研究報告造幣局研究報告造幣局研究報告 
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  第 5号第 6報 補助貨の需要額予測の方法補助貨の需要額予測の方法補助貨の需要額予測の方法補助貨の需要額予測の方法    
          伊丹佐一郎 
   昭和11(1937)    10p 
 
大阪府大阪府大阪府大阪府 
 全額補償付中小商工業資金融通制度全額補償付中小商工業資金融通制度全額補償付中小商工業資金融通制度全額補償付中小商工業資金融通制度    昭和7年創設 
  昭和9(1934)    42p 
 
大阪府学務部社会課大阪府学務部社会課大阪府学務部社会課大阪府学務部社会課 
 実地調査結果から見た農村の生活実地調査結果から見た農村の生活実地調査結果から見た農村の生活実地調査結果から見た農村の生活    
 昭和9年6月-同年12月 
  昭和11(1936)    300p 
 
  実地調査結果から見た大阪市内の住宅実地調査結果から見た大阪市内の住宅実地調査結果から見た大阪市内の住宅実地調査結果から見た大阪市内の住宅    
 昭和6年5月-昭和7年3月 
  昭和9(1934)    540p 
 
  水上生活者調査水上生活者調査水上生活者調査水上生活者調査 昭和10年6月-同年12月末 
  昭和12(1937)    59p 
 
  在阪朝鮮人の生活状態在阪朝鮮人の生活状態在阪朝鮮人の生活状態在阪朝鮮人の生活状態 昭和7年6月-同年12月末 
  昭和9(1934)    222p 
 
大阪府権度課大阪府権度課大阪府権度課大阪府権度課 
 日常生活の合理化日常生活の合理化日常生活の合理化日常生活の合理化 
  昭和5(1930)    86p 
 
 大阪府工務課大阪府工務課大阪府工務課大阪府工務課 
  商工省告示日本標準規格商工省告示日本標準規格商工省告示日本標準規格商工省告示日本標準規格 
  昭和2(1927)    85p 
 
大阪府厚生会館大阪府厚生会館大阪府厚生会館大阪府厚生会館 
 会館会館会館会館叢書叢書叢書叢書 
  第 1輯 乳児死亡の実態乳児死亡の実態乳児死亡の実態乳児死亡の実態    岸和田市に於ける調岸和田市に於ける調岸和田市に於ける調岸和田市に於ける調    
                                                査査査査(昭和12,13年) 
   昭和19(1944)    176p 
 
大阪府内務部大阪府内務部大阪府内務部大阪府内務部 
 重要輸出品工業組合関係法規類集重要輸出品工業組合関係法規類集重要輸出品工業組合関係法規類集重要輸出品工業組合関係法規類集 
  昭和5(1930)    186p 
 
大阪府織物工業組合大阪府織物工業組合大阪府織物工業組合大阪府織物工業組合 
 改正ス・フ織物販売価格改正ス・フ織物販売価格改正ス・フ織物販売価格改正ス・フ織物販売価格 
  昭和16(1941)    66p      [商工省告示第279号] 
 
大阪府立貿易館大阪府立貿易館大阪府立貿易館大阪府立貿易館 
 米国市場研究資料米国市場研究資料米国市場研究資料米国市場研究資料((((其の其の其の其の1)1)1)1)-1. 米国に於ける薬品及 
 化粧品販売に関する重要事項及心得  2. 米国に於 
 ける賦払制の現況 3. グッドハウスキーピング商 
 品検定所に就て 
  昭和16(1941)    43p 
 
  中南米展覧会報告書中南米展覧会報告書中南米展覧会報告書中南米展覧会報告書 
  昭和10(1935)    202p 
 
  英国及南欧展覧会報告書英国及南欧展覧会報告書英国及南欧展覧会報告書英国及南欧展覧会報告書    
 自昭和12年10月1日至同20日 
  昭和12(1937)    88p 

 
     北支海関税率の改正北支海関税率の改正北支海関税率の改正北支海関税率の改正 -昭和13年1月22日ヨリ実施- 
  昭和13(1938)    22p 
 
  北支近情北支近情北支近情北支近情 
  昭和15(1940)    40p 
 
  本邦対英米貿易資料本邦対英米貿易資料本邦対英米貿易資料本邦対英米貿易資料 
  昭和14(1939)    25p 
 
  海外貿易関係重要記事海外貿易関係重要記事海外貿易関係重要記事海外貿易関係重要記事    ----満州事変以降至現時- 
  昭和14(1939)    24p 
 
  日本国諸外国間通商条約関係類別表日本国諸外国間通商条約関係類別表日本国諸外国間通商条約関係類別表日本国諸外国間通商条約関係類別表 
  昭和13(1938)    10p 
 
大阪府立貿易館調査課大阪府立貿易館調査課大阪府立貿易館調査課大阪府立貿易館調査課     
    貿易商品叢書貿易商品叢書貿易商品叢書貿易商品叢書 
  第 1輯 支那卵の生産並に輸出状況支那卵の生産並に輸出状況支那卵の生産並に輸出状況支那卵の生産並に輸出状況 
   昭和12(1937)    30p 
 
    第 2輯  大阪府下に於ける紙及紙製品大阪府下に於ける紙及紙製品大阪府下に於ける紙及紙製品大阪府下に於ける紙及紙製品 
   昭和12(1937)    38p 
 
 本邦貿易統制法規概要本邦貿易統制法規概要本邦貿易統制法規概要本邦貿易統制法規概要 
  昭和11(1936)    164p 
 
大阪府立貿易館実業部国際貿易局大阪府立貿易館実業部国際貿易局大阪府立貿易館実業部国際貿易局大阪府立貿易館実業部国際貿易局 
 商品研究叢書の中商品研究叢書の中商品研究叢書の中商品研究叢書の中 
  第 1輯 花生花生花生花生((((落花生落花生落花生落花生))))訳訳訳訳書書書書 
   昭和16(1941)    88p 
 
    第 2輯 猪猪猪猪((((豚毛豚毛豚毛豚毛))))訳書訳書訳書訳書 
   昭和15(1940)    47p 
 
    第 3輯 棉子油棉子油棉子油棉子油((((棉実油棉実油棉実油棉実油))))訳書訳書訳書訳書 
   昭和16(1941)    34p 
 
大阪府立貿易館企画課調査係大阪府立貿易館企画課調査係大阪府立貿易館企画課調査係大阪府立貿易館企画課調査係 
 蒙疆経済事情蒙疆経済事情蒙疆経済事情蒙疆経済事情 
  昭和15(1940)    26p 
 
 欧乱と各国の通商措置欧乱と各国の通商措置欧乱と各国の通商措置欧乱と各国の通商措置 
  第 1輯 昭和14年9月23日現在 
  第 2輯 昭和14年10月27日現在 
  第 3輯 昭和14年12月2日現在 
  第 4輯 昭和15年1月15日現在 
  第 5輯 昭和15年2月末日現在 
  第 6輯 昭和15年4月15日現在 
  第 7輯  昭和15年6月30日現在 
  第 8輯 昭和15年8月15日現在 
  第 9輯 昭和15年9月末日現在 
  第10輯 昭和15年12月末日現在 
  昭和14(1939)ー昭和16(1941)    10冊 
 
 山西省棉花調査報告書山西省棉花調査報告書山西省棉花調査報告書山西省棉花調査報告書 
  昭和15(1940)    65p  表 
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大阪府立産業能率研究所大阪府立産業能率研究所大阪府立産業能率研究所大阪府立産業能率研究所 
 販売管理委員会報告販売管理委員会報告販売管理委員会報告販売管理委員会報告 
  昭和13(1938)    38p 
 
  熟練工養成問題講演録熟練工養成問題講演録熟練工養成問題講演録熟練工養成問題講演録 
  昭和13(1938)    78p 
    [大阪府立産業能率研究所講20号] 
 
 熱・動力経済講演録熱・動力経済講演録熱・動力経済講演録熱・動力経済講演録 
  昭和13(1938)    35p 
 
  生産及販売ノ合理化生産及販売ノ合理化生産及販売ノ合理化生産及販売ノ合理化  
  昭和5(1930)    44p 
 
大阪銀行集会所編集部大阪銀行集会所編集部大阪銀行集会所編集部大阪銀行集会所編集部 
        財政経済叢書財政経済叢書財政経済叢書財政経済叢書 

第 3編  各種産業の現状と前途の展望各種産業の現状と前途の展望各種産業の現状と前途の展望各種産業の現状と前途の展望    
        附:赤字公債の諸問題    荒木秀一編 
 昭和10(1935)  139p 

 
大阪自由通商協会大阪自由通商協会大阪自由通商協会大阪自由通商協会 
 自由通商早わかり自由通商早わかり自由通商早わかり自由通商早わかり 
  昭和3(1928)    11p 
 
  関税引上の裏に関税引上の裏に関税引上の裏に関税引上の裏に 
  昭和7(1932)    35p 
 
     関税改正に関する意見書参考資料関税改正に関する意見書参考資料関税改正に関する意見書参考資料関税改正に関する意見書参考資料 
  昭和6(1931)    45p 
 
  木材関税は木材関税は木材関税は木材関税は,,,,引下か撤廃か引下か撤廃か引下か撤廃か引下か撤廃か 
  昭和9(1934)    26p 
 
  パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット 
  第 1輯 通商自由に関する新聞雑誌論説集通商自由に関する新聞雑誌論説集通商自由に関する新聞雑誌論説集通商自由に関する新聞雑誌論説集 
   昭和3(1928)    66p 
 
    第 2輯  鉄鋼関税引上の可否鉄鋼関税引上の可否鉄鋼関税引上の可否鉄鋼関税引上の可否 
   昭和3(1928)    33p 
 
  鉄鋼関税は鉄鋼関税は鉄鋼関税は鉄鋼関税は,,,,引下か撤廃か引下か撤廃か引下か撤廃か引下か撤廃か 
  昭和9(1934)    28p 
 
大阪経済研究会大阪経済研究会大阪経済研究会大阪経済研究会 
 大経研資料大経研資料大経研資料大経研資料 
  第 8輯  繊維部門に於ける配給問題繊維部門に於ける配給問題繊維部門に於ける配給問題繊維部門に於ける配給問題    中小企業中小企業中小企業中小企業    
                                                維持すべし維持すべし維持すべし維持すべし    
                                     本位田祥男講演 岩井良太郎著   
     昭和16(1941)    57p 
 
    第12輯 企業合同企業合同企業合同企業合同((((商業者商業者商業者商業者))))に於ける営業権算定に於ける営業権算定に於ける営業権算定に於ける営業権算定    
                                                問題問題問題問題 
   昭和16(1941)    20,14p 
      [織物部委員会報告書] 
 
  第15輯 商業調査概要商業調査概要商業調査概要商業調査概要 
    昭和17(1942)    142p 
   [商業調査中間報告書其の2] 

 
大阪工業会大阪工業会大阪工業会大阪工業会 
 資料資料資料資料 
  第18号 石炭問題に関する調査石炭問題に関する調査石炭問題に関する調査石炭問題に関する調査 
    昭和7(1932)    66p 
 
    第20号 主要工業の石炭費に関する調査主要工業の石炭費に関する調査主要工業の石炭費に関する調査主要工業の石炭費に関する調査    
                                         附：石炭鉱業の現状に関する調査 
   昭和8(1933)    35p 
 
大阪南方院大阪南方院大阪南方院大阪南方院 
 パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット 
  第 2輯 大陸農産資源に就いて大陸農産資源に就いて大陸農産資源に就いて大陸農産資源に就いて  千葉豊治著 
   昭和17(1942)    34p 
 
    第 3輯 大東亜共栄圏の度量衡大東亜共栄圏の度量衡大東亜共栄圏の度量衡大東亜共栄圏の度量衡 
   昭和18(1943)    46p 
 
    第 5輯 南方文化を語る南方文化を語る南方文化を語る南方文化を語る 
   昭和18(1943)    42p 
 
    第 6輯 ビルマ産業界の最近の趨勢ビルマ産業界の最近の趨勢ビルマ産業界の最近の趨勢ビルマ産業界の最近の趨勢 
   昭和18(1943)    16p 
 
    第 7輯 ビルマ独立運動に就いてビルマ独立運動に就いてビルマ独立運動に就いてビルマ独立運動に就いて 
   昭和18(1943)    19p 
 
大阪織物同業組合大阪織物同業組合大阪織物同業組合大阪織物同業組合 
 組合事業の栞組合事業の栞組合事業の栞組合事業の栞 
  昭和10(1935)    30p 
 
大阪商業会議所大阪商業会議所大阪商業会議所大阪商業会議所 
 関税調査要綱及税率改正概要関税調査要綱及税率改正概要関税調査要綱及税率改正概要関税調査要綱及税率改正概要    外国貿易奨励制度外国貿易奨励制度外国貿易奨励制度外国貿易奨励制度    
        ニ関スル意見ニ関スル意見ニ関スル意見ニ関スル意見    関税定率法改正案輸入関税定率法改正案輸入関税定率法改正案輸入関税定率法改正案輸入    税表改正案税表改正案税表改正案税表改正案    
            附：関税税種別一覧表  
   〔明治41(1908)〕   53p 
 
大阪商業会議所書記局大阪商業会議所書記局大阪商業会議所書記局大阪商業会議所書記局 
 本邦貿易概観本邦貿易概観本邦貿易概観本邦貿易概観 
  昭和2(1927)    60p 
 
大阪商事株式会社調査部大阪商事株式会社調査部大阪商事株式会社調査部大阪商事株式会社調査部 
    躍進する我が財界と重要産業実勢躍進する我が財界と重要産業実勢躍進する我が財界と重要産業実勢躍進する我が財界と重要産業実勢 
  昭和9(1934)    212p 
 
大阪商工会議所大阪商工会議所大阪商工会議所大阪商工会議所 
 赤字公債消赤字公債消赤字公債消赤字公債消化の基調と其動向化の基調と其動向化の基調と其動向化の基調と其動向 
  昭和11(1936)    42p 
 
    物価資料物価資料物価資料物価資料 
  昭14ノ第2  昭和１３年下期に於ける内外小売物昭和１３年下期に於ける内外小売物昭和１３年下期に於ける内外小売物昭和１３年下期に於ける内外小売物    
                                                            価の趨勢価の趨勢価の趨勢価の趨勢 
   昭和14(1939)    19,135p 
 
    第三国輸出貿易実情調査報告書第三国輸出貿易実情調査報告書第三国輸出貿易実情調査報告書第三国輸出貿易実情調査報告書 
  昭和16(1941)    56p 
 
  風水害に依る大阪産業の被害概況風水害に依る大阪産業の被害概況風水害に依る大阪産業の被害概況風水害に依る大阪産業の被害概況 
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  昭和9(1934)    189p  図 
 
 衣食住に関する生活改善産業改善衣食住に関する生活改善産業改善衣食住に関する生活改善産業改善衣食住に関する生活改善産業改善 
  昭和6(1931)    106p  表 
 
 各国に於ける港湾情勢各国に於ける港湾情勢各国に於ける港湾情勢各国に於ける港湾情勢 
  昭和10(1935)    61p 
 
  国民政府発表支那新輸入関税表国民政府発表支那新輸入関税表国民政府発表支那新輸入関税表国民政府発表支那新輸入関税表 
  昭和4(1929)    66p 
 
  大阪美観地区設定と街頭広告取締に就て大阪美観地区設定と街頭広告取締に就て大阪美観地区設定と街頭広告取締に就て大阪美観地区設定と街頭広告取締に就て 
  昭和10(1935)    67,22p 
 
        産業合理化産業合理化産業合理化産業合理化((((自第自第自第自第1111至第至第至第至第6)6)6)6)図表並ニ産業改善五大法図表並ニ産業改善五大法図表並ニ産業改善五大法図表並ニ産業改善五大法    
        則則則則 
  昭和5(1930)    6,5p 
 
     一九三二年の満州及支那事情一九三二年の満州及支那事情一九三二年の満州及支那事情一九三二年の満州及支那事情((((上上上上)))) 
  昭和8(1933)    295p 
 
  食料品の研究食料品の研究食料品の研究食料品の研究   坂本健三編述 
  昭和14(1939)    169,29p 
 
  商店法問題資料商店法問題資料商店法問題資料商店法問題資料 
  昭和10(1935)    29,22p 
 
大阪商工会議所調査課大阪商工会議所調査課大阪商工会議所調査課大阪商工会議所調査課     
 調査及資料報告調査及資料報告調査及資料報告調査及資料報告 
  第15輯 米の統制と其の財政経済的影響米の統制と其の財政経済的影響米の統制と其の財政経済的影響米の統制と其の財政経済的影響 
   昭和9(1934)    93p 
 
大阪商工会議所書記局大阪商工会議所書記局大阪商工会議所書記局大阪商工会議所書記局 
 中華民国労働法規中華民国労働法規中華民国労働法規中華民国労働法規 
  昭和6(1931)    67p 
 
  昭和３年支那に於ける排日運動昭和３年支那に於ける排日運動昭和３年支那に於ける排日運動昭和３年支那に於ける排日運動 
  昭和3(1928)    27p 
 
大阪商船株式会社大阪商船株式会社大阪商船株式会社大阪商船株式会社 
 アルゼンチン共和国々勢概況アルゼンチン共和国々勢概況アルゼンチン共和国々勢概況アルゼンチン共和国々勢概況    
 附：日亜貿易統計表輸出入商品大要 
  昭和10(1935)    81p 
 
  援英に悩む米国の海・陸運援英に悩む米国の海・陸運援英に悩む米国の海・陸運援英に悩む米国の海・陸運  平井好一著 
  昭和16(1941)    27p 
 
  沿革大要沿革大要沿革大要沿革大要 
  昭和5(1930)    42p  地図 図 表 
 
 船船船船  岩井尊光著 
  昭和4(1929)    79p 
 
  仏印叢書仏印叢書仏印叢書仏印叢書 
  第 1輯 仏印の横顔仏印の横顔仏印の横顔仏印の横顔     平井好一著 
   昭和17(1942)    64p 
 
  海運より見る英国の危殆と米国の援英海運より見る英国の危殆と米国の援英海運より見る英国の危殆と米国の援英海運より見る英国の危殆と米国の援英    

         平井好一 
  昭和16(1941)    24p 
 
  カリビアン海沿岸諸国事情カリビアン海沿岸諸国事情カリビアン海沿岸諸国事情カリビアン海沿岸諸国事情  加藤實調査報告 
  昭和7(1932)    186p  地図 
 
 南米アルゼンチン南米アルゼンチン南米アルゼンチン南米アルゼンチン 
  昭和8(1933)    141p 
 
  南米ブラジル南米ブラジル南米ブラジル南米ブラジル    ウルグアイウルグアイウルグアイウルグアイ    パラグアイパラグアイパラグアイパラグアイ 
  〔   〕   42p 
 
  欧州危局にありて見る英国の新海運政策欧州危局にありて見る英国の新海運政策欧州危局にありて見る英国の新海運政策欧州危局にありて見る英国の新海運政策    
  平井好一著 
  昭和14(1939)    43p 
 
  東洋に於ける英国海運東洋に於ける英国海運東洋に於ける英国海運東洋に於ける英国海運 
  昭和14(1939)    182p 
    [英帝国海運委員会第38回報告書] 
 
大阪商船株式会社営業部遠洋課大阪商船株式会社営業部遠洋課大阪商船株式会社営業部遠洋課大阪商船株式会社営業部遠洋課 
 航海条例航海条例航海条例航海条例(1849(1849(1849(1849年ー年ー年ー年ー1933193319331933年年年年))))に就てに就てに就てに就て    
     クラツパアム述 
  昭和9(1934)    23p 
    
大阪市中央卸売市場大阪市中央卸売市場大阪市中央卸売市場大阪市中央卸売市場 
 調査資料調査資料調査資料調査資料 
  第 3輯 大阪市中央卸売市場に於ける生鮮食料大阪市中央卸売市場に於ける生鮮食料大阪市中央卸売市場に於ける生鮮食料大阪市中央卸売市場に於ける生鮮食料    
                                                品の需給関係と価格の動き品の需給関係と価格の動き品の需給関係と価格の動き品の需給関係と価格の動き 
   昭和15(1940)    13p 
 
大阪市産業部大阪市産業部大阪市産業部大阪市産業部 
 排外暴動の上海市場に及ぼせる影響排外暴動の上海市場に及ぼせる影響排外暴動の上海市場に及ぼせる影響排外暴動の上海市場に及ぼせる影響 
  大正14(1925)    37p 
 
  支那に於ける排日運動と今回の排外暴動支那に於ける排日運動と今回の排外暴動支那に於ける排日運動と今回の排外暴動支那に於ける排日運動と今回の排外暴動 
  大正14(1925)    111p 
 
  対露通商に関する考察対露通商に関する考察対露通商に関する考察対露通商に関する考察  酒勾秀一講述 
  大正14(1925)    30p 
 
大阪市産業部貿易課大阪市産業部貿易課大阪市産業部貿易課大阪市産業部貿易課 
 産業部調査資料産業部調査資料産業部調査資料産業部調査資料 
  第14輯 世界に於ける重要商品世界に於ける重要商品世界に於ける重要商品世界に於ける重要商品((((其の其の其の其の1)1)1)1)    ----鉱産品- 
   昭和14(1939)    117p 
 
    第15輯 大阪の貿易組合大阪の貿易組合大阪の貿易組合大阪の貿易組合 
   昭和14(1939)    306p 
 
    第16輯 世界に於ける重要商品世界に於ける重要商品世界に於ける重要商品世界に於ける重要商品((((其の其の其の其の2)2)2)2)        
                                                ----繊維品其他- 
   昭和14(1939)    110p 
 
    第19輯    生活必需品配給機構図生活必需品配給機構図生活必需品配給機構図生活必需品配給機構図 
   昭和16(1941)    78p  
      [改訂版：昭和17(1942)    98p] 
 
  号外 時局経済法令時局経済法令時局経済法令時局経済法令 第8輯ー第9輯 
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      昭和15(1940)ー昭和16(1941)    2冊 
 
    [第19輯：庶務課] 
 
大阪市産業部調査課大阪市産業部調査課大阪市産業部調査課大阪市産業部調査課 
 貿易経済叢書貿易経済叢書貿易経済叢書貿易経済叢書 
  第32輯 新市場印度と南洋新市場印度と南洋新市場印度と南洋新市場印度と南洋 
   昭和5(1930)    356p 
 
    第33輯    波斯関税定率表波斯関税定率表波斯関税定率表波斯関税定率表 
   昭和5(1930)    44p 
 
   第34輯 露西亜社会主義連邦ソヴェート共和国露西亜社会主義連邦ソヴェート共和国露西亜社会主義連邦ソヴェート共和国露西亜社会主義連邦ソヴェート共和国    
                                                関税定率表関税定率表関税定率表関税定率表 
   昭和5(1930)    183p 
 
    第36輯    中華民国々定税率表中華民国々定税率表中華民国々定税率表中華民国々定税率表 
   昭和6(1931)    88p 
 
    第38輯 東洋諸国現行商標条例集東洋諸国現行商標条例集東洋諸国現行商標条例集東洋諸国現行商標条例集((((上巻上巻上巻上巻)))) 
   昭和6(1931)    65p 
 
    第39輯 改訂企業地としての上海改訂企業地としての上海改訂企業地としての上海改訂企業地としての上海 
   昭和6(1931)    121p 
 
    第40輯 土耳古関税定率表土耳古関税定率表土耳古関税定率表土耳古関税定率表 
   昭和6(1931)    228p 
 
    第41輯 販路調査の要諦販路調査の要諦販路調査の要諦販路調査の要諦 
   昭和6(1931)    147p 
 
    第44輯 東洋諸国の現行商標条例と其登録手続東洋諸国の現行商標条例と其登録手続東洋諸国の現行商標条例と其登録手続東洋諸国の現行商標条例と其登録手続 
   昭和8(1933)    213p 
 
    第44輯別冊 満州国の商標条例満州国の商標条例満州国の商標条例満州国の商標条例 
   昭和8(1933)    37p 
 
    第45輯 改訂支那輸出入関税定率表改訂支那輸出入関税定率表改訂支那輸出入関税定率表改訂支那輸出入関税定率表 
   昭和8(1933)    51p 
 
    第47輯    新度量衡法による支那輸出入関税定率新度量衡法による支那輸出入関税定率新度量衡法による支那輸出入関税定率新度量衡法による支那輸出入関税定率    
                                                表表表表 
   昭和9(1934)    51p 
 
    第48輯 蘭印市場に於ける本邦綿布蘭印市場に於ける本邦綿布蘭印市場に於ける本邦綿布蘭印市場に於ける本邦綿布 
   昭和9(1934)    207p 
 
    第49輯 支那輸出入関税定率表支那輸出入関税定率表支那輸出入関税定率表支那輸出入関税定率表(1934年7月現在) 
   昭和9(1934)    51p 
 
    第50輯 新市場ラテン・アメリカ新市場ラテン・アメリカ新市場ラテン・アメリカ新市場ラテン・アメリカ 
   昭和9(1934)    888p 
 
    第57輯 中華民国輸出入関税定率表中華民国輸出入関税定率表中華民国輸出入関税定率表中華民国輸出入関税定率表    
                                                (1938年6月現在) 
   昭和13(1938)    53p 
 
    第62輯 国際危局と貿易国際危局と貿易国際危局と貿易国際危局と貿易 

   昭和16(1941)    108p 
 
    [第57輯,第62輯：貿易課] 
 
  大阪市産業叢書大阪市産業叢書大阪市産業叢書大阪市産業叢書 
  第14輯 大阪の紙製品工業大阪の紙製品工業大阪の紙製品工業大阪の紙製品工業 
   昭和8(1933)    368p 
 
  蘭領東印度経済事情蘭領東印度経済事情蘭領東印度経済事情蘭領東印度経済事情 
  昭和4(1929)    362p  図 
 
 東洋貿易研究東洋貿易研究東洋貿易研究東洋貿易研究 
  第 9巻第 5号附録 日支関税互恵品目明細表日支関税互恵品目明細表日支関税互恵品目明細表日支関税互恵品目明細表 
   昭和5(1930)    7p 
 
大阪市産業部庶務課大阪市産業部庶務課大阪市産業部庶務課大阪市産業部庶務課 
 大阪市産業部事業要覧大阪市産業部事業要覧大阪市産業部事業要覧大阪市産業部事業要覧 
  昭和17(1942)    120p 
 
大阪市社会部調査課大阪市社会部調査課大阪市社会部調査課大阪市社会部調査課 
 労働調査報告労働調査報告労働調査報告労働調査報告 
  19. 余暇生活の研究余暇生活の研究余暇生活の研究余暇生活の研究 
   大正12(1923)    346p 
 
    22. 工場労働雇用関係工場労働雇用関係工場労働雇用関係工場労働雇用関係 
   大正12(1923)    388p 
 
    社会部報告社会部報告社会部報告社会部報告 
  第116号 労働手帳に就いて労働手帳に就いて労働手帳に就いて労働手帳に就いて 
   昭和5(1930)    22p 
 
    第120号 本市に於ける朝鮮人住宅問題本市に於ける朝鮮人住宅問題本市に於ける朝鮮人住宅問題本市に於ける朝鮮人住宅問題 
   昭和5(1930)    21p 
 
    第121号 本市に於ける社会病本市に於ける社会病本市に於ける社会病本市に於ける社会病 
   昭和5(1930)    119p 
 
    第162号 失業と成人教育失業と成人教育失業と成人教育失業と成人教育 
   昭和7(1932)    15p 
 
    第164号 失業の原因とその対策失業の原因とその対策失業の原因とその対策失業の原因とその対策    
                 ウヰリアム・ビヴァリツヂ著 
   昭和8(1933)    63p 
      原書名：Causes and Cures of Unemployment. 
 
    第174号 家計簿より観たる労働者の消費量家計簿より観たる労働者の消費量家計簿より観たる労働者の消費量家計簿より観たる労働者の消費量 
   昭和8(1933)    18p 
 
    第247号 本市に於ける内職調査本市に於ける内職調査本市に於ける内職調査本市に於ける内職調査 
   昭和15(1940)    239p  図 
 
  [第162号,第164号,第174号:労働課 第247号:庶 
   務課] 
 
大阪市商工課大阪市商工課大阪市商工課大阪市商工課 
 大阪市貿易調査機関概要大阪市貿易調査機関概要大阪市貿易調査機関概要大阪市貿易調査機関概要 
  大正13(1924)    14p 
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     大阪市食大阪市食大阪市食大阪市食料品卸売市場調査料品卸売市場調査料品卸売市場調査料品卸売市場調査 
  第 5輯 大阪市蔬菜果物市場調査大阪市蔬菜果物市場調査大阪市蔬菜果物市場調査大阪市蔬菜果物市場調査    全全全全 
   大正13(1924)    352p  地図 
 
大阪優良品協会大阪優良品協会大阪優良品協会大阪優良品協会 
    大阪府商工優良名鑑大阪府商工優良名鑑大阪府商工優良名鑑大阪府商工優良名鑑 -和英両文- 
   昭和14(1939)    112,75p 
 
大阪鉄道局運輸課大阪鉄道局運輸課大阪鉄道局運輸課大阪鉄道局運輸課 
 大阪市内の河川交通大阪市内の河川交通大阪市内の河川交通大阪市内の河川交通(昭和8年調) 
  昭和8(1933)    220p 
 
大月社会問題調査所大月社会問題調査所大月社会問題調査所大月社会問題調査所 
 石油戦に現れた英米蘇ブロックの対立石油戦に現れた英米蘇ブロックの対立石油戦に現れた英米蘇ブロックの対立石油戦に現れた英米蘇ブロックの対立    
        ----燃料問題解決は刻下の急務- 
  昭和8(1933)    20p 
 

ＲＲＲＲ    
 
ライジングサン石油株式会社ライジングサン石油株式会社ライジングサン石油株式会社ライジングサン石油株式会社 
        自動車の理想潤滑法自動車の理想潤滑法自動車の理想潤滑法自動車の理想潤滑法 
  昭和5(1930)    60,29p 
 
ラテンアメリカ中央会ラテンアメリカ中央会ラテンアメリカ中央会ラテンアメリカ中央会 
 ラテンアメリカ新聞情報集ラテンアメリカ新聞情報集ラテンアメリカ新聞情報集ラテンアメリカ新聞情報集    昭和18年度 
  昭和20(1945)    217p 
 
  ラテンアメリカ叢書ラテンアメリカ叢書ラテンアメリカ叢書ラテンアメリカ叢書 
  第 1輯 コロンビアの石油業コロンビアの石油業コロンビアの石油業コロンビアの石油業  戸田三夫著 
   昭和17(1942)    104p 
 
    第 3輯 ラテンアメリカ社会発達史ラテンアメリカ社会発達史ラテンアメリカ社会発達史ラテンアメリカ社会発達史    
                Moises Poblete Troncoso著 加藤利祐訳 
   昭和17(1942)    90p 
      原書名：Problemas Sociales y Economicos de 
        America Latina. 1936 第2篇 
 
  第 7輯 米国のカリビアン政策米国のカリビアン政策米国のカリビアン政策米国のカリビアン政策     海本徹雄著 
   昭和18(1943)    148p 
 
    第13輯 雑婚と民族の純化問題雑婚と民族の純化問題雑婚と民族の純化問題雑婚と民族の純化問題    
                   マリオデ･サムパイオ･フェラス著 
           秋山桃水訳 
      昭和18(1942)    150p 
 
    第14輯 中南米の動植物資源中南米の動植物資源中南米の動植物資源中南米の動植物資源    除除除除 A A A A････BBBB････C C C C 三国三国三国三国  
            織田和勝編 
   昭和19(1944)    119p 
 
理化学興業調査理化学興業調査理化学興業調査理化学興業調査課課課課 
 主要商品統制価格表主要商品統制価格表主要商品統制価格表主要商品統制価格表 第2輯-第4輯 
  昭和15(1940)    3冊 
    
陸軍経理学校研究部陸軍経理学校研究部陸軍経理学校研究部陸軍経理学校研究部 
 調査資料調査資料調査資料調査資料 
  改第18号 占領地域に於ける通貨工作占領地域に於ける通貨工作占領地域に於ける通貨工作占領地域に於ける通貨工作    
                     Dr.Georg Holzhauer著 
   昭和16(1941)    116p  

      原書名：Barzahlung und Zahlungs  
              Mittelversortung in militarisch 
              besetzten Gebieten. 
 
