
 

 

 

刊刊刊刊        行行行行        のののの        辞辞辞辞    
 
 

                     横浜国立大学経済学部附属貿易文献資料センター長 
                                                       中村 剛治郎 

 
 
 横浜国立大学経済学部の前身である旧制横浜高等商業学校（大正１２年、１９２３年創立）は、日
本を代表する国際貿易港である横浜港を背後にもつこともあって、その創立期から貿易関係の調査研
究を重視し、関連資料を収集してきた。収集資料には、大正末期から昭和１０年代にかけての、日本
の経済・産業に関する資料はもとより、旧植民地関係の貴重な刊行物が広く含まれており、内外の研
究者から高い資料的価値を認められているものが少なくない。 
 １９７８年国立学校施行規則一部改正により設置された横浜国立大学経済学部附属貿易文献資料セ
ンターは、旧制横浜高等商業学校収集資料を引き継ぎ、整理作業を進めてきた。従来作成された資料
目録は、横浜国立大学経済学会発行の『エコノミア』誌上において、第７５号（１９８２年１１月刊）
から第９２号（１９８７年３月刊）にかけて、計１６回にわたって、（１）和文雑誌、（２）朝鮮・台
湾関係、（３）旧満州関係、（４）関東州・旧満州・樺太・南洋関係、（５）国内官公庁・民間研究機関
等刊行物、（６）旧植民地関係補遺版などに分けて整理し、公表されてきた。 
 横浜国立大学経済学部附属貿易文献資料センターは、１９９８年、創設２０周年記念事業の一環と
して、あらためて旧制横浜高等商業学校収集資料目録の改編整理を行うことを決定した。また、貿易
文献資料センターと経済学部教授会は、２０００年から２００１年にかけて、情報化・国際化、大学
改革と外部評価の時代に耐えうる貿易文献資料センターのあり方を求めて検討を重ね、共同研究プロ
ジェクト推進・研究成果発信および研究図書館化・電子化を二本柱とする改革大綱を決定した。 
 このたびの『横浜国立大学経済学部附属貿易文献資料センター所蔵旧制横浜高等商業学校収集資料
目録』の発刊は、貿易文献資料センターの改革を具体化する立場から、研究成果発信機能発揮の第１
弾として取り組まれたものであり、「平成１２年度教育改善推進経費（学長裁量経費）」における経済
学部プロジェクトの一環をなす事業として実現した。 
 単行本として刊行するに当たっては、従来の資料目録整理を基礎にしつつ、新たにアジア経済史専
攻の飯島渉助教授の指導と協力を得て、既刊目録の改編整理をさらに進め、書誌情報の点検補充を行
い、従来の目録整理に入っていなかった１９４１年設置の旧横浜高商太平洋貿易研究所に関わる太平
洋文庫の資料目録等を加えた。また、本目録の内容・構成・意義等についての理解に資するため、飯
島助教授に目録解題を執筆していただいた。 
 今回の目録刊行は、貿易文献資料センターが取り組んできた積年の課題を達成したものであり、遅
ればせながら、学界に対し一つの貢献が出来たものと考える。今後、さらにデータベース化をはかる
などして利用の便を広げていく予定である。 
 最後に、目録原稿作成の実際の作業を担当していただいた貿易文献資料センター関係者の方々のお
名前を記して感謝の意を伝えたい。 
 今回の目録づくりの基礎をなすかつての作業については、林紗千子主任、高澤典子助手、南部知子
助手（いずれもすでに退職されている）。今回の目録原稿整理については、高澤典子助手（２０００年
７月退職まで）、大原有子さん。また、小川さよ子助手、安達佳代助手、２００１年１月新任の藤井佐
和助手についても陰に陽にお世話になった。さらに、横浜国立大学経済学部飯島ゼミの芹澤良子さん、
伊藤順司君、佐藤麻理佳さんにご協力いただいた。 
 

                                                   （２００１年２月２２日記） 
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旧制横浜高等商業学校収集資料について旧制横浜高等商業学校収集資料について旧制横浜高等商業学校収集資料について旧制横浜高等商業学校収集資料について    
 
 

飯島 渉 
 
はじめにはじめにはじめにはじめに    
横浜国立大学経済学部附属貿易文献資料センターは、1923 年に第 11 高等商業学校として開校した旧制

横浜高等商業学校（以下、横浜高商と略す）が第二次大戦以前に収集した大量の図書、地図、重要新聞切り

抜き資料等を保存・公開している。この資料のうち、図書については、すでに、「貿易文献資料センター所蔵目

録」（1）～（16）、横浜国立大学経済学部経済学会『エコノミア』第 75 号（1982 年 11 月）～第 92 号（1987 年 3
月）として、目録を作成し、利用者への便をはかってきた。この結果、こうした資料が内外の研究者に利用され

ることも多くなっている。しかし、この目録は、『エコノミア』に分散して公表されたものであり、また、貿易文献資

料センターが所蔵している横浜高商資料である太平洋文庫や重要新聞切り抜き資料等の整理がすんでいな

かったため、所蔵資料を系統的に把握しにくいという憾みがあった。 
そこで、太平洋文庫等の図書、重要新聞切り抜き資料、地図を含めた体系的な所蔵資料目録を作成すべく、

貿易文献資料センターでは、逐次、その作業を進めてきたが、このほど、その作業を終わり、『横浜国立大学経

済学部附属貿易文献資料センター所蔵 旧制横浜高等商業学校収集資料目録』を刊行することとなった。刊

行にあたって、『エコノミア』に公表した既刊の目録をもとに、書誌情報の点検・補充を行い、新たに太平洋文

庫の図書目録等をこれに加え、以下の分類による整理を行った。 
 
Ⅰ 国内官公庁・企業・民間団体等刊行物：約 3,400 点 
Ⅱ 営業報告書：約 3,700 点 
Ⅲ 年鑑・年報等：約 400 点 
Ⅳ 旧植民地等関係資料：約 600 点（含む、雑誌等） 
Ⅴ 和雑誌：約 500 点 
Ⅵ 太平洋文庫：約 1,400 点 
Ⅶ 関連資料：約 900 点 
Ⅷ 重要新聞切り抜き資料：約 220 点（バインド数） 
Ⅸ 地図：約 60 点 
 

本稿は、横浜高商における資料収集の経緯を簡単にふりかえり、現在、保存・公開している資料の性格を概

観しようとするものである。 
 
（１）横浜高等商業学校における資料収集（１）横浜高等商業学校における資料収集（１）横浜高等商業学校における資料収集（１）横浜高等商業学校における資料収集    
横浜国立大学経済学部の前身である横浜高商における資料収集の経緯をふりかえるために、横浜高商の