陸軍省陸軍省陸軍省陸軍省 
 満州満州満州満州事変勃発満１年事変勃発満１年事変勃発満１年事変勃発満１年 
  昭和7(1932)    26p 
 
  満州事変勃発満４年日満関係の再認識に就て満州事変勃発満４年日満関係の再認識に就て満州事変勃発満４年日満関係の再認識に就て満州事変勃発満４年日満関係の再認識に就て 
  昭和10(1935)    14p 
 
陸軍省調査班陸軍省調査班陸軍省調査班陸軍省調査班 
 北満州の農業北満州の農業北満州の農業北満州の農業,,,,林業及鉱業林業及鉱業林業及鉱業林業及鉱業 
  昭和8(1933)    20p  地図 
 
    関東軍活動状況概要関東軍活動状況概要関東軍活動状況概要関東軍活動状況概要 自昭和7年1月至昭和7年7月 
  昭和7(1932)    36p 
 
  皇国より見たる満州事変の政治経済的効果に就て皇国より見たる満州事変の政治経済的効果に就て皇国より見たる満州事変の政治経済的効果に就て皇国より見たる満州事変の政治経済的効果に就て 
  昭和8(1933)    36p 
 
     満州国の容相満州国の容相満州国の容相満州国の容相 
  昭和7(1932)    180p  表 地図 
 
陸軍省参謀本部陸軍省参謀本部陸軍省参謀本部陸軍省参謀本部 
 北満水北満水北満水北満水害ノ概況害ノ概況害ノ概況害ノ概況                    
    昭和7(1932)    12p  地図          
 
 支那ニ於ケル家畜ノ研究支那ニ於ケル家畜ノ研究支那ニ於ケル家畜ノ研究支那ニ於ケル家畜ノ研究              
  第 2篇 支那産畜牛ノ研究支那産畜牛ノ研究支那産畜牛ノ研究支那産畜牛ノ研究          
   昭和2(1927)    290p  表         
 
  第 3篇 支那産駱駝ノ研究支那産駱駝ノ研究支那産駱駝ノ研究支那産駱駝ノ研究          
   昭和2(1927)    68p              
 
陸軍省新聞班陸軍省新聞班陸軍省新聞班陸軍省新聞班 
 満州事変勃発満４年満州国概観満州事変勃発満４年満州国概観満州事変勃発満４年満州国概観満州事変勃発満４年満州国概観 
  昭和10(1935)    27p 
 
  転換期の国際情勢転換期の国際情勢転換期の国際情勢転換期の国際情勢と我が日本と我が日本と我が日本と我が日本 
  昭和10(1935)    44p 
 
臨時産業調査会臨時産業調査会臨時産業調査会臨時産業調査会 
 参考資料参考資料参考資料参考資料 
  群馬県之蚕糸業群馬県之蚕糸業群馬県之蚕糸業群馬県之蚕糸業 
   〔大正15(1926)〕    146p 
 
臨時産業合理局臨時産業合理局臨時産業合理局臨時産業合理局 
 国産品ヲ以テ代用シ得ベキ輸入品調国産品ヲ以テ代用シ得ベキ輸入品調国産品ヲ以テ代用シ得ベキ輸入品調国産品ヲ以テ代用シ得ベキ輸入品調 
  昭和6(1931)    164p 
 
  商品の単純化に就いて商品の単純化に就いて商品の単純化に就いて商品の単純化に就いて 
  昭和10(1935)    21p 
 
  財務諸表準則財務諸表準則財務諸表準則財務諸表準則 
  昭和9(1934)    46p  表 
 
 財産評価準則財産評価準則財産評価準則財産評価準則 
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  昭和11(1936)    19p 
 
臨時産業合理局財務管理委員会臨時産業合理局財務管理委員会臨時産業合理局財務管理委員会臨時産業合理局財務管理委員会 
 標準貸借対照表標準貸借対照表標準貸借対照表標準貸借対照表 
  〔   〕    24p 
    [臨時産業合理化財務管理委員会案] 
 
立憲民政党本部立憲民政党本部立憲民政党本部立憲民政党本部 
    議会報告書議会報告書議会報告書議会報告書 第66-67,第69 
    昭和10(1935)-昭和11(1936)    2冊 
  [第69:政務調査館] 
 
六大都市当該事務当局六大都市当該事務当局六大都市当該事務当局六大都市当該事務当局 
 東京都制並五大都市特別市制実施要望理由東京都制並五大都市特別市制実施要望理由東京都制並五大都市特別市制実施要望理由東京都制並五大都市特別市制実施要望理由    
 附：最近に於ける大都市財政の実情 
  昭和12(1937)    3,72,118p 
 
糧友会糧友会糧友会糧友会 
  水産物の生産拡充に関する研究水産物の生産拡充に関する研究水産物の生産拡充に関する研究水産物の生産拡充に関する研究 
  昭和15(1940)    16p 
 

ＳＳＳＳ    
 
埼玉県蚕業試験場埼玉県蚕業試験場埼玉県蚕業試験場埼玉県蚕業試験場 
 埼玉県之製糸業埼玉県之製糸業埼玉県之製糸業埼玉県之製糸業 
  昭和2(1927)    76p 
 
  蚕糸要綱蚕糸要綱蚕糸要綱蚕糸要綱 
  〔大正14(1925)〕   112,22,6,13p 
 
堺商工会議所商工相談所堺商工会議所商工相談所堺商工会議所商工相談所堺商工会議所商工相談所 
 資料資料資料資料 
  11. 北支を視たまま北支を視たまま北支を視たまま北支を視たまま         高澤正著 
   昭和13(1938)    17p 
 
酒田米穀取引所酒田米穀取引所酒田米穀取引所酒田米穀取引所 
 山居倉庫概要山居倉庫概要山居倉庫概要山居倉庫概要 
  大正14(1925)    12p  表 
 
産業組合中央会産業組合中央会産業組合中央会産業組合中央会 
 販売組合調査委員会資料販売組合調査委員会資料販売組合調査委員会資料販売組合調査委員会資料 
  1.  生糸販売組合に関する資料生糸販売組合に関する資料生糸販売組合に関する資料生糸販売組合に関する資料 
   昭和2(1927)    173,74p  表 
 
 農産物販売事情に関する調査農産物販売事情に関する調査農産物販売事情に関する調査農産物販売事情に関する調査        
        ----米･小麦･鶏卵･木炭- 
  昭和12(1937)    507p 
 
     産業組合調査資料産業組合調査資料産業組合調査資料産業組合調査資料 
   7. 産業組合の経営する製糸事業産業組合の経営する製糸事業産業組合の経営する製糸事業産業組合の経営する製糸事業 
    大正14(1925)    188p 
 
    15.    国際産業組合貿易国際産業組合貿易国際産業組合貿易国際産業組合貿易  Leonard Woolf著 
   大正15(1926)    33p 
      原書名：International Cooperative Trade. 
              ("Fabian Tract" No.201 所載）  
 
    16. 英国産業組合連合機関英国産業組合連合機関英国産業組合連合機関英国産業組合連合機関 

   大正15(1926)    60p 
 
    17. 独逸産業組合の検独逸産業組合の検独逸産業組合の検独逸産業組合の検査制度査制度査制度査制度  
   大正15(1926)    124p  
      原書名：Die Durchfuhrung der  
              Verbandsrevision im Deutchen  
              Genossenschafts-verband. 
 
    19. 露西亜産業組合思想小史露西亜産業組合思想小史露西亜産業組合思想小史露西亜産業組合思想小史 
   昭和2(1927)    153p 
 
  産業組合現勢調査産業組合現勢調査産業組合現勢調査産業組合現勢調査 
  大正14(1925)    436,17,10,6p  
    [産業組合法発布25周年記念] 
 
 産業組合宣伝叢産業組合宣伝叢産業組合宣伝叢産業組合宣伝叢書書書書 
  第 5輯 製糸販売組合を作れ！製糸販売組合を作れ！製糸販売組合を作れ！製糸販売組合を作れ！     早川直瀬著 
   昭和2(1927)    45p 
 
    第21輯 日用品の騰貴と農村購買組合日用品の騰貴と農村購買組合日用品の騰貴と農村購買組合日用品の騰貴と農村購買組合    
                井関善一著 
   昭和8(1933)    27p 
 
産業組合中央会佐賀支会産業組合中央会佐賀支会産業組合中央会佐賀支会産業組合中央会佐賀支会 
 産業組合信用組合ノ実務産業組合信用組合ノ実務産業組合信用組合ノ実務産業組合信用組合ノ実務  大里忠一郎述 
  大正15(1926)    368,36p 
 
産業組合中央金庫産業組合中央金庫産業組合中央金庫産業組合中央金庫 
 独逸の産業組合金融に於ける保証金額見返貸付制独逸の産業組合金融に於ける保証金額見返貸付制独逸の産業組合金融に於ける保証金額見返貸付制独逸の産業組合金融に於ける保証金額見返貸付制    
        度度度度 
  昭和3(1928)    27p 
 
     普魯西産業組合中央金庫概況普魯西産業組合中央金庫概況普魯西産業組合中央金庫概況普魯西産業組合中央金庫概況    
        (自設立当年至1924年) 
  大正15(1926)    297p 
 
  農業信用の大原則に付て農業信用の大原則に付て農業信用の大原則に付て農業信用の大原則に付て  小平権一著 
  昭和3(1928)    61p 
 
産業能率研究所産業能率研究所産業能率研究所産業能率研究所 
 産業能率研究ニ関スル内外ノ状況産業能率研究ニ関スル内外ノ状況産業能率研究ニ関スル内外ノ状況産業能率研究ニ関スル内外ノ状況 
  大正14(1925)    171p 
 
産業振興研究会産業振興研究会産業振興研究会産業振興研究会 
 衣食住に関する生活改善産業改善衣食住に関する生活改善産業改善衣食住に関する生活改善産業改善衣食住に関する生活改善産業改善 
  昭和6(1931)    106p 
 
蚕糸業同業組合中央会蚕糸業同業組合中央会蚕糸業同業組合中央会蚕糸業同業組合中央会 
 生糸の格付生糸の格付生糸の格付生糸の格付 附：検査方法 
  昭和4(1929)    38p 
    原書名：The Row Silk Classification with  
            Methods of Testing.(米国絹業協会発行) 
 
 生糸需要増進方案懸賞募集当選答案集生糸需要増進方案懸賞募集当選答案集生糸需要増進方案懸賞募集当選答案集生糸需要増進方案懸賞募集当選答案集 
  昭和6(1931)    117p 
 
  日米生糸格付技術協議会議事録日米生糸格付技術協議会議事録日米生糸格付技術協議会議事録日米生糸格付技術協議会議事録 
  昭和3(1928)    388p 
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 蚕糸業同業組合中央会報告蚕糸業同業組合中央会報告蚕糸業同業組合中央会報告蚕糸業同業組合中央会報告 
  号外 欧州の絹業と生糸の消費欧州の絹業と生糸の消費欧州の絹業と生糸の消費欧州の絹業と生糸の消費    
             居初寛二郎著 
   大正13(1924)    107p 
 
  蚕糸業同業組合中央会史蚕糸業同業組合中央会史蚕糸業同業組合中央会史蚕糸業同業組合中央会史 
  昭和7(1932)    1152p 
 
 蚕糸業業勢調査蚕糸業業勢調査蚕糸業業勢調査蚕糸業業勢調査 
  第 4報 生糸生産費に関する研究生糸生産費に関する研究生糸生産費に関する研究生糸生産費に関する研究     第第第第1111回回回回 
   昭和2(1927)    130p 
 
    第 5報 支那養蚕経営費の研究支那養蚕経営費の研究支那養蚕経営費の研究支那養蚕経営費の研究  白澤幹著 
   昭和3(1928)    20p 
 
    第 6報  支那養蚕経営費の研究支那養蚕経営費の研究支那養蚕経営費の研究支那養蚕経営費の研究    第第第第2222報報報報    
             白澤幹著 
   昭和4(1929)    83p 
 
    第 7報 桑園及び養蚕経営費の研究桑園及び養蚕経営費の研究桑園及び養蚕経営費の研究桑園及び養蚕経営費の研究 第第第第3333回回回回    
                       志賀寛著 
   昭和5(1930)    256p 
 
  蚕糸業組合法並に其の関係法規蚕糸業組合法並に其の関係法規蚕糸業組合法並に其の関係法規蚕糸業組合法並に其の関係法規 
  〔昭和6(1931)〕    71p 
 
三和銀行調査課三和銀行調査課三和銀行調査課三和銀行調査課 
 南方諸地域の通貨金融事情南方諸地域の通貨金融事情南方諸地域の通貨金融事情南方諸地域の通貨金融事情 
  昭和17(1942)    121p      [経済月報臨時増刊] 
 
札幌観光協会札幌観光協会札幌観光協会札幌観光協会 
 観光の札幌観光の札幌観光の札幌観光の札幌 
  昭和12(1937)    118p 
 
札幌商業会議所札幌商業会議所札幌商業会議所札幌商業会議所 
 世界大動乱以降札幌市ニ於ケル生活状態ノ変化及世界大動乱以降札幌市ニ於ケル生活状態ノ変化及世界大動乱以降札幌市ニ於ケル生活状態ノ変化及世界大動乱以降札幌市ニ於ケル生活状態ノ変化及    
        之ニ対スル施設ニ関スル調査之ニ対スル施設ニ関スル調査之ニ対スル施設ニ関スル調査之ニ対スル施設ニ関スル調査 
  大正13(1924)    480p 
 
  札幌市特産品案内札幌市特産品案内札幌市特産品案内札幌市特産品案内 附：統計図表 
  大正14(1925)    21p  図23 
 
札幌商工会議所札幌商工会議所札幌商工会議所札幌商工会議所 
 事変対策と経済界の動向事変対策と経済界の動向事変対策と経済界の動向事変対策と経済界の動向  飯田清三講演 
  昭和12(1937)    28p 
 
  草創時代に於ける札幌の工業草創時代に於ける札幌の工業草創時代に於ける札幌の工業草創時代に於ける札幌の工業 
  昭和11(1936)    104p 
 
 札幌鉄道局運輸課札幌鉄道局運輸課札幌鉄道局運輸課札幌鉄道局運輸課 
 魚菜市場一覧魚菜市場一覧魚菜市場一覧魚菜市場一覧 
  〔   〕    1冊 
 
    北海道の薄荷北海道の薄荷北海道の薄荷北海道の薄荷 
  昭和5(1930)    136p  図  [第2版] 
 
 北海道の除虫菊北海道の除虫菊北海道の除虫菊北海道の除虫菊 

  昭和5(1930)    78p  図     [第2版] 
 
 産額より観たる北海道の主要物産産額より観たる北海道の主要物産産額より観たる北海道の主要物産産額より観たる北海道の主要物産 
  昭和5(1930)    167,37,12p    地図 
 
生命保険会社協会生命保険会社協会生命保険会社協会生命保険会社協会     
 弱体保険再保険参考資料弱体保険再保険参考資料弱体保険再保険参考資料弱体保険再保険参考資料((((続続続続))))    
        ----標準下体生命保険に関する数理一班- 
  昭和11(1936)    89,23p 
 
  各国保険国営問題の経過と其実例各国保険国営問題の経過と其実例各国保険国営問題の経過と其実例各国保険国営問題の経過と其実例,,,,概況及論議概況及論議概況及論議概況及論議    
     井口正一述 
  大正15(1926)    114p 
 
  生命保険契約高百億円達成記念懸賞論文集生命保険契約高百億円達成記念懸賞論文集生命保険契約高百億円達成記念懸賞論文集生命保険契約高百億円達成記念懸賞論文集    
        ----国民経済に対する生命保険の貢献を論ず- 
  昭和10(1935)    345p 
 
精密機械統制会精密機械統制会精密機械統制会精密機械統制会 
 工作機械製造工業原価計算準則工作機械製造工業原価計算準則工作機械製造工業原価計算準則工作機械製造工業原価計算準則 
  昭和18(1943)    50p 
 
世界経済調査会世界経済調査会世界経済調査会世界経済調査会 
 英国経済研究部調査報告英国経済研究部調査報告英国経済研究部調査報告英国経済研究部調査報告 
  1.  英国の豪州に対する経済依存度英国の豪州に対する経済依存度英国の豪州に対する経済依存度英国の豪州に対する経済依存度    
      諸井忠一調査 
   昭和17(1942)    38,62p 
 
    2.     英国の新西蘭に対する経済依存度英国の新西蘭に対する経済依存度英国の新西蘭に対する経済依存度英国の新西蘭に対する経済依存度    
      竹中清之助調査 
   昭和17(1942)    27,39p 
 
    3.  ビルマの貿易構成ビルマの貿易構成ビルマの貿易構成ビルマの貿易構成        
                                ----主として印緬並に英緬貿易- 
      諸井忠一,竹中清之助調査 
   昭和17(1942)    44p 
 
    5.  英の印度に対する経済依存度英の印度に対する経済依存度英の印度に対する経済依存度英の印度に対する経済依存度    
                     島田進吾調査 
      昭和18(1943)    82,100p 
 
仙台鉄道局運輸課仙台鉄道局運輸課仙台鉄道局運輸課仙台鉄道局運輸課 
 東北の物産東北の物産東北の物産東北の物産 
  昭和9(1934)    588p  表 
 
選挙粛正中央連盟選挙粛正中央連盟選挙粛正中央連盟選挙粛正中央連盟 
 昭和１０年・地方議会選挙粛正運動の実績調査昭和１０年・地方議会選挙粛正運動の実績調査昭和１０年・地方議会選挙粛正運動の実績調査昭和１０年・地方議会選挙粛正運動の実績調査    
    附：普選第4回衆議院議員総選挙概観其他   
  昭和11(1936)    72,26p  表 
 
暹羅協会暹羅協会暹羅協会暹羅協会 
 暹羅の話暹羅の話暹羅の話暹羅の話 附:シャム渡航便覧 
  昭和7(1942)    101p 
 
上海日報社調査編纂部上海日報社調査編纂部上海日報社調査編纂部上海日報社調査編纂部 
 日報パンフレット日報パンフレット日報パンフレット日報パンフレット 
  第 1号 問題の対日論策問題の対日論策問題の対日論策問題の対日論策    日本は敵か友か日本は敵か友か日本は敵か友か日本は敵か友か    
                                            二筋の対日路線二筋の対日路線二筋の対日路線二筋の対日路線     徐道鄰,林柏生 
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   昭和10(1935)    47p 
 
上海商務官事務所上海商務官事務所上海商務官事務所上海商務官事務所 
 通商報告通商報告通商報告通商報告 
  第 8号 最近中国罷工事情最近中国罷工事情最近中国罷工事情最近中国罷工事情 
   大正14(1925)    104p 
 
四賀生糸販売利用組合四賀生糸販売利用組合四賀生糸販売利用組合四賀生糸販売利用組合 
 四賀生糸組合要四賀生糸組合要四賀生糸組合要四賀生糸組合要覧覧覧覧 
  〔昭和3(1928)〕    17p 
 
資源局資源局資源局資源局 
 本邦主要経済団体調査本邦主要経済団体調査本邦主要経済団体調査本邦主要経済団体調査 
  昭和8(1933)    1冊 
 
 研究資料研究資料研究資料研究資料 
  第 1輯 米国戦時食糧政策米国戦時食糧政策米国戦時食糧政策米国戦時食糧政策  松井敏生著 
   昭和4(1929)    173p 
 
    第 2輯    仏国国家総動員法案仏国国家総動員法案仏国国家総動員法案仏国国家総動員法案 
   昭和5(1930)    157p 
 
  金属並機械工業従業者に対する職業分析及適性検金属並機械工業従業者に対する職業分析及適性検金属並機械工業従業者に対する職業分析及適性検金属並機械工業従業者に対する職業分析及適性検    
    査報告査報告査報告査報告 
  本論 昭和12(1937)    92p 
    附録 昭和12(1937)    93p 
 
     再軍備経済観再軍備経済観再軍備経済観再軍備経済観  ポール･アインチッヒ著 
  昭和9(1934)    118p 
    原書名：The Economics of Rearmament. 
 
     商品の包装及取引単位商品の包装及取引単位商品の包装及取引単位商品の包装及取引単位 
  昭和10(1935)    145p 
 
司法省刑事局司法省刑事局司法省刑事局司法省刑事局 
    陪審制度の話陪審制度の話陪審制度の話陪審制度の話 
  大正15(1926)    48p  図 
 
島根県蚕糸業組合取締所島根県蚕糸業組合取締所島根県蚕糸業組合取締所島根県蚕糸業組合取締所 
     蚕糸業法規類纂蚕糸業法規類纂蚕糸業法規類纂蚕糸業法規類纂 
  明治27(1894)    86p 
 
下関商工会議所下関商工会議所下関商工会議所下関商工会議所 
    下関の水産下関の水産下関の水産下関の水産 
  昭和4(1929)    86p 
 
神栄生糸株式会社調査部神栄生糸株式会社調査部神栄生糸株式会社調査部神栄生糸株式会社調査部 
 全国製糸家名簿全国製糸家名簿全国製糸家名簿全国製糸家名簿 -機械製糸五十釜以上- 
   大正15(1926)    173p 
 
新日本同盟新日本同盟新日本同盟新日本同盟 
 ビルマの近情ビルマの近情ビルマの近情ビルマの近情     本間幸次郎講演 
  昭和17(1942)    24p      [新日本同盟会報] 
 
信託協会信託協会信託協会信託協会 
 信託講話信託講話信託講話信託講話     呉文炳講述 
  大正15(1926)    120p 
 

静岡県農会静岡県農会静岡県農会静岡県農会 
 乳牛飼育経営に関する経済調査乳牛飼育経営に関する経済調査乳牛飼育経営に関する経済調査乳牛飼育経営に関する経済調査 
  昭和6(1931)    37p 
 
商業組合中央会商業組合中央会商業組合中央会商業組合中央会 
 商業組合経営叢書商業組合経営叢書商業組合経営叢書商業組合経営叢書 
  企業許可令の解説企業許可令の解説企業許可令の解説企業許可令の解説   小出榮一著 
    昭和17(1942)    40p 
 
    第11輯 工場等購買会問題に関する資料集工場等購買会問題に関する資料集工場等購買会問題に関する資料集工場等購買会問題に関する資料集 
    昭和18(1943)    85p 
 
  商業者現況調査商業者現況調査商業者現況調査商業者現況調査        上篇上篇上篇上篇 
  昭和16(1941)    25p  表 
 
商工行政調査会商工行政調査会商工行政調査会商工行政調査会 
    物資制限の法規と解説物資制限の法規と解説物資制限の法規と解説物資制限の法規と解説 
  昭和13(1938)    347p 
 
商工組合中央金庫商工組合中央金庫商工組合中央金庫商工組合中央金庫 
    商工組合中央金庫の概況商工組合中央金庫の概況商工組合中央金庫の概況商工組合中央金庫の概況   門司正信述 
  昭和16(1941)    15p 
 
商工組合中央金庫調査課商工組合中央金庫調査課商工組合中央金庫調査課商工組合中央金庫調査課    
        調査資料調査資料調査資料調査資料 
        再編成下の配給機構再編成下の配給機構再編成下の配給機構再編成下の配給機構 第第第第1111輯輯輯輯 
   昭和18(1943)    313p 
 
    預金部資金に就て預金部資金に就て預金部資金に就て預金部資金に就て 
   昭和16(1941)    48p 
 
    有限会社の金融問題有限会社の金融問題有限会社の金融問題有限会社の金融問題 
   昭和18(1943)    146p 
 
  商工組合経営事例輯商工組合経営事例輯商工組合経営事例輯商工組合経営事例輯 第第第第2222輯輯輯輯 
  昭和17(1942)    88p 
 
商工省貿易局商工省貿易局商工省貿易局商工省貿易局 
    各国に於ける輸入制限各国に於ける輸入制限各国に於ける輸入制限各国に於ける輸入制限 
  昭和10(1935)    86p 
 
  内外市場に於ける本邦輸出自転車及同部分の取引内外市場に於ける本邦輸出自転車及同部分の取引内外市場に於ける本邦輸出自転車及同部分の取引内外市場に於ける本邦輸出自転車及同部分の取引    
        状況状況状況状況      附:馬来半島,蘭領東印度,ラングーン, 
  英領印度,セイロン島,東阿弗利加 
    昭和7(1932)    10,208,46,489,22p 
 
  昭和５年貿易昭和５年貿易昭和５年貿易昭和５年貿易 
  第 1号 一九二九年ニ於ケル世界各国ノ関税改一九二九年ニ於ケル世界各国ノ関税改一九二九年ニ於ケル世界各国ノ関税改一九二九年ニ於ケル世界各国ノ関税改    
                                                正正正正 
   昭和5(1930)    778p  
      [1929年英国刊 "Board of Trade Journal and  
       Commercial Gazette" に於ける "Customs 
       Regulation and Tariff Changes" の関税に関 
       する部分の仮訳] 
 
  第 5号 輸出補償法関係法規輸出補償法関係法規輸出補償法関係法規輸出補償法関係法規 
   昭和5(1930)    16p 
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  昭和７年貿易昭和７年貿易昭和７年貿易昭和７年貿易 
  第 1号 最近三ヶ年ニ於ケル世界主要四十五個最近三ヶ年ニ於ケル世界主要四十五個最近三ヶ年ニ於ケル世界主要四十五個最近三ヶ年ニ於ケル世界主要四十五個    
                                                国各年平均為替相場表国各年平均為替相場表国各年平均為替相場表国各年平均為替相場表 
   昭和7(1932)    8p 
 
  昭和１１年貿易昭和１１年貿易昭和１１年貿易昭和１１年貿易 
  第11号 本邦対豪太刺利貿易諸統計本邦対豪太刺利貿易諸統計本邦対豪太刺利貿易諸統計本邦対豪太刺利貿易諸統計 
   昭和11(1936)    111p 
 
  昭和１２年貿易局昭和１２年貿易局昭和１２年貿易局昭和１２年貿易局 
  第17号 第十一回商工省輸出品包装展覧会第十一回商工省輸出品包装展覧会第十一回商工省輸出品包装展覧会第十一回商工省輸出品包装展覧会    
                                                報告書報告書報告書報告書    
           附：商工省輸出品包装改善講演会講演集 
      昭和12(1937)    86p 
      [輸出品包装改善ニ関スル調査 第22輯] 
 
    昭和１３年貿易局昭和１３年貿易局昭和１３年貿易局昭和１３年貿易局 
  第 2号 暹羅対外貿易統計暹羅対外貿易統計暹羅対外貿易統計暹羅対外貿易統計(1934-36年) 
   昭和13(1938)    220p 
 
  昭和５年通報昭和５年通報昭和５年通報昭和５年通報 
  第 5号 ソ連邦ノ外国貿易ト日露貿易ソ連邦ノ外国貿易ト日露貿易ソ連邦ノ外国貿易ト日露貿易ソ連邦ノ外国貿易ト日露貿易 
   昭和5(1930)    36p 
 
    第 7号 内外市場ニ於ケル本邦輸出水産物ノ取内外市場ニ於ケル本邦輸出水産物ノ取内外市場ニ於ケル本邦輸出水産物ノ取内外市場ニ於ケル本邦輸出水産物ノ取    
                                                引状況引状況引状況引状況((((上巻上巻上巻上巻)))) 
   昭和5(1930)    220p 
 
    第 8号 内外市場ニ於ケル本邦輸出水産物ノ取内外市場ニ於ケル本邦輸出水産物ノ取内外市場ニ於ケル本邦輸出水産物ノ取内外市場ニ於ケル本邦輸出水産物ノ取    
                                                引状況引状況引状況引状況((((中巻中巻中巻中巻)))) 
   昭和5(1930)    336p 
 
    第 9号 内外市場ニ於ケル本邦輸出水産物ノ取内外市場ニ於ケル本邦輸出水産物ノ取内外市場ニ於ケル本邦輸出水産物ノ取内外市場ニ於ケル本邦輸出水産物ノ取    
                                                引状況引状況引状況引状況((((下巻下巻下巻下巻)))) 
   昭和5(1930)    257p 
 
 昭和６年通報昭和６年通報昭和６年通報昭和６年通報 
  第 2号 中華民国輸入税新旧対照表中華民国輸入税新旧対照表中華民国輸入税新旧対照表中華民国輸入税新旧対照表    
                                                ----協定品目ヲ除ク本邦重要輸出品ノ分- 
   昭和6(1931)    46p 
 
    第 3号 中華民国輸入税新旧対照表追補中華民国輸入税新旧対照表追補中華民国輸入税新旧対照表追補中華民国輸入税新旧対照表追補    
                                                ----協定品目ヲ除ク本邦重要輸出品ノ分- 
         棉花及綿製品晒白又ハ染色綿布 
           漁獲物及海産物 
   昭和6(1931)    13p 
 
    第16号 綿織物市場トシテノ阿弗利加州綿織物市場トシテノ阿弗利加州綿織物市場トシテノ阿弗利加州綿織物市場トシテノ阿弗利加州 
   昭和6(1931)    338p 
 
  第19号 内外市内外市内外市内外市場ニ於ケル本邦輸出玩具ノ取引場ニ於ケル本邦輸出玩具ノ取引場ニ於ケル本邦輸出玩具ノ取引場ニ於ケル本邦輸出玩具ノ取引    
                                                状況状況状況状況((((上巻上巻上巻上巻)))) 
   昭和6(1931)    127p 
 
    第20号 内外市場ニ於ケル本邦輸出玩具ノ取引内外市場ニ於ケル本邦輸出玩具ノ取引内外市場ニ於ケル本邦輸出玩具ノ取引内外市場ニ於ケル本邦輸出玩具ノ取引    
                                                状況状況状況状況((((下巻下巻下巻下巻)))) 
   昭和6(1931)    314p 
 

    [第2号,第3号：通報課] 
 
     昭和７年通報昭和７年通報昭和７年通報昭和７年通報 
  第12号 生糸及其ノ取引状況生糸及其ノ取引状況生糸及其ノ取引状況生糸及其ノ取引状況((((中巻中巻中巻中巻))))    
                                          昭和6年7月調 
   昭和7(1932)    271p 
 
    第17号 各市場ノ最近三ケ年綿布品種別輸入額各市場ノ最近三ケ年綿布品種別輸入額各市場ノ最近三ケ年綿布品種別輸入額各市場ノ最近三ケ年綿布品種別輸入額    
                                                並ニ並ニ並ニ並ニ本邦品ノ占ムル割合本邦品ノ占ムル割合本邦品ノ占ムル割合本邦品ノ占ムル割合 
      昭和7(1932)    21p 
 
    第19号  生糸及其ノ取引状況生糸及其ノ取引状況生糸及其ノ取引状況生糸及其ノ取引状況((((下巻下巻下巻下巻))))    
                                          昭和6年7月調 
      昭和7(1932)    303p 
 
    第24号 南洋並英領印度市場ニ於ケル絹及人絹南洋並英領印度市場ニ於ケル絹及人絹南洋並英領印度市場ニ於ケル絹及人絹南洋並英領印度市場ニ於ケル絹及人絹    
                                                織物状況織物状況織物状況織物状況        ----海外市場調査員報告集- 
        辻徳三郎調査報告  
      昭和7(1932)    151p 
 
    [第17号：通報課] 
 
 輸出品包装改善ニ関スル調査輸出品包装改善ニ関スル調査輸出品包装改善ニ関スル調査輸出品包装改善ニ関スル調査 
  第 1輯 
     大正15(1926)    54p  
      [大正15年貿第11号] 
 
  第 2輯 商工省主催輸出包装改善講演会講演集商工省主催輸出包装改善講演会講演集商工省主催輸出包装改善講演会講演集商工省主催輸出包装改善講演会講演集 
   大正15(1926)    60p 
      [大正15年貿第15号]      
 
    第22輯 第十一回商工省輸出品包装展覧会報告第十一回商工省輸出品包装展覧会報告第十一回商工省輸出品包装展覧会報告第十一回商工省輸出品包装展覧会報告    
                                                書書書書    
           附：商工省輸出品包装改善講演会講演集 
      昭和12(1937)    86p  
      [昭和12年貿易局第17号] 
 
  第29輯 昭和十六年度貿易局輸出品包装展覧会昭和十六年度貿易局輸出品包装展覧会昭和十六年度貿易局輸出品包装展覧会昭和十六年度貿易局輸出品包装展覧会    
                                                報告書報告書報告書報告書 
   昭和17(1942)    72p 
 
商工省貿易局通報課商工省貿易局通報課商工省貿易局通報課商工省貿易局通報課 
 相手国別本邦重要貿易品一覧表相手国別本邦重要貿易品一覧表相手国別本邦重要貿易品一覧表相手国別本邦重要貿易品一覧表    
        ----朝鮮,台湾及南洋ヲ除ク- 
  昭和7(1932)    1枚 
 
商工省工務局商工省工務局商工省工務局商工省工務局                                                                                                                                                                                                            
    業務研究資料業務研究資料業務研究資料業務研究資料 
  第15巻第 1号附録 過走車輌制止設備試験報告過走車輌制止設備試験報告過走車輌制止設備試験報告過走車輌制止設備試験報告    
                                                                                        書書書書 
   昭和2(1927)    122p  図67 
 
商工省小売業改善調査商工省小売業改善調査商工省小売業改善調査商工省小売業改善調査委員会委員会委員会委員会 
    小売業金融ニ関スル決議小売業金融ニ関スル決議小売業金融ニ関スル決議小売業金融ニ関スル決議 
  昭和14(1939)    13p 
 