沿革に簡単にふれておくことにする。 
横浜高商が第 11 高等商業学校として開校したのは、関東大地震の発生した 1923 年のことであった。震災

後まもない 1923年 12月、長崎高等商業学校長であった田尻常雄を初代校長に迎え、1924年 4月に 初の

学生募集を行った。開校当初は、横浜高等工業学校（大岡町、現在の横浜国立大学工学部）の建物を借用し

て授業を行った。高商の修業年限は3年であり、横浜高商開校当時の学生数は135人、教員スタッフは、教授

10 人、助教授 4 人からスタートとしている。 
その後、1926 年 3 月、南太田町清水耕地（現在の南区清水ヶ丘）に新たに校舎を建設し、横浜高商として

の本格的な歩みを開始した。新校舎は、関東大地震の影響もあって、官立の高等専門学校の中では珍しく耐

震・耐火構造のコンクリート造りのものであった。以後、学生数、教員スタッフも増加し、1926 年には夜学部を、

1929 年には修業年限を 1 年とする貿易別科を附設した。 
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高等商業学校は、 初に、山口高等商業学校（1905 年開校、現在の山口大学経済学部、以下同）、長崎

高等商業学校（1905 年、長崎大学経済学部）が開校し、その後、小樽高等商業学校（1910 年、小樽商科大

学商学部）がこれに続いた。第一次大戦時期の好景気の中で、原内閣は、専門的人材の養成のための高等

諸学校の創設を計画し、こうして、大分高等商業学校（1921 年、大分大学経済学部）、福島高等商業学校

（1921 年、福島大学経済学部）、彦根高等商業学校（1922 年、滋賀大学経済学部）、和歌山高等商業学校

（1922 年、和歌山大学経済学部）が開校し、ついで、横浜高商及び高松高等商業学校（1923 年、香川大学

経済学部）、高岡高等商業学校（1924 年、富山大学経済学部）が開校した。 
高等商業学校が創設されたのは、日本国内だけではない。横浜高商の開校以前に、台湾には、日本人を

対象とする台北高等商業学校（1919 年）、台南には台湾人を対象とする台南高等商業学校（1919 年）が開校

しており、朝鮮には、京城商業高等学校（1907 年東洋協会専門学校京城分校として設立、1918 年独立、

1921 年に京城高等商業学校に改称し、1922 年から官立学校となる）が創設されていた。横浜高商が第 11 高

等商業学校とされたのは、台北高商、台南高商、京城高商をカウントしたからである。なお、創立記念として、

横浜高等商業学校『横浜高等商業学校開校記念論文集』（同文館、1927 年）を刊行した1。 
「横浜高等商業学校規程」（1924年文部省令第5号、以後、逐次改正）によれば、1930年代初頭の授業科

目は、必修科目として、経済学原論、商業政策、商業史、外国経済事情、財政学、統計学、法学通論、民法、

商法、保険論、金融論、交通論、会計学及び修身、体育、国語・作文・書法、英語、その他の外国語、数学、

高等数学、珠算等の約 40 科目が、選択科目として、国際法、憲法、経済学史、経済心理、社会学、社会政策

等の約 20 科目が規定されていた。 
横浜高商の教育の特徴は、ゼミナール（演習）にあったとされる。これは、第二学年に外書購読を中心とした

プロゼミナールを、第三学年に専門研究を中心としたゼミナールを行うものであり、いずれも 10 人程度の少人

数制であった。このゼミナール制度は、後に全国の高商に取り入れられることになった。また、当時の授業料は、

年額 80 円であった2。 
こうして、横浜高商は、高等商業学校として着実な歩みを続けるが、教育研究の体制を充実する目的から

1924 年に早くも研究所を設置した。貿易文献資料センターの所蔵する資料は、この研究所が収集・整理した

資料を引き継いだものである。収集資料の整理・公開を目的として、創立 10 周年にあたる 1935 年には、横浜

高等商業学校図書課『図書目録（和、漢、洋）』（同所、1935 年）、を刊行した。 
横浜高商の収集した図書及び資料は、当時の日本、さらには横浜高商のおかれた環境をよく示すものであ

る。1930 年代以後には、戦時体制の強化の中で、教育制度の改正も行われ、それは、授業科目の変遷にも

示されている。ゼミナール（演習）は引き続き重視されたが、外国語科目として、第一外国語を英語とし、第二

外国語は、中国語、マレー語、スペイン語、ドイツ語、フランス語の中から選択することとされた。マレー語の導

入は、戦時体制への対応の中で進められたものであった。 
横浜高商の資料収集が国内だけではなく、欧米、ソ連、南米、さらには台湾、朝鮮等の植民地、占領地及

び中国等に及んでいたことは、収集資料の中の植民地等関係資料のよく示すところである。そして、太平洋文

庫の収集の主体となった太平洋貿易研究所の設立も戦時体制の強化に対応したものであった。研究所に設

置された懇談会が基礎となって、1936 年 11 月貿易研究会が設立され、ブロック経済化のもとでの、各地域の

貿易動向に関する研究が進められた。そして、その一環として貿易文庫を設置し、1941 年 1 月には、太平洋

地域を中心とする資料の整理・研究を行うために太平洋貿易研究所が設置された。 
太平洋貿易研究所は、その後、『太平洋産業研究叢書』を刊行する。その内容は、 

第一輯 蘭領印度経済研究資料Ⅰ（1941 年） 
第二輯 蘭領印度経済研究資料Ⅱ（1941 年） 
第三輯 タイ国産業経済事情（1941 年） 
第四輯 英領馬来の主要産業について（1941 年） 
第五輯 世界的危局下に於ける蘭印財政（1942 年） 
第六輯 東亜共栄圏経済循環の基本図式（1942 年） 

                                                      
1 同書には、横浜正金銀行の頭取をつとめていた児玉謙次の「為替市場としての横浜」（講演記録）も収められている。 
2 以上の記述は、横浜高等商業学校『横浜高等商業学校二十年史』（同所、1943 年）、横浜高等商業学校『横浜高 

等商業学校一覧』昭和 14 年度、による。 
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第七輯 仏領印度支那（1943 年） 
第八輯 華僑研究（1942 年） 
第九輯 共栄圏資源統計（一 農産物）（1943 年） 
であった。太平洋貿易研究所の調査研究は、太平洋戦争にいたる日本の東南アジア進出を背景としたもので

あり、蘭領インド等の研究や華僑研究もその一環であった。また、創立 10 周年を記念して刊行された『図書目

録（和、漢、洋）』を補うものとして、横浜高等商業学校『南方共栄圏資料目録』（第一輯～第五輯、1941 年～

1943 年）を刊行し、同『南方共栄圏経済研究』（大東書館、1942 年）を刊行した。なお、創立 20 周年には、同

『横浜高等商業学校創立二十周年記念商学論文集』（同所、1943 年）を刊行した。 
 以上のように、横浜高商は、当時の状況の中で、太平洋貿易研究所等を中心に調査研究を行い、それに対