商工省臨時産業合理局商工省臨時産業合理局商工省臨時産業合理局商工省臨時産業合理局 
 臨時産業合理局パンフレット臨時産業合理局パンフレット臨時産業合理局パンフレット臨時産業合理局パンフレット 



 

 61

  縞三綾及綿縮統制の話縞三綾及綿縮統制の話縞三綾及綿縮統制の話縞三綾及綿縮統制の話 
   昭和6(1931)    48p 
 
商工省商務局商工省商務局商工省商務局商工省商務局 
 中央卸売市場関係法規及道府県食品市場規則中央卸売市場関係法規及道府県食品市場規則中央卸売市場関係法規及道府県食品市場規則中央卸売市場関係法規及道府県食品市場規則 
  昭和6(1931)    305p 
 
  小売改善調査委員会総会決議小売改善調査委員会総会決議小売改善調査委員会総会決議小売改善調査委員会総会決議 第3回-第4回 
  昭和11(1936)-昭和12(1937)    2冊 
 
 小売業改善調査委員会審議事項及審議方法小売業改善調査委員会審議事項及審議方法小売業改善調査委員会審議事項及審議方法小売業改善調査委員会審議事項及審議方法 
  昭和10(1935)    21p 
 
  小売改善資料小売改善資料小売改善資料小売改善資料 
  第 1号 チェツコスロバキア均一店取締法チェツコスロバキア均一店取締法チェツコスロバキア均一店取締法チェツコスロバキア均一店取締法 
   昭和10(1935)    4p 
 
    第 2号 オーストリア均一店禁止令オーストリア均一店禁止令オーストリア均一店禁止令オーストリア均一店禁止令    百貨店ニ百貨店ニ百貨店ニ百貨店ニ    
                                                於ケル食料品小売禁止令於ケル食料品小売禁止令於ケル食料品小売禁止令於ケル食料品小売禁止令 
   昭和10(1935)    4p 
 
    第 3号 連鎖店及均一店ニ関スル調査連鎖店及均一店ニ関スル調査連鎖店及均一店ニ関スル調査連鎖店及均一店ニ関スル調査 
   昭和10(1935)    79p 
 
    第 4号 連鎖店特ニ｢森永ベルトライン｣ニ就テ連鎖店特ニ｢森永ベルトライン｣ニ就テ連鎖店特ニ｢森永ベルトライン｣ニ就テ連鎖店特ニ｢森永ベルトライン｣ニ就テ    
                                                萬田一治講述 
   昭和10(1935)    33p 
 
  第 5号  小売金融機関ニ就テ小売金融機関ニ就テ小売金融機関ニ就テ小売金融機関ニ就テ  井關孝雄講述 
   昭和10(1935)    49p 
 
    第 6号 公益質屋金融特ニ東京府社会事業協会公益質屋金融特ニ東京府社会事業協会公益質屋金融特ニ東京府社会事業協会公益質屋金融特ニ東京府社会事業協会    
                                                経営公益質屋ノ実情ニ就テ経営公益質屋ノ実情ニ就テ経営公益質屋ノ実情ニ就テ経営公益質屋ノ実情ニ就テ 
         小倉千里講述 
   昭和10(1935)    32p 
 
    第 7号 ｢商店街盛場｣の研究及其の指導要項｢商店街盛場｣の研究及其の指導要項｢商店街盛場｣の研究及其の指導要項｢商店街盛場｣の研究及其の指導要項    
                   石川榮耀講述 
   昭和10(1935)    95p 
 
    第 8号 小売金融特ニ日本興業銀行ニ於ケル其小売金融特ニ日本興業銀行ニ於ケル其小売金融特ニ日本興業銀行ニ於ケル其小売金融特ニ日本興業銀行ニ於ケル其    
                                                ノ取扱事情ニ就テノ取扱事情ニ就テノ取扱事情ニ就テノ取扱事情ニ就テ  加藤潤講述 
   昭和10(1935)    42p 
 
  第10号 貯蓄銀行ニ依ル小売金融殊ニ不動貯金貯蓄銀行ニ依ル小売金融殊ニ不動貯金貯蓄銀行ニ依ル小売金融殊ニ不動貯金貯蓄銀行ニ依ル小売金融殊ニ不動貯金    
                                                銀行ニコニコ貸付ノ実際ニ就テ銀行ニコニコ貸付ノ実際ニ就テ銀行ニコニコ貸付ノ実際ニ就テ銀行ニコニコ貸付ノ実際ニ就テ    
         小山強次講述 
      昭和10(1935)    20p 
 
    第11号 独逸ニ於ケル小売業取締等ニ関スル諸独逸ニ於ケル小売業取締等ニ関スル諸独逸ニ於ケル小売業取締等ニ関スル諸独逸ニ於ケル小売業取締等ニ関スル諸    
                                                法規法規法規法規 
   昭和10(1935)    31p 
 
    第13号 京都市内商店街ニ関スル調査京都市内商店街ニ関スル調査京都市内商店街ニ関スル調査京都市内商店街ニ関スル調査 
   昭和11(1936)    47p  図 
 
  第14号 名古屋市内商店街ニ関スル調査名古屋市内商店街ニ関スル調査名古屋市内商店街ニ関スル調査名古屋市内商店街ニ関スル調査 
   昭和11(1936)    23p  図 

 
  第15号 神戸市内商店街ニ関スル調査神戸市内商店街ニ関スル調査神戸市内商店街ニ関スル調査神戸市内商店街ニ関スル調査 
   昭和11(1936)    65p  図 
 
  第16号 横浜市内商店街ニ関スル調査横浜市内商店街ニ関スル調査横浜市内商店街ニ関スル調査横浜市内商店街ニ関スル調査 
   昭和11(1936)    11p  図 
 
  第17号 ｢高島屋十銭二十銭ストア｣に就いて｢高島屋十銭二十銭ストア｣に就いて｢高島屋十銭二十銭ストア｣に就いて｢高島屋十銭二十銭ストア｣に就いて    
                川勝堅一講述 
   昭和11(1936)    45p 
 
  内外市場に於ける輸出綿織物の現勢内外市場に於ける輸出綿織物の現勢内外市場に於ける輸出綿織物の現勢内外市場に於ける輸出綿織物の現勢  附:取引事情 

昭和4(1929)    1360p 
 
  大阪市内商店街ニ関スル調査大阪市内商店街ニ関スル調査大阪市内商店街ニ関スル調査大阪市内商店街ニ関スル調査 
  昭和11(1936)    77p  図 
 
  神秘境英領北ボルネオ神秘境英領北ボルネオ神秘境英領北ボルネオ神秘境英領北ボルネオ  渡邊薫調査 
  昭和5(1930)    234p 
 
 商品券取締関係法規商品券取締関係法規商品券取締関係法規商品券取締関係法規 
  昭和8(1933)    51p 
 
  商業会議所一覧商業会議所一覧商業会議所一覧商業会議所一覧 
  大正14(1925)    110p 
 
  商取引組織及系統ニ関スル調査商取引組織及系統ニ関スル調査商取引組織及系統ニ関スル調査商取引組織及系統ニ関スル調査 
  麻織物麻織物麻織物麻織物     舘野重助調査 
   昭和2(1927)    46p 
 
   人造絹糸人造絹糸人造絹糸人造絹糸     前野不二男調査 
   昭和3(1928)    51p 
 
    毛糸毛糸毛糸毛糸     舘野重助調査 
   昭和3(1928)    38p 
 
          生糸生糸生糸生糸  前野不二男調査 
   昭和3(1928)    115p 
 
    棉花及綿棉花及綿棉花及綿棉花及綿糸糸糸糸     舘野重助,前野不二男調査 
   昭和3(1928)    108p 
 
    木炭木炭木炭木炭     石田磊調査 
   昭和2(1927)    72p 
 
          石炭石炭石炭石炭        山田政一調査 
   昭和4(1929)    89p 
 
    石油石油石油石油        今村正孝調査 
   昭和3(1928)    112p  表 
 
商工省商務局貿易課商工省商務局貿易課商工省商務局貿易課商工省商務局貿易課 
 大正１４年貿大正１４年貿大正１４年貿大正１４年貿 
  第12号 本邦対諸外国貿易表本邦対諸外国貿易表本邦対諸外国貿易表本邦対諸外国貿易表    
                                         自大正元年至同13年 
   大正14(1925)    106p 
 
   第19号  輸出組合法解説輸出組合法解説輸出組合法解説輸出組合法解説 



 

 62

   大正14(1925)    50p 
 
  大正１５年貿大正１５年貿大正１５年貿大正１５年貿 
  第 2号 貿易通信員報告集貿易通信員報告集貿易通信員報告集貿易通信員報告集 第第第第1111輯輯輯輯 
   大正15(1926)    585p 
 
    第 6号 本邦人造絹糸需給状況本邦人造絹糸需給状況本邦人造絹糸需給状況本邦人造絹糸需給状況    
                                         附：海外諸国ニ於ケル趨勢 
   大正15(1926)    92p 
 
    第11号    輸出品包装改善ニ関スル調査輸出品包装改善ニ関スル調査輸出品包装改善ニ関スル調査輸出品包装改善ニ関スル調査 
   第 1輯 大正15(1926)    54p 
 
    第15号 輸出品包装改善ニ関スル調査輸出品包装改善ニ関スル調査輸出品包装改善ニ関スル調査輸出品包装改善ニ関スル調査 
   第 2輯 商工省主催輸出品包装改善講演会講商工省主催輸出品包装改善講演会講商工省主催輸出品包装改善講演会講商工省主催輸出品包装改善講演会講    
                                                        演集演集演集演集 
    大正15(1926)    60p 
 
    第16号 輸出品包装改善ニ関スル調査輸出品包装改善ニ関スル調査輸出品包装改善ニ関スル調査輸出品包装改善ニ関スル調査 
   第 3輯    商工省輸出品包装展覧会報告書商工省輸出品包装展覧会報告書商工省輸出品包装展覧会報告書商工省輸出品包装展覧会報告書 
        大正15(1926)    25p 
 
     昭和３年貿昭和３年貿昭和３年貿昭和３年貿 
  第29号 一九二七年蘭領東印度貿易ニ於ケル日一九二七年蘭領東印度貿易ニ於ケル日一九二七年蘭領東印度貿易ニ於ケル日一九二七年蘭領東印度貿易ニ於ケル日    
                                                本ノ地位本ノ地位本ノ地位本ノ地位 
   昭和3(1928)    89p 
 
  昭和４年貿昭和４年貿昭和４年貿昭和４年貿 
  第43号    内外市場ニ於ケル本邦輸出絹織物ノ取内外市場ニ於ケル本邦輸出絹織物ノ取内外市場ニ於ケル本邦輸出絹織物ノ取内外市場ニ於ケル本邦輸出絹織物ノ取    
                                                引状況引状況引状況引状況 
   昭和4(1929)    53,333p 
 
    第45号 一九二八年ニ於ケル世界各国ノ経済状一九二八年ニ於ケル世界各国ノ経済状一九二八年ニ於ケル世界各国ノ経済状一九二八年ニ於ケル世界各国ノ経済状    
                                                態態態態 
   昭和4(1929)    109p  
      [倫敦｢エコノミスト｣誌1929年2月9日号に掲載 
       されたものの翻訳] 
 
商工省振興部商工省振興部商工省振興部商工省振興部 
    中小商工業金融関係規程中小商工業金融関係規程中小商工業金融関係規程中小商工業金融関係規程 

昭和15(1940)  254p 
 
商工省特許局商工省特許局商工省特許局商工省特許局 
    特許局発明展覧会報告書特許局発明展覧会報告書特許局発明展覧会報告書特許局発明展覧会報告書 第2回-第3回 
    昭和9(1934)-昭和10(1935)    2冊 
 
特許局発明展覧会出品物略解特許局発明展覧会出品物略解特許局発明展覧会出品物略解特許局発明展覧会出品物略解 
昭和10(1935)    270p 

 
商工省財務管理委員会商工省財務管理委員会商工省財務管理委員会商工省財務管理委員会 
        製造原価計算準則製造原価計算準則製造原価計算準則製造原価計算準則 

昭和12(1937)    109p 
 
庶民経済研究所庶民経済研究所庶民経済研究所庶民経済研究所                                                                      
 無盡業発展の為めにその反省を望む無盡業発展の為めにその反省を望む無盡業発展の為めにその反省を望む無盡業発展の為めにその反省を望む                                                  
  昭和10(1935)    12p                                                          
 
昭和製鋼所業務部調査課昭和製鋼所業務部調査課昭和製鋼所業務部調査課昭和製鋼所業務部調査課 

 大東亜資源地図大東亜資源地図大東亜資源地図大東亜資源地図    第第第第2222輯輯輯輯 
  〔   〕    18枚 
 
倉庫経済研究会倉庫経済研究会倉庫経済研究会倉庫経済研究会 
    回顧八箇年回顧八箇年回顧八箇年回顧八箇年    ----日本倉庫業史の一齣- 
  昭和22(1947)    240p 
 
曹達晒粉同業社曹達晒粉同業社曹達晒粉同業社曹達晒粉同業社 
 プールの衛生施設及消毒プールの衛生施設及消毒プールの衛生施設及消毒プールの衛生施設及消毒    
    参考附表：東京市内及近郊プール一覧統計表 
  昭和6(1931)    16p 
 
損害保険事業研究所損害保険事業研究所損害保険事業研究所損害保険事業研究所 
 特別講演速記録特別講演速記録特別講演速記録特別講演速記録 
  第 1輯 挨拶挨拶挨拶挨拶    英国国民性と｢ロイド｣英国国民性と｢ロイド｣英国国民性と｢ロイド｣英国国民性と｢ロイド｣    
             各務鎌吉,藤本幸太郎講述 
   昭和9(1934)    35p 
 
    第 2輯    独逸に於ける公営火災保険に就て独逸に於ける公営火災保険に就て独逸に於ける公営火災保険に就て独逸に於ける公営火災保険に就て    
          ドクトル，ハラルド・フォン・ワルドハ 
      イム講述 
      昭和9(1934)    41p 
 
    第 3輯 火災保険の相互組織に就いて火災保険の相互組織に就いて火災保険の相互組織に就いて火災保険の相互組織に就いて    
                   末高信講述 
   昭和9(1934)    51p 
 
    第 4輯    欧米に於ける火災保険料率の協定に就欧米に於ける火災保険料率の協定に就欧米に於ける火災保険料率の協定に就欧米に於ける火災保険料率の協定に就    
                                                てててて  瀧谷善一講述 
   昭和9(1934)    34p 
 
    第 5輯 火災普通保険約款の改正に就て火災普通保険約款の改正に就て火災普通保険約款の改正に就て火災普通保険約款の改正に就て    
             北澤宥勝講述  
   昭和9(1934)    68p 
 
    第 6輯    出火原因と危険物に就て出火原因と危険物に就て出火原因と危険物に就て出火原因と危険物に就て  豊島厚述 
   昭和9(1934)    30p  表 
 
  第 7輯 非常時下に於ける民間航空と航空保険非常時下に於ける民間航空と航空保険非常時下に於ける民間航空と航空保険非常時下に於ける民間航空と航空保険    
                斎藤外男講述 
   昭和10(1935)    24p  地図 
 
  第 9輯 船舶保険普通及特別約款の改訂を顧み船舶保険普通及特別約款の改訂を顧み船舶保険普通及特別約款の改訂を顧み船舶保険普通及特別約款の改訂を顧み    
                                                てててて    船舶安全法に就て船舶安全法に就て船舶安全法に就て船舶安全法に就て    
          倉田庫太,山本幸男講述 
   昭和10(1935)    48,42p 
 
    第10輯 損害保険会計に就いて損害保険会計に就いて損害保険会計に就いて損害保険会計に就いて    葛城照三講述 
   昭和10(1935)    68p  表 
 
  第11輯 損害保険と犯罪に就て損害保険と犯罪に就て損害保険と犯罪に就て損害保険と犯罪に就て    青谷和夫講述 
   昭和10(1935)    44,32p  表 
 
  第12輯 判例に表れたる若干の保険問題判例に表れたる若干の保険問題判例に表れたる若干の保険問題判例に表れたる若干の保険問題    
                   北澤宥勝講述 
   昭和10(1935)    31p 
 
    第13輯 火災保険業より見たる工場の火災的危火災保険業より見たる工場の火災的危火災保険業より見たる工場の火災的危火災保険業より見たる工場の火災的危    
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                                                険並に工場物件の処理法険並に工場物件の処理法険並に工場物件の処理法険並に工場物件の処理法    
          伊藤英樹講述   
      昭和10(1935)    44p 
 
    第14輯 社会保険と損害保険との関連に就て社会保険と損害保険との関連に就て社会保険と損害保険との関連に就て社会保険と損害保険との関連に就て    
                森荘三郎講述 
   昭和10(1935)    36p 
 
    第15輯 火災危険に就て火災危険に就て火災危険に就て火災危険に就て     赤澤猪吉講述 
   昭和10(1935)    37p 
 
    第16輯  判例より見たる火災保険判例より見たる火災保険判例より見たる火災保険判例より見たる火災保険 竹田省講述 
   昭和10(1935)    22p 
 
    第17輯 新種保険の発生と其将来に就て新種保険の発生と其将来に就て新種保険の発生と其将来に就て新種保険の発生と其将来に就て    
                   北澤宥勝講述 
   昭和10(1935)    52p 
 
    第18輯 船舶救助作業並に｢エジプト｣号金貨引船舶救助作業並に｢エジプト｣号金貨引船舶救助作業並に｢エジプト｣号金貨引船舶救助作業並に｢エジプト｣号金貨引    
                                                揚物語揚物語揚物語揚物語    
                   北川保講述 
   昭和10(1935)    60p 
 
    第19輯 火災の損害率に就て火災の損害率に就て火災の損害率に就て火災の損害率に就て  赤澤猪吉講述 
   昭和19(1935)    30p 
 
    第20輯 戦時に於ける商船の自衛戦時に於ける商船の自衛戦時に於ける商船の自衛戦時に於ける商船の自衛    
                須川邦彦講述 
   昭和10(1935)    84p 
 
    第21輯 火災保険料率理論の発達に就て火災保険料率理論の発達に就て火災保険料率理論の発達に就て火災保険料率理論の発達に就て    
                瀧谷善一講述 
   昭和11(1936)    23p 
 
    第22輯 再び火災普通保険約款の改正に就て再び火災普通保険約款の改正に就て再び火災普通保険約款の改正に就て再び火災普通保険約款の改正に就て    
                北澤宥勝講述 
   昭和11(1936)    55p 
 
    第23輯 我国に於ける火災保険料率協定に就て我国に於ける火災保険料率協定に就て我国に於ける火災保険料率協定に就て我国に於ける火災保険料率協定に就て    
                瀧谷善一講述 
   昭和11(1936)    15p 
 
    第24輯 自働消火装置に就て自働消火装置に就て自働消火装置に就て自働消火装置に就て  渡部陳講述 
   昭和11(1936)    61p  図 
 
  第25輯 災害と都市計画災害と都市計画災害と都市計画災害と都市計画  菱田厚介講述 
   昭和12(1937)    32p 
 
    第26輯 電気施設と火災との関係に就て電気施設と火災との関係に就て電気施設と火災との関係に就て電気施設と火災との関係に就て    
                   清水勤二講述 
   昭和11(1936)    58p 
 
    第28輯 海上保険料率を論ず海上保険料率を論ず海上保険料率を論ず海上保険料率を論ず 椎名幾三郎講述 
   昭和11(1936)    32p 
 
    第29輯 船長より見たる海難の種船長より見たる海難の種船長より見たる海難の種船長より見たる海難の種々相々相々相々相    
                   各務重治講述 
   昭和11(1936)    33p 

 
    第30輯 防火と建築防火と建築防火と建築防火と建築  堀井啓治講述 
   昭和12(1937)    27p 
 
    第31輯 被保険利益に就て被保険利益に就て被保険利益に就て被保険利益に就て     野津務講述 
   昭和11(1936)    26p 
 
    第33輯 建築物の火災に関する最近の研究建築物の火災に関する最近の研究建築物の火災に関する最近の研究建築物の火災に関する最近の研究    
                佐藤鑑講述 
    昭和12(1937)    41p 
 
    第34輯 気象と火災気象と火災気象と火災気象と火災            野口篤美講述 
   昭和12(1937)    48p 
 
    第39輯 電気と電気と電気と電気と出火出火出火出火     廣瀬先一講述 
   昭和12(1937)    33p 
 
    第40輯 造船の話造船の話造船の話造船の話     浅川彰三講述 
   昭和13(1938)    24p 
 
    第41輯 損害保険会社正味資産の契約高に対す損害保険会社正味資産の契約高に対す損害保険会社正味資産の契約高に対す損害保険会社正味資産の契約高に対す    
                                                る比率の考察る比率の考察る比率の考察る比率の考察  渡部義雄講述 
   昭和13(1938)    36p  表10 
 
    第42輯 保険証券及び保険引受書に就て保険証券及び保険引受書に就て保険証券及び保険引受書に就て保険証券及び保険引受書に就て    
                                        伊澤孝平講述 
   昭和13(1938)    23p 
 
    第43輯 大阪の高潮と地盤沈下に就て大阪の高潮と地盤沈下に就て大阪の高潮と地盤沈下に就て大阪の高潮と地盤沈下に就て    
                   和達清夫講述 
   昭和14(1939)    37p 
 
    第44輯 保険前史の概観保険前史の概観保険前史の概観保険前史の概観  勝呂弘講述 
   昭和13(1938)    31p 
 
    第45輯 各種工業の諸作業中に介在する火災的各種工業の諸作業中に介在する火災的各種工業の諸作業中に介在する火災的各種工業の諸作業中に介在する火災的    
                                                危険の時代的推移危険の時代的推移危険の時代的推移危険の時代的推移  伊藤英樹講述 
   昭和13(1938)    34p 
 
    第46輯 石川県の気象と火災との関係石川県の気象と火災との関係石川県の気象と火災との関係石川県の気象と火災との関係    
                佐藤秀雄講述 
   昭和15(1940)    23p 
 
    第47輯    欧州大戦と海上国際法欧州大戦と海上国際法欧州大戦と海上国際法欧州大戦と海上国際法 立作太郎講述 
   昭和15(1940)    69p 
 
    第48輯 損害保険国営再保険法に就て損害保険国営再保険法に就て損害保険国営再保険法に就て損害保険国営再保険法に就て    
                                            三木秋義講述 
   昭和15(1940)    42p 
 
    第50輯 経済新体制に就て経済新体制に就て経済新体制に就て経済新体制に就て  平生釟三郎講述 
   昭和15(1940)    22p 
 
    第51輯 新体制と損害保険事業新体制と損害保険事業新体制と損害保険事業新体制と損害保険事業 北澤宥勝講述 
   昭和15(1940)    27p 
 
  第52輯 保険の新しい理念保険の新しい理念保険の新しい理念保険の新しい理念  酒井正三郎講述 
   昭和16(1941)    26p 
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    第56輯 損害保険の再保険消化損害保険の再保険消化損害保険の再保険消化損害保険の再保険消化    火災保険の事火災保険の事火災保険の事火災保険の事    
                                                業費に業費に業費に業費に就て就て就て就て  赤澤猪吉講述 
   昭和18(1943)    76p 
 
諏訪倉庫株式会社諏訪倉庫株式会社諏訪倉庫株式会社諏訪倉庫株式会社 
    貯繭倉庫及乾繭業貯繭倉庫及乾繭業貯繭倉庫及乾繭業貯繭倉庫及乾繭業 
  大正14(1925)    27p  表 
 

ＴＴＴＴ    
 
対米船舶提供記念財団対米船舶提供記念財団対米船舶提供記念財団対米船舶提供記念財団 
    仏蘭西船舶抵当貸付法仏蘭西船舶抵当貸付法仏蘭西船舶抵当貸付法仏蘭西船舶抵当貸付法 
  〔   〕   32p 
 
一九一六年ヨリ一九二七年ニ至ル伊太利ノ海運保一九一六年ヨリ一九二七年ニ至ル伊太利ノ海運保一九一六年ヨリ一九二七年ニ至ル伊太利ノ海運保一九一六年ヨリ一九二七年ニ至ル伊太利ノ海運保
護政策ト其ノ海運護政策ト其ノ海運護政策ト其ノ海運護政策ト其ノ海運    附録：関係法令 

  昭和4(1929)    169p 
    [仏蘭西船主協会刊「彙報（Circulaire)」第1340 
     号の翻訳] 
 
 伊太利船舶抵当貸付協会設立ニ関スル法律並同協伊太利船舶抵当貸付協会設立ニ関スル法律並同協伊太利船舶抵当貸付協会設立ニ関スル法律並同協伊太利船舶抵当貸付協会設立ニ関スル法律並同協    
        会定款会定款会定款会定款 
  〔   〕   37p 
 
  内海水道航行規則解説内海水道航行規則解説内海水道航行規則解説内海水道航行規則解説    
    附：内外水道航行規則 海上衝突予防法 内海沿岸 
      船舶通航信号及潮流信号規定其ノ他 開講港則 
      及同施行規則其ノ他 
  昭和4(1929)    120p 
 
     一九二九年英国事業促進（起債保證並補助）法一九二九年英国事業促進（起債保證並補助）法一九二九年英国事業促進（起債保證並補助）法一九二九年英国事業促進（起債保證並補助）法 
  〔   〕  7,5p 
    原書名：Development(Loan Guarantees and 
            Grants)Act,1929. 
 
  一九二九年英国殖民地事業促進法一九二九年英国殖民地事業促進法一九二九年英国殖民地事業促進法一九二九年英国殖民地事業促進法 
  〔   〕    8,5p 
    原書名：Colonial Development Act,1929. 
 
  太平洋海運ト定期船太平洋海運ト定期船太平洋海運ト定期船太平洋海運ト定期船 
  昭和3(1928)    101p  
    [1927年米国商務省報告の翻訳] 
 
太平洋関係研究会太平洋関係研究会太平洋関係研究会太平洋関係研究会 
    太平洋関係調査報告叢書太平洋関係調査報告叢書太平洋関係調査報告叢書太平洋関係調査報告叢書 
  1.  東亜に於ける豪州の利益と政策東亜に於ける豪州の利益と政策東亜に於ける豪州の利益と政策東亜に於ける豪州の利益と政策    
      ジャック･シェパード著 豪州研究会訳 
   昭和18(1943)    148p 
 
太平洋協会太平洋協会太平洋協会太平洋協会 
 太平洋問題研究叢書太平洋問題研究叢書太平洋問題研究叢書太平洋問題研究叢書 
        マレイシアの農業地理マレイシアの農業地理マレイシアの農業地理マレイシアの農業地理    
          S.V.ファルケンブルグ著 中野弘訳 
   昭和17(1942)    144p 
      原書名：Agricaltural Regions of Asia by 
              Samuel van Valkenburg.からの抜粋．  
 

  泰国農村経済論泰国農村経済論泰国農村経済論泰国農村経済論  明石二郎,關嘉彦共著 
   昭和17(1942)    169p 
 
太平洋問題調査会太平洋問題調査会太平洋問題調査会太平洋問題調査会 
    太平洋問題パンフレット太平洋問題パンフレット太平洋問題パンフレット太平洋問題パンフレット 
  第 7輯 太平洋問題調査会の栞太平洋問題調査会の栞太平洋問題調査会の栞太平洋問題調査会の栞 
   昭和6(1931)    79p 
 
大政翼賛会大政翼賛会大政翼賛会大政翼賛会 
 企業整備資料企業整備資料企業整備資料企業整備資料 
   3. 小売業ノ整備小売業ノ整備小売業ノ整備小売業ノ整備((((第二次第二次第二次第二次))))ニ関スル次官通牒ニ関スル次官通牒ニ関スル次官通牒ニ関スル次官通牒    
                         附：関係通牒 
   昭和18(1943)    19p 
 
高田税務署高田税務署高田税務署高田税務署 
        上越の酒造出稼人上越の酒造出稼人上越の酒造出稼人上越の酒造出稼人 
  昭和5(1930)    290p 
    
高岡商業会議所高岡商業会議所高岡商業会議所高岡商業会議所 
    高岡銅器高岡銅器高岡銅器高岡銅器 
  〔   〕    〔8〕p  写真 
 
拓務省拓務省拓務省拓務省 
    拓務懇談会速記録拓務懇談会速記録拓務懇談会速記録拓務懇談会速記録 第1回,第2回 
  昭和4(1929)-昭和5(1930)    2冊 
 
拓務省大臣官房文書課拓務省大臣官房文書課拓務省大臣官房文書課拓務省大臣官房文書課 
 拓務調査資料拓務調査資料拓務調査資料拓務調査資料 
  第 3編 満州と朝鮮人満州と朝鮮人満州と朝鮮人満州と朝鮮人     李勲求著 
   昭和8(1933)    276p 
 
    第 4編    蘭領東印度の統治機構蘭領東印度の統治機構蘭領東印度の統治機構蘭領東印度の統治機構  吉村調査 
   昭和8(1933)    41p 
 
    第 5編 東洋植民地に於ける土人教育制度東洋植民地に於ける土人教育制度東洋植民地に於ける土人教育制度東洋植民地に於ける土人教育制度    
                H･A･ウインダム著 
   昭和9(1934)    57p 
      [1933年刊 "Native Education" 中,比律賓,爪哇 
       及印度支那に関する部分の翻訳] 
 
拓務省拓務局拓務省拓務局拓務省拓務局拓務省拓務局                                                                                                                                                                                                                
    ブラジル移住案内ブラジル移住案内ブラジル移住案内ブラジル移住案内 附：海外移住者の渡航手続其他 
  昭和7(1932)    40p 
 
  ブラジル移住ブラジル移住ブラジル移住ブラジル移住者便り者便り者便り者便り  原篤著 
  昭和9(1934)    133,6p  図 
 
 ブラジル移住者通信集ブラジル移住者通信集ブラジル移住者通信集ブラジル移住者通信集 
  昭和6(1931)    168p  図 
 
 ブラジルに於ける製紙工業ブラジルに於ける製紙工業ブラジルに於ける製紙工業ブラジルに於ける製紙工業 
  昭和7(1932)    3p 
 
  ブラジルノ煙草工業ブラジルノ煙草工業ブラジルノ煙草工業ブラジルノ煙草工業 
  昭和7(1932)    2p 
 
  同仁会衛生叢書同仁会衛生叢書同仁会衛生叢書同仁会衛生叢書 
  第 4輯 ブラジルに於ける衛生の注意ブラジルに於ける衛生の注意ブラジルに於ける衛生の注意ブラジルに於ける衛生の注意    
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                高岡専太郎著 
   昭和5(1930)    346p 
 
     英国海外移住委員会報告英国海外移住委員会報告英国海外移住委員会報告英国海外移住委員会報告(1929(1929(1929(1929年度年度年度年度))))概要概要概要概要 
  昭和6(1931)    67p 
 
  移住者便り移住者便り移住者便り移住者便り 
  昭和8(1933)    170p  地図 
 
  移民及企業ニ関スル各国ノ制度移民及企業ニ関スル各国ノ制度移民及企業ニ関スル各国ノ制度移民及企業ニ関スル各国ノ制度 
  昭和5(1930)    1冊 
 
    移植民及海外拓殖事業移植民及海外拓殖事業移植民及海外拓殖事業移植民及海外拓殖事業 
  昭和6(1931)    102p  地図 図 
 
 実用ブラジル語実用ブラジル語実用ブラジル語実用ブラジル語 
  昭和6(1931)    232p  
 
 海外拓殖事業調査資料海外拓殖事業調査資料海外拓殖事業調査資料海外拓殖事業調査資料 
  第13輯 亜爾然丁ノ富源ト其ノ利用開拓亜爾然丁ノ富源ト其ノ利用開拓亜爾然丁ノ富源ト其ノ利用開拓亜爾然丁ノ富源ト其ノ利用開拓    下巻下巻下巻下巻 
   昭和8(1933)    645p 
 
    第14輯        ｢ブラジル｣ノ産業｢ブラジル｣ノ産業｢ブラジル｣ノ産業｢ブラジル｣ノ産業 
   昭和6(1931)    313p  地図 図 
   [伯国農工商務省商業拡張局刊｢ブラジル｣の 
       抄訳] 
 
  第18輯  ｢セレベス｣島事情｢セレベス｣島事情｢セレベス｣島事情｢セレベス｣島事情    
                   塩谷末吉,照屋全昌調査報告 
   昭和7(1932)    145p  地図 図 
 
    第19輯 墨西哥合衆国移植民関係法規墨西哥合衆国移植民関係法規墨西哥合衆国移植民関係法規墨西哥合衆国移植民関係法規 
   昭和18(1933)    267p 
 
  第20輯 蘭領ボルネオノ産業ト邦人蘭領ボルネオノ産業ト邦人蘭領ボルネオノ産業ト邦人蘭領ボルネオノ産業ト邦人   

照屋全昌調査報告 
   昭和8(1933)    379p  図48 
 
    第21輯 南国護謨園サゴ製粉工場南国護謨園サゴ製粉工場南国護謨園サゴ製粉工場南国護謨園サゴ製粉工場,,,,檳榔樹栽培並檳榔樹栽培並檳榔樹栽培並檳榔樹栽培並    
                                                付近園に於けるガンビル栽培製造状況付近園に於けるガンビル栽培製造状況付近園に於けるガンビル栽培製造状況付近園に於けるガンビル栽培製造状況    
                               照屋全昌調査報告 
   昭和8(1933)    91p 
 
    第22輯 墨西哥合衆国漁業法並施行細則墨西哥合衆国漁業法並施行細則墨西哥合衆国漁業法並施行細則墨西哥合衆国漁業法並施行細則    
                   杉浦鐵若訳 
   昭和8(1933)    44p 
 
    第23輯    墨国漁業生産物利用ニ関スル税率表墨国漁業生産物利用ニ関スル税率表墨国漁業生産物利用ニ関スル税率表墨国漁業生産物利用ニ関スル税率表    
                    附：墨国漁業関係補足条規 

    杉浦鐵若訳    
      昭和8(1933)    38p 
 
    第24輯 英領北ボルネ･タワオ地方事情英領北ボルネ･タワオ地方事情英領北ボルネ･タワオ地方事情英領北ボルネ･タワオ地方事情 
   昭和9(1934)    114p  地図 図 
 
  第25輯 英領北ボルネオ産業関係法規英領北ボルネオ産業関係法規英領北ボルネオ産業関係法規英領北ボルネオ産業関係法規    
                                                ----1931年末現在- 
   昭和9(1934)    315,37p 

 
    第26輯    アマゾンに於ける護謨其他の産業アマゾンに於ける護謨其他の産業アマゾンに於ける護謨其他の産業アマゾンに於ける護謨其他の産業 
   昭和9(1934)    668p 
      原書名：Rubber Production in the Amazon 
              Valley.( "Trade Promotion Series." 
              No.23. 1925. 所載）  
 
    第27輯 パラグアイ共和国事情パラグアイ共和国事情パラグアイ共和国事情パラグアイ共和国事情    
                                     岡本和夫調査報告 
   昭和9(1934)    310p  表 地図 
 
  第28輯    南洋栽培事業要覧南洋栽培事業要覧南洋栽培事業要覧南洋栽培事業要覧 昭和9年版 
   昭和10(1935)    277p  地図 表 
 
  第31輯 蘭領ニューギニア事情蘭領ニューギニア事情蘭領ニューギニア事情蘭領ニューギニア事情 
   昭和11(1936)    89p  地図 
 
  第32輯 蘭領印度統治組織蘭領印度統治組織蘭領印度統治組織蘭領印度統治組織  佐竹調査 
   昭和12(1937)    97p 
 
    第45輯 南洋邦人農企業現況一覧南洋邦人農企業現況一覧南洋邦人農企業現況一覧南洋邦人農企業現況一覧 
   昭和17(1942)    表23 
 
    [第45輯：拓南局] 
 
     南洋事情梗概南洋事情梗概南洋事情梗概南洋事情梗概 
  昭和9(1934)    29p  地図 
 
 南洋栽培事業要覧南洋栽培事業要覧南洋栽培事業要覧南洋栽培事業要覧 
  昭和4(1929)    104p  図  
    [附図:南洋ニ於ケル邦人栽培企業現勢図 1枚] 
 
    一九三〇年ニ於ケル伯国聖州ノ工業一九三〇年ニ於ケル伯国聖州ノ工業一九三〇年ニ於ケル伯国聖州ノ工業一九三〇年ニ於ケル伯国聖州ノ工業 
  〔   〕    12,23p 
 
  外南洋事情梗概外南洋事情梗概外南洋事情梗概外南洋事情梗概    附：外南洋渡航案内 
  昭和12(1937)    28,36p 
 
拓務省拓務局第三課拓務省拓務局第三課拓務省拓務局第三課拓務省拓務局第三課     
     ブラジルの水力電気ブラジルの水力電気ブラジルの水力電気ブラジルの水力電気 
  〔   〕    9p 
 
拓殖事務局拓殖事務局拓殖事務局拓殖事務局 
 ボルネオノ石油ニ関スル調書ボルネオノ石油ニ関スル調書ボルネオノ石油ニ関スル調書ボルネオノ石油ニ関スル調書 
  大正13(1924)    32p 
 
     伯剌西爾移民事情伯剌西爾移民事情伯剌西爾移民事情伯剌西爾移民事情 
  大正13(1924)    108p 
 
拓殖局拓殖局拓殖局拓殖局 
 殖民政策殖民政策殖民政策殖民政策     ヴェー･ハー･ゾルフ著 
  大正11(1922)    97p 
    原書名：Kolonialpolitik mein politisches  
            Vermachtnis, 1919.   
 