応した資料収集を行っていた。日中戦争から太平洋戦争にいたる時期には、多くの卒業生が戦地に赴いてい

る。戦局の暗転の中で、第三年次学生の繰り上げ卒業も行われ、彼らは、直ちに、戦地に赴く場合もあった。

敗戦後、横浜高商は、1949 年 5 月に新制横浜国立大学経済学部となり、現在のキャンパスのある保土ヶ谷区

常盤台に新校舎を建設して、逐次新校舎に移転した。こうした中で、1951 年 3 月、横浜高商 後の卒業式が

行われ、ここに、横浜高商は、その歴史を終えたのである3。 
 
（２）収集資料について（２）収集資料について（２）収集資料について（２）収集資料について    
 
以下、太平洋文庫を含め、横浜高商が第二次大戦以前に収集した資料について概観したい。 

 
ⅠⅠⅠⅠ....    国内官公庁・企業・民間団体等刊行物国内官公庁・企業・民間団体等刊行物国内官公庁・企業・民間団体等刊行物国内官公庁・企業・民間団体等刊行物    
本資料は、国内官公庁・企業・民間団体の刊行した調査報告書等、約 3400 点からなるコレクションである。

但し、府県統計書等の統計資料は、Ⅲ 年鑑・年報等、に収める。報告書の調査主体は、外務省・内務省等の

中央官庁や神奈川県・東京市・横浜市等の地方団体、企業の調査研究機関、国内商工会議所等である。 
調査対象は、横浜、神奈川及び東京に関連するものが多いが、国内のその他の地域に関する調査や外国

に関するものも含まれている。外国を対象としたものは、欧米、ソ連、さらには日本人の移民先として重要であ

ったブラジル等の南アメリカ、また、中国、東南アジア等に及んでいる。例えば、東京（商業）商工会議所は、

『支那外国貿易統計表』（後に、『中華民国外国貿易統計表』、『中華民国及満州国貿易統計表』に改称）等を

刊行していたため、東京（商業）商工会議所の調査対象は、国内に限定されるものではなかった。 
 
ⅡⅡⅡⅡ....    営業報告書営業報告書営業報告書営業報告書    
本資料は、大正末期から戦前昭和期の企業の営業報告書、約3700点のコレクションである。営業報告書は、

企業の活動を検討する際の基本資料のひとつであるが、このコレクションは、国内主要企業及び南満州鉄道、

朝鮮殖産銀行、樺太鉄道、京城電気等の旧植民地等に関係する企業の営業報告書を多く含んでいる。 
 
ⅢⅢⅢⅢ....    年鑑・年報等年鑑・年報等年鑑・年報等年鑑・年報等    

本資料は、中央官庁、地方団体、商工会議所、業界団体等が刊行した年報、年鑑等、約 400 点のコレクシ

ョンである。名称は、『～年鑑』、『～年報』の他、『～要覧』、『～一覧』、『～一斑』、『～概要』、『～統計』、『～

報告』等さまざまであるが、統計資料を中心とする図書であり、府県統計書もこのコレクションに含まれる。また、

定期的に刊行されたものの他に、『大阪市内主要商店街調査報告書』（昭和 11 年）等のように特定の調査研

究の成果も含まれている。 
 
ⅣⅣⅣⅣ....    旧植民地等関係資料旧植民地等関係資料旧植民地等関係資料旧植民地等関係資料    
第二次大戦以前の日本は、台湾、樺太（南樺太）、朝鮮を植民地とし、さらに、関東州を租借地とし、ミクロネ

シア地域（グァムを除く）のいわゆる南洋群島を国際連盟からの委任統治領として統治し、1930 年代には傀儡

政権として満州国を建設した。また、中国では、天津等に租界を設定していた。 
旧植民地等関係資料は、こうした統治地域における朝鮮総督府等の統治機構（地方機関、税関等を含む）、

                                                      
3 桂樹会文集刊行委員会『回想六十年―横浜高等商業学校六十周年記念文集』（同所、１９９９年）等も刊行されている。 
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植民地銀行である朝鮮銀行・台湾銀行、満鉄及びこうした地域に設立された日本人商工（商業）会議所等の

団体の刊行物を中心とする約 600点のコレクションである。現在、地域別の配架がなされており、本目録もそれ

にならった。日本語図書が大部分であるが、中国政府の刊行した中国語図書も含んでいる。横浜高商が設立

されたのが 1923 年であったことを反映して、1923 年以後の図書が中心である。また、中国の上海、青島等で

刊行されたものもこのコレクションに収めてある。 
 
ⅤⅤⅤⅤ....    和雑誌和雑誌和雑誌和雑誌    
本資料は、和雑誌約 500 点のコレクションであり、旧植民地等において刊行されたものを含んでいる。『東洋

経済』等の経済関係の一般雑誌及び各地の商工会議所等が定期的に刊行していた『～月報』、『～所報』、

『～会報』等も含まれている。当時の商工会議所は、現在の商工会議所が中小企業を中心とする団体であるの

とは異なり、大企業もその構成員として参加しており、旧植民地等も含めて、地域的な経済状況や業界別の企

業の動向を知ることの可能な資料である。 
 
ⅥⅥⅥⅥ....    太平洋文庫太平洋文庫太平洋文庫太平洋文庫    
太平洋文庫は、先に紹介した太平洋貿易研究所が収集した図書、約 1400 点のコレクションである。うち、日

本語・中国語 1150 点及び欧文資料 250 点からなる。資料収集の対象は、東アジアから東南アジア、インド、ロ

シアさらにはオーストラリア等を含む太平洋地域全域にあった。 
 
ⅦⅦⅦⅦ....    関連資料関連資料関連資料関連資料    

関連資料は、横浜高商の収集した資料のうち、太平洋文庫に含まれないもの、日本語・中国語図書：約 700
点、欧文図書：約 200 点からなるコレクションである。この中には、朝鮮総督府が刊行した英文報告書である、

Annual Report on Administration of Chosen 等も含んでいる。 
 
ⅧⅧⅧⅧ....    重要新聞切り抜き資料重要新聞切り抜き資料重要新聞切り抜き資料重要新聞切り抜き資料    
新聞のクリッピングは、戦前には、多くの機関で行われていた。例えば、神戸商科大学時期の収集資料を所

蔵している神戸大学経済経営研究所でも膨大な新聞切り抜き資料を所蔵しており、その一部は、同研究所の

HP によって公開されている。 
本資料は、横浜高商が行っていた新聞切り抜き約 220 バインドのコレクションである。バインドの項目を概観

すると、「貿易」、「国際経済」、「農林水産業」、「産業」、「商業」、「金融」、「財政」、「企業経営」、「労働・社会」

等の項目のもとで、より細分化されたクリッピングが行われていた。例えば、「産業」では、「産業政策」、「国家産

業統制」等のバインドがあり、このうち、大きなウエイトを占めていたのが、「蚕業技術」、「蚕業経済」であった。

このことは、横浜が対米貿易港として、主として生糸・絹製品の輸出を軸に発達してきたことを反映したものであ

り、横浜高商における調査研究の性格の一端を示すものとなっている。 
また、「国際経済」では、「外国経済事情」、「外交」、「国際連盟」等とならんで、「支那経済事情」、「支那関

税会議」、「対支問題」、「満州国事情」等の新聞のクリッピングが行われていた。 
 
ⅨⅨⅨⅨ....    地図地図地図地図    
本目録を刊行するに際して、所蔵する 60 点の地図も整理した。この中には、現在、保存状況が良好でない

ものもある。地図のコレクションから一般的な収集のあり方を見ることは困難であるが、地図は、写真、映像等と

ならんで重要な資料のひとつであると考えられる。20 世紀末において、数年のうちに、地図の更新が必要とな

った地域は少なくない。この点から見ると、第二次大戦以前の地図も、当時の世界観、地域観を示す資料のひ

とつと考えられる。 
 
（３）資料の研究史上の位置づけ（３）資料の研究史上の位置づけ（３）資料の研究史上の位置づけ（３）資料の研究史上の位置づけ    

ここでは、ひとつの事例として、筆者の専攻しているアジア経済史研究の観点から、所蔵資料の中の植民地

等関係資料の位置づけを考えてみたい。日本の植民地主義に関する研究は、政治・軍事、経済の面を中心と

して、これまで多くの成果をあげている。貿易文献資料センターが所蔵する横浜高商収集資料もこうした研究

においてしばしば利用される資料のひとつである。 
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この領域のレファレンス・ワークは、すでに一個の資料学としての蓄積を有する。このため、関連する文献目

録も多数刊行されており、本稿では、これを網羅的に紹介することは避けるが、アジア経済研究所は、関連資

料の目録として、アジア経済研究所図書資料部編『旧植民地関係機関刊行物総合目録―台湾編―』（アジア

経済研究所、1973 年）を刊行し、以後、同『旧植民地関係機関刊行物総合目録―朝鮮編―』（同、1974 年）、

同『旧植民地関係機関刊行物総合目録―満州国・関東州編―』（同、1975 年）、同『旧植民地関係機関刊行

物総合目録―南満州鉄道株式会社編―』（同、1979 年）、同『旧植民地関係機関刊行物総合目録―満州国・

関東州・南満州鉄道株式会社 索引編―』（同、1981 年）を刊行し、内外機関での旧植民地関係資料の所在

確認を行っている。こうした作業の結果、関連資料の整理は比較的進んでいる。 
また、北海道大学附属図書館『旧外地関係資料目録―朝鮮・台湾・満州（東北）―（明治～昭和 20 年）』

（同所、1975 年）、同『日本北辺関係旧記目録：北海道・樺太・千島・ロシア』（北海道大学図書刊行会、1990
年）、一橋大学経済研究所日本経済統計文献センター、高橋益代編『日本帝国領有期台湾関係統計資料目

録』（同所、1985 年）、同『日本帝国外地関係統計資料目録－関東州・樺太・南洋群島編―』（同所、1994 年）、

同『日本帝国外地関係統計資料目録－朝鮮編』（同所、1994 年）、同『日本帝国外地関係統計資料目録－索

引編』（同所、1995 年）等の専門的な文献目録の整理も行われている。 
以上のような文献目録を参照することにより、どのような刊行物があるのか、及びその所蔵状況を把握するこ

とが可能であるが、おおづかみに言って、旧制帝国大学よりも、旧制商科大学及び旧制高等商業学校で、植

民地等に関する体系的な資料の収集が行われていた。戦前の植民地研究は、東京帝国大学経済学部に新

渡戸稲造、矢内原忠雄等による植民政策学の講座が創設されたことによって開始され、他方、満鉄や東亜同

文会（後に、東亜同文書院大学、現在の愛知大学）等の研究機関や台湾総督府等の植民地統治機構も統治

を目的とした膨大な調査・研究を行っていた。こうした中で、以上のような機関が刊行した年鑑、調査報告書、

すなわち、旧植民地等関係資料として分類される図書の所蔵は、旧制帝国大学を前身とする大学よりも、旧制

商科大学及び旧制高等商業学校を前身とする大学に系統的に蓄積されている。これは、旧制商科大学及び

旧制高等商業学校が、こうした地域との関わりをもつ専門的な人材の養成を期待されていたからであった。 
この結果、旧制高等商業学校を前身とする大学では、関連する目録が整理されており、それらは、小樽商

科大学経済研究所『樺太・千島関係資料目録』（小樽商科大学経済研究所特殊文献目録 5、同所、1986 年）、

福島大学東北経済研究所『福島大学経済学部所蔵文献目録―旧植民地関係資料―』（同所、1986 年）、富

山大学日本海経済研究所『高岡高等商業学校蔵書分類目録 和書の部』（改訂版、同所、1984 年）、同『高

岡高等商業学校蔵書分類目録 洋書の部』（改訂版、同所、1984 年）、滋賀大学経済経営研究所『滋賀大学

経済学部備付満蒙資料目録』（同所、1982 年）、同『滋賀大学経済学部備付支那関係資料目録』（同所、

1983 年）、同『滋賀大学経済学部備付朝鮮関係資料目録』（同、1983 年）、同『滋賀大学経済学部備付台湾・

南方・樺太資料目録』（同所、1985 年）、同『滋賀大学経済学部備付旧植民地関係資料目録（補遺）』（同所、

1992 年）、山口大学経済学部『山口大学経済学部東亜経済研究所東亜関係蔵書目録 和漢書分類の部』

（同所、1988 年）、同『山口大学経済学部東亜経済研究所東亜関係蔵書目録 和漢書書名索引の部』（同所、

1989年）、同『山口大学経済学部東亜経済研究所東亜関係蔵書目録 洋書の部』（同所、1989年）、同『山口

大学経済学部東亜研究所東亜関係蔵書目録 和漢書著者名索引の部』（同所、1990 年）、松本睦樹・江頭紀

代美「長崎大学東南アジア研究所所蔵 旧植民地関係機関等刊行物について」（1）台湾編（『経営と経済』

73-2、1993 年 9 月）、（2）朝鮮編（『経営と経済』73-4、1994 年 3 月）、（3）満州国・関東州編（上）（『経営と経

済』74-3、1994 年 12 月、（4）満州国・関東州編（下）（『経営と経済』74-4、1995 年 3 月）、大分大学経済研究

所『大分大学経済研究所所蔵 戦前期文献目録Ⅰ．旧植民地・外国諸国編（自大正 10 年 至昭和 20 年）』

（大分大学経済学会、1986年）、同『大分大学経済研究所所蔵 戦前期文献目録 1986～1988年Ⅱ．本邦編

（自大正 10 年 至昭和 20 年）』（同所、1987 年）、同『大分大学経済研究所所蔵 戦前期文献目録Ⅲ．雑誌

編（自大正 10 年 至昭和 20 年）』（同所、1987 年）、同『大分大学経済研究所所蔵 戦前期文献目録 欧文

資料および補遺（自大正 10 年 至昭和 20 年）』（同所、1988 年）である。本目録に整理された横浜高商収集

資料の中の旧植民地等関係資料及び太平洋文庫は、こうした作業の系譜に位置づけることができよう。 
なお、旧植民地等関係資料に整理された商工（商業）会議所の刊行物に関しては、アジア経済研究所『在