        台湾糖業政策台湾糖業政策台湾糖業政策台湾糖業政策  稲田昌植著 
   大正10(1921)    190p 
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拓殖奨励館拓殖奨励館拓殖奨励館拓殖奨励館 
 拓殖パンフレット拓殖パンフレット拓殖パンフレット拓殖パンフレット     
  第 8輯 マニラ麻栽培と日本人マニラ麻栽培と日本人マニラ麻栽培と日本人マニラ麻栽培と日本人     古川義三著 
   昭和14(1939)    39p 
 
辰馬海事記念財団辰馬海事記念財団辰馬海事記念財団辰馬海事記念財団 
    海事研究叢書海事研究叢書海事研究叢書海事研究叢書 
  アメリカ海運の経済的アメリカ海運の経済的アメリカ海運の経済的アメリカ海運の経済的調査調査調査調査    
             合衆国海事委員会編  佐波宣平訳 
   昭和18(1943)    141p 
 
     戦時海運管理の構想戦時海運管理の構想戦時海運管理の構想戦時海運管理の構想  竹井廉著 
  昭和18(1943)    81p 
    [京城帝国大学｢法学論集｣第13冊第3号及第4号 
     所載] 
 
 造船講演集造船講演集造船講演集造船講演集    第第第第4444輯輯輯輯 
  昭和17(1942)    26p 
 
帝国発明協会帝国発明協会帝国発明協会帝国発明協会 
    表彰発明の解説表彰発明の解説表彰発明の解説表彰発明の解説 
   大正15(1926)    140p  図19 
 
  帝国発明協会沿革帝国発明協会沿革帝国発明協会沿革帝国発明協会沿革 
  大正13(1924)    87p 
 
帝国飛行協会帝国飛行協会帝国飛行協会帝国飛行協会 
 航空の智識航空の智識航空の智識航空の智識 
  昭和12(1937)    218p 
 
帝国人造絹糸株式会社調査室帝国人造絹糸株式会社調査室帝国人造絹糸株式会社調査室帝国人造絹糸株式会社調査室 
    各国人絹界最近の情勢各国人絹界最近の情勢各国人絹界最近の情勢各国人絹界最近の情勢 
  昭和5(1930)    203p 
 
帝国燃料興業株式会社帝国燃料興業株式会社帝国燃料興業株式会社帝国燃料興業株式会社 
    帝燃叢書帝燃叢書帝燃叢書帝燃叢書 
  第 1冊 欧州の石油戦と人造石油欧州の石油戦と人造石油欧州の石油戦と人造石油欧州の石油戦と人造石油 大島義清著 
   昭和15(1940)    43p 
 
帝国農会帝国農会帝国農会帝国農会 
 道府県農会優良事業事例道府県農会優良事業事例道府県農会優良事業事例道府県農会優良事業事例 
  大正14(1925)    256p 
 
        農業倉庫綱要農業倉庫綱要農業倉庫綱要農業倉庫綱要    農商務省農商局編      
    大正6(1917)    327p 
 
諸外国ニ於ケル農業団体ニ関スル調査諸外国ニ於ケル農業団体ニ関スル調査諸外国ニ於ケル農業団体ニ関スル調査諸外国ニ於ケル農業団体ニ関スル調査   
農商務省農務局編 
  大正14(1925)    304p 
 
帝国蚕糸株式会社帝国蚕糸株式会社帝国蚕糸株式会社帝国蚕糸株式会社 
 昭和弐年糸価安定策実行ノ顛末昭和弐年糸価安定策実行ノ顛末昭和弐年糸価安定策実行ノ顛末昭和弐年糸価安定策実行ノ顛末 
  昭和3(1928)    55,88p 
 
帝国生命保険株式会社帝国生命保険株式会社帝国生命保険株式会社帝国生命保険株式会社 
 戦時下の生命保険戦時下の生命保険戦時下の生命保険戦時下の生命保険     西野喜与作講述 
  昭和16(1941)    33p 
 

帝国生命保険株式会社調査課帝国生命保険株式会社調査課帝国生命保険株式会社調査課帝国生命保険株式会社調査課 
 米国連邦有価証券法米国連邦有価証券法米国連邦有価証券法米国連邦有価証券法 
  昭和9(1934)    138p 
 
帝国水産会帝国水産会帝国水産会帝国水産会 
        調査資料調査資料調査資料調査資料 
    第 2輯  本邦水産業及水産政策の現況本邦水産業及水産政策の現況本邦水産業及水産政策の現況本邦水産業及水産政策の現況 

昭和6(1931)    45p 
 
帝国鉄道協会帝国鉄道協会帝国鉄道協会帝国鉄道協会 
 大都市の交通機関と地下鉄道大都市の交通機関と地下鉄道大都市の交通機関と地下鉄道大都市の交通機関と地下鉄道     早川徳次講演 
  大正15(1926)    29p 
    [｢会報｣第27巻第5号抜萃] 
 
    小運送改善ニ関スル意見小運送改善ニ関スル意見小運送改善ニ関スル意見小運送改善ニ関スル意見  大正14年1月 
  大正14(1925)    32p 
 
逓信省貯金局逓信省貯金局逓信省貯金局逓信省貯金局 
 貯金史貯金史貯金史貯金史 
  昭和10(1935)    84p 
 
  町村の郵便貯金を府県別に比較す町村の郵便貯金を府県別に比較す町村の郵便貯金を府県別に比較す町村の郵便貯金を府県別に比較す 
  昭和10(1935)    38p  表 
 
    再び市の郵便貯金を比較す再び市の郵便貯金を比較す再び市の郵便貯金を比較す再び市の郵便貯金を比較す 
  昭和10(1935)    44p  表 
 
 業務資料業務資料業務資料業務資料 
  第13輯 仏蘭西仏蘭西仏蘭西仏蘭西,,,,独逸独逸独逸独逸,,,,瑞典郵便小切手制度概要瑞典郵便小切手制度概要瑞典郵便小切手制度概要瑞典郵便小切手制度概要 
   昭和2(1927)    161p 
 
    第14輯    各国ニ於ケル貯蓄銀行ノ組織及関係法各国ニ於ケル貯蓄銀行ノ組織及関係法各国ニ於ケル貯蓄銀行ノ組織及関係法各国ニ於ケル貯蓄銀行ノ組織及関係法    
                                                規規規規 
   昭和2(1927)    67p 
 
  六十年間に於ける郵便貯金経済史観六十年間に於ける郵便貯金経済史観六十年間に於ける郵便貯金経済史観六十年間に於ける郵便貯金経済史観 
  昭和10(1935)    180p 
 
     東北地方の冷害と郵便貯金東北地方の冷害と郵便貯金東北地方の冷害と郵便貯金東北地方の冷害と郵便貯金 
  昭和10(1935)    91p  図 
 
    郵便貯金の府県別職業別統計の結果を概説す郵便貯金の府県別職業別統計の結果を概説す郵便貯金の府県別職業別統計の結果を概説す郵便貯金の府県別職業別統計の結果を概説す 
  昭和11(1936)    236p 
 
     続郵便貯金経済史観続郵便貯金経済史観続郵便貯金経済史観続郵便貯金経済史観 
  昭和17(1942)    187p 
 
逓信省電務局逓信省電務局逓信省電務局逓信省電務局     
 商用外国電報利用状況商用外国電報利用状況商用外国電報利用状況商用外国電報利用状況 
  昭和9(1934)    13p  図 
 
逓信省簡易保険局逓信省簡易保険局逓信省簡易保険局逓信省簡易保険局 
 簡易生命保険周知資料簡易生命保険周知資料簡易生命保険周知資料簡易生命保険周知資料 
  第 4輯 簡易生命保険創始１０周年記念講演集簡易生命保険創始１０周年記念講演集簡易生命保険創始１０周年記念講演集簡易生命保険創始１０周年記念講演集    
                                                ((((中中中中)))) 
   昭和2(1927)    280p 
 
     積立金運用資料積立金運用資料積立金運用資料積立金運用資料 
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  第14輯 物価及賃銀ニ関スル調査物価及賃銀ニ関スル調査物価及賃銀ニ関スル調査物価及賃銀ニ関スル調査      
      昭和2(1927)    961p 
 
    第20輯    金利及利廻に関する調査金利及利廻に関する調査金利及利廻に関する調査金利及利廻に関する調査    上巻上巻上巻上巻   
    昭和5(1930)    558p  表 
 
    第21輯  金利及利廻に関する調査金利及利廻に関する調査金利及利廻に関する調査金利及利廻に関する調査    中巻中巻中巻中巻 
   昭和5(1930)    382p  表 
 
  第22輯 金利及利廻に関する調査金利及利廻に関する調査金利及利廻に関する調査金利及利廻に関する調査    下巻下巻下巻下巻 
   昭和5(1930)    471p  表 
 
逓信省航空局逓信省航空局逓信省航空局逓信省航空局 
 極東方面ニ至ル欧米諸国ノ航空路極東方面ニ至ル欧米諸国ノ航空路極東方面ニ至ル欧米諸国ノ航空路極東方面ニ至ル欧米諸国ノ航空路 
  昭和13(1938)ー昭和15(1940)    3冊 
 
    蘇連邦に於ける民間航空事情蘇連邦に於ける民間航空事情蘇連邦に於ける民間航空事情蘇連邦に於ける民間航空事情 
  昭和7(1932)    75p 
 
 太平洋沿岸諸国ニ於ケル航空事情太平洋沿岸諸国ニ於ケル航空事情太平洋沿岸諸国ニ於ケル航空事情太平洋沿岸諸国ニ於ケル航空事情 
  昭和16(1941)    126p  地図 
 
逓信省郵務局業務課逓信省郵務局業務課逓信省郵務局業務課逓信省郵務局業務課 
 郵便沿革小史郵便沿革小史郵便沿革小史郵便沿革小史 
  昭和6(1931)    99p 
 
帝都復興院計画局帝都復興院計画局帝都復興院計画局帝都復興院計画局 
 現代都市の建設現代都市の建設現代都市の建設現代都市の建設((((其一其一其一其一)))) 
  大正12(1923)    25p 
 
鉄道省鉄道省鉄道省鉄道省 
 国有鉄道貨物運送規則国有鉄道貨物運送規則国有鉄道貨物運送規則国有鉄道貨物運送規則    附:貨物営業哩程表 
  大正15(1926)    132,42p 
 
  鉄道省に於ける国産品使用奨励委員会経過報告鉄道省に於ける国産品使用奨励委員会経過報告鉄道省に於ける国産品使用奨励委員会経過報告鉄道省に於ける国産品使用奨励委員会経過報告 
  昭和5(1930)    75p  
 
鉄道省監督局鉄道省監督局鉄道省監督局鉄道省監督局 
 自動車運輸事業ニ関スル外国法規概要自動車運輸事業ニ関スル外国法規概要自動車運輸事業ニ関スル外国法規概要自動車運輸事業ニ関スル外国法規概要 
  昭和6(1931)    109p 
 
鉄道省国際観光局鉄道省国際観光局鉄道省国際観光局鉄道省国際観光局 
 外客往来の経済的意義外客往来の経済的意義外客往来の経済的意義外客往来の経済的意義     ボドロンネフェルド述 
  昭和6(1931)    99p 
 
     本邦入国外人数及その消費額調本邦入国外人数及その消費額調本邦入国外人数及その消費額調本邦入国外人数及その消費額調    
 自大正14年至昭和4年 
  昭和5(1930)    13p  表 
 
 仏蘭西のホテル貸付銀行に就いて仏蘭西のホテル貸付銀行に就いて仏蘭西のホテル貸付銀行に就いて仏蘭西のホテル貸付銀行に就いて            
ロジェー･ア･ラカン述 

  昭和6(1931)    75p 
 
     仏蘭西旅行組合連盟協会の組織と事業仏蘭西旅行組合連盟協会の組織と事業仏蘭西旅行組合連盟協会の組織と事業仏蘭西旅行組合連盟協会の組織と事業 
  昭和10(1935)    42p  地図 
 
    仏領印度支那仏領印度支那仏領印度支那仏領印度支那 
  昭和16(1941)    78p 

 
  イタリーに於けるツーリスト移動統計イタリーに於けるツーリスト移動統計イタリーに於けるツーリスト移動統計イタリーに於けるツーリスト移動統計    1929年度 
   マルコ･アヴアンチーニ述 
  昭和7(1932)    92p 
 
  観光経済学講義観光経済学講義観光経済学講義観光経済学講義  アンヂェロ･マリオッティ著 
  昭和9(1934)    324p 
 
     全国観光機関調全国観光機関調全国観光機関調全国観光機関調 
  昭和8(1933)    26p  表 
 
鉄道省北京弁公処鉄道省北京弁公処鉄道省北京弁公処鉄道省北京弁公処     
    一九二七年の支那鉄路一九二七年の支那鉄路一九二七年の支那鉄路一九二七年の支那鉄路 
  昭和3(1928)    111p 
 
鉄道省運輸局鉄道省運輸局鉄道省運輸局鉄道省運輸局     
 米国ニ於ケル荷物ノ近距離運送米国ニ於ケル荷物ノ近距離運送米国ニ於ケル荷物ノ近距離運送米国ニ於ケル荷物ノ近距離運送 
  大正14(1925)    268p 
 
     重要貨物状況重要貨物状況重要貨物状況重要貨物状況 第第第第1111輯輯輯輯 
  大正14(1925)    547p 
 
  重要貨物状況重要貨物状況重要貨物状況重要貨物状況 
  第 2編 麦麦麦麦,,,,小麦粉小麦粉小麦粉小麦粉,,,,澱粉澱粉澱粉澱粉,,,,飼料ニ関スル調査飼料ニ関スル調査飼料ニ関スル調査飼料ニ関スル調査 
   大正15(1926)    67p  表 
 
  第 3編    野菜野菜野菜野菜,,,,生果ニ関スル調査生果ニ関スル調査生果ニ関スル調査生果ニ関スル調査 
   大正15(1926)    63,119p 
 
    第 4編 活鮮魚活鮮魚活鮮魚活鮮魚,,,,鮮肉ニ関スル調査鮮肉ニ関スル調査鮮肉ニ関スル調査鮮肉ニ関スル調査 
   大正15(1926)    317p 
 
    第 7編    石材石材石材石材,,,,砂利ニ関スル調査砂利ニ関スル調査砂利ニ関スル調査砂利ニ関スル調査 
   大正15(1926)    123,90p  地図 表 
 
  第 8編 鉱鉱鉱鉱,,,,礦石礦石礦石礦石,,,,鉄及鋼銅鉄及鋼銅鉄及鋼銅鉄及鋼銅,,,,鉄及鋼製品鉄及鋼製品鉄及鋼製品鉄及鋼製品,,,,機械類機械類機械類機械類    
                                                ニ関スル調査ニ関スル調査ニ関スル調査ニ関スル調査 
   大正15(1926)    34,29,43,27,29p  地図 表 
 
  第 9編    塩塩塩塩,,,,砂糖砂糖砂糖砂糖,,,,醤油醤油醤油醤油,,,,味噌ニ関スル調査味噌ニ関スル調査味噌ニ関スル調査味噌ニ関スル調査 
   大正15(1926)    61,62p 
 
    第10編 茶茶茶茶,,,,煙草煙草煙草煙草,,,,清酒清酒清酒清酒,,,,麦酒麦酒麦酒麦酒,,,,清涼飲料水ニ関ス清涼飲料水ニ関ス清涼飲料水ニ関ス清涼飲料水ニ関ス    
                                                ル調査ル調査ル調査ル調査 
   大正15(1926)    32,43,60,25,16p 
 
    第11編    綿糸綿糸綿糸綿糸,,,,棉花棉花棉花棉花,,,,麻苧類ニ関スル調査麻苧類ニ関スル調査麻苧類ニ関スル調査麻苧類ニ関スル調査 
      昭和2(1927)    71,75,109p  表 
 
  第12編 綿織物綿織物綿織物綿織物,,,,毛織物ニ関スル調査毛織物ニ関スル調査毛織物ニ関スル調査毛織物ニ関スル調査 
   昭和3(1928)    177,116p  表 
 
  第13編 繭繭繭繭,,,,生糸生糸生糸生糸,,,,絹織物ニ関スル調査絹織物ニ関スル調査絹織物ニ関スル調査絹織物ニ関スル調査 
   大正15(1926)    24,33,81p 
 
    第14編 石灰石灰石灰石灰,,,,煉瓦煉瓦煉瓦煉瓦,,,,セメントニ関スル調査セメントニ関スル調査セメントニ関スル調査セメントニ関スル調査 
   大正15(1926)    39,49,39p 
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    第15編    和紙和紙和紙和紙,,,,洋紙洋紙洋紙洋紙,,,,パルプニ関スル調査パルプニ関スル調査パルプニ関スル調査パルプニ関スル調査 
   大正15(1926)    103,48,19p  地図 
 
  第16編 陶磁器及土器陶磁器及土器陶磁器及土器陶磁器及土器,,,,漆器漆器漆器漆器,,,,硝子類及其ノ製品硝子類及其ノ製品硝子類及其ノ製品硝子類及其ノ製品    
                                                ニ関スル調査ニ関スル調査ニ関スル調査ニ関スル調査 
   大正15(1926)    100,88,104p  表 
 
  第17編 塩乾魚海藻類ニ関スル調査塩乾魚海藻類ニ関スル調査塩乾魚海藻類ニ関スル調査塩乾魚海藻類ニ関スル調査 
   大正15(1926)    97,35p  表 
 
  第18編 牛牛牛牛,,,,馬馬馬馬,,,,豚ニ関スル調査豚ニ関スル調査豚ニ関スル調査豚ニ関スル調査 
   大正15(1926)    59,28,25p 
 
    第19編 藁製品畳表類ニ関スル調査藁製品畳表類ニ関スル調査藁製品畳表類ニ関スル調査藁製品畳表類ニ関スル調査 
   大正15(1926)    63,114p  地図 
 
  第21編 肥料ニ関スル肥料ニ関スル肥料ニ関スル肥料ニ関スル調査調査調査調査      
     昭和2(1927)    202p 
 
  経済叢書経済叢書経済叢書経済叢書 
  第 2編 木炭ニ関スル経済調査木炭ニ関スル経済調査木炭ニ関スル経済調査木炭ニ関スル経済調査 
   大正14(1925)    197p  表 
 
  第 3編    米ニ関スル経済調査米ニ関スル経済調査米ニ関スル経済調査米ニ関スル経済調査 
   大正14(1925)    575p  表 
 
  第 4編 木材ニ関スル経済調査木材ニ関スル経済調査木材ニ関スル経済調査木材ニ関スル経済調査 
   大正14(1925)    380p 
 
    第 5編    麦類及小麦粉ニ関スル経済調査麦類及小麦粉ニ関スル経済調査麦類及小麦粉ニ関スル経済調査麦類及小麦粉ニ関スル経済調査      
      大正15(1926)    650p  図 
 
 食料品ノ移動状況ト特種貨車ノ運用食料品ノ移動状況ト特種貨車ノ運用食料品ノ移動状況ト特種貨車ノ運用食料品ノ移動状況ト特種貨車ノ運用 
  昭和5(1930)    46,46,33p  表 
 
    食料品の鉄道輸送食料品の鉄道輸送食料品の鉄道輸送食料品の鉄道輸送 
  〔昭和6(1931)〕    72p 
 
鉄道省運輸局国際課鉄道省運輸局国際課鉄道省運輸局国際課鉄道省運輸局国際課     
    外国鉄道調査資料特刊外国鉄道調査資料特刊外国鉄道調査資料特刊外国鉄道調査資料特刊 
  米国に於ける道路運輸米国に於ける道路運輸米国に於ける道路運輸米国に於ける道路運輸    スチュアート･ダゲット著 
   昭和4(1929)    41p  
      原書名：Highway Transportation. ("Principles  
             of Inland Transportation. Chapter VI.  
             所載） 
 
       一九二八年に於ける世界各国鉄道概観一九二八年に於ける世界各国鉄道概観一九二八年に於ける世界各国鉄道概観一九二八年に於ける世界各国鉄道概観    
                ----支那鉄道の部- 
   昭和4(1929)    44p 
 
    満蒙鉄道概観満蒙鉄道概観満蒙鉄道概観満蒙鉄道概観 
   昭和3(1928)    123p 
 
    西伯利経由欧亜小荷物貨物直通運送の栞西伯利経由欧亜小荷物貨物直通運送の栞西伯利経由欧亜小荷物貨物直通運送の栞西伯利経由欧亜小荷物貨物直通運送の栞 
   昭和6(1931)    56p 
 
鉄道省運輸局総務課国際鉄道省運輸局総務課国際鉄道省運輸局総務課国際鉄道省運輸局総務課国際 
    北支五経済交通地理概要北支五経済交通地理概要北支五経済交通地理概要北支五経済交通地理概要 

  昭和12(1937)    173p  地図 
 
 統計上より見たる米国鉄道統計上より見たる米国鉄道統計上より見たる米国鉄道統計上より見たる米国鉄道 
  昭和10(1935)    150p  
    原書名：A Yearbook of Railroad Information,  
            1934.(Committee on Public Relations of 
            the Eastern Railroads 発行）   
 
鉄道省輸送実費調査委員会鉄道省輸送実費調査委員会鉄道省輸送実費調査委員会鉄道省輸送実費調査委員会 
        独逸国有鉄道経営費計算規則独逸国有鉄道経営費計算規則独逸国有鉄道経営費計算規則独逸国有鉄道経営費計算規則 
    第 2篇  地方鉄道局ニ於ケル経営費計算地方鉄道局ニ於ケル経営費計算地方鉄道局ニ於ケル経営費計算地方鉄道局ニ於ケル経営費計算    
                                          1929年1月1日ﾖﾘ施行 

昭和11(1936)    48p     [附属書    257p] 
 
東亜貿易政策研究会東亜貿易政策研究会東亜貿易政策研究会東亜貿易政策研究会 
 大東亜共栄圏総合貿易年表大東亜共栄圏総合貿易年表大東亜共栄圏総合貿易年表大東亜共栄圏総合貿易年表 -世界各国ブロック別- 
  3.     中華民国総覧中華民国総覧中華民国総覧中華民国総覧 
   昭和17(1941)    414p 
 
    4.     比律賓比律賓比律賓比律賓 
   昭和17(1942)    123p 
 
東亜会東亜会東亜会東亜会 
 南京政府の実相南京政府の実相南京政府の実相南京政府の実相     李蘆洲著 
  昭和10(1935)    96p 
 
東亜経済懇談会東亜経済懇談会東亜経済懇談会東亜経済懇談会 
    調査資料調査資料調査資料調査資料 
  第 6輯 支那の食糧事情支那の食糧事情支那の食糧事情支那の食糧事情 
   昭和17(1942)    102p 
 
  第三回日満経済懇談会資金部会議事録要旨第三回日満経済懇談会資金部会議事録要旨第三回日満経済懇談会資金部会議事録要旨第三回日満経済懇談会資金部会議事録要旨 
  昭和17(1942)    31p 
 
  大東亜経済建設と東亜経済懇談会大東亜経済建設と東亜経済懇談会大東亜経済建設と東亜経済懇談会大東亜経済建設と東亜経済懇談会 
  昭和17(1942)    91p 
    
    大東亜建設審議会総会ニ於ケル答申綴大東亜建設審議会総会ニ於ケル答申綴大東亜建設審議会総会ニ於ケル答申綴大東亜建設審議会総会ニ於ケル答申綴 
  昭和17(1942)    56p 
 
     官民貿易懇談会速記録官民貿易懇談会速記録官民貿易懇談会速記録官民貿易懇談会速記録 
  昭和16(1941)    174p 
 
  南方の民族経済南方の民族経済南方の民族経済南方の民族経済 
  昭和19(1944)    261p 
 
  東亜経済懇談会第東亜経済懇談会第東亜経済懇談会第東亜経済懇談会第2222回総会報告書回総会報告書回総会報告書回総会報告書 
  昭和15(1940)    853p    図10 
 
  東亜経済懇談会資料東亜経済懇談会資料東亜経済懇談会資料東亜経済懇談会資料 
  第15輯 印度を語る印度を語る印度を語る印度を語る            
                        ----印度建国之精神と独立運動- 
    昭和17(1942)    33p 
 
東亜研究所東亜研究所東亜研究所東亜研究所 
 緬甸の経済緬甸の経済緬甸の経済緬甸の経済     ジェイ･エス･ファーニヴァル著 
  昭和17(1942)    252p  図 
  原書名：An Introduction to the Political  
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            Economy of Burma, Rangoon, 1931.  
            2nd ed.       
 
  列国対支投資と支那国際収支列国対支投資と支那国際収支列国対支投資と支那国際収支列国対支投資と支那国際収支 
  昭和19(1944)    256p 
 
     資料甲資料甲資料甲資料甲 
    第19号C  諸外国の対支投資諸外国の対支投資諸外国の対支投資諸外国の対支投資    中巻中巻中巻中巻    
                                                    ----第一調査委員会報告- 
      昭和18(1943)    1217p 
 
  第23号C 商事に関する慣行調査報告商事に関する慣行調査報告商事に関する慣行調査報告商事に関する慣行調査報告    
                                                    ----合股の研究- 
   昭和18(1943)    623,15p 
 
    第28号C     世界油脂工業世界油脂工業世界油脂工業世界油脂工業    ----東亜油脂原料生産- 
   昭和18(1943)    208p 
 
  資料丙資料丙資料丙資料丙 
    第131号C  地理学初歩概念地理学初歩概念地理学初歩概念地理学初歩概念    
                                                    仏領印度支那仏領印度支那仏領印度支那仏領印度支那((((翻訳翻訳翻訳翻訳)))) 
      昭和15(1940)    153p 
      原書名:Nations Elementaires de Geographie: 
             L'INDOCHINE FRANCAISE.by Henri 
             Russier 1932.  
 
  第219号D  支那経済統計の概観支那経済統計の概観支那経済統計の概観支那経済統計の概観    ----中華民国統計 
              提要所載『引言』翻訳の三- 
   昭和16(1941)    84p 
      [支那統計研究資料 5] 
 
    第284号C     比律賓の地理比律賓の地理比律賓の地理比律賓の地理    ----    翻訳翻訳翻訳翻訳    ---- 
   昭和18(1943)    99p  地図 
   [Miller,H.H. & Polley, M.E著 "Intermediate  
    Gegraphy. New Edition, Boston, 1932" の 
      「第二篇比律賓の地誌」の翻訳]   
 
   フィリッピンの地形及産業図フィリッピンの地形及産業図フィリッピンの地形及産業図フィリッピンの地形及産業図    ----    翻訳翻訳翻訳翻訳    ---- 
   昭和18(1943)    1枚 
 
 資料丁資料丁資料丁資料丁 
  第46号C  印度の外国貿易印度の外国貿易印度の外国貿易印度の外国貿易 
   昭和18(1943)    73p 
 
   [資料甲:調査委員会報告書,資料丙:翻訳,未定稿, 
    部分的資料等,資料丁:委託調査報告書] 
 
 東研成果摘要東研成果摘要東研成果摘要東研成果摘要 自昭和13年9月至昭和18年6月 
  昭和18(1943)    240p 
 
東亜煙草株式会社東亜煙草株式会社東亜煙草株式会社東亜煙草株式会社 
    東亜煙草株式会社小史東亜煙草株式会社小史東亜煙草株式会社小史東亜煙草株式会社小史 
  昭和7(1932)    19p 
 
特許法施行５０年記念会特許法施行５０年記念会特許法施行５０年記念会特許法施行５０年記念会 
 特許局五十年史特許局五十年史特許局五十年史特許局五十年史     特許局編 
   昭和9(1934)    203p 
 

  我国発明界の現勢我国発明界の現勢我国発明界の現勢我国発明界の現勢 
    昭和9(1934)    47p 
 
東京地方失業防止委員会東京地方失業防止委員会東京地方失業防止委員会東京地方失業防止委員会 
 失業対策に関する諸資料失業対策に関する諸資料失業対策に関する諸資料失業対策に関する諸資料    ----東京府管内施行失業救 
  済事業概況 海外失業対策資料- 
  東京府学務部社会課共編   
  昭和8(1933)    561p 
 
  失業対策資料失業対策資料失業対策資料失業対策資料     東京府学務部社会課共編 
  第 2輯 満州国移民に関する資料満州国移民に関する資料満州国移民に関する資料満州国移民に関する資料 
   昭和9(1934)    134p 
 
    第 3輯    独逸労働奉仕制度独逸労働奉仕制度独逸労働奉仕制度独逸労働奉仕制度 
   昭和9(1934)    181p 
      原書名：Der Deutsche Arbeitsdienst Aufgabe, 
              Organisation und Aufbau. 4th ed. 
 