外日本人経済団体刊行物目録』（地域研究部 No.8-1、1997 年）等の専門的な目録が作成されており、こうし

たレファレンス・ワークについて、満州国に関しては、井村哲郎「「満洲国」関係資料解題」（山本有造編『「満洲

国」の研究』京都大学人文科学研究所、1993 年所収）が も体系的な解題である。 
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しかし、以上のような資料が依然として体系的に把握されていないという問題点も残されており、植民地主義

を支えた大きな要素であるインフラの整備、医学等の実学的な領域に関する資料については、これまで体系

的な検討が行われてこなかった。すなわち、依然として、この面での資料の把握は課題として残されている4。 
 
（４）高商資料の利用について（４）高商資料の利用について（４）高商資料の利用について（４）高商資料の利用について    
 

横浜高商の収集した資料のうち、旧植民地等関係資料は、日本が植民地ないしはそれに準ずる地域の統

治のために、あるいはその結果として蓄積した膨大な資料の一つである。戦後の研究の中では、こうした地域

に関する研究は、しばしば、植民地史研究と地域史研究が相互の意見交換のないまま別個に進められてきた。

これには幾つかの原因があるが、日本の植民地史研究がこうした膨大な資料によりかかりながら、それを再解

釈することに力点を置いてきたこともその一つである。こうした中で、近年では、研究の進展の中で、刊行物の

ような二次資料ではなく、統治の結果として残された一次資料（例えば、台湾総督府の行政文書である『公文

類纂』等は、現在、台湾で保存、整理、公開されており、中京大学社会科学研究所台湾総督府文書目録編纂

委員会編『台湾総督府文書目録』ゆまに書房、1993 年～、等も刊行中である）等の利用が進められつつある。

また、統治行為の枠にはおさまらない資料（例えば、現地語資料はその一つである）やオーラルヒストリー等の

文書資料とは異なった資料の提起する問題も指摘されつつある。こうした研究の進展は、植民地史研究の方

法にも大きな影響を与えつつあると考えられるが、その意味では、本目録におさめられた旧植民地等関係資料

もその利用のあり方が方法的な問題も含めて、あらためて吟味されるべき段階に来ている。 
研究者は、往々にして、資料の消費者である。自らの観点からある問題の分析のために資料を利用し、一

定の解釈を加え、これを公表することをなりわいとしている。しかし、その際に、利用する資料の体系を顧慮する

ことは往々にして稀である。つまり、資料のつまみ食いを行うのである。しかし、貿易統計等の数字も含め、実

際にはそれを作成した側の論理を知ることなしには、資料としてこれを用いることはできないし、また、ある資料

がなぜある機関、例えば、横浜国立大学経済学部に残されているのかという問題を考慮することなしには、テ

キスト・クリティークを行うことはできない。横浜高商がどのような意図をもって資料を収集したのかという問題は、

研究者がライブラリアンとともに常に意識すべき問題の一つである。 
筆者の専門とするアジア経済史、特に中国経済史の領域において、戦前資料の蓄積なしには、今日の研

究は成り立たない5。日本では、地震や戦災での焼失、さらには資料の焼却等によって多くの資料が失われた

ことは事実である。しかし、依然としてあまり利用されることのなかった旧植民地等関係資料が数多くあることも

事実である。もちろん、こうした資料は、植民地統治等に直接かかわった資料であるがゆえに、多くのバイアス

がかかったものである。しかし、バイアスそのものを解釈し、研究を進めることが求められており、また、そのため

にも、資料目録の作成は、テキスト・クリティークの第一歩として、地道な作業であるが も必要な作業である。 
横浜高商収集資料は、第二次大戦時期までに横浜高商が進めた調査研究の結果として蓄積され、今日、

ライブラリアンの手によって整理されることによって、現在の研究者、すなわち、消費者が利用することの可能な

資料となった。今日、刊行される資料の数は膨大なものとなり、また、横浜高商が収集した文献資料とは異なっ

た多くの資料媒体も登場している。しかし、その資料をどのように保存、整理、公開していくかという手続きは比

較的忘れられがちである。資料は、そのままでは利用できる状態にはならない。むしろ、失われていくものも多

いと言えよう。その意味では、現在に生活する研究者は、消費者として資料を消費するだけではなく、後世の

研究者のために資料を体系的に残していく義務があるように思われる。 
（いいじま わたる 横浜国立大学国際社会科学研究科・アジア経済史・助教授） 

 

                                                      
4 拙稿「近代日本の「植民地医学（colonial medicine）」に関する覚書」『近代中国研究彙報』第 22 号、2000 年 
5 拙稿「在日本中国近代史研究的一百年」、中国社会科学院経済研究所編『20 世紀的中国経済史研究』近刊、所収。 
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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 
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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    
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    昭和16(1941)    75p  
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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 
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     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 
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      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 
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                                                ----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))))    
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      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     
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  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 
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  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] 
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     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 



 

 18

 
    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 



 

 52

  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 
 



 

 60

  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 
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  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 
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   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    



 

 63

                                                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 
 



 

 77

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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 Ａ  

 

 アベリストウイスの大会  

  ー国際連盟協会の国際連合会第10回総会の報告ー   21 

 アビシニア事情マダガスカル島事情  

  葡領東阿弗利加事情   10 

 アフガニスタン事情   34 

 アフガニスタン協会会報    1 

 阿弗利加西部海岸視察報告書   83 

 阿弗利加視察報告書   83 

 阿弗利加州向本邦雑貨輸出貿易の分析昭和14年度   34 

 愛知県児童研究所紀要    1 

 挨拶  英国国民性と｢ロイド｣  62 

 相手国別本邦重要貿易品一覧表  

  ー朝鮮台湾及南洋ヲ除クー   60 

 亜細亜民族研究資料（外務省調査部）    8 

 亜細亜諸民族調査資料（外務省調査部）    8 

 赤字公債消化の基調と其行動   53 

 ｢海女の生活｣の研究    2 

 アマゾンに於ける護謨其他の産業   65 

 アメリカ復興金融会社の機能概要   19 

 亜米利加合衆国に於ける農業金融制度   13 

 アメリカ軍需工業の現在と将来   43 

 亜米利加事情   79 

 アメリカ海運の経済的調査   66 

 アメリカ経済の盛観と其根底   39 

 アメリカ金融恐慌について(一)-(四)   4 

 アメリカの生産宗教   42 

 アモン経済学説紹介及び研究国民厚生学上巻   48 

 青物市場調査資料   72 

 青森県農家に も適切な冬季副業ー懸賞論文ー   17 

 アパートメント・ハウスに関する調査   70 

 新井城趾ノ気候并ニ潮汐  

  葉山町照ヶ崎海岸ノ土用波   15 

 荒物雑貨板硝子小売商の実態  

  ー横浜市小売業実態調査報告ー   85 

 新に港湾都市と成りつヽある川崎市   16 

 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   51 

 亜爾然丁国移住ニ関スル各種調査書   11 

 アルゼンチン共和国関税率表    1 

 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   54 

 亜爾然丁ノ富源ト其ノ利用開拓  下巻   65 

 亜爾然丁の 近経済事情並に日亜貿易に就て   84 

 浅野社業績表    1 

 麻織物   61 

 アセチレン工業に就て   42 

 足利之機業     1 

 厚紙包装の合理化   73 

  