東京地方職業紹介事務局東京地方職業紹介事務局東京地方職業紹介事務局東京地方職業紹介事務局 
 北海道鰊漁業労働事情北海道鰊漁業労働事情北海道鰊漁業労働事情北海道鰊漁業労働事情 
  昭和3(1928)    210p 
 
  児童の見た職業児童の見た職業児童の見た職業児童の見た職業 
  昭和11(1936)    56p 
 
  職業の解説及適性職業の解説及適性職業の解説及適性職業の解説及適性 
  第 6輯 自動車従業員自動車従業員自動車従業員自動車従業員    電車従業員電車従業員電車従業員電車従業員 
   昭和7(1932)    58p 
 
東京府東京府東京府東京府 
 小売改善に関す小売改善に関す小売改善に関す小売改善に関する座談会記録る座談会記録る座談会記録る座談会記録 
  昭和9(1934)    174p 
 
     製糸業法並関係法規製糸業法並関係法規製糸業法並関係法規製糸業法並関係法規 
  〔   〕  68p 
 
  東京府民政史料東京府民政史料東京府民政史料東京府民政史料 
  大正9(1920)    304p 
 
東京府学務部社会課東京府学務部社会課東京府学務部社会課東京府学務部社会課 
 児童関係法規集児童関係法規集児童関係法規集児童関係法規集 
  昭和6(1931)    106,8p 
 
     社会調査資料社会調査資料社会調査資料社会調査資料 
  第15輯 求職婦人の環境調査求職婦人の環境調査求職婦人の環境調査求職婦人の環境調査 
   昭和6(1931)    74p 
 
    第16輯 失業者の実状に関する調査失業者の実状に関する調査失業者の実状に関する調査失業者の実状に関する調査 
   昭和6(1931)    110p 
 
    第17輯 学校卒業者の就職状況調査学校卒業者の就職状況調査学校卒業者の就職状況調査学校卒業者の就職状況調査 
   昭和7(1932)    135p 
 
    第18輯 東京府５郡に於ける家屋賃貸事情調査東京府５郡に於ける家屋賃貸事情調査東京府５郡に於ける家屋賃貸事情調査東京府５郡に於ける家屋賃貸事情調査    
                                         附：地代及空家の調査 
   昭和7(1932)    151p  図     
 
    第19輯 水上生活者の生活現状水上生活者の生活現状水上生活者の生活現状水上生活者の生活現状 
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   昭和8(1933)    163p  地図 図 
 
  第21輯 要保護者に関する調査要保護者に関する調査要保護者に関する調査要保護者に関する調査    
                                                ----東京府一市(八王子市)三郡社会調査- 
   昭和8(1933)    190p 
 
    第24輯    細民金融に関する調査細民金融に関する調査細民金融に関する調査細民金融に関する調査 
   昭和10(1935)    201p 
 
    第25輯 在京朝鮮人労働者の現状在京朝鮮人労働者の現状在京朝鮮人労働者の現状在京朝鮮人労働者の現状 
   昭和11(1936)    217p  地図 図 
 
  第26輯    アパートメント･ハウスに関する調査アパートメント･ハウスに関する調査アパートメント･ハウスに関する調査アパートメント･ハウスに関する調査 
   昭和11(1936)    148p 
 
    第27輯 学校卒業者の就職状況調査学校卒業者の就職状況調査学校卒業者の就職状況調査学校卒業者の就職状況調査 
   昭和11(1936)    86p 
 
    第28輯    婦人と職業に関する調査婦人と職業に関する調査婦人と職業に関する調査婦人と職業に関する調査 
   昭和11(1936)    166p 
 
  失業対策資料失業対策資料失業対策資料失業対策資料 
  第 4輯 独逸労働奉仕制度資料独逸労働奉仕制度資料独逸労働奉仕制度資料独逸労働奉仕制度資料    
                                                ----労働奉仕の精神 労働奉仕義務制度へ 
             の基礎問題 労働奉仕制度への道 労 
             働奉仕制度とは何ぞや- 
              コンスタンチン･ヒールル等著 
   昭和9(1934)    90p 
 
    第 5輯    独逸労働奉仕制度の方法及技術独逸労働奉仕制度の方法及技術独逸労働奉仕制度の方法及技術独逸労働奉仕制度の方法及技術 
   昭和9(1934)    145p 
      原書名：Deutscher Arbeitsdienst Methode und  
              Technik－Leitfaden fur den 
              Lagerleiter und Gruppenfuhrer－  
 
    第 6輯 労働奉仕制度の法律原理労働奉仕制度の法律原理労働奉仕制度の法律原理労働奉仕制度の法律原理    
                                                ----労働奉仕制度の法律的及道徳的基礎形 
             式としての自発的労働奉仕制度- 
      昭和9(1934)    110p 
 
    第 7輯 労働奉仕制度諸資料労働奉仕制度諸資料労働奉仕制度諸資料労働奉仕制度諸資料    
                                                ---- 1. ドイツ労働奉仕制度の史的考察 
             2. 食糧民兵としての労働奉仕 3. 民 
             族教育問題としてのドイツ労働奉仕- 
   昭和11(1936)    48,50,32p 
 
    第 8輯 知識労働者の失業問題知識労働者の失業問題知識労働者の失業問題知識労働者の失業問題    
                   ヴィクトル･ルソー著 
   昭和11(1936)    92p 
      [｢社会立法及び危機に於ける知識労働者の国民 
       的･国際的諸問題｣の第2部第3編｢失業問題｣の 
       翻訳] 
 
東京府経済部東京府経済部東京府経済部東京府経済部                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    倉庫業法解説倉庫業法解説倉庫業法解説倉庫業法解説 
  昭和11(1936)    97p 
 
東京府立東京商工奨励館東京府立東京商工奨励館東京府立東京商工奨励館東京府立東京商工奨励館 

    府立東京商工府立東京商工府立東京商工府立東京商工奨励館展示南方資料要覧奨励館展示南方資料要覧奨励館展示南方資料要覧奨励館展示南方資料要覧 
  昭和18(1943)    164p 
 
  国産品輸入品対比展覧会報告書国産品輸入品対比展覧会報告書国産品輸入品対比展覧会報告書国産品輸入品対比展覧会報告書 
  昭和5(1930)    34p 
 
  南方圏資源一覧表南方圏資源一覧表南方圏資源一覧表南方圏資源一覧表 
  昭和17(1942)    表3 
 
  資料叢書資料叢書資料叢書資料叢書 
  第19  中支及北支に於ける商工業実状調査報告中支及北支に於ける商工業実状調査報告中支及北支に於ける商工業実状調査報告中支及北支に於ける商工業実状調査報告    
        井上清太郎等調査 
   昭和13(1938)    38p 
 
    第22 代用品に関する座談会要録代用品に関する座談会要録代用品に関する座談会要録代用品に関する座談会要録 
   昭和13(1938)    37p 
 
    第23 蒙疆事情蒙疆事情蒙疆事情蒙疆事情 
   昭和13(1938)    77p  地図 
 
  第24 対米輸出貿易上の諸問題対米輸出貿易上の諸問題対米輸出貿易上の諸問題対米輸出貿易上の諸問題    
                                    附:米国に於ける貿易業者一覧 
        渡邊久克講演 
   昭和13(1938)    45p 
 
    第26 最近に於ける北支貿易事情最近に於ける北支貿易事情最近に於ける北支貿易事情最近に於ける北支貿易事情    
        栗原一平講演 
   昭和13(1938)    45p 
 
    第28各国インヴオイスの作成と輸出価格算出法各国インヴオイスの作成と輸出価格算出法各国インヴオイスの作成と輸出価格算出法各国インヴオイスの作成と輸出価格算出法    
        有馬純直講述 
   昭和14(1939)    85p 
 
    第30 貿易の現状を語る貿易の現状を語る貿易の現状を語る貿易の現状を語る 
   昭和14(1939)    46p 
 
    第32 輸出振興会社に望輸出振興会社に望輸出振興会社に望輸出振興会社に望む座談会速記録む座談会速記録む座談会速記録む座談会速記録 
   昭和14(1939)    70p 
 
    第34  爪哇に於ける東京機械実演展覧会報告爪哇に於ける東京機械実演展覧会報告爪哇に於ける東京機械実演展覧会報告爪哇に於ける東京機械実演展覧会報告 
   昭和15(1940)    45p 
 
    第36 輸出工芸二論輸出工芸二論輸出工芸二論輸出工芸二論     宮下孝雄講演 
   昭和15(1940)    67p 
 
    第37    支那及支那人支那及支那人支那及支那人支那及支那人  永持徳一講義 
   昭和15(1940)    112p 
 
    第39 外国電信に就て外国電信に就て外国電信に就て外国電信に就て        花岡薫講演 
   昭和16(1941)    68p 
 
東京株式取引所調査課東京株式取引所調査課東京株式取引所調査課東京株式取引所調査課 
 商工省諮問ニ対スル取引所制度改善答申集商工省諮問ニ対スル取引所制度改善答申集商工省諮問ニ対スル取引所制度改善答申集商工省諮問ニ対スル取引所制度改善答申集 
  昭和9(1934)    208p 
 
  東京株式取引所東京株式取引所東京株式取引所東京株式取引所 
  昭和7(1932)    145p 
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東京日日新聞社東京日日新聞社東京日日新聞社東京日日新聞社,,,,大阪毎日新聞社大阪毎日新聞社大阪毎日新聞社大阪毎日新聞社 
 東亜問題研究東亜問題研究東亜問題研究東亜問題研究    第1輯-第2輯,第4輯-第5輯 
  昭和15(1930)-昭和16(1931)    4冊 
  [東亜調査会編] 
 
東京市東京市東京市東京市 
 中小商工業振興調査会資料中小商工業振興調査会資料中小商工業振興調査会資料中小商工業振興調査会資料 
  第 5 中小商工業金融に関する答申中小商工業金融に関する答申中小商工業金融に関する答申中小商工業金融に関する答申 
   昭和12(1937)    31p 
 
    第 6 商圏拡充に関する答申商圏拡充に関する答申商圏拡充に関する答申商圏拡充に関する答申 
   昭和12(1937)    6p 
 
    第 7    中小工業に関する答申中小工業に関する答申中小工業に関する答申中小工業に関する答申 
   昭和12(1937)    19p 
 
    第 8  中小商業に関する答申中小商業に関する答申中小商業に関する答申中小商業に関する答申 
   昭和12(1937)    57p 
 
    第 9 中小商工業振興調査会組織及審議方法中小商工業振興調査会組織及審議方法中小商工業振興調査会組織及審議方法中小商工業振興調査会組織及審議方法 
   昭和12(1937)    11p 
 
    第10  事変下に於ける平和産業の実情事変下に於ける平和産業の実情事変下に於ける平和産業の実情事変下に於ける平和産業の実情 
   昭和12(1937)    39p 
 
    第11  事変下に於ける商業の実情事変下に於ける商業の実情事変下に於ける商業の実情事変下に於ける商業の実情 
   昭和12(1937)    47p 
 
    第13  戦時経済体制下に於ける一般産業の振興戦時経済体制下に於ける一般産業の振興戦時経済体制下に於ける一般産業の振興戦時経済体制下に於ける一般産業の振興    
                                        策に関する答申策に関する答申策に関する答申策に関する答申 
   昭和13(1938)    19p 
 
    第14     物資調整ニ伴フ中小工業窮乏打開策ニ関物資調整ニ伴フ中小工業窮乏打開策ニ関物資調整ニ伴フ中小工業窮乏打開策ニ関物資調整ニ伴フ中小工業窮乏打開策ニ関    
                                        スル答申書スル答申書スル答申書スル答申書 
   昭和13(1938)    16p 
 
    第15輯 配給機構改善に関する座談会配給機構改善に関する座談会配給機構改善に関する座談会配給機構改善に関する座談会    
                                                ----米･雑穀･木炭の部- 
   昭和14(1939)    46p 
 
    第16輯 配給機構改善に関する座談会配給機構改善に関する座談会配給機構改善に関する座談会配給機構改善に関する座談会    
                                                ----生鮮食料品- 
   昭和15(1940)    33p 
 
    第17輯 商店法及商店員の福利施設等に関する商店法及商店員の福利施設等に関する商店法及商店員の福利施設等に関する商店法及商店員の福利施設等に関する    
                                                座談会座談会座談会座談会 
   昭和14(1939)    30p 
 
  工業上より観たる東京工業上より観たる東京工業上より観たる東京工業上より観たる東京 
  昭和6(1931)    73p 
 
  無産者金融機関としての質屋の研究無産者金融機関としての質屋の研究無産者金融機関としての質屋の研究無産者金融機関としての質屋の研究 
  昭和6(1931)    139p  図 表 
 
  市域拡張記念大東京概観市域拡張記念大東京概観市域拡張記念大東京概観市域拡張記念大東京概観 
  昭和7(1932)    652p 
 
 市政叢書市政叢書市政叢書市政叢書 

  第 4輯 欧米大都市の交通問題欧米大都市の交通問題欧米大都市の交通問題欧米大都市の交通問題 
   昭和5(1930)    199p  図 表 
 
  東京市の厚生事業東京市の厚生事業東京市の厚生事業東京市の厚生事業 
  昭和15(1940)    61p 
 
  東京市制案東京市制案東京市制案東京市制案 
  〔   〕    63p 
 
  東京都制並五大都市特別市制実施要望理由東京都制並五大都市特別市制実施要望理由東京都制並五大都市特別市制実施要望理由東京都制並五大都市特別市制実施要望理由 
  昭和17(1942)    26p  
    [京都市,大阪市,横浜市,神戸市,名古屋市共編] 
 
東京市文書課東京市文書課東京市文書課東京市文書課 
 大都市行政比較調査報告大都市行政比較調査報告大都市行政比較調査報告大都市行政比較調査報告 
  第 1輯 都市行政組織都市行政組織都市行政組織都市行政組織 
   昭和2(1927)    199p 
 
東京市電気局東京市電気局東京市電気局東京市電気局 
 東京市電気局三十年史東京市電気局三十年史東京市電気局三十年史東京市電気局三十年史 
    昭和15(1940)    7,12,5,797,64p  写真 地図 
 
 乗客調査十年史乗客調査十年史乗客調査十年史乗客調査十年史 
  昭和11(1936)    55p  図13 
 
     市民の為の交通統制市民の為の交通統制市民の為の交通統制市民の為の交通統制 
  昭和14(1939)    143p 
 
  東京市仏貨公債訴訟事件の経過東京市仏貨公債訴訟事件の経過東京市仏貨公債訴訟事件の経過東京市仏貨公債訴訟事件の経過 
  昭和6(1931)    27p 
 
東京市電気局交通調整部東京市電気局交通調整部東京市電気局交通調整部東京市電気局交通調整部     
 交調資交調資交調資交調資 
  第 1号 東京地方交通調整諸案集東京地方交通調整諸案集東京地方交通調整諸案集東京地方交通調整諸案集 
   昭和16(1941)    106p  地図 
 
東京市電気局運輸部交通統制調査課東京市電気局運輸部交通統制調査課東京市電気局運輸部交通統制調査課東京市電気局運輸部交通統制調査課 
 調査資料調査資料調査資料調査資料 
    特別号 帝都交通統制と与論帝都交通統制と与論帝都交通統制と与論帝都交通統制と与論 
   昭和14(1939)    103p 
 
東京市監査局統計課東京市監査局統計課東京市監査局統計課東京市監査局統計課     
 タクシー業態調査報告タクシー業態調査報告タクシー業態調査報告タクシー業態調査報告 昭和10年5月調査 
  昭和10(1935)    91p 
 
東京市監査局都市計画課東京市監査局都市計画課東京市監査局都市計画課東京市監査局都市計画課     
 省線渋谷駅を中心とする交通調査報告書省線渋谷駅を中心とする交通調査報告書省線渋谷駅を中心とする交通調査報告書省線渋谷駅を中心とする交通調査報告書 
  昭和9(1934)    46,36p 
 
  省線省線省線省線新宿駅を中心とする交通調査報告書新宿駅を中心とする交通調査報告書新宿駅を中心とする交通調査報告書新宿駅を中心とする交通調査報告書 
  昭和8(1933)    67,71p  図 表 地図 
 
東京市産業局庶務課東京市産業局庶務課東京市産業局庶務課東京市産業局庶務課 
 割賦販売に関する調査割賦販売に関する調査割賦販売に関する調査割賦販売に関する調査 
  昭和10(1935)    151p  表 
 
 東京市小口運送調査書東京市小口運送調査書東京市小口運送調査書東京市小口運送調査書 第第第第1111編編編編 
  昭和11(1936)    172p 
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東京市社会局東京市社会局東京市社会局東京市社会局     
 内職に関する調査内職に関する調査内職に関する調査内職に関する調査 
  大正15(1926)    107p 
 
  細民の出産率に関する調査細民の出産率に関する調査細民の出産率に関する調査細民の出産率に関する調査 
  昭和2(1927)    134p 
 
東京市商工課東京市商工課東京市商工課東京市商工課     
 青物市場調査資料青物市場調査資料青物市場調査資料青物市場調査資料 
  大正12(1923)    320,24p  表14  地図 
 
 中央卸売市場法並関係諸法規中央卸売市場法並関係諸法規中央卸売市場法並関係諸法規中央卸売市場法並関係諸法規 
  大正12(1922)    36p 
 
  日用品の見わけ方日用品の見わけ方日用品の見わけ方日用品の見わけ方 
  昭和3(1928)    163p 
 
  日本橋魚市場ニ関スル調査日本橋魚市場ニ関スル調査日本橋魚市場ニ関スル調査日本橋魚市場ニ関スル調査 
  大正11(1922)    180p  図 
 
 肉類調査資料肉類調査資料肉類調査資料肉類調査資料 
  大正13(1924)    120,13p 
 
  市内商工業者実情調査市内商工業者実情調査市内商工業者実情調査市内商工業者実情調査    
        ----営業者の分布状態に関する調査- 前編 
  昭和5(1930)    38p  地図 表 
 
 東京に於ける青物市場に関する調査東京に於ける青物市場に関する調査東京に於ける青物市場に関する調査東京に於ける青物市場に関する調査 
  昭和2(1927)    346p 
 
  東京に於ける木炭東京に於ける木炭東京に於ける木炭東京に於ける木炭の需給概要の需給概要の需給概要の需給概要 
  昭和3(1928)    40p 
 
  東京市及び市附近に於ける消費組合東京市及び市附近に於ける消費組合東京市及び市附近に於ける消費組合東京市及び市附近に於ける消費組合 
  昭和6(1931)    135p 
 
東京市統計課東京市統計課東京市統計課東京市統計課     
 市内質屋ニ関スル調査市内質屋ニ関スル調査市内質屋ニ関スル調査市内質屋ニ関スル調査 
  昭和5(1930)    54p 
 
東京信用保証協会東京信用保証協会東京信用保証協会東京信用保証協会 
    創立五周年小説創立五周年小説創立五周年小説創立五周年小説 
  昭和18(1943)    110p 
 
東京市政調査会東京市政調査会東京市政調査会東京市政調査会 
    市政調査資料市政調査資料市政調査資料市政調査資料 
  第 3号 現代都市計画現代都市計画現代都市計画現代都市計画     トマス･アダムズ著 
   大正13(1924)    45p 
      原書名:Modern city planning,Its Meaning and  
             Methods. 
 
    第 5号 ビーアド博士東京復興に関する意見ビーアド博士東京復興に関する意見ビーアド博士東京復興に関する意見ビーアド博士東京復興に関する意見 
    大正13(1924)    37p 
 
  帝都ノ制度ニ関スル意見帝都ノ制度ニ関スル意見帝都ノ制度ニ関スル意見帝都ノ制度ニ関スル意見 
  〔   〕   28p 
 

  帝都土地区画整理に就て帝都土地区画整理に就て帝都土地区画整理に就て帝都土地区画整理に就て 第第第第2222輯輯輯輯    
  伊部貞吉 吉田茂述 
  大正13(1924)    37p 
 
  都市庶民金融に関する調査都市庶民金融に関する調査都市庶民金融に関する調査都市庶民金融に関する調査 
  第 1冊 都市金融の概況都市金融の概況都市金融の概況都市金融の概況 
   大正14(1925)    122p 
 
    第 4冊 公設質舗公設質舗公設質舗公設質舗 
   大正15(1926)    400p 
 
東京市政調査会資料課東京市政調査会資料課東京市政調査会資料課東京市政調査会資料課     
 ドドドドイツに於ける土地区画整理の実例イツに於ける土地区画整理の実例イツに於ける土地区画整理の実例イツに於ける土地区画整理の実例 
  大正13(1924)    22p 
 
東京市商工貿易組合協会東京市商工貿易組合協会東京市商工貿易組合協会東京市商工貿易組合協会 
 東京市商業東京市商業東京市商業東京市商業,,,,工業工業工業工業,,,,貿易組合一覧貿易組合一覧貿易組合一覧貿易組合一覧    
    附:府下商業,工業貿易組合 昭和14年12月末現在  
  昭和14(1939)    52, 69p 
 
東京商業会議所東京商業会議所東京商業会議所東京商業会議所 
 関税改正ニ関スル参考資料関税改正ニ関スル参考資料関税改正ニ関スル参考資料関税改正ニ関スル参考資料    
        ----当業者及関係団体ノ意見-  第1-第3 
    大正11(1922)-大正15(1926)    3冊 
 
東京商業会議所関税改正ニ関スル小委員会東京商業会議所関税改正ニ関スル小委員会東京商業会議所関税改正ニ関スル小委員会東京商業会議所関税改正ニ関スル小委員会        
 関税定率ノ一般的改正ニ関スル案関税定率ノ一般的改正ニ関スル案関税定率ノ一般的改正ニ関スル案関税定率ノ一般的改正ニ関スル案 
  昭和3(1928)    201p 
 
東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所 
 米国及独逸に於ける産業合理化資料米国及独逸に於ける産業合理化資料米国及独逸に於ける産業合理化資料米国及独逸に於ける産業合理化資料 
  昭和5(1930)    13p 
  原書名：Pamphlets on the "Rationalization" in 
            the United States of America and in  
            Germany.      
 
  配給所の使命と其実務配給所の使命と其実務配給所の使命と其実務配給所の使命と其実務 
  昭和18(1943)    318p 
 
  経済団体総覧経済団体総覧経済団体総覧経済団体総覧 
  昭和16(1941)    411p 
 
  日本綿業の優越性日本綿業の優越性日本綿業の優越性日本綿業の優越性     鹿村美久述 
  昭和9(1934)    12p 
 
  産業合理化資料産業合理化資料産業合理化資料産業合理化資料 
  第 3号 流動作業に関する経験流動作業に関する経験流動作業に関する経験流動作業に関する経験    
             独逸産業合理化協会経済的製造工業委員会編 
      昭和5(1930)    88p 
      [独逸産業合理化協会公表資料第22号] 
 
  第 4号    米国に於ける間接費の研究米国に於ける間接費の研究米国に於ける間接費の研究米国に於ける間接費の研究    
          全米商業会議所製造工業部編 
   昭和5(1930)    60p 
 
    第 5号 勘定体系図表勘定体系図表勘定体系図表勘定体系図表((((コンテンラーメンコンテンラーメンコンテンラーメンコンテンラーメン))))    
          シュマーレンバッハ著 
   昭和6(1931)    207p 
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      [独逸産業合理化協会公表資料第43号] 
 
  第 6号 木製包装の合理化木製包装の合理化木製包装の合理化木製包装の合理化    
          独逸産業合理化協会経済的製造工業委員会編 
   昭和6(1931)    63p 
      [独逸産業合理化協会公表資料第5号] 
 
  第 7号 郵便小包の包装及び発送郵便小包の包装及び発送郵便小包の包装及び発送郵便小包の包装及び発送    
          独逸産業合理化協会経済的製造工業委員会編 
   昭和6(1931)    59p 
      [独逸産業合理化協会公表第45号] 
 
  第 8号 輸出取引の仕方輸出取引の仕方輸出取引の仕方輸出取引の仕方    
             全米商業会議所製造工業部編 
   昭和6(1931)    75p 
      原書名：Doing Export Business. 
 
    第 9号 予算による企業の統制予算による企業の統制予算による企業の統制予算による企業の統制    
             全米商業会議所製造工業部編 
   昭和6(1931)    67p 
      原書名：Budgeting for Business Control.  
              [再版：昭和6(1931)    67p] 
 
    第10号 配給の方法配給の方法配給の方法配給の方法     全米商業会議所編 
   昭和6(1931)    53p  
      原書名：Methods of Distribution. 
 
    第12号 厚紙包装の合厚紙包装の合厚紙包装の合厚紙包装の合理化理化理化理化    
             独逸産業合理化協会経済的製造工業委員会編 
    昭和6(1931)    63p 
      [独逸産業合理化協会公表資料第35号] 
 
  第13号 包装用締具及び安全装置包装用締具及び安全装置包装用締具及び安全装置包装用締具及び安全装置    
                独逸産業合理化協会経済的製造工業委員会編 
   昭和6(1931)    49p 
      [独逸産業合理化協会公表資料第20号] 
 
  第14号 米国に於ける恩給制度の研究米国に於ける恩給制度の研究米国に於ける恩給制度の研究米国に於ける恩給制度の研究    
          全米商業会議所製造工業部編 
   昭和6(1931)    64p 
 
    第15号 商品の回転率と手許在高の統制商品の回転率と手許在高の統制商品の回転率と手許在高の統制商品の回転率と手許在高の統制    
             全米商業会議所内国配給部編 
   昭和6(1931)    17p 
      原書名：Merchandise Turnover and Stock  
              Control. 
 
    第17号 卸売取引方法と其の代金取立に就て卸売取引方法と其の代金取立に就て卸売取引方法と其の代金取立に就て卸売取引方法と其の代金取立に就て    
                全米商業会議所編 
   昭和6(1931)    27p 
      [全米商業会議所主催全国卸売業者会議報告] 
 
  第18号 筋肉労働者に対する基礎賃率の決定筋肉労働者に対する基礎賃率の決定筋肉労働者に対する基礎賃率の決定筋肉労働者に対する基礎賃率の決定    
    ヴィ･エム･パーマー著  米国経営協会編 
      昭和6(1931)    42p 
 
    第20号 販売員の訓練販売員の訓練販売員の訓練販売員の訓練  米国経営協会編 
   昭和6(1931)    45P 

      原書名：Training of Salesmen. 
 
    第22号 産業上の適職選択産業上の適職選択産業上の適職選択産業上の適職選択    
          独逸産業合理化協会編 
   昭和6(1931)    82p 
 
    第23号 ブリキ製及び金属製包装の合理化ブリキ製及び金属製包装の合理化ブリキ製及び金属製包装の合理化ブリキ製及び金属製包装の合理化    
    独逸産業合理化協会経済的製造工業委員会編 
      昭和6(1931)    46p 
 
    第24号 実業界に於ける大学卒業生の採用と其実業界に於ける大学卒業生の採用と其実業界に於ける大学卒業生の採用と其実業界に於ける大学卒業生の採用と其    
                                                の適所選択の適所選択の適所選択の適所選択    
          ジョン･ミル著  米国経営協会編 
      昭和6(1931)    14p 
 
    第26号 組織及操作諸原則組織及操作諸原則組織及操作諸原則組織及操作諸原則    
                エドガー･Ｗ･スミス著  米国経営協会編 
   昭和6(1931)    81p 
      原書名：Organization and Operating 
              Principles. 
 
    第31号 生産予算及び手許在高予算生産予算及び手許在高予算生産予算及び手許在高予算生産予算及び手許在高予算    
          トマス･アール･ヂョーンズ述  米国経営協会編 
      昭和6(1931)    31p 
 
    第52号 卸売卸売卸売卸売商業に影響する経済的諸要素商業に影響する経済的諸要素商業に影響する経済的諸要素商業に影響する経済的諸要素 
   昭和11(1936)    44p  
      [全米商業会議所主催全米卸売商業会議報告] 
 
  第53号 小店舗の広告法小店舗の広告法小店舗の広告法小店舗の広告法    
          全米商業会議所国内配給部編 
    ジョン･エッチ･ヘイネー著 
      昭和11(1936)    95p 
 
    第54号 小店舗の整頓法小店舗の整頓法小店舗の整頓法小店舗の整頓法    
             全米商業会議所国内配給部編 
    ジョン･エッチ･ヘイネー著    
   昭和11(1936)    95p 
 
    第55号 割当販売法一消費者の需要及び利潤あ割当販売法一消費者の需要及び利潤あ割当販売法一消費者の需要及び利潤あ割当販売法一消費者の需要及び利潤あ    
                                                る市場る市場る市場る市場     全米商業会議所編 
   昭和11(1936)    18p 
 
    第56号 連鎖店連鎖店連鎖店連鎖店    全米商業会議所国内配給部編 
   昭和11(1936)    46p 
 
  商工調査商工調査商工調査商工調査 
  第12号 株式取引所限月問題に関する調査株式取引所限月問題に関する調査株式取引所限月問題に関する調査株式取引所限月問題に関する調査 
   昭和3(1928)    108p 
 
   第18号 支那改訂輸入税率表支那改訂輸入税率表支那改訂輸入税率表支那改訂輸入税率表 
   昭和4(1929)    83p 
 
    第20号 中小商工業金融と我国金融機関の現状中小商工業金融と我国金融機関の現状中小商工業金融と我国金融機関の現状中小商工業金融と我国金融機関の現状 
   昭和4(1929)    101p 
 
    第22号 各国産業助長施設概要各国産業助長施設概要各国産業助長施設概要各国産業助長施設概要 
   昭和4(1929)    140p 
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    第23号 帝都経済復興と不動産金融問題帝都経済復興と不動産金融問題帝都経済復興と不動産金融問題帝都経済復興と不動産金融問題  
   昭和4(1929)    105p 
 
    第24号    興行税及観覧税に関する調査興行税及観覧税に関する調査興行税及観覧税に関する調査興行税及観覧税に関する調査 
   昭和4(1929)    113p 
 
    第25号 月賦販売制度月賦販売制度月賦販売制度月賦販売制度 
   昭和4(1929)    313p 
 
    第27号 我国銀行の合同問題我国銀行の合同問題我国銀行の合同問題我国銀行の合同問題 
   昭和5(1930)    212p   地図 
 
  第28号 労働組合法に関する調査労働組合法に関する調査労働組合法に関する調査労働組合法に関する調査 
   昭和5(1930)    251p 
 
    第29号 欧州戦後本邦貿易ノ趨勢欧州戦後本邦貿易ノ趨勢欧州戦後本邦貿易ノ趨勢欧州戦後本邦貿易ノ趨勢 
   昭和5(1930)    58p 
 
    第32号 各国労働組合の法規と其の現勢各国労働組合の法規と其の現勢各国労働組合の法規と其の現勢各国労働組合の法規と其の現勢 
   昭和5(1930)    115p 
 
    第33号 購買組合に関する調査購買組合に関する調査購買組合に関する調査購買組合に関する調査 
   昭和5(1930)    131p 
 
    第34号 不正競争の取締に関する調査不正競争の取締に関する調査不正競争の取締に関する調査不正競争の取締に関する調査 
   昭和5(1930)    166p 
 
    第35号 取引照会件数より観たる海外市場需要取引照会件数より観たる海外市場需要取引照会件数より観たる海外市場需要取引照会件数より観たる海外市場需要    
                                                本邦商品調査本邦商品調査本邦商品調査本邦商品調査 
   昭和5(1930)    53p 
 
    第36号 我国に於ける生産並販売の統制現状我国に於ける生産並販売の統制現状我国に於ける生産並販売の統制現状我国に於ける生産並販売の統制現状 
   昭和5(1930)    87p 
      [再刷：昭和6(1931)    87p] 
 
    第37号 中華民国新旧関税率対照表中華民国新旧関税率対照表中華民国新旧関税率対照表中華民国新旧関税率対照表 
   昭和6(1931)    87p 
 
    第39号 最近世界海運状況最近世界海運状況最近世界海運状況最近世界海運状況 
   昭和6(1931)    101p 
 
    第40号 賠償及戦債支払猶予問題と世論賠償及戦債支払猶予問題と世論賠償及戦債支払猶予問題と世論賠償及戦債支払猶予問題と世論 
   昭和6(1931)    47p 
 
    第41号    英英英英,,,,独失業保険法とその実施状態独失業保険法とその実施状態独失業保険法とその実施状態独失業保険法とその実施状態 
   昭和6(1931)    58p 
 
    第42号 最近英国及独逸の財政状態最近英国及独逸の財政状態最近英国及独逸の財政状態最近英国及独逸の財政状態 
   昭和6(1931)    117p 
 
    第43号 独仏両国の為替管理並資本逃避防止に独仏両国の為替管理並資本逃避防止に独仏両国の為替管理並資本逃避防止に独仏両国の為替管理並資本逃避防止に    
                                                関する法令関する法令関する法令関する法令 
   昭和7(1932)    215p 
 