Ｂ  

 

 陪審制度の話    59 

 賠償及戦債支払猶予問題と世論   74 

 麦酒生産と貿易   85 

 輓近社会事業の一般趨勢に就て   15 

 播州素麺及伊勢素麺ニ関スル調査   49 

 巴爾幹諸国経済事情   10 

 米,英宣戦布告直後の上海激動展望    3 

 米比間自由通商鉄道問題と比律賓群島国際貿易の  

  趨勢に就て   84 

 米一調書（外務省亜米利加局第一課）    7 

 米価変動と景気変動    37 

 米価,糸価及日誌  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   48 

 米価の長期変動   36 

 米価及米穀日誌  自大正14年11月至昭和8年2月    48 

 米国貿易協会及年次全国貿易会議ニ就テ   38 

 米国銀行業に於ける法定支払準備制度の発展     5 

 米穀配給組織及び配給費   36 

 米国反デフレーション政策の概観    4 

 米穀法に関する参考資料  上 下   88 

 米国百貨店の二問題    6 
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 米国実業界に於ける浄化運動    38 

 米穀需給調節特別会計の財政及び金融に及ぼせる  

  影響   37 

 米穀需要法則の研究   36 

 米国貨幣法規   51 

 米国会社法概論 上    7 

 米国,加奈陀の旅より帰りて   38 

 米国関税改正の本邦対米貿易に及ぼす影響   39 

 米穀缶詰工業の現勢   38 

 米国経済事情   85 

 米国経済界情勢   24 

 米国金融恐慌の実相と我国に及ぼす影響   15 

 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   19 

 米国工業界に於ける持株会社に就いて   24 

 米国国家資源委員会の機構 米国地方計画標準法案   29 

 米国航空工業に就いて   84 
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 今日の仏領印度支那  産業編   19 

 興農合作社ニ就テ                           22, 81 

 混沌の支那政局   24 

 コロンビア   11 

 コロンビアの石油業   56 

 コロノ之研究    11 

 工作機械      6 

 工作機械製造工業原価計算準則     58 

 公設質舗    72 

 公社債の登録制について   78 

 杭州の旧式銀行と金融    78 

 高速度鉄道に就きて   22 

 交水社沿革   23 

 公定価格品目一覧表  追録(3)ー(7)    3 

 高等諸学校一覧   26 

 高等商業学校高等工業学校増設要望理由   12 

 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  火災と都市計画其の他      29 

 小売業金融ニ関スル決議   60 

 小売業ノ整備(第二次)ニ関スル次官通牒  

  附：関係通牒     64 

 小売改善調査委員会審議事項及審議方法    61 

 小売改善調査委員会総会決議  第3回ー第4回    61 

 小売改善に関する座談会記録    69 

 小売改善資料(商工省)  61 

 小売金融機関ニ就ﾃ  61 

 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                            61 

 港湾調査資料(港湾協会)  23 

 港湾協会パンフレット   23 

 小羊会講演集  第2輯    23 

 熊本県物資の移動状況   23 

 組合事業の栞    53 

 組合製糸の原料政策   87 

 組合製糸パンフレット  

  (全国産業組合製糸組合連合会)  87 

 組合製糸と糸連   88 

 国用生糸取引方法改善に関する事項蚕糸研究会  

  経過報告     36 

 苦悩するソ連回教民族    6 

 共同住宅居住者生活調査(第4回）  

 附：日暮里不良住宅地区居住者調査統計表    7 

 共同繭倉庫及共同乾繭装置助成関係規則    49 

 共栄圏資料(神戸商工会議所)  19 

 教学叢書(文部省)  26 

 教育    30 

 教育勅語渙発以後に於ける小学校修身教授の変遷    21 

 教育勅語の御精神を拝察し奉りて  

  ー文部大臣謹話ー    25 

 教育映画研究資料(文部省)  26 
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 教育研究紀要  第4輯,第11輯   80 

 教育制度改革案   23 

 教育制度の調査  第12輯    26 

 教育制度の発達と其の要因   17 

 教科の資料   25 

 極東派遣英国経済使節一般報告の結論並勧告   39 

 極東方面ニ至ル欧米諸国ノ航空路    67 

 極東に於ける露西亜の準備工作   87 

 許認可事項に関する各会社並団体意見   76 

 協力工場整備問題に関する官民懇談会    41 

 共産治下に於けるロシア農民の生活  

  ーロシアに於ける統制経済の研究 其ノ一   20 

 協定税率に就て   79 

 京都府の商工業   24 

 京都産業叢書(京都商工会議所)   24 

 京都市内商店街ニ関スル調査   61 

 旧蘭印の民族・政治方策に就いて    42 

 給料被用者の就業時間問題に関する資料    43 

 求職婦人の環境調査   69 

 九州に於ける民間主要林業    23 

 

 Ｍ  

 

 マッチ工業従事女工ノ生活状態調査    20 

 マダガスカル島事情   15 

 マネジメント研究資料(マネジメント社)  24 

 マニラ麻栽培と日本人    66 

 満蒙移民機関に関する諸家の意見   36 

 満蒙経済視察の概況報告   46 

 満蒙問題の実相   19 

 満蒙問題と時局    86 

 満蒙に対する我が国の教育方策   15 

 満蒙の経済問題に就て    87 

 満蒙の通貨及経済問題   87 

 満蒙鉄道概観    68 

 満支の文化工作(承前講) 

  ー主として民族及び教育問題に就いてー   16 

 満支産業の実情    42 

 満州移民の実況    32 

 満州事変勃発満１年   56 

 満州事変勃発満４年満州国概観   56 

 満州事変勃発満４年日満関係の再認識に就て   56 

 満州事変後新設されたる満州関係会社    32 

 満州国阿片制度と阿片の概念   32 

 満州国,中華民国の砂糖貿易並に需要量に関する  

  統計的一考察                         47 

 満州国幣制と金融   18 

 満州国移民に関する資料   69 

 満州国経済政策の現在と将来に就て  

  満支貿易の現状並に将来     32 

 満州国皇帝陛下奉迎報告書   32 

 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    2

0 

 満州国の経済事情と経済諸問題  

  第一報告(一),(二)       4 

 満州国の交通に就て   32 

 満州国の農産物統制機構   81 

 満州国の商標条例   55 

 満州国の容相   56 

 満州国特殊会社制度に就て   81 

 満州国財政状態ノ概要及国税徴収事務ノ現況   32 

 満州国税関通関事務に就て   32 

 満州綿業の概観   83 

 満州に於ける現下重要諸問題に就て    32 

 満州に於ける北支労働者及労働統制に就て    81 

 満州に於ける関税及鉄道運賃に就て    32 

 満州に於ける鉄道運賃,関税に関する報告  

  附：大豆暴落応急対策の必要解消              32 

 満州の大豆    20 

 満州農業移民の必要及可能性   36 

 満州の経済並に金融に就いて   18 

 満州の棉作と昭和九年の作柄に就て  

  熱河に於ける棉作に就て     32 

 満州の農家経済概要    20 

 満州の採金に就て  附：満州の採金事業    32 

 満州及関東州ノ物価法令     3 

 満州支部の活躍 ー日満実業協会の事業ー    33 

 満州新国家に就て  ソヴェト５ヶ年計画の実況    87 
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 満州森林の現況と将来の林政  興安省呼倫貝爾地方  