    第44号 金本位制停止後の英国財界金本位制停止後の英国財界金本位制停止後の英国財界金本位制停止後の英国財界 
   昭和7(1932)    148p 
 

    第45号 各国為替管理令各国為替管理令各国為替管理令各国為替管理令 
   昭和7(1932)    472p 
 
    第46号 購買組合の受くる寵遇と商工業者の蒙購買組合の受くる寵遇と商工業者の蒙購買組合の受くる寵遇と商工業者の蒙購買組合の受くる寵遇と商工業者の蒙    
                                                る圧迫る圧迫る圧迫る圧迫 
   昭和7(1932)    30p 
 
    第48号 インフレーションに関する調査インフレーションに関する調査インフレーションに関する調査インフレーションに関する調査 
   第 1巻 墺国諸産業に及ぼしたるイン墺国諸産業に及ぼしたるイン墺国諸産業に及ぼしたるイン墺国諸産業に及ぼしたるインフレーフレーフレーフレー    
                                                        ションの影響ションの影響ションの影響ションの影響 
    昭和8(1933)    58p 
 
      第 2巻 大戦中独逸に於けるインフレーショ大戦中独逸に於けるインフレーショ大戦中独逸に於けるインフレーショ大戦中独逸に於けるインフレーショ    
                                                        ンの情勢ンの情勢ンの情勢ンの情勢 
    昭和8(1933)    44p  表 
 
   第 4巻 インフレーション時代に於ける利益インフレーション時代に於ける利益インフレーション時代に於ける利益インフレーション時代に於ける利益    
                                                        配当の方法配当の方法配当の方法配当の方法     プリオン述 
    昭和8(1933)    25p 
 
      第 5巻    貨幣価値下落期に於ける資本調達と貨幣価値下落期に於ける資本調達と貨幣価値下落期に於ける資本調達と貨幣価値下落期に於ける資本調達と    
                                                        価格決定の方法価格決定の方法価格決定の方法価格決定の方法 
    昭和8(1933)    38p 
        [フリードリッヒ･ライトナー著  
         "Selbstkostenberechnung industrieller 
          Betriebe"の抜粋] 
 
   第 6巻 仮装利益に対する課税方法仮装利益に対する課税方法仮装利益に対する課税方法仮装利益に対する課税方法    
                     シュマーレン･バッハ著 
    昭和8(1933)    95p 
 
      第 7巻 大戦後独逸に於けるインフレーショ大戦後独逸に於けるインフレーショ大戦後独逸に於けるインフレーショ大戦後独逸に於けるインフレーショ    
                                                        ンの概観ンの概観ンの概観ンの概観 
    昭和8(1933)    59p 
 
      第49号 何故貿易は好転したか何故貿易は好転したか何故貿易は好転したか何故貿易は好転したか 
    昭和9(1934)    65p 
 
      第52号 伊太利ニ於ケル公衆販売業並行商取伊太利ニ於ケル公衆販売業並行商取伊太利ニ於ケル公衆販売業並行商取伊太利ニ於ケル公衆販売業並行商取    
                                                        締ニ関スル法規締ニ関スル法規締ニ関スル法規締ニ関スル法規 
    昭和9(1934)    33p 
 
      第53号 英国植民地の織物輸入割当制英国植民地の織物輸入割当制英国植民地の織物輸入割当制英国植民地の織物輸入割当制 
    昭和9(1934)    69p 
 
      第54号 新興産業に関する調査新興産業に関する調査新興産業に関する調査新興産業に関する調査 
    昭和9(1934)    62p 
 
      第56号 支那の経済恐慌に関する調査支那の経済恐慌に関する調査支那の経済恐慌に関する調査支那の経済恐慌に関する調査 
    第 1巻 金融及国際貸借金融及国際貸借金融及国際貸借金融及国際貸借 小林幾次郎調査 
     昭和10(1935)    41p 
 
       第 2巻 農業農業農業農業 
     昭和10(1935)    82p 
 
        第 4巻 支那経済恐慌の特質支那経済恐慌の特質支那経済恐慌の特質支那経済恐慌の特質 
     昭和11(1936)    45p 
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      第57号 東洋市場に於ける本邦品対欧州品の東洋市場に於ける本邦品対欧州品の東洋市場に於ける本邦品対欧州品の東洋市場に於ける本邦品対欧州品の    
                                                        競争競争競争競争  -特に金ブロック諸国との関係 
        昭和10(1935)    48p 
 
      第58号 商業組合に関する調査商業組合に関する調査商業組合に関する調査商業組合に関する調査 
    第 1巻 東京地方に於ける商業組合の実情東京地方に於ける商業組合の実情東京地方に於ける商業組合の実情東京地方に於ける商業組合の実情 
     昭和10(1935)    40p 
 
      第59号    最近米国の財政々策最近米国の財政々策最近米国の財政々策最近米国の財政々策 
    昭和10(1935)    80p 
 
      第60号 財界前途に関する諸観察財界前途に関する諸観察財界前途に関する諸観察財界前途に関する諸観察 
    昭和10(1935)    80p 
 
      第61号 支那経済事情に関する調査支那経済事情に関する調査支那経済事情に関する調査支那経済事情に関する調査 
    第 1巻 最近の金融事情最近の金融事情最近の金融事情最近の金融事情 
     昭和10(1935)    69p 
 
        第 2巻 北支農村織物工業と商人雇主制度北支農村織物工業と商人雇主制度北支農村織物工業と商人雇主制度北支農村織物工業と商人雇主制度    
                                                                (1)(1)(1)(1) 
          昭和11(1936)    54p 
 
        第 4巻 支那各地農業金融状況支那各地農業金融状況支那各地農業金融状況支那各地農業金融状況(1)(1)(1)(1)    
                                                          小林幾次郎調査 
     昭和12(1937)    65p 
 
      第62号 最近独逸の財政々策最近独逸の財政々策最近独逸の財政々策最近独逸の財政々策 
     昭和11(1936)    62p 
 
      第64号 商店法に関する調査商店法に関する調査商店法に関する調査商店法に関する調査 
    昭和11(1936)    81p 
 
      第65号 各国統制経済に関する調査各国統制経済に関する調査各国統制経済に関する調査各国統制経済に関する調査 
    第 2巻 イタリーの産業統制イタリーの産業統制イタリーの産業統制イタリーの産業統制(2)(2)(2)(2)   
          昭和11(1936)    64p 
 
       第 5巻    フランスの統制経済フランスの統制経済フランスの統制経済フランスの統制経済(1)(1)(1)(1)    
                                                             -液体燃料統制-   加藤三郎調査 
     昭和12(1937)    100p 
 
      第66号 独逸の交通制度独逸の交通制度独逸の交通制度独逸の交通制度 
    昭和11(1936)    77p 
        [アルフォンズ・シュミット著  
         "Verkehrswesen"による] 
 
     第71号 我が中南米貿易と此等諸国の為替管我が中南米貿易と此等諸国の為替管我が中南米貿易と此等諸国の為替管我が中南米貿易と此等諸国の為替管    
                                                        理理理理 
    昭和12(1937)    150p 
 
      第72号 最近に於ける我国物価の騰貴と其の最近に於ける我国物価の騰貴と其の最近に於ける我国物価の騰貴と其の最近に於ける我国物価の騰貴と其の    
                                                        主要原因主要原因主要原因主要原因    
                                                        ----海外商品及海運賃の騰貴率- 
        昭和12(1937)    27p 
 
   第73号 支那事変の影響調査支那事変の影響調査支那事変の影響調査支那事変の影響調査 
    第 2巻 外国貿易に対する影響外国貿易に対する影響外国貿易に対する影響外国貿易に対する影響 
     昭和13(1938)    50p 
 

       第 3巻  中小工業に対する影響中小工業に対する影響中小工業に対する影響中小工業に対する影響 
     昭和13(1938)    33p 
 
      第74号 和蘭和蘭和蘭和蘭,,,,白耳義両国に於ける小売業許可白耳義両国に於ける小売業許可白耳義両国に於ける小売業許可白耳義両国に於ける小売業許可    
                                                        制度制度制度制度        ----和蘭小企業開設法並に白耳義 
              小売業統制法案- 
     昭和13(1938)    25p 
 
      第76号 北支那経済調査報告北支那経済調査報告北支那経済調査報告北支那経済調査報告 
    昭和13(1938)    106p 
 
      第77号 ナチス独逸の新物価政策ナチス独逸の新物価政策ナチス独逸の新物価政策ナチス独逸の新物価政策 
    昭和13(1938)    153p 
        [ヴィルヘルム･レントロップ著 
         "Preisbeldung und Priesuberwachung in der 
          gewerblichen Wirtschaft" による]  
 
      第79号 国土計画調査資料国土計画調査資料国土計画調査資料国土計画調査資料 
    第 2巻 米国の都市問題米国の都市問題米国の都市問題米国の都市問題    
                                                                ----国民経済に於ける都市の役割- 
     昭和16(1941)    172p 
          原書名：Our Crities;Their Role in the 
                  National Economy Report of the 
                  Urbanism Committee to the 
                  National Resources Committee.  
          [米国国家資源委員会都市分科会報告書] 
 
   第80号 全国に於ける中小企業合同の展望全国に於ける中小企業合同の展望全国に於ける中小企業合同の展望全国に於ける中小企業合同の展望 
    昭和16(1941)    171p 
 
      第81号 独逸及び英国に於ける衣料切符制独逸及び英国に於ける衣料切符制独逸及び英国に於ける衣料切符制独逸及び英国に於ける衣料切符制 
    昭和17(1942)    42p 
 
      第82号 ドイツの経済共助制度ドイツの経済共助制度ドイツの経済共助制度ドイツの経済共助制度 
    昭和17(1942)    25p 
 
  商工会議所関係法規商工会議所関係法規商工会議所関係法規商工会議所関係法規 
  昭和2(1927)    50p 
 
  商工パンフレット商工パンフレット商工パンフレット商工パンフレット 
  第 1輯 如何すれば小売商は繁栄するか！如何すれば小売商は繁栄するか！如何すれば小売商は繁栄するか！如何すれば小売商は繁栄するか！    
             山田忍三著 
   昭和11(1936)    44p 
 
  商工資料商工資料商工資料商工資料 
  第15号 西蔵の資源と邦品進出の可能性西蔵の資源と邦品進出の可能性西蔵の資源と邦品進出の可能性西蔵の資源と邦品進出の可能性    
                多田等観述 
   昭和10(1935)    20p 
 
    第16号 海外に雄飛する日本陶磁器工業海外に雄飛する日本陶磁器工業海外に雄飛する日本陶磁器工業海外に雄飛する日本陶磁器工業 
   昭和10(1935)    29p 
 
    第18号 輸出進展を続くる日本電球工業輸出進展を続くる日本電球工業輸出進展を続くる日本電球工業輸出進展を続くる日本電球工業    
          北地鎌次郎述 
   昭和10(1935)    13p 
 
    第19号 朝鮮経済事情に就いて朝鮮経済事情に就いて朝鮮経済事情に就いて朝鮮経済事情に就いて    穂積真六郎述 
   昭和10(1935)    19p 
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    第21号 ペルシャの文化と経済ペルシャの文化と経済ペルシャの文化と経済ペルシャの文化と経済  笠間杲雄述 
   昭和10(1935)    31p 
 
    第25号 最近欧羅巴の事情最近欧羅巴の事情最近欧羅巴の事情最近欧羅巴の事情  米田実述 
   昭和10(1935)    22p 
 
    第27号 最近露西亜の経済事情最近露西亜の経済事情最近露西亜の経済事情最近露西亜の経済事情    川谷幸左衛門述 
   昭和10(1935)    31p 
 
    第30号 我国輸出工業の優越性我国輸出工業の優越性我国輸出工業の優越性我国輸出工業の優越性 
   昭和10(1935)    21p 
 
    第33号 支那幣制改革の実行性支那幣制改革の実行性支那幣制改革の実行性支那幣制改革の実行性 木村増太郎述 
   昭和10(1935)    35p 
 
    第34号 支那幣制改革に関する諸問題支那幣制改革に関する諸問題支那幣制改革に関する諸問題支那幣制改革に関する諸問題 
   昭和11(1936)    47p 
 
    第36号    独逸に於ける保独逸に於ける保独逸に於ける保独逸に於ける保証協会に就て証協会に就て証協会に就て証協会に就て    
          工藤昭四郎著 
   昭和11(1936)    24p 
 
    第51号 林内閣増税及新税綱要林内閣増税及新税綱要林内閣増税及新税綱要林内閣増税及新税綱要 
   昭和12(1937)    110p 
 
    第52号 有限責任会社制度に就いて有限責任会社制度に就いて有限責任会社制度に就いて有限責任会社制度に就いて 
   昭和12(1937)    31p 
 
    第55号 新興トルコの情勢新興トルコの情勢新興トルコの情勢新興トルコの情勢     大久保幸次講演 
   昭和12(1937)    24p 
 
    第60号 現下の電力問題に就て現下の電力問題に就て現下の電力問題に就て現下の電力問題に就て    
                        大和田悌二講演 
   昭和12(1937)    39p 
 
    第61号 時局と中小工業時局と中小工業時局と中小工業時局と中小工業 
   昭和12(1937)    58p 
 
    第62号 米穀取引所並に戦時消費統制問題米穀取引所並に戦時消費統制問題米穀取引所並に戦時消費統制問題米穀取引所並に戦時消費統制問題 
   昭和12(1937)    86p 
 
    第63号 電力国家管理案に就て電力国家管理案に就て電力国家管理案に就て電力国家管理案に就て 池尾芳蔵講演 
   昭和13(1938)    26p 
 
    第64号 支那に於ける英国の動向と猶太の勢力支那に於ける英国の動向と猶太の勢力支那に於ける英国の動向と猶太の勢力支那に於ける英国の動向と猶太の勢力    
          犬塚惟重講演 
   昭和13(1938)    56p 
 
    第65号 貿易用語の解釈に関する国際規則貿易用語の解釈に関する国際規則貿易用語の解釈に関する国際規則貿易用語の解釈に関する国際規則    
                                                (INCOTERMS 1936)(INCOTERMS 1936)(INCOTERMS 1936)(INCOTERMS 1936)    上坂酉三訳 
   昭和13(1938)    54,27p 
 
    第66号 今後の我が国実業教育今後の我が国実業教育今後の我が国実業教育今後の我が国実業教育 
   昭和13(1938)    54p 
 
    第69号 今次の増税に就ての諸問題今次の増税に就ての諸問題今次の増税に就ての諸問題今次の増税に就ての諸問題    
          中村継男講演 

   昭和13(1938)    22p 
 
    第71号 時局に対処すべき実業教育時局に対処すべき実業教育時局に対処すべき実業教育時局に対処すべき実業教育 
   昭和13(1938)    52p 
 
    第72号 増税実施後の状況に就て増税実施後の状況に就て増税実施後の状況に就て増税実施後の状況に就て    
          大矢半次郎講演 
   昭和13(1938)    20p 
 
    第73号 東京府公定価格一覧東京府公定価格一覧東京府公定価格一覧東京府公定価格一覧    (1)-(2),(4)-(10) 
      昭和13(1938)-昭和16(1941)    9冊 
 
  第74号 経済警察に関する懇談会記録経済警察に関する懇談会記録経済警察に関する懇談会記録経済警察に関する懇談会記録 
   昭和13(1938)    39p 
 
    第77号 物価統制関係法規･解説並資料物価統制関係法規･解説並資料物価統制関係法規･解説並資料物価統制関係法規･解説並資料 
   昭和15(1940)    297p 
 
    第81号 中小企業整備要綱輯録中小企業整備要綱輯録中小企業整備要綱輯録中小企業整備要綱輯録    改訂版改訂版改訂版改訂版 
   昭和16(1941)    77p 
 
    第83号 改正輸出補償制度に就て改正輸出補償制度に就て改正輸出補償制度に就て改正輸出補償制度に就て  皆川潔述 
   昭和16(1941)    41p 
      [改訂増補版：昭和16(1941)    142p] 
 
    第84号 行政機構改革問題資料行政機構改革問題資料行政機構改革問題資料行政機構改革問題資料 
   第 2巻 官吏制度改革問題に関する資料官吏制度改革問題に関する資料官吏制度改革問題に関する資料官吏制度改革問題に関する資料 
    昭和16(1941)    117p 
 
      第 3巻 許可認可事項に関する各会社並団体許可認可事項に関する各会社並団体許可認可事項に関する各会社並団体許可認可事項に関する各会社並団体    
                                                        意見意見意見意見 
    昭和16(1941)    43p 
 
    第88号 経済基本方策要綱経済基本方策要綱経済基本方策要綱経済基本方策要綱    (1)-(3) 
      昭和16(1941)-昭和18(1943)    3冊 
 
   第93号 所得税等ノ増税ニ関スル資料所得税等ノ増税ニ関スル資料所得税等ノ増税ニ関スル資料所得税等ノ増税ニ関スル資料 
   昭和17(1942)    239p 
 
  和漢図書分類目録和漢図書分類目録和漢図書分類目録和漢図書分類目録    追加三追加三追加三追加三    昭和15年 
 附：逐次刊行物目録 
  昭和15(1940)    90,vip 
 
東京商工会議所調査課東京商工会議所調査課東京商工会議所調査課東京商工会議所調査課 
  日本財界の現勢日本財界の現勢日本財界の現勢日本財界の現勢 

昭和10(1935)    194p 
 
東京商工会議所商工相談所東京商工会議所商工相談所東京商工会議所商工相談所東京商工会議所商工相談所     
 配給統制実務講座配給統制実務講座配給統制実務講座配給統制実務講座 
  第21輯 総合切符制の理論と実際総合切符制の理論と実際総合切符制の理論と実際総合切符制の理論と実際    
             深見義一述 
   昭和16(1941)    20p 
 
東京商工奨励館東京商工奨励館東京商工奨励館東京商工奨励館 
 資料叢書資料叢書資料叢書資料叢書 
  第21  仏領印度支那事情仏領印度支那事情仏領印度支那事情仏領印度支那事情            川田信衛述 
   昭和13(1938)    46p 
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東京手形交換所東京手形交換所東京手形交換所東京手形交換所 
    最近五年間外国貿易の趨勢最近五年間外国貿易の趨勢最近五年間外国貿易の趨勢最近五年間外国貿易の趨勢 
  昭和7(1932)    119p 
 
     最近五年間各種生産高調最近五年間各種生産高調最近五年間各種生産高調最近五年間各種生産高調 
  昭和8(1933)    245p 
 
東京逓信局東京逓信局東京逓信局東京逓信局 
  関東防空演習電気関係燈火管制及警報実施細則関東防空演習電気関係燈火管制及警報実施細則関東防空演習電気関係燈火管制及警報実施細則関東防空演習電気関係燈火管制及警報実施細則 
    昭和8(1933)    30,10p 
 
東京帝室博物館東京帝室博物館東京帝室博物館東京帝室博物館 
 嘉永以前西洋輸入品及参考品目録嘉永以前西洋輸入品及参考品目録嘉永以前西洋輸入品及参考品目録嘉永以前西洋輸入品及参考品目録 
  〔大正 〕   121p 
 
東京鉄道局東京鉄道局東京鉄道局東京鉄道局 
 電車旅客交通調査の実績電車旅客交通調査の実績電車旅客交通調査の実績電車旅客交通調査の実績 昭和4年5月22日施行 
  昭和4(1929)    30p  表 
 
東京鉄工機械同業組合東京鉄工機械同業組合東京鉄工機械同業組合東京鉄工機械同業組合 
 退職積立金法案に就て退職積立金法案に就て退職積立金法案に就て退職積立金法案に就て    
    附：退職積立金法案要綱 
     退職積立金及退職手当法案 
  赤松小寅講演速記     
    昭和11(1936)    68p 
 
東京輸出協会東京輸出協会東京輸出協会東京輸出協会 
 資料叢書資料叢書資料叢書資料叢書 
  第 6 東京貿易に於ける輸出運輸上の欠陥東京貿易に於ける輸出運輸上の欠陥東京貿易に於ける輸出運輸上の欠陥東京貿易に於ける輸出運輸上の欠陥    
          佐々木仁一著 
   昭和11(1936)    41,49p 
 
    第 7 米国の主要都市に於ける百貨店名米国の主要都市に於ける百貨店名米国の主要都市に於ける百貨店名米国の主要都市に於ける百貨店名 
   昭和11(1936)    14p 
 
    第17  外国為替管理法に就て外国為替管理法に就て外国為替管理法に就て外国為替管理法に就て    
         附：輸出為替取組と報告書提出に関する一 
              覧表,外二       原田富一講演 
      昭和13(1938)    22,14p 
 
    第18  加奈陀経済及貿易事情加奈陀経済及貿易事情加奈陀経済及貿易事情加奈陀経済及貿易事情        大沼恒講演 
   昭和13(1938)    15p 
 
東神倉庫株式会社神戸支店東神倉庫株式会社神戸支店東神倉庫株式会社神戸支店東神倉庫株式会社神戸支店 
 新港倉庫新築概要新港倉庫新築概要新港倉庫新築概要新港倉庫新築概要    附：営業案内 
  大正15(1926)    31p 
 
富山商業会議所富山商業会議所富山商業会議所富山商業会議所 
    とやまとやまとやまとやま 
  大正13(1924)    42p 
 
東洋経済新報社東洋経済新報社東洋経済新報社東洋経済新報社 
    物価二十年物価二十年物価二十年物価二十年 
  昭和8(1933)    101p 
    [東洋経済新報別冊附録] 
 
  大日本外国貿易五十六年対照表大日本外国貿易五十六年対照表大日本外国貿易五十六年対照表大日本外国貿易五十六年対照表    
  自明治元年至大正十二年 

    大正14(1925)    372p 
 
東洋協会調査部東洋協会調査部東洋協会調査部東洋協会調査部 
    調査資料調査資料調査資料調査資料 
  第42輯 現下の華僑概観現下の華僑概観現下の華僑概観現下の華僑概観 
   昭和15(1940)    118p 
 
    第43輯 事変下の上海概観事変下の上海概観事変下の上海概観事変下の上海概観 
   昭和15(1940)    92p 
 
東洋拓殖株式会社東洋拓殖株式会社東洋拓殖株式会社東洋拓殖株式会社 
    社報社報社報社報 
  第54号附録 南洋視察談南洋視察談南洋視察談南洋視察談 
   昭和3(1928)    58p 
 
 東洋拓殖株式会社二十年誌東洋拓殖株式会社二十年誌東洋拓殖株式会社二十年誌東洋拓殖株式会社二十年誌 
  昭和3(1928)    156p  写真 図 
 
豊橋商業会議所豊橋商業会議所豊橋商業会議所豊橋商業会議所 
    新税制早わかり新税制早わかり新税制早わかり新税制早わかり 
  〔昭和元(1926)〕    68p 
    [豊橋商業会議所月報第61号附録] 
 

ＵＵＵＵ    
 
 
ウルグァイ共和国領事館ウルグァイ共和国領事館ウルグァイ共和国領事館ウルグァイ共和国領事館 
    ウルグァイ事情ウルグァイ事情ウルグァイ事情ウルグァイ事情     浅井義 
    昭和3(1928)    11p 
 
上上上上田商工会議所田商工会議所田商工会議所田商工会議所     
 最近の米国絹業事情最近の米国絹業事情最近の米国絹業事情最近の米国絹業事情     林貞三述 
  昭和15(1941)    12p 
 
  上田地方産業研究資料集上田地方産業研究資料集上田地方産業研究資料集上田地方産業研究資料集 
  昭和7(1932)    355p 
 
上田商工会議所事務局上田商工会議所事務局上田商工会議所事務局上田商工会議所事務局    
        上田市の産業発展に関する意見及調査上田市の産業発展に関する意見及調査上田市の産業発展に関する意見及調査上田市の産業発展に関する意見及調査 
  昭和3(1928)    94p 
 
碓氷社碓氷社碓氷社碓氷社 
    社業談社業談社業談社業談    完完完完     萩原鐐太郎述 
  明治45(1912)    337p 
 
  社業余談社業余談社業余談社業余談     萩原鐐太郎述 
  大正5(1916)    258p 
 

ＷＷＷＷ    
 
渡邊経済研究所渡邊経済研究所渡邊経済研究所渡邊経済研究所         
     資料資料資料資料              
    26.  南領印度の経済南領印度の経済南領印度の経済南領印度の経済  渡邊銕蔵著 
     昭和15(1940)    41p 
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ＹＹＹＹ    
 
山形商工会議所山形商工会議所山形商工会議所山形商工会議所 
    山形経済志料山形経済志料山形経済志料山形経済志料    第第第第6666集集集集 
  昭和6(1931)    142p 
 
山口県山口県山口県山口県 
    農業調査結果農業調査結果農業調査結果農業調査結果    昭和4年9月1日施行 
  昭和5(1930)    41p 
 
山口県実業教育協会山口県実業教育協会山口県実業教育協会山口県実業教育協会 
 実業の山口県実業の山口県実業の山口県実業の山口県    第5号 
  昭和17(1942)    116p 
 
  参考資料参考資料参考資料参考資料 
  第 2 南方圏と印度諸島問題に就いて南方圏と印度諸島問題に就いて南方圏と印度諸島問題に就いて南方圏と印度諸島問題に就いて            
                        木全省吾 
   昭和17(1942)    32p 
 
    第 3 光の経済光の経済光の経済光の経済  作田荘一 
   昭和18(1943)    26p 
 
山一合資会社山一合資会社山一合資会社山一合資会社 
    東京地下鉄道会社東京地下鉄道会社東京地下鉄道会社東京地下鉄道会社 
  大正15(1926)    31p 
 
山一証券株式会社山一証券株式会社山一証券株式会社山一証券株式会社 
    公社債の登録制について公社債の登録制について公社債の登録制について公社債の登録制について 
  昭和17(1942)    1 枚 
 
 新税制の解説新税制の解説新税制の解説新税制の解説 
  昭和15(1940)    144p 
 
  税制改革試案の解説税制改革試案の解説税制改革試案の解説税制改革試案の解説 
  昭和14(1939)    107p 
 
山一証券株式会社調査部山一証券株式会社調査部山一証券株式会社調査部山一証券株式会社調査部     
 大東亜戦争下の株式市場大東亜戦争下の株式市場大東亜戦争下の株式市場大東亜戦争下の株式市場 昭和18年度 
  昭和18(1943)    85p  
    [開戦二周年記念出版] 
 
 株主の栞株主の栞株主の栞株主の栞 
  昭和13(1938)    96p 
 
  国策と株式国策と株式国策と株式国策と株式 附：第73議会通過重要経済法律集 
  昭和13(1938)    72,145p 
    [山一調査資料 特輯] 
 
 生命保険経営に於ける投資情勢生命保険経営に於ける投資情勢生命保険経営に於ける投資情勢生命保険経営に於ける投資情勢    
        ----其発展方向と株式投資役割- 
  昭和10(1935)    84p 
 
  支那事変特別税の解説支那事変特別税の解説支那事変特別税の解説支那事変特別税の解説 附：増税関係法律集 
  昭和13(1938)    50p  表 
 
  特殊株式の研究特殊株式の研究特殊株式の研究特殊株式の研究 
  昭和8(1933)    331p 

山一証券株式会社調査課山一証券株式会社調査課山一証券株式会社調査課山一証券株式会社調査課    
        事変下第事変下第事変下第事変下第3333次増税並に減免税の解説次増税並に減免税の解説次増税並に減免税の解説次増税並に減免税の解説    
  附:改正税法全文 
  昭和14(1939)    36,36p  表 
 
 改正商法改正商法改正商法改正商法((((第第第第2222編編編編    会社ノ中会社ノ中会社ノ中会社ノ中    第第第第4444章章章章    株式会社株式会社株式会社株式会社))))逐条逐条逐条逐条    
        解説解説解説解説    全全全全 
  昭和14(1939)    191p 
 
        山一証券資料山一証券資料山一証券資料山一証券資料 
   第101輯 第第第第74747474回帝国会議通過回帝国会議通過回帝国会議通過回帝国会議通過    重要経済法律集重要経済法律集重要経済法律集重要経済法律集    
                                                附:会社利益配当及資金融通令 
    昭和14(1939)    147p 
 
    第103輯 価格等統制に関する応急策価格等統制に関する応急策価格等統制に関する応急策価格等統制に関する応急策 
    昭和14(1939)    90,86p 
 
    第104輯 第７５議会通過第７５議会通過第７５議会通過第７５議会通過    予算と経済法律集予算と経済法律集予算と経済法律集予算と経済法律集    
                                             再版 
    昭和15(1940)    103p 
 
    第105輯 改正租税法規改正租税法規改正租税法規改正租税法規 
    昭和15(1940)    289p  (再版) 
      昭和15(1940)    128p (続編) 
 
    第108輯 銀行等資金運用令の概要銀行等資金運用令の概要銀行等資金運用令の概要銀行等資金運用令の概要    
                                             附:産業組合法施行規則改正について 
    昭和15(1940)    32p 
 
安田保善社調査部安田保善社調査部安田保善社調査部安田保善社調査部 
 第５１議会を通過せる銀行関係諸法律第５１議会を通過せる銀行関係諸法律第５１議会を通過せる銀行関係諸法律第５１議会を通過せる銀行関係諸法律    
    第５１議会を通過せる銀行関係諸税法第５１議会を通過せる銀行関係諸税法第５１議会を通過せる銀行関係諸税法第５１議会を通過せる銀行関係諸税法 
  大正15(1926)    36p 
 
  本邦季節金融に関する研究本邦季節金融に関する研究本邦季節金融に関する研究本邦季節金融に関する研究  宇田川謙三著 
  昭和2(1927)    102p  図 
 
 会社の賠償責任の範囲会社の賠償責任の範囲会社の賠償責任の範囲会社の賠償責任の範囲    小切手の保証と手形法に小切手の保証と手形法に小切手の保証と手形法に小切手の保証と手形法に    
        規定なき記載の効力規定なき記載の効力規定なき記載の効力規定なき記載の効力 
  大正15(1926)    14p 
 
 経済日誌経済日誌経済日誌経済日誌  
    大正14年  大正15(1926)    38p 
    大正15年  昭和2(1927)     49p 
 
  杭州の旧式銀行と金融杭州の旧式銀行と金融杭州の旧式銀行と金融杭州の旧式銀行と金融 
  大正15(1926)    5p 
 
  上海金融市場概観上海金融市場概観上海金融市場概観上海金融市場概観 
  昭和3(1928)    9p 
 
  上海に於ける旧式銀行上海に於ける旧式銀行上海に於ける旧式銀行上海に於ける旧式銀行 
  大正15(1926)    12p 
 
  新銀行法に就て新銀行法に就て新銀行法に就て新銀行法に就て 
  昭和3(1928)    37p 
    [調査月報法律事項号外] 
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 信託会社の銀行に及ぼす影響信託会社の銀行に及ぼす影響信託会社の銀行に及ぼす影響信託会社の銀行に及ぼす影響((((其二其二其二其二))))    
        ----公社債募集取扱と担保附社債信託業務- 
  昭和2(1927)    19p 
 
安田信託株式会社安田信託株式会社安田信託株式会社安田信託株式会社 
    米国に於ける信託業務米国に於ける信託業務米国に於ける信託業務米国に於ける信託業務  川崎貞明報告 
  〔大正15(1926)〕    14,418p  図56 
 
横浜貿易協会横浜貿易協会横浜貿易協会横浜貿易協会 
    亜米利加事情亜米利加事情亜米利加事情亜米利加事情     原明治郎述 
  昭和4(1929)    16p 
 
  貿易統制ニ関スル意見書貿易統制ニ関スル意見書貿易統制ニ関スル意見書貿易統制ニ関スル意見書 
  昭和15(1940)    4p 
 
  中南米貿易事情中南米貿易事情中南米貿易事情中南米貿易事情  田中辰之助 
  昭和2(1927)    72p 
 
  中南米瞥見中南米瞥見中南米瞥見中南米瞥見  小林武磨 
  昭和3(1928)    26p 
 
  CIFCIFCIFCIF売買の統一国際規則売買の統一国際規則売買の統一国際規則売買の統一国際規則  上坂酉三述 
  昭和10(1935)    130p 
 
  比律賓の現状と貿易の改善に就て比律賓の現状と貿易の改善に就て比律賓の現状と貿易の改善に就て比律賓の現状と貿易の改善に就て -視察報告書- 
  昭和3(1928)    20p 
 
  比律賓の資源と其の将来比律賓の資源と其の将来比律賓の資源と其の将来比律賓の資源と其の将来     渡辺薫述 
  昭和17(1942)    50p    [昭和17年貿資第1号] 
 
 外国為替管理法施行規則解説外国為替管理法施行規則解説外国為替管理法施行規則解説外国為替管理法施行規則解説  井上義海述 
  昭和16(1941)    47p 
 
  外国為替管理法に関する大蔵省令の改外国為替管理法に関する大蔵省令の改外国為替管理法に関する大蔵省令の改外国為替管理法に関する大蔵省令の改正正正正    
  稲森実 
  昭和15(1940)    25p 
 