  に於ける塩,曹達及漁業  興安各省産業概観    33 

 満州主要都市に於ける日本人増加大勢  

  数字に現れたる新京の躍進振   32 

 満州帝国篇    85 

 満州帝国鉱業法令    33 

 満州と朝鮮人   64 

 満蘇国境問題の解剖   79 

 満鉄貨物運賃調  

  ー満州に於ける鉄道運賃問題調査資料ー   33 

 満鉄関係会社業績調   33 

 満鉄関係会社一覧表    33 

 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   33 

 マライの資源と貿易    34 

 馬来半島の経済事情    20 

 馬来半島の農業   31 

 マレイシアの農業地理    64 

 馬来の貿易    35 

 マルクスインフレーションと独逸不動産金融    37 

 繭標準掛目に関する調査報告   36 

 繭生糸絹織物ニ関スル調査     67 繭市場ニ関スル調査

   49 

 繭処理並特約取引ニ関スル調査   49 

 明治維新と国民精神   16 

 明治神宮外苑工事に就て   45 

 明治二年以降農林統計関係法規輯覧   49 

 墨西哥合衆国漁業法並施行細則   65 

 墨西哥合衆国移植民関係法規    65 

 墨西哥事情                              11, 85 

 墨西哥共和国に於ける手形法の概要   82 

 棉花   20 

 棉花及綿糸   61 

 綿織物海外市場調査報告  

  ーバタビヤ・スラバヤ・エシオピア・埃及・  

    ヴェネズェラ・コロンビヤ・伯剌西爾・  

    ウルグワイ・アルゼンチン・智利・秘露ー   47 

 綿織物,毛織物ニ関スル調査   67 

 綿織物市場トシテノ阿弗利加州   60 

 綿糸関税撤廃反対意見     6 

 綿糸,棉花,麻苧類ニ関スル調査   67 

 棉子油(棉実油)訳書   52 

 綿商連誌   44 

 綿，羊毛其他数種の天然物の代用品に就きて    16 

 メートル法度量衡制定ノ沿革及現状   36 

 未刊惻隠余情    4 

 南ローデシア,北ローデシア,ニヤサランド経済  

  事情                                  15 

 南泰地方経済概況  附：ブチット島視察旅行記    1 

 民間経済新体制要綱(参考案)   13 

 民間経済組織ニ関スル意見    41 

 民力涵養運動ノ概況    14 

 民衆娯楽調査資料(文部省)  27 

 民有地ニ関スル統計材料    28 

 味噌醤油等配給統制規則解説    3 

 蒙古社会制度史     8 

 木製包装の合理化   73 

 木炭   61 

 木炭販売統制    1 

 木炭ニ関スル経済調査   68 

 木材関税は,引下か撤廃か    53 

 木材ニ関スル経済調査    68 

 木材及薪炭ノ生産費調査書   49 

 蒙疆事情   70 

 蒙疆経済事情   52 

 文部省製作映画目録   27 

 文部省在外研究員表  昭和8年3月31日調   26 

 問題の対日論策  日本は敵か友か  二筋の対日  

  路線                   58-5

9 

 モラトリアム後の我財界    48 

 モロトフの外交演説(1940年3月) ソ連の物資不足  

  と価格騰貴  支那人の対蒙政策に就いて    9 

 麦,小麦粉,澱粉,飼料ニ関スル調査    67 

 麦類及小麦粉ニ関スル経済調査   68 

 無盡業発展の為めにその反省を望む   62 

 無盡研究資料総覧   13 

 室蘭市内主要商店街調査報告  

   昭和11年4月15日現在    27 

 無産者金融機関としての質屋の研究    71 
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 Ｎ  

 

 ナチス独逸株式証券市場の奇観  

  ー本日売切れ申候ー   43 

 ナチス独逸に於ける資本市場対策の概観         5 

 ナチス・ドイツの金融政策  上巻,下巻    18 

 ナチス独逸の新物価政策   75 

 ナチス経済組織法ー｢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ー    3 

 ナチス欧州新秩序と国際貿易関係   34 

 ナチス政権下における独逸中央銀行         5 

 長野県蚕糸業更新五ヶ年計画   27 

 長崎県の産業組合    27 

 長崎市商店街に関する調査    27 

 名古屋ノ産業   28 

 名古屋の産業経済    28 

 名古屋市貿易委員会資料(名古屋市)   28 

 名古屋市小売業実態調査概要  昭和17年10月実施   27 

 名古屋市内商店街ニ関スル調査   61 

 名古屋市に於ける小売業経営の実態   27 

 名古屋市に於ける小売業整備の実状    27 

 名古屋市ノ組合一覧   28 

 名古屋市臨時中小商工業対策調査会答申書   28 

 名古屋市政の現状    28 

 直毘靈 ー神の道とやまと心ー    27 

 内地ニ於ケル米穀需給ニ関スル調査資料   48 

 内地の再製糖業の調査    47 

 内外茶業事情                           

              2 

 内外教育制度ノ調査   25 

 内外製茶事情                             

             2 

 内外製茶統計    2 

 内外市場ニ於ケル本邦輸出玩具ノ取引状況(上巻)  60 

 内外市場ニ於ケル本邦輸出玩具ノ取引状況(下巻)   60 

 内外市場に於ける本邦輸出自転車及同部分の取引  

  状況                              59 

 内外市場ニ於ケル本邦輸出絹織物ノ取引状況    62 

 内外市場に於ける本邦輸出綿織物の現勢  

 附：取引事情                            47 

 内外市場ニ於ケル本邦輸出水産物ノ取引状況  

  (上) (中) (下)    60 

 内外市場に於ける本邦輸出陶磁器取引状況   46 

 内外市場に於ける輸出綿織物の現勢  

  附：取引事情           61 

 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   64 

 内国貿易ニ於ケル横浜港ノ地位    80 

 内職に関する調査    72 

 中臣祓と民族精神   27 

 生米市場法制定希望の経過    87 

 南阿の排日と日阿貿易に就て   79 

 南阿連邦概観    11 

 南阿連邦の国情と本邦との経済関係   41 

 南米アルゼンチン   54 

 南米ブラジル  ウルグアイ  パラグアイ   54 

 南米各国 近の傾向    34 

 南米｢ウルグァイ｣国事情   11 

 南部仏印事情    37 

 南部及東部阿弗利加旅商報告    16 

 南国護謨園サゴ製粉工場,檳榔樹栽培並付近園に  

  於けるガンビル栽培製造状況            65 

 南京政府の実相   68 

 南方文化を語る   53 

 南方調査表    17 

 南方調査資料   25 

 南方開発金庫解説   14 

 南方開発金庫に就て   34 

 南方経済建設方策 ー第79議会を通じて見たるー   81 

 南方圏の経済鳥瞰   13 

 南方圏の棉花資源    21 

 南方圏資源一覧表    70 

 南方圏と印度諸島問題に就いて   78 

 南方鉱物資源に就て    43 

 南方のココ椰子      20 

 南方共栄圏内に於ける宗教及言語別人口並に衛生  

  事情                              20 

 南方共栄圏の近状   20 
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 南方共栄圏の労働問題   23 