  各国領事輸出規則各国領事輸出規則各国領事輸出規則各国領事輸出規則    第9版 
  昭和14(1939)    57p      [附：領事送状等雛型] 
 
 生糸貿易概論生糸貿易概論生糸貿易概論生糸貿易概論     森本宋述 
  昭和5(1930)    48p 
    [昭和5年度貿易夏期大学講義第2輯] 
 
 協定税率に就て協定税率に就て協定税率に就て協定税率に就て 
  昭和2(1927)    31p 
 
  満蘇国境問題の解剖満蘇国境問題の解剖満蘇国境問題の解剖満蘇国境問題の解剖     近藤義晴述 
  昭和10(1935)    28p 
 
 南阿の排日と日阿貿易に就て南阿の排日と日阿貿易に就て南阿の排日と日阿貿易に就て南阿の排日と日阿貿易に就て  山崎壮重述 
   昭和6(1931)    21p 
 
  日伯貿日伯貿日伯貿日伯貿易上より見たるアマゾニヤの将来易上より見たるアマゾニヤの将来易上より見たるアマゾニヤの将来易上より見たるアマゾニヤの将来    
  野田良治述 
  昭和4(1929)    18p 
 
  秘露在住邦人の現状秘露在住邦人の現状秘露在住邦人の現状秘露在住邦人の現状  甘利造次述 

  昭和4(1929)    21p 
 
     倫敦より帰りて倫敦より帰りて倫敦より帰りて倫敦より帰りて  松山晋二郎述 
  昭和10(1935)    22p 
 
  戦時危険戦時危険戦時危険戦時危険(War Risk)(War Risk)(War Risk)(War Risk)の負担問題の負担問題の負担問題の負担問題     上坂酉三述 
   昭和10(1935)    22p 
 
  支那財況素描支那財況素描支那財況素描支那財況素描     齋藤眞述 
  昭和10(1935)    43p 
 
  横浜港輸出の現状と其の振興策横浜港輸出の現状と其の振興策横浜港輸出の現状と其の振興策横浜港輸出の現状と其の振興策     齋藤眞述 
  昭和13(1938)    10p 
 
  輸輸輸輸出絹手巾加工賃値上問題概要出絹手巾加工賃値上問題概要出絹手巾加工賃値上問題概要出絹手巾加工賃値上問題概要 
  昭和2(1927)    13p      [貿・特・調 第1号] 
 
横浜貿易協会横浜貿易協会横浜貿易協会横浜貿易協会, , , , 横浜商工会議所横浜商工会議所横浜商工会議所横浜商工会議所    
        ブラジル事情ブラジル事情ブラジル事情ブラジル事情     有吉明講演 
  〔昭和5(1930)〕    16p 
 
横浜貿易新聞社横浜貿易新聞社横浜貿易新聞社横浜貿易新聞社 
    横浜貿易捷径横浜貿易捷径横浜貿易捷径横浜貿易捷径  伊藤辰治郎著 
  明治26(1893)   192p 
 
横浜貯金支局横浜貯金支局横浜貯金支局横浜貯金支局 
    神奈川県の郵便貯金神奈川県の郵便貯金神奈川県の郵便貯金神奈川県の郵便貯金 
  昭和15(1940)    9p 
 
横浜自由通商協会横浜自由通商協会横浜自由通商協会横浜自由通商協会 
    経済原理は果して改廃の要ありや経済原理は果して改廃の要ありや経済原理は果して改廃の要ありや経済原理は果して改廃の要ありや  津村秀松述 
  昭和10(1935)    18p 
 
横浜経済研究所横浜経済研究所横浜経済研究所横浜経済研究所 
    パンフレッパンフレッパンフレッパンフレットトトト 
  第 1輯 世界経済恐慌下のアメリカ世界経済恐慌下のアメリカ世界経済恐慌下のアメリカ世界経済恐慌下のアメリカ    
          小原敬士著 
   昭和9(1934)    112p 
 
横浜経済通信社横浜経済通信社横浜経済通信社横浜経済通信社 
    生糸清算取引の理論と実際生糸清算取引の理論と実際生糸清算取引の理論と実際生糸清算取引の理論と実際     松浦積述 
  昭和7(1932)    77p 
 
  生糸新格付検査方法解説生糸新格付検査方法解説生糸新格付検査方法解説生糸新格付検査方法解説    
    附:生糸格付検査方法条文  肥後俊彦述 
  昭和6(1931)    17p 
 
  横浜取引所受渡生糸横浜取引所受渡生糸横浜取引所受渡生糸横浜取引所受渡生糸    検査及格付法検査及格付法検査及格付法検査及格付法    
    附:紐育生糸相場邦貨換算表 
  〔昭和5(1930)〕    16p  表 
 
横浜生糸輸出業組合横浜生糸輸出業組合横浜生糸輸出業組合横浜生糸輸出業組合 
    生糸ノ輸出統制策ニ就テ生糸ノ輸出統制策ニ就テ生糸ノ輸出統制策ニ就テ生糸ノ輸出統制策ニ就テ 
  昭和7(1932)    17p 
 
横浜蚕糸貿易商同業組合横浜蚕糸貿易商同業組合横浜蚕糸貿易商同業組合横浜蚕糸貿易商同業組合 
  蚕糸之横浜蚕糸之横浜蚕糸之横浜蚕糸之横浜 
  大正15(1928)    211p 
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横浜蚕糸貿易商同業組合実行委員横浜蚕糸貿易商同業組合実行委員横浜蚕糸貿易商同業組合実行委員横浜蚕糸貿易商同業組合実行委員 
    蚕糸国策の破壊蚕糸国策の破壊蚕糸国策の破壊蚕糸国策の破壊    
        ----生糸取引所増設反対の趣意書 并に其実行運動の 
   顛末報告- 
  昭和3(1928)    24p 
    [横浜貿易協会実行委員,横浜商工会議所実行委員 
     横浜実業組合連合会実行委員共編]                   
 
横浜船渠株式会社横浜船渠株式会社横浜船渠株式会社横浜船渠株式会社 
    我社に実施せる合理的賃銀制度我社に実施せる合理的賃銀制度我社に実施せる合理的賃銀制度我社に実施せる合理的賃銀制度 
  昭和4(1929)    16p 
 
横浜市横浜市横浜市横浜市 
    暹羅並馬来半島市場調査報告書暹羅並馬来半島市場調査報告書暹羅並馬来半島市場調査報告書暹羅並馬来半島市場調査報告書 
  昭和12(1937)    69p 
 
  産業の横浜産業の横浜産業の横浜産業の横浜 
  昭和5(1930)    地図 
 
 横浜復興誌横浜復興誌横浜復興誌横浜復興誌    第四編 
  昭和7(1932)    29,909p  写真 
 
 横浜市家内工業調査委員会誌横浜市家内工業調査委員会誌横浜市家内工業調査委員会誌横浜市家内工業調査委員会誌 
  昭和4(1929)    512p 
 
  輸出補償制度に就て輸出補償制度に就て輸出補償制度に就て輸出補償制度に就て 
  〔昭和11(1936)〕    16p 
 
横浜市中央卸売市場横浜市中央卸売市場横浜市中央卸売市場横浜市中央卸売市場 
 横浜市中央卸売市場関係諸規程横浜市中央卸売市場関係諸規程横浜市中央卸売市場関係諸規程横浜市中央卸売市場関係諸規程 
  〔昭和  〕     156p 
 
横浜市第一隣保館横浜市第一隣保館横浜市第一隣保館横浜市第一隣保館     
 隣保事業資料隣保事業資料隣保事業資料隣保事業資料 
  第 2輯 隣保事業の概念隣保事業の概念隣保事業の概念隣保事業の概念 
   大正15(1926)    35p 
 
 隣保資料隣保資料隣保資料隣保資料 
  第 1輯 事業概覧事業概覧事業概覧事業概覧 
   昭和3(1928)    48p 
 
横浜市土木局横浜市土木局横浜市土木局横浜市土木局     
 横浜港横浜港横浜港横浜港 
  昭和9(1934)    82p  地図 
 
 横浜市町界町名字界字名変更改称地番整理調書横浜市町界町名字界字名変更改称地番整理調書横浜市町界町名字界字名変更改称地番整理調書横浜市町界町名字界字名変更改称地番整理調書 
  昭和3(1928)    368p 
 
横浜市勧業課横浜市勧業課横浜市勧業課横浜市勧業課                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    商工講演集商工講演集商工講演集商工講演集 
  第 2輯 ロンドンに於ける小売商と其金融機関ロンドンに於ける小売商と其金融機関ロンドンに於ける小売商と其金融機関ロンドンに於ける小売商と其金融機関    
             柴田丈夫述 
   昭和5(1930)    34p 
 
  横浜に於ける金魚の養殖及輸出状況横浜に於ける金魚の養殖及輸出状況横浜に於ける金魚の養殖及輸出状況横浜に於ける金魚の養殖及輸出状況 
  昭和9(1934)    48p  図 
 
 横浜に於ける桃の生産並販売状況横浜に於ける桃の生産並販売状況横浜に於ける桃の生産並販売状況横浜に於ける桃の生産並販売状況 

  昭和5(1930)    34p 
 
  横浜に於ける西洋野菜の生産並販売状況横浜に於ける西洋野菜の生産並販売状況横浜に於ける西洋野菜の生産並販売状況横浜に於ける西洋野菜の生産並販売状況 
  昭和7(1932)    60p  図 
 
 横浜市の水産横浜市の水産横浜市の水産横浜市の水産 
  昭和11(1936)    54p 
 
横浜市港湾部横浜市港湾部横浜市港湾部横浜市港湾部     
 横浜港概要横浜港概要横浜港概要横浜港概要 
  昭和5(1930)    75p 
 
     横浜の港湾横浜の港湾横浜の港湾横浜の港湾 
  昭和2(1927)    49p  地図 図 
  昭和4(1929)    71p  地図 図 
 
横浜市教育横浜市教育横浜市教育横浜市教育研究会研究会研究会研究会     
 教育研究紀要教育研究紀要教育研究紀要教育研究紀要 第4輯,第11輯 
  大正14(1925)-昭和8(1932)    2冊 
 
横浜市産業部横浜市産業部横浜市産業部横浜市産業部                                                                                                                                                                                                                
  横浜市貿易金融関係諸規程横浜市貿易金融関係諸規程横浜市貿易金融関係諸規程横浜市貿易金融関係諸規程 
  昭和14(1935)    34p 
 
横浜市社会課横浜市社会課横浜市社会課横浜市社会課                                                                                                                                                                                                                
    横浜港仲仕労働事情調査横浜港仲仕労働事情調査横浜港仲仕労働事情調査横浜港仲仕労働事情調査 
  昭和9(1934)    74p 
 
  横浜市営住宅ニ関スル資料横浜市営住宅ニ関スル資料横浜市営住宅ニ関スル資料横浜市営住宅ニ関スル資料 
  第 1輯 復興途上ニ在ル横浜市営住宅トソノ住復興途上ニ在ル横浜市営住宅トソノ住復興途上ニ在ル横浜市営住宅トソノ住復興途上ニ在ル横浜市営住宅トソノ住    
                                                宅政策宅政策宅政策宅政策 
   大正14(1925)    33p 
 
    第 2輯 授産事業ノ効果授産事業ノ効果授産事業ノ効果授産事業ノ効果 
   大正15(1926)    23,22p 
 
横浜市商工課横浜市商工課横浜市商工課横浜市商工課     
 横浜市工業者名鑑横浜市工業者名鑑横浜市工業者名鑑横浜市工業者名鑑 大正14年12月末日現在 
  昭和2(1927)    335p 
 
横浜商業会議所調査部横浜商業会議所調査部横浜商業会議所調査部横浜商業会議所調査部 
 調査資料調査資料調査資料調査資料  
  第 1輯 内国貿易ニ於ケル横浜港ノ地位内国貿易ニ於ケル横浜港ノ地位内国貿易ニ於ケル横浜港ノ地位内国貿易ニ於ケル横浜港ノ地位 
   大正15(1926)    12p 
 
    第 4輯 横浜港重要貿易品解説横浜港重要貿易品解説横浜港重要貿易品解説横浜港重要貿易品解説((((其其其其1)1)1)1)    
                                                ----生糸,絹織物- 
    昭和2(1927)    37p 
 
    第 5輯 横浜港重要貿易品解説横浜港重要貿易品解説横浜港重要貿易品解説横浜港重要貿易品解説((((其其其其2)2)2)2)    ----麻真田- 
    昭和2(1927)    16p 
 
    第 6輯 横浜市工業概況横浜市工業概況横浜市工業概況横浜市工業概況 
    昭和2(1927)    30p 
 
    第 7輯  横浜港重要貿易品解説横浜港重要貿易品解説横浜港重要貿易品解説横浜港重要貿易品解説((((其其其其3)3)3)3)    
                                                ----薄荷脳  附：薄荷油,薄荷玉- 
    昭和2(1927)    24p 
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    第 8輯 製糸金融の現況製糸金融の現況製糸金融の現況製糸金融の現況 
   昭和2(1927)    34p 
 
    第 9輯 生糸生産の概況生糸生産の概況生糸生産の概況生糸生産の概況 
      昭和2(1927)    54p 
 
    第10輯 横浜港重要貿易品解説横浜港重要貿易品解説横浜港重要貿易品解説横浜港重要貿易品解説((((其其其其4)4)4)4)    ----絶縁電線- 
   昭和2(1927)    20p 
 
  南洋印度貿易ニ関スル資料南洋印度貿易ニ関スル資料南洋印度貿易ニ関スル資料南洋印度貿易ニ関スル資料 
  〔   〕      8p 
 
横浜商業会議所横浜商業会議所横浜商業会議所横浜商業会議所,,,,横浜輸出協会横浜輸出協会横浜輸出協会横浜輸出協会         
 最近のバルカン経済事情に就て最近のバルカン経済事情に就て最近のバルカン経済事情に就て最近のバルカン経済事情に就て     松山晋二郎講演 
  大正15(1926)    42p 
 
横浜正金銀行横浜正金銀行横浜正金銀行横浜正金銀行 
    外国為替管理法及関係命令外国為替管理法及関係命令外国為替管理法及関係命令外国為替管理法及関係命令 
  昭和12年 7月 昭和12(1937)    81p 
    昭和12年12月 昭和12(1937)    95p 
    昭和13年10月 昭和13(1938)    98p 
 
横浜正金銀行調査部横浜正金銀行調査部横浜正金銀行調査部横浜正金銀行調査部     
 調査報告調査報告調査報告調査報告 
  第122号 満州国の農産物統制機構満州国の農産物統制機構満州国の農産物統制機構満州国の農産物統制機構 
   昭和16(1941)    67p 
 
    第124号 独逸併合地及占領地の通貨工作独逸併合地及占領地の通貨工作独逸併合地及占領地の通貨工作独逸併合地及占領地の通貨工作 
   昭和16(1941)    75p 
 
    第125号 仏印現勢仏印現勢仏印現勢仏印現勢 
   昭和16(1941)    39p 
 
    第126号 印度幣制概説印度幣制概説印度幣制概説印度幣制概説 
   昭和16(1941)    115p 
 
  第127号 満州国特殊会社制度に就満州国特殊会社制度に就満州国特殊会社制度に就満州国特殊会社制度に就てててて 
   昭和17(1942)    160p 
 
    第128号 大東亜共栄圏諸地域に於ける貨幣金融大東亜共栄圏諸地域に於ける貨幣金融大東亜共栄圏諸地域に於ける貨幣金融大東亜共栄圏諸地域に於ける貨幣金融    
                                                    為替貿易の概要為替貿易の概要為替貿易の概要為替貿易の概要 
      昭和17(1942)    222p 
 
    第130号 満州に於ける北支労働者及労働統制に満州に於ける北支労働者及労働統制に満州に於ける北支労働者及労働統制に満州に於ける北支労働者及労働統制に    
                                                    就て就て就て就て 
   昭和17(1942)    45p 
 
    第131号 比律賓に於ける銀行発達史比律賓に於ける銀行発達史比律賓に於ける銀行発達史比律賓に於ける銀行発達史    
             宇佐美信郎著 
   昭和17(1942)    31p 
 
    第133号 北部ボルネオ事情北部ボルネオ事情北部ボルネオ事情北部ボルネオ事情  細川謙一調査 
   昭和17(1942)    38p 
 
    第137号 英独を中心としたる国際貸借上に於け英独を中心としたる国際貸借上に於け英独を中心としたる国際貸借上に於け英独を中心としたる国際貸借上に於け    
                                                    る各国地位の変遷る各国地位の変遷る各国地位の変遷る各国地位の変遷 
   昭和18(1943)    44p 

      原書名：International Debtor Creditor 
              Relationship.[国際決済銀行第12年 
              次報告（1941年4月-1942年3月）第4章] 
 
    第138号 興農合作社に就て興農合作社に就て興農合作社に就て興農合作社に就て        藤原慶三著 
   昭和18(1943)    62p 
 
    第139号 蘭印財政通観蘭印財政通観蘭印財政通観蘭印財政通観     郡山俊久著 
   昭和18(1943)    89p 
 
    第140号 印度支那銀行論印度支那銀行論印度支那銀行論印度支那銀行論  糸井弘之著 
   昭和18(1943)    37p 
 
    第141号 泰国の通貨･金融史概説泰国の通貨･金融史概説泰国の通貨･金融史概説泰国の通貨･金融史概説        新保茂樹著 
   昭和18(1943)    61p 
 
    第143号    戦前緬甸農産物の貿易需給関係戦前緬甸農産物の貿易需給関係戦前緬甸農産物の貿易需給関係戦前緬甸農産物の貿易需給関係    

           得能次郎著 
   昭和18(1943)    44p 
 
    第145号 戦前緬甸産業の相貌戦前緬甸産業の相貌戦前緬甸産業の相貌戦前緬甸産業の相貌     畔柳恒春著 
   昭和18(1943)    55p 
 
  調査資料調査資料調査資料調査資料 
  第50号 蘭印経済界の情勢蘭印経済界の情勢蘭印経済界の情勢蘭印経済界の情勢    ----第113回(1940年度) 
            爪哇銀行年次報告全訳- 
   昭和17(1942)    128p 
      原書名：Annual Report of the Java Bank 
              1940/1941. 
 
    第51号 ファクトライ史ファクトライ史ファクトライ史ファクトライ史 
   昭和17(1942)    86p 
      原書名：A Brief History of the Netherlands 
              Trading Society 1824-1924. 
 
    第52号 南方経済建設方策南方経済建設方策南方経済建設方策南方経済建設方策    
                                                ----第79議会を通じて見たる- 
   昭和17(1942)    64p  地図 
 
  第53号 1. 戦後敵国側の通貨及為替機構に関す戦後敵国側の通貨及為替機構に関す戦後敵国側の通貨及為替機構に関す戦後敵国側の通貨及為替機構に関す    
                                                るケインズ案の概要及解説るケインズ案の概要及解説るケインズ案の概要及解説るケインズ案の概要及解説    2. 米国の米国の米国の米国の    
                                                夢想する同盟及連合国平衡基金制案の夢想する同盟及連合国平衡基金制案の夢想する同盟及連合国平衡基金制案の夢想する同盟及連合国平衡基金制案の    
                                                大意大意大意大意        山村保三著 
     昭和18(1943)    31,11p 
 
  正金特報正金特報正金特報正金特報 
  第14号 瑞典の海運界とその将来瑞典の海運界とその将来瑞典の海運界とその将来瑞典の海運界とその将来    

             E.Wetter 著 
   昭和18(1943)    22p 
      原書名：Swedish Shipping and the Future. 
              ("Skandinaviska Banken Aktiebolag" 
               Jan.1943 所載) 
 
    第17号 シヤン連邦通観シヤン連邦通観シヤン連邦通観シヤン連邦通観 
   昭和18(1943)    13枚 
 
    第20号    印度戦時経済管見印度戦時経済管見印度戦時経済管見印度戦時経済管見 
   昭和18(1943)    28p 
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  通報別刷通報別刷通報別刷通報別刷 
  第 1号 南洋諸国通貨事情南洋諸国通貨事情南洋諸国通貨事情南洋諸国通貨事情 
   昭和16(1941)    45p 
      [改訂増補 昭和17(1942)    86p]  
 
横浜正金銀行調査課横浜正金銀行調査課横浜正金銀行調査課横浜正金銀行調査課     
 調査資料調査資料調査資料調査資料 
  第18号 社会主義サウエット共和国連邦商工銀社会主義サウエット共和国連邦商工銀社会主義サウエット共和国連邦商工銀社会主義サウエット共和国連邦商工銀    
                                                行と連邦の工業行と連邦の工業行と連邦の工業行と連邦の工業 
   大正14(1925)    24p 
      原書名：The Commercial and Industrial Bank of 
              the U.S.S.R. and the Industry of the 
              Union.(サウエット連邦商工銀行刊行) 
 
    第19号    蘭領東印度貨幣制度の変遷と其現況蘭領東印度貨幣制度の変遷と其現況蘭領東印度貨幣制度の変遷と其現況蘭領東印度貨幣制度の変遷と其現況    

          井上俊彦著 
   大正15(1926)    93p 
 
    第22号 孟買地金銀市場孟買地金銀市場孟買地金銀市場孟買地金銀市場  Don C.Bliss.Jr. 
      昭和2(1926)    112p 
 
    第23号    蘭領東印度貿易経済統計蘭領東印度貿易経済統計蘭領東印度貿易経済統計蘭領東印度貿易経済統計 
   昭和3(1928)    20p 
 
    第25号 世界主要諸国貨幣制度一覧世界主要諸国貨幣制度一覧世界主要諸国貨幣制度一覧世界主要諸国貨幣制度一覧 
   昭和6(1931)    1枚 
 
   第26号 銀行実務より見たる英国手形法解説銀行実務より見たる英国手形法解説銀行実務より見たる英国手形法解説銀行実務より見たる英国手形法解説        

                 横山隆四郎著 
   昭和6(1931)    172,23p 
 
    第31号 一九三五年修正一九三五年修正一九三五年修正一九三五年修正 米国連邦準備法米国連邦準備法米国連邦準備法米国連邦準備法 
   昭和11(1936)    209p 
 
    第32号 墨西哥共和国に於ける手形法の概要墨西哥共和国に於ける手形法の概要墨西哥共和国に於ける手形法の概要墨西哥共和国に於ける手形法の概要    

             武内繁稿 
   昭和11(1936)    22p 
 
    第36号 各国求償貿易協定概要各国求償貿易協定概要各国求償貿易協定概要各国求償貿易協定概要 
   昭和12(1937)    30p  表 
   原書名：Accords de Compensation. 
             （巴里国際商業会議所刊行） 
 
    第37号    独逸封鎖馬克の種類及利用法独逸封鎖馬克の種類及利用法独逸封鎖馬克の種類及利用法独逸封鎖馬克の種類及利用法    
                                         附：封鎖馬克となる外国人債権分類一覧 
            表 各種封鎖馬克の由来と使用法要覧 
    桜井曜弘訳 
   昭和12(1937)    29,14p 
      原書名：Entstehung und Verwendungsmoglich-  
              keiten der verschiedenen Arten von  
              Reichsmarkguthaben fur Auslander. 
 
    第38号 印度の現状に就て印度の現状に就て印度の現状に就て印度の現状に就て        二宮謙著 
   昭和12(1937)    81p 
 
    第39号 独逸植民地問題独逸植民地問題独逸植民地問題独逸植民地問題    
             ゲー･クルト･ヨハンセン,ハインリッヒ･クラフ 
      ト共著 

   昭和12(1937)    72p 
 
    第40号 埃及主要公社債要項埃及主要公社債要項埃及主要公社債要項埃及主要公社債要項 
   昭和13(1938)    30p 
 
    第41号 埃及手形法埃及手形法埃及手形法埃及手形法((((混合法混合法混合法混合法)))) 
   昭和13(1938)    29p 
 
    第42号 緬甸之対外貿易緬甸之対外貿易緬甸之対外貿易緬甸之対外貿易    
                                            附:物価と景気,物資需給論 
   昭和13(1938)    42p 
      原書名：Burma's External Trade 1927 to 1937. 
              (緬甸 ”貿易通報”初号所載）  
 
    第44号 最近の各国貨幣便覧最近の各国貨幣便覧最近の各国貨幣便覧最近の各国貨幣便覧 
   昭和13(1938)    12p 
 
    第49号 仏領印度支那為替管理法令集仏領印度支那為替管理法令集仏領印度支那為替管理法令集仏領印度支那為替管理法令集    

          奥平俊二訳 
   昭和16(1941)    56p  図 
   原書名：Recueil des Textes Regissant la Cont-  
              role des Changes en Indochine, 1940. 
 
     調査報告調査報告調査報告調査報告 
  第 59号 北満安達事情北満安達事情北満安達事情北満安達事情 
   大正14(1925)    32p 
      [哈爾浜支店調査叢書第4編] 
 
  第 60号 The Investment Trust The Investment Trust The Investment Trust The Investment Trust     小柴保雄著 
    大正15(1926)    19p 
 
    第 61号 奉天票の話奉天票の話奉天票の話奉天票の話        寺村和一著 
    大正15(1926)    40p  図 
 
  第 62号 傳家甸及び其の通貨傳家甸及び其の通貨傳家甸及び其の通貨傳家甸及び其の通貨        公門仲著 
    大正15(1926)    24p 
      [哈爾浜支店調査叢書第7編] 
 
  第 66号 大連を中心として見たる満州の金融大連を中心として見たる満州の金融大連を中心として見たる満州の金融大連を中心として見たる満州の金融,,,,    
                                                    為替為替為替為替,,,,貿易貿易貿易貿易 
    昭和2(1927)    124p 
 
    第 70号 米国に於ける外債市場と日本公社債に米国に於ける外債市場と日本公社債に米国に於ける外債市場と日本公社債に米国に於ける外債市場と日本公社債に    
                                                    就て就て就て就て     中山與四郎著 
   昭和3(1928)    41p  表18 
 
   第 72号 本邦金融の季節関係本邦金融の季節関係本邦金融の季節関係本邦金融の季節関係  田中瑞穂著 
   昭和3(1928)    52p 
 
    第 77号 米国に於ける国内商取引の決済方法と米国に於ける国内商取引の決済方法と米国に於ける国内商取引の決済方法と米国に於ける国内商取引の決済方法と    
                                                    其金融其金融其金融其金融  竹下松次郎著 
   昭和5(1930)    13p 
 
    第 81号 本邦貿易の数量並に単価統計法本邦貿易の数量並に単価統計法本邦貿易の数量並に単価統計法本邦貿易の数量並に単価統計法    

              田中瑞穂著 
   昭和6(1931)    30p 
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    第 92号 英印比率問題の歴史的背景英印比率問題の歴史的背景英印比率問題の歴史的背景英印比率問題の歴史的背景    
                                                    ----コングレスの転向と実現の可能性- 

     海老原竹之助著    
    昭和9(1934)    15p 
 
    第102号  湖北の棉花湖北の棉花湖北の棉花湖北の棉花     五島利一著 
   昭和11(1936)    29p 
 
    第103号 緬甸産業事情及び緬甸米輸出状況緬甸産業事情及び緬甸米輸出状況緬甸産業事情及び緬甸米輸出状況緬甸産業事情及び緬甸米輸出状況 
   昭和12(1937)    63p 
 
    第104号 新緬甸様相新緬甸様相新緬甸様相新緬甸様相     新井眞次著 
   昭和12(1937)    54p 
 
    第105号 各国為替管理及貿易制限各国為替管理及貿易制限各国為替管理及貿易制限各国為替管理及貿易制限 
   昭和12(1937)    213p 
 
    第106号 玩具玩具玩具玩具     矢代武雄著 
   昭和13(1938)    69p 
 
    第107号 米国に於ける公債免税廃止問題米国に於ける公債免税廃止問題米国に於ける公債免税廃止問題米国に於ける公債免税廃止問題    
          松本修一,小野英輔共著 
   昭和13(1938)    22p 
 
    第110号 加州石油を中心とせる米国石油業概観加州石油を中心とせる米国石油業概観加州石油を中心とせる米国石油業概観加州石油を中心とせる米国石油業概観    
          柴田辰一著 
   昭和13(1938)    58p  表 
 
  第113号 本邦の輸出組合本邦の輸出組合本邦の輸出組合本邦の輸出組合     橋本清著 
   昭和14(1939)    100p 
 
    第114号 汎米会議汎米会議汎米会議汎米会議     武田重吉著 
   昭和14(1939)    30p 
 
    第115号    大連読本大連読本大連読本大連読本  神野正雄著 
   昭和14(1939)    38p 
 
    第116号 各国為替管理の解説各国為替管理の解説各国為替管理の解説各国為替管理の解説        名和田政一著 
   昭和14(1939)    78p 
 
    第117号 ｢スカンヂナヴィア｣諸国一般事情｢スカンヂナヴィア｣諸国一般事情｢スカンヂナヴィア｣諸国一般事情｢スカンヂナヴィア｣諸国一般事情    
          高山勝秀著 
   昭和15(1940)    147p 
 
    第118号 ブラジルにブラジルにブラジルにブラジルに於ける金融組織於ける金融組織於ける金融組織於ける金融組織    
             椎木文也著 
   昭和15(1940)    36p 
 
    第119号    伯国産業貿易事情伯国産業貿易事情伯国産業貿易事情伯国産業貿易事情  椎木文也著 
   昭和15(1940)    405p  表 
 
  第121号 満州綿業の概観満州綿業の概観満州綿業の概観満州綿業の概観  石原実著 
   昭和16(1941)    37p 
 
横浜正金銀行頭取席調査部横浜正金銀行頭取席調査部横浜正金銀行頭取席調査部横浜正金銀行頭取席調査部 
 調査報告調査報告調査報告調査報告 
  第129号 英国の戦時金融為替政策英国の戦時金融為替政策英国の戦時金融為替政策英国の戦時金融為替政策 
   昭和17(1942)    112p 

 
    第132号 豪州経済問題豪州経済問題豪州経済問題豪州経済問題  竹下松次郎著 
   昭和17(1942)    33p 
 
    第134号 戦戦戦戦前に於ける比島の財政･金融･通貨･前に於ける比島の財政･金融･通貨･前に於ける比島の財政･金融･通貨･前に於ける比島の財政･金融･通貨･    
                                                    貿易一般貿易一般貿易一般貿易一般 
   昭和18(1943)    59p 
 
    第135号 戦時下米国の国債消化問題戦時下米国の国債消化問題戦時下米国の国債消化問題戦時下米国の国債消化問題    
             磐瀬太郎著 
   昭和17(1942)    66p  表 
 
横浜正金銀行頭取席調査課横浜正金銀行頭取席調査課横浜正金銀行頭取席調査課横浜正金銀行頭取席調査課 
 調査報告調査報告調査報告調査報告 
  第63号 生糸貿易と外国為替生糸貿易と外国為替生糸貿易と外国為替生糸貿易と外国為替    
          白井啓二郎,松田昌寿著 
   大正15(1926)    100p 
 
    第64号 阿弗利加視察報告書阿弗利加視察報告書阿弗利加視察報告書阿弗利加視察報告書  海上浩著 
   大正15(1926)    51,40,47,12p 
 
    第65号 米国戦時対外債権整理問題米国戦時対外債権整理問題米国戦時対外債権整理問題米国戦時対外債権整理問題    
          酒井忠英著 
   大正15(1926)    132p 
 
    第68号 爪哇に於けるカツサバ及其の製品爪哇に於けるカツサバ及其の製品爪哇に於けるカツサバ及其の製品爪哇に於けるカツサバ及其の製品    
          高比良健次著 
   昭和2(1927)    36p      [商品研究第9編] 
 
  第69号 開原糧穀取引事情開原糧穀取引事情開原糧穀取引事情開原糧穀取引事情  須賀勝知著 
   昭和3(1928)    83p 
 
    第74号 波斯経済事情波斯経済事情波斯経済事情波斯経済事情  二關壽郎著 
   昭和4(1929)    131p 
 
    第75号 紐育『ブローカースローン』に就て紐育『ブローカースローン』に就て紐育『ブローカースローン』に就て紐育『ブローカースローン』に就て    
                                            米国に於ける米国に於ける米国に於ける米国に於けるFactorFactorFactorFactorに就てに就てに就てに就て 
   清水五郎,平柳安行共著 
   昭和4(1929)    29p 
 
    第76号 スマトラ事情スマトラ事情スマトラ事情スマトラ事情    附:貿易港としてのメダ 
             ンの地位  宇野總七著 
   昭和5(1930)    65p 
 
    第79号 松花江に就て松花江に就て松花江に就て松花江に就て     宗岡保太郎著 
   昭和6(1931)    26p 
 
    第80号 重要商品の国際市場重要商品の国際市場重要商品の国際市場重要商品の国際市場    
                                                ----棉花,小麦,砂糖,珈琲及護謨- 
   昭和6(1931)    352p      [商品研究第10篇] 
 
  第82号 輸出貿易輸出貿易輸出貿易輸出貿易を中心として見たるレーヨンを中心として見たるレーヨンを中心として見たるレーヨンを中心として見たるレーヨン    
                                                問題概観問題概観問題概観問題概観 
   昭和6(1931)    83p      [商品研究第12篇] 
 
  第83号 阿弗利加西部海岸視察報告書阿弗利加西部海岸視察報告書阿弗利加西部海岸視察報告書阿弗利加西部海岸視察報告書 
   昭和7(1932)    490p 
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    第84号 兵庫県に於ける綿製靴下と百四靴下の兵庫県に於ける綿製靴下と百四靴下の兵庫県に於ける綿製靴下と百四靴下の兵庫県に於ける綿製靴下と百四靴下の    
                                                統制に就いて統制に就いて統制に就いて統制に就いて    支那漆に就いて支那漆に就いて支那漆に就いて支那漆に就いて     
   伊藤宏一,真鍋勝共著 
   昭和7(1932)    34,14p  
      [商品研究第14号] 
 
  第86号 齋克齋克齋克齋克,,,,四四四四,,,,昂鉄道沿線経済事情昂鉄道沿線経済事情昂鉄道沿線経済事情昂鉄道沿線経済事情    
                                         附:吉会鉄道終端港の現状に就て 
     西村晃文著 
   昭和7(1932)    167p 
 
    第87号 米比間自由通商貿易問題と比律賓群島米比間自由通商貿易問題と比律賓群島米比間自由通商貿易問題と比律賓群島米比間自由通商貿易問題と比律賓群島    
                                                国際貿易の趨勢に就て国際貿易の趨勢に就て国際貿易の趨勢に就て国際貿易の趨勢に就て        二宮謙著 
   昭和7(1932)    87p 
 
    第88号 印度の金流出に就て印度の金流出に就て印度の金流出に就て印度の金流出に就て     萩原貞雄著 
   昭和8(1933)    84p  表 
 
  第89号 伯国幣制と貨幣史の梗概伯国幣制と貨幣史の梗概伯国幣制と貨幣史の梗概伯国幣制と貨幣史の梗概    
          名和田政一著 
   昭和8(1933)    46p 
 
    第90号 戦後の｢磅｣為替安定史戦後の｢磅｣為替安定史戦後の｢磅｣為替安定史戦後の｢磅｣為替安定史   高原輔著 
   昭和8(1933)    281p  
      [為替安定の研究第4編] 
 
  第 91号 天津に於ける小切手の法律関係と商習天津に於ける小切手の法律関係と商習天津に於ける小切手の法律関係と商習天津に於ける小切手の法律関係と商習    
                                                    慣慣慣慣        松田昌壽著 
   昭和8(1933)    100p 
 
    第 93号 輸出関係の輸出関係の輸出関係の輸出関係の Rags  Rags  Rags  Rags 及及及及 Wastes  Wastes  Wastes  Wastes に就てに就てに就てに就て    
          新宅忠作著 
   昭和9(1934)    64p 
 
    第 94号 天津を中心としたる支那及満州国羊毛天津を中心としたる支那及満州国羊毛天津を中心としたる支那及満州国羊毛天津を中心としたる支那及満州国羊毛    
                                                    に就てに就てに就てに就て     安藤茂著 
   昭和10(1935)    59p 
 
    第 95号 パレスタインの近情パレスタインの近情パレスタインの近情パレスタインの近情    シリアの近情シリアの近情シリアの近情シリアの近情    
                                                希臘及近東地方見聞雑録希臘及近東地方見聞雑録希臘及近東地方見聞雑録希臘及近東地方見聞雑録 
   昭和10(1935)    73p 
 
    第 96号 英領馬来に於ける重要資源の調査英領馬来に於ける重要資源の調査英領馬来に於ける重要資源の調査英領馬来に於ける重要資源の調査    
             金子義雄著 
   昭和10(1935)    69p 
 
    第 97号 スダンスダンスダンスダン(Sudan)(Sudan)(Sudan)(Sudan)経済事情経済事情経済事情経済事情     藤崎義幸著 
   昭和10(1935)    54p 
 
    第 98号 イラクイラクイラクイラク(Iraq)(Iraq)(Iraq)(Iraq)経済事情経済事情経済事情経済事情        藤崎義幸著 
   昭和10(1935)    50p 
 
    第100号 北満の小麦並に製粉業に就て北満の小麦並に製粉業に就て北満の小麦並に製粉業に就て北満の小麦並に製粉業に就て    長江流長江流長江流長江流    
                            域に於ける桐油事情域に於ける桐油事情域に於ける桐油事情域に於ける桐油事情        多田勇著 
   昭和11(1936)    91p 
 
    第109号 倫敦商品市場倫敦商品市場倫敦商品市場倫敦商品市場     河内寛次著 
   昭和13(1938)    93p 

 
    第111号 米国航空工業に就いて米国航空工業に就いて米国航空工業に就いて米国航空工業に就いて     小野英輔著 
   昭和13(1938)    40p 
 
    第112号    英国銀行制度英国銀行制度英国銀行制度英国銀行制度 
   昭和13(1938)    4,67p 
 
 調査資料調査資料調査資料調査資料  
    第43号 緬甸之将来緬甸之将来緬甸之将来緬甸之将来    前編前編前編前編 エフ･ビー･リーチ著 
      昭和13(1938)    80p 
      原書名:The Future of Burma,by F.B.Leach. 
 
    第45号 緬甸之将来緬甸之将来緬甸之将来緬甸之将来    後編後編後編後編  エフ･ビー･リーチ著 
      昭和13(1938)  100p 
      原書名:The Future of Burma,by F.B.Leach. 
 
横浜商工会議所横浜商工会議所横浜商工会議所横浜商工会議所 
    亜爾然丁の最近経済事情並に日亜貿易に就て亜爾然丁の最近経済事情並に日亜貿易に就て亜爾然丁の最近経済事情並に日亜貿易に就て亜爾然丁の最近経済事情並に日亜貿易に就て    
  内山岩太郎講演 
  昭和5(1930)    17p 
 
  貿易業整備ニ関スル資料貿易業整備ニ関スル資料貿易業整備ニ関スル資料貿易業整備ニ関スル資料 第2輯 
  昭和17(1942)    34p 
 
  中小商工業経営の合理化に就て中小商工業経営の合理化に就て中小商工業経営の合理化に就て中小商工業経営の合理化に就て  柿木利一述 
  昭和5(1930)    14p 
 
  外国為替管理法に就て外国為替管理法に就て外国為替管理法に就て外国為替管理法に就て     青木一男講演 
  昭和8(1933)    53p 
 
     京浜運河に関する協議会京浜運河に関する協議会京浜運河に関する協議会京浜運河に関する協議会 
  昭和11(1936)    59p 
 
  金銭債務臨時調停法ニ就テ金銭債務臨時調停法ニ就テ金銭債務臨時調停法ニ就テ金銭債務臨時調停法ニ就テ     長島毅講演 
  昭和7(1932)    14p 
 
  交易営団に関する資料交易営団に関する資料交易営団に関する資料交易営団に関する資料  山口喬講演 
  昭和18(1943)    27p 
 
  波蘭経済事情に就て波蘭経済事情に就て波蘭経済事情に就て波蘭経済事情に就て 
  昭和3(1928)    30p 
 
  臨時資金調整法解説臨時資金調整法解説臨時資金調整法解説臨時資金調整法解説     有吉忠一講演 
  昭和12(1937)    40p 
 
  産産産産業合理局の事業業合理局の事業業合理局の事業業合理局の事業     中島久萬吉,山下與家講演 
  昭和6(1931)    26p 
 
  横浜地方に於ける半転業に就て横浜地方に於ける半転業に就て横浜地方に於ける半転業に就て横浜地方に於ける半転業に就て 
  昭和16(1941)    27p 
 
 横浜に於ける中小工業横浜に於ける中小工業横浜に於ける中小工業横浜に於ける中小工業    昭和5年末現在 
     昭和6(1931)    448p 
 
  横浜市商店街に関する調査横浜市商店街に関する調査横浜市商店街に関する調査横浜市商店街に関する調査 
  昭和12(1937)    139p 
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  横浜商工経済叢書横浜商工経済叢書横浜商工経済叢書横浜商工経済叢書 
  第 2輯 酒類調味料酒類調味料酒類調味料酒類調味料,,,,菓子小売商の実態菓子小売商の実態菓子小売商の実態菓子小売商の実態    
                                                ----横浜市小売業実態調査報告- 
    西川三次郎著 
      昭和18(1943)    38p 
 
   第 3輯 貴金属時計貴金属時計貴金属時計貴金属時計,,,,金物金物金物金物,,,,陶磁器小売商の実態陶磁器小売商の実態陶磁器小売商の実態陶磁器小売商の実態    
                                                ----横浜市小売業実態調査報告- 
   竹内徳治等著 
   昭和18(1943)    24p 
 
    第 4輯 荒物雑貨荒物雑貨荒物雑貨荒物雑貨,,,,板硝子小売商の実態板硝子小売商の実態板硝子小売商の実態板硝子小売商の実態    
                                                ----横浜市小売業実態調査報告- 
    小菅信義，藤原薫共著 
      昭和18(1943)    32p 
 
    第 5輯 婦人子供服商婦人子供服商婦人子供服商婦人子供服商,,,,糸綿糸綿糸綿糸綿,,,,綿寝具商の実態綿寝具商の実態綿寝具商の実態綿寝具商の実態    
                                                ----横浜市小売業実態調査報告- 
    西川三次郎著 
      昭和18(1943)    30p 
 
  税制改革に対する意見税制改革に対する意見税制改革に対する意見税制改革に対する意見 
  昭和11(1936)    40p 
 
横浜商工会議所調査部横浜商工会議所調査部横浜商工会議所調査部横浜商工会議所調査部        
    調査資料調査資料調査資料調査資料 
  第11輯 本邦輸出絹織物に就て本邦輸出絹織物に就て本邦輸出絹織物に就て本邦輸出絹織物に就て 
   昭和3(1928)    56p 
 
    第12輯 支那の動乱と対支貿易支那の動乱と対支貿易支那の動乱と対支貿易支那の動乱と対支貿易 
   昭和3(1928)    43p 
 
    第13輯 輸出生糸の諸問題輸出生糸の諸問題輸出生糸の諸問題輸出生糸の諸問題 
   昭和3(1928)    37p 
 
  第14輯 横浜港重要貿易品解説横浜港重要貿易品解説横浜港重要貿易品解説横浜港重要貿易品解説((((其其其其5)5)5)5)    ----蟹缶詰- 
   昭和3(1928)    25p 
 
横浜商工会議所調査課横浜商工会議所調査課横浜商工会議所調査課横浜商工会議所調査課    
        大東亜共栄圏資源図絵大東亜共栄圏資源図絵大東亜共栄圏資源図絵大東亜共栄圏資源図絵 
  第 1輯 満州帝国篇満州帝国篇満州帝国篇満州帝国篇 
   昭和16(1941)    180p 
 
   第 2輯 蘭領東印度篇蘭領東印度篇蘭領東印度篇蘭領東印度篇 附:葡領チモール篇 
   昭和16(1941)    236,29p 
 
横浜商工会議所横浜商工会議所横浜商工会議所横浜商工会議所,,,,横浜市商工奨励館横浜市商工奨励館横浜市商工奨励館横浜市商工奨励館 
 商工奨励館資料商工奨励館資料商工奨励館資料商工奨励館資料 
  第 1輯 執務提要の作り方執務提要の作り方執務提要の作り方執務提要の作り方    文書整理法文書整理法文書整理法文書整理法    
             淵時智講演 
   昭和5(1930)    32p 
 
    第 2輯 麦酒生産と貿易麦酒生産と貿易麦酒生産と貿易麦酒生産と貿易 
   昭和5(1930)    36p 
 
    第 3輯 除虫菊に就いて除虫菊に就いて除虫菊に就いて除虫菊に就いて 
   昭和5(1930)    65p 
 

    第 5輯 水晶水晶水晶水晶 
   昭和6(1931)    21p 
 
    第 6輯 ペルシャ事情ペルシャ事情ペルシャ事情ペルシャ事情         三橋博二講演 
   昭和7(1932)    14p 
 
    第 8輯 中南米諸国向輸出貨物の領事手続一般中南米諸国向輸出貨物の領事手続一般中南米諸国向輸出貨物の領事手続一般中南米諸国向輸出貨物の領事手続一般    
                                                ((((上編）上編）上編）上編） 
   〔昭和9(1934)〕    75p 
 
    第 9輯    中南米諸国向輸出貨物の領事手続一般中南米諸国向輸出貨物の領事手続一般中南米諸国向輸出貨物の領事手続一般中南米諸国向輸出貨物の領事手続一般    
                                                ((((下編）下編）下編）下編） 
   〔昭和9(1934)〕    80p 
 
    第10輯 中南米諸国向輸出貨物の領事手続一般中南米諸国向輸出貨物の領事手続一般中南米諸国向輸出貨物の領事手続一般中南米諸国向輸出貨物の領事手続一般    
                                            改版 
      昭和10(1935)    155p 
 
横浜取引所横浜取引所横浜取引所横浜取引所 
 第三者格付に依る売買取引を横浜生糸清算市場に第三者格付に依る売買取引を横浜生糸清算市場に第三者格付に依る売買取引を横浜生糸清算市場に第三者格付に依る売買取引を横浜生糸清算市場に    
        実施す実施す実施す実施す 
  〔昭和6(1931)〕    7p 
 
  生糸清算市場の利用生糸清算市場の利用生糸清算市場の利用生糸清算市場の利用 
  昭和10(1935)    42p 
 
  横浜取引所生糸受渡規程横浜取引所生糸受渡規程横浜取引所生糸受渡規程横浜取引所生糸受渡規程 昭和6年,昭和7年 
  昭和6(1931)-昭和7(1932)    2冊 
 
  輸出生糸販売統制に反対す輸出生糸販売統制に反対す輸出生糸販売統制に反対す輸出生糸販売統制に反対す,,,,輸出生糸販売統制組合輸出生糸販売統制組合輸出生糸販売統制組合輸出生糸販売統制組合    
        案に就て案に就て案に就て案に就て,,,,何故に当組合は反対するか何故に当組合は反対するか何故に当組合は反対するか何故に当組合は反対するか    
        其具体的理由其具体的理由其具体的理由其具体的理由,,,,輸出生糸販売統制に就て輸出生糸販売統制に就て輸出生糸販売統制に就て輸出生糸販売統制に就て 
    昭和9(1934)    75p 
    [横浜取引所取引員組合 神戸取引所蚕糸部取引 
     員組合 横浜,神戸生糸問屋業組合 横浜,神戸 
     生糸輸出業組合共編] 
 
 輸出生糸販売統制に関する批判輸出生糸販売統制に関する批判輸出生糸販売統制に関する批判輸出生糸販売統制に関する批判  一戸生侯述 
  昭和7(1932)    19p 
 
  輸出生糸販売統制に就て輸出生糸販売統制に就て輸出生糸販売統制に就て輸出生糸販売統制に就て 
  昭和9(1934)    75p 
    [横浜取引所取引員組合 神戸取引所蚕糸部取引 
     員組合 横浜,神戸生糸問屋業組合 横浜,神戸 
     生糸輸出業組合共編] 
 
横浜輸出協会横浜輸出協会横浜輸出協会横浜輸出協会 
 米国経済事情米国経済事情米国経済事情米国経済事情     柏木秀茂述 
  大正15(1926)    31p 
 
  貿易会議案貿易会議案貿易会議案貿易会議案ニ関スル意見書ニ関スル意見書ニ関スル意見書ニ関スル意見書    第第第第1111回回回回 
  大正15(1926)    10p 
 
  墨西哥事情墨西哥事情墨西哥事情墨西哥事情  古谷重綱述 
  大正15(1926)    34p 
 
  南洋に於ける邦人発展の今昔南洋に於ける邦人発展の今昔南洋に於ける邦人発展の今昔南洋に於ける邦人発展の今昔  原文次郎講演 
  大正14(1925)    46p 
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  我が外国貿易と国民経済との関係我が外国貿易と国民経済との関係我が外国貿易と国民経済との関係我が外国貿易と国民経済との関係 
  昭和2(1927)    21p 
 
  横浜港の拡張並京浜運河の計画横浜港の拡張並京浜運河の計画横浜港の拡張並京浜運河の計画横浜港の拡張並京浜運河の計画 
  昭和2(1927)    19p 
 
  輸出貿易振興の一策輸出貿易振興の一策輸出貿易振興の一策輸出貿易振興の一策     大西為市述 
  大正15(1926)    19p 
 
横浜輸出織物加工同業組合横浜輸出織物加工同業組合横浜輸出織物加工同業組合横浜輸出織物加工同業組合 
 北米合衆国及加奈陀の視察報北米合衆国及加奈陀の視察報北米合衆国及加奈陀の視察報北米合衆国及加奈陀の視察報告書告書告書告書 
  昭和5(1930)    21p 
 
横浜税関横浜税関横浜税関横浜税関 
 横浜港勢横浜港勢横浜港勢横浜港勢 
  大正15(1926)    118p  地図 
 
 横浜税関沿革横浜税関沿革横浜税関沿革横浜税関沿革 
  明治35(1902)    530p      [横浜税関月報附録] 
 
横浜税関総務課横浜税関総務課横浜税関総務課横浜税関総務課         
    横浜税関の話横浜税関の話横浜税関の話横浜税関の話 
  昭和7(1932)    19p 
 
読売新聞社読売新聞社読売新聞社読売新聞社 
 日英同盟協約は結局空文歟日英同盟協約は結局空文歟日英同盟協約は結局空文歟日英同盟協約は結局空文歟 
  大正10(1921)    26p 
 
読売新聞社経済部読売新聞社経済部読売新聞社経済部読売新聞社経済部        
        蚕糸業更生策を尋ねて蚕糸業更生策を尋ねて蚕糸業更生策を尋ねて蚕糸業更生策を尋ねて 
  昭和9(1934)    139p 
 
輸出貿易振興調査会輸出貿易振興調査会輸出貿易振興調査会輸出貿易振興調査会 
    輸出貿易振興策輸出貿易振興策輸出貿易振興策輸出貿易振興策 
  大正15(1926)     21p 
 
輸出生糸販売統制調査会輸出生糸販売統制調査会輸出生糸販売統制調査会輸出生糸販売統制調査会 
    輸出生糸販売統制調査会第１回輸出生糸販売統制調査会第１回輸出生糸販売統制調査会第１回輸出生糸販売統制調査会第１回,,,,第２回第２回第２回第２回,,,,第３回総第３回総第３回総第３回総    
        会議事録会議事録会議事録会議事録    第第第第1111輯輯輯輯 
  昭和9(1934)    250p 
 

ＺＺＺＺ    
 
財政経済時報社財政経済時報社財政経済時報社財政経済時報社 
 財政経済時報･産業叢書財政経済時報･産業叢書財政経済時報･産業叢書財政経済時報･産業叢書 
  第 2輯 生糸更正の方途生糸更正の方途生糸更正の方途生糸更正の方途    附:本邦蚕糸業現勢 
   昭和10(1935)    178p 
 
全国株式取引所全国株式取引所全国株式取引所全国株式取引所,,,,同取引員組合連合会同取引員組合連合会同取引員組合連合会同取引員組合連合会 
 限月復旧の必要に就て限月復旧の必要に就て限月復旧の必要に就て限月復旧の必要に就て 
  昭和3(1928)    116p 
 
全国菓子業組合連合会全国菓子業組合連合会全国菓子業組合連合会全国菓子業組合連合会 
 対外貿易ノ上ニ現ハレタ我国ノ菓子産業対外貿易ノ上ニ現ハレタ我国ノ菓子産業対外貿易ノ上ニ現ハレタ我国ノ菓子産業対外貿易ノ上ニ現ハレタ我国ノ菓子産業 
  昭和2(1927)    22p 
 
 

全国経済調査機関連合会全国経済調査機関連合会全国経済調査機関連合会全国経済調査機関連合会 
 彙報別冊彙報別冊彙報別冊彙報別冊 
  第13号 ｢ソヴェート｣連邦概観｢ソヴェート｣連邦概観｢ソヴェート｣連邦概観｢ソヴェート｣連邦概観     緒方整粛講演 
   〔大正15(1926)〕    36p  表 
 
  第32号 第９回定期総会講演会講演集第９回定期総会講演会講演集第９回定期総会講演会講演集第９回定期総会講演会講演集    
             馬場 一 ,林毅陸講演 
   昭和3(1928)    39p 
 
    第33号 百貨店に就て百貨店に就て百貨店に就て百貨店に就て     鈴木梅四郎講演 
   昭和3(1928)    19p 
 
    第34号 産業の合理化と資本主義の前途産業の合理化と資本主義の前途産業の合理化と資本主義の前途産業の合理化と資本主義の前途    
             福田徳三講演 
   昭和4(1929)    38p 
 
    第37号 我国の綿業に就て我国の綿業に就て我国の綿業に就て我国の綿業に就て     井上潔講演 
   昭和4(1929)    21p 
 
    第38号 第拾回定期総会講演会講演集第拾回定期総会講演会講演集第拾回定期総会講演会講演集第拾回定期総会講演会講演集    
             荒城二郎,作田荘一講演 
   昭和4(1929)     48p 
 
    第39号 産業の合理化に就て産業の合理化に就て産業の合理化に就て産業の合理化に就て    松永安左衛門講演 
   昭和4(1929)    30p 
 
    第39号 国際物価指数に就て国際物価指数に就て国際物価指数に就て国際物価指数に就て  小林新講演 
   昭和5(1930)    29p 
 
    第40号 転換期における豪州転換期における豪州転換期における豪州転換期における豪州     矢部利茂講演 
   昭和5(1930)    22p 
 
    第41号    最近の景気変動と其研究法最近の景気変動と其研究法最近の景気変動と其研究法最近の景気変動と其研究法    
                 勝田貞次講演 
   昭和5(1930)    18p 
 
    第42号 創立満１０周年記念講演会講演集創立満１０周年記念講演会講演集創立満１０周年記念講演会講演集創立満１０周年記念講演会講演集 
   昭和5(1930)    42p 
      [堀切善次郎,結城豊太郎講演] 
 
  第43号 景気問題景気問題景気問題景気問題    工業金融に就て工業金融に就て工業金融に就て工業金融に就て    銀価と我銀価と我銀価と我銀価と我    
                                                国の経済関係国の経済関係国の経済関係国の経済関係  飯田清三等講演 
   昭和5(1930)    69p 
      [寶来市松,渡邊精吉郎講演] 
 
  第44号 電力統制と金融問題電力統制と金融問題電力統制と金融問題電力統制と金融問題  出弟次郎述 
    昭和6(1931)    59p 
 
    第45号 財界整理の目標財界整理の目標財界整理の目標財界整理の目標        高橋亀吉述 
   昭和6(1931)    33p 
 
    第46号 戦債賠償問題に就て戦債賠償問題に就て戦債賠償問題に就て戦債賠償問題に就て  津島壽一述 
   昭和6(1931)    29p 
 
    第48号 満蒙問題と時局満蒙問題と時局満蒙問題と時局満蒙問題と時局     建川美次述 
   昭和6(1931)    31p 
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    第49号 英国金本位制停止に就て英国金本位制停止に就て英国金本位制停止に就て英国金本位制停止に就て            
                        田中金司講演 
   昭和5(1930)    29p 
      [｢国民経済雑誌｣第51巻5号に掲載] 
 
    第53号    満蒙の経済問題に就て満蒙の経済問題に就て満蒙の経済問題に就て満蒙の経済問題に就て            
                        高柳松一郎講演 
   昭和7(1932)    18p 
 
    第54号 満州新国家に就て満州新国家に就て満州新国家に就て満州新国家に就て    ソヴェト５ケ年計ソヴェト５ケ年計ソヴェト５ケ年計ソヴェト５ケ年計    
                                                画の実況画の実況画の実況画の実況  花谷正,大竹博吉講演 
   昭和7(1932)    50p 
 
    第55号 最近のアメリカ財界事情最近のアメリカ財界事情最近のアメリカ財界事情最近のアメリカ財界事情    
             下田将美講演 
   昭和7(1932)    23p 
 
    第56号 満蒙の通貨及経済問題満蒙の通貨及経済問題満蒙の通貨及経済問題満蒙の通貨及経済問題 鈴木武雄講演 
   昭和7(1932)    25p 
 
    第58号 計画経済に就て計画経済に就て計画経済に就て計画経済に就て            小島精一講演 
   昭和7(1932)    18p 
 
    第60号 財政金融の前途に就て財政金融の前途に就て財政金融の前途に就て財政金融の前途に就て 大口喜六講演 
   昭和7(1932)    17p 
 
    第61号 我国の為替問題我国の為替問題我国の為替問題我国の為替問題        大島堅造講演 
   昭和8(1933)    27p 
 
    第62号    国家総動員の準備に就て国家総動員の準備に就て国家総動員の準備に就て国家総動員の準備に就て    
                 堀三也講演 
   昭和8(1933)    44p 
 
    第63号 国際経済時感国際経済時感国際経済時感国際経済時感        田中鐵三郎講演 
   昭和8(1933)    24p 
 
    第64号 日本インフレエションと世界経済会議日本インフレエションと世界経済会議日本インフレエションと世界経済会議日本インフレエションと世界経済会議    
                                                とそれからとそれからとそれからとそれから     高島佐一郎講演 
   昭和7(1932)    36p 
 
  第65号 一九三五年への展望一九三五年への展望一九三五年への展望一九三五年への展望  關値郡平講演 
   昭和8(1933)    26p 
 
    第 67号 通商政策の趨向通商政策の趨向通商政策の趨向通商政策の趨向     門野重九郎述 
   昭和9(1934)    14p 
 
    第 68号 最近の外交問題に就て最近の外交問題に就て最近の外交問題に就て最近の外交問題に就て        芦田均講演 
   昭和9(1934)    22p 
 
    第 69号 欧米経済の印象欧米経済の印象欧米経済の印象欧米経済の印象  田中金司講演 
   昭和9(1934)    20p 
 
    第 70号 金利の前途感金利の前途感金利の前途感金利の前途感     高橋亀吉講演 
   昭和9(1934)    25p 
 
    第 71号 極東に於ける露西亜の準備工作極東に於ける露西亜の準備工作極東に於ける露西亜の準備工作極東に於ける露西亜の準備工作    
          芦田均講演 
   昭和9(1934)    21p 

 
  第 72号 世界新市場視察談世界新市場視察談世界新市場視察談世界新市場視察談     下田將美講演 
      昭和9(1934)    30p  
 
  第 74号 第六十四回東京支部会座談会第六十四回東京支部会座談会第六十四回東京支部会座談会第六十四回東京支部会座談会 
   〔昭和10(1935)〕    46p 
 
    第 75号    仏蘭西銀行総裁の更迭を繞りて仏蘭西銀行総裁の更迭を繞りて仏蘭西銀行総裁の更迭を繞りて仏蘭西銀行総裁の更迭を繞りて    
          十亀盛次講演 
   昭和10(1935)    50p 
 
    第 76号 日蘭会商と蘭領印度の情勢日蘭会商と蘭領印度の情勢日蘭会商と蘭領印度の情勢日蘭会商と蘭領印度の情勢    
             木村鋭市講演 
   昭和10(1935)    27p 
 
    第114号 物価指数の作成方法に就て物価指数の作成方法に就て物価指数の作成方法に就て物価指数の作成方法に就て    
          大西清吾,原祐三講演 
   昭和13(1938)    52p 
 
  会員購読外国新聞雑誌表会員購読外国新聞雑誌表会員購読外国新聞雑誌表会員購読外国新聞雑誌表 昭和5年,昭和9年 
  昭和5(1930)-昭和9(1934)    2冊 
    
全国購買組合連合全国購買組合連合全国購買組合連合全国購買組合連合 
    配合肥料の話配合肥料の話配合肥料の話配合肥料の話        廣井愼平述 
  昭和10(1935)    33p 
 
  肥料問題に関する諸名士の意見肥料問題に関する諸名士の意見肥料問題に関する諸名士の意見肥料問題に関する諸名士の意見 
  昭和8(1933)    82p 
 
  硫安の智識硫安の智識硫安の智識硫安の智識  川崎一郎述 
  昭和7(1932)    26p 
 
全国米業者有志全国米業者有志全国米業者有志全国米業者有志 
 生米市場法制定希望の経過生米市場法制定希望の経過生米市場法制定希望の経過生米市場法制定希望の経過 
  大正11(1922)    56p 
 
全国産業団体連合会全国産業団体連合会全国産業団体連合会全国産業団体連合会 
    産連パンフレット産連パンフレット産連パンフレット産連パンフレット 
  第 5輯 退職積立金及退職手当法について退職積立金及退職手当法について退職積立金及退職手当法について退職積立金及退職手当法について 
   昭和11(1936)    91p 
 
全国産業団体連合会事務局全国産業団体連合会事務局全国産業団体連合会事務局全国産業団体連合会事務局         
 産業経済資料産業経済資料産業経済資料産業経済資料 
  第18輯 商店法に関する調査商店法に関する調査商店法に関する調査商店法に関する調査 
   昭和8(1933)    179p  表 
 
  第21輯 労働時間と失業労働時間と失業労働時間と失業労働時間と失業 
   昭和8(1933)    162p 
      原書名：Hours of Work and Unemployment. 
              [国際労働事務局刊｢白色報告書｣]  
 
全国産業組合製糸組合連合会全国産業組合製糸組合連合会全国産業組合製糸組合連合会全国産業組合製糸組合連合会 
 組合製糸パンフレット組合製糸パンフレット組合製糸パンフレット組合製糸パンフレット 
  第 4輯 組合製糸の原料政策組合製糸の原料政策組合製糸の原料政策組合製糸の原料政策     野崎清著 
   昭和12(1937)    48p 
 
    第 5輯 糸連の共同計算販売と其の実績糸連の共同計算販売と其の実績糸連の共同計算販売と其の実績糸連の共同計算販売と其の実績 
   昭和14(1939)    52p 
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  産業組合製糸ニ関スル資料産業組合製糸ニ関スル資料産業組合製糸ニ関スル資料産業組合製糸ニ関スル資料    第第第第1111輯輯輯輯 
  〔昭和9(1934)〕   53p 
 
  産業組合製糸の経営振り産業組合製糸の経営振り産業組合製糸の経営振り産業組合製糸の経営振り    第1輯-第2輯 
  昭和8(1933)-昭和9(1934)    2冊 
 
 産繭処理統制法をめぐる産繭処理統制法をめぐる産繭処理統制法をめぐる産繭処理統制法をめぐる 
  昭和10(1935)    85p 
 
全国産業組合製糸組合連合会全国産業組合製糸組合連合会全国産業組合製糸組合連合会全国産業組合製糸組合連合会,,,,    大日本生糸販売組合連大日本生糸販売組合連大日本生糸販売組合連大日本生糸販売組合連    
合会合会合会合会 
 組合製糸と糸連組合製糸と糸連組合製糸と糸連組合製糸と糸連 
  〔昭和8(1933)〕    29p 
 
全国製糸業組合連合会全国製糸業組合連合会全国製糸業組合連合会全国製糸業組合連合会 
    金沢市に於ける織物･製糸両業者座談会記録金沢市に於ける織物･製糸両業者座談会記録金沢市に於ける織物･製糸両業者座談会記録金沢市に於ける織物･製糸両業者座談会記録 
  昭和9(1934)    23p 
 
  織物･製糸業者懇談会記録織物･製糸業者懇談会記録織物･製糸業者懇談会記録織物･製糸業者懇談会記録 
  昭和9(1934)    36p 
 
  蚕品種に関する研究報告蚕品種に関する研究報告蚕品種に関する研究報告蚕品種に関する研究報告    繭検定に関する意見書繭検定に関する意見書繭検定に関する意見書繭検定に関する意見書 
  昭和10(1935)    17p 
 
  製糸業参考資料製糸業参考資料製糸業参考資料製糸業参考資料 昭和12年版 
  昭和12(1937)    142p 
 
  製糸業参考資料製糸業参考資料製糸業参考資料製糸業参考資料 昭和13年版 
  昭和13(1938)    109p 
 
全国取引所同盟連合会米穀部幹事会全国取引所同盟連合会米穀部幹事会全国取引所同盟連合会米穀部幹事会全国取引所同盟連合会米穀部幹事会  
  米穀法米穀法米穀法米穀法に関する参考資料に関する参考資料に関する参考資料に関する参考資料 上下上下上下上下 
  昭和3(1928)    5,〔1〕,6,127,8,229p 
 
善隣協会善隣協会善隣協会善隣協会 
    善隣叢書善隣叢書善隣叢書善隣叢書 
  第 3巻 新生を歩む内蒙古新生を歩む内蒙古新生を歩む内蒙古新生を歩む内蒙古    
                                                ----内蒙自治は斯うして確立した- 
   昭和9(1934)    70p 
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