 南方二ヶ月の旅を終へて    45 

 南方に於ける塩並に砂糖の生産高   20 

 南方の民族経済   68 

 南方の産業と交通    43 

 南方資源拓殖開発に就て   34 

 南方新建設講座   30 

 南方諸地域の通貨金融事情     58 

 南方を語る    43 

 南領印度の経済   77 

 南支南洋鳳梨事業   31 

 南洋貿易調整要覧   13 

 南洋｢ボルネオ｣ニ於ケル産業    50 

 南洋群島の珊瑚礁    31 

 南洋邦人農企業現況一覧   65 

 南洋印度貿易ニ関スル資料   81 

 南洋事情    34 

 南洋事情梗概    65 

 南洋華僑事情    34 

 南洋経済研究(野村合名会社)  48 

 南洋研究叢書(南洋協会)  31 

 南洋協会講演集    31 

 南洋並英領印度市場ニ於ケル絹及人絹織物状況  

  ー海外市場調査員報告集ー              60 

 南洋に於ける法人発展の今昔   85 

 南洋栽培事業要覧   65 

 南洋栽培事業要覧  昭和9年版    65 

 南洋栽培企業比較論   31 

 南洋進展の施設に就て   31 

 南洋資料(南洋経済研究所)  30 

 南洋視察談   77 

 南洋諸国通貨事情   82 

 南洋叢書(南洋協会)  31 

 なるほどの哲学   21 

 ナウル島事情   31 

 何故貿易は好転したか    74 

 燃料消費節約座談会  昭和17年11月18日   15 

 熱・動力経済講演録   53 

 日智貿易の現状並その対策   34 

 日亜貿易の現状並その対策    34 

 日亜通商審議会議事録    41 

 日米生糸格付技術協議会議事録    57 

 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 ー第１次研究覚書ー           25 

 日独文化講演集   31 

 日独文化協会寄附行為並発会式報告   32 

 日独文化協会設立経過報告並寄付行為   32 

 日独交通資料(日独文化協会)  32 

 日英同盟協約は結局空文歟    86 

 日英並日印協議会本邦綿業代表一行送別茶会演説  

  筆録                              33 

 日伊学会報告  第3号   32 

 日印会商の成果(下)  16 

 日常生活の合理化   52 

 日満実業協会朝鮮支部開設発会式概況    33 

 日満経済提携方策と其の批判    33 

 日満経済統制と農業移民   36 

 日満 短経路と日本海に就て   33 

 日満支経済懇談会報告書   33 

 日満支提携に関する座談会記事   33 

 日満統制経済に就て   33 

 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)       31 

 日蘭会商と蘭領印度の情勢   87 

 日用品の見わけ方   72 

 日用品の騰貴と農村購買組合   57 

 日本アフガニスタン通商懇談会報告    34 

 日本アクチュアリー会会報    33 

 日本橋魚市場二関スル調査    72 

 日本文化講義要旨   26 

 日本茶貿易概観      2 

 日本茶の世界的進出と回教徒     6 

 日本中央蚕糸会関係例規    36 

 日本学としての学問教育   20 

 日本ゴム工業の再編成   48 

 日本品競争の脅威    12 

 日本保険計理学会会報 第３号   37 

 日本インフレエションと世界経済会議とそれから   87 

 日本人口問題研究   23 
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 日本人の対外発展と倭寇    17 

 日本海沿岸諸港の特質    33 

 日本海商業委員会資料(日満実業協会)  33 

 日本勧業銀行ノ営業   37 
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 鉄鋼関税は，引下か撤廃か    53 
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 鉄及鋼鉄に就て   40 
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 東亜経済懇談会資料(東亜経済懇談会)  68 
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 統計上より見たる米国鉄道   68 

 統計機構及び資料   30 
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 都市及農村に於ける抵当債務設定高(昭和3年3月)  38 

 都市庶民金融に関する調査(東京市)  72 

 投資雑話     7 
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営業報告書 
 
 
  凡  例 

 

  １．収録範囲  

       旧制横浜高等商業学校の収集した戦前期の企業等の営業報告書を収録した。 

 

  ２．排 列 

    刊行機関名、企業名のヘボン式アルファベット順とした。 

    但し、企業名に付されている「株式会社」等法人組織について、原則として排列上はこ 

    れを無視した。 

 

  ３．記載事項 

        (1) 刊行機関名・企業名、所蔵巻号および刊行年の順で記載した。 

 

        (2) 字体は、原則として新字体を使用した。 
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ＡＡＡＡ 
 
((((株株株株))))愛知銀行愛知銀行愛知銀行愛知銀行    
 79期(昭10･上)-85期、87期-90期(昭15･下) 
 
秋田木材秋田木材秋田木材秋田木材((((株株株株))))    
 17回(大12)-22回、24回-28回(昭9) 
 
((((株株株株))))朝日新聞社朝日新聞社朝日新聞社朝日新聞社    
 28回(昭7･11-昭8･4)-36回 
 
浅野セメント浅野セメント浅野セメント浅野セメント((((株株株株))))    
 28回(大15･上)-29回、39回(昭6･下)-46回(昭10･上) 
 
安雲電気安雲電気安雲電気安雲電気((((株株株株)))) 
 61期(昭8･上)-65期 
 

ＣＣＣＣ 
 
Chase Securities CorporationChase Securities CorporationChase Securities CorporationChase Securities Corporation   
 1924年-1925年 
 
秩父セメント秩父セメント秩父セメント秩父セメント((((株株株株))))    
5回(大14･上)-11回、14回-16回、19回-20回 
株主総会議案書 
 
秩父鉄道秩父鉄道秩父鉄道秩父鉄道((((株株株株))))    
52回(大14･1-6)、54回-55回 
 
千代田火災保険千代田火災保険千代田火災保険千代田火災保険((((株株株株))))    
20回(昭7･7-昭8･6)-22回 
 
朝鮮窒素肥料朝鮮窒素肥料朝鮮窒素肥料朝鮮窒素肥料((((株株株株))))    
12期(昭8･前)、14期-16期 
 
朝鮮京南鉄道朝鮮京南鉄道朝鮮京南鉄道朝鮮京南鉄道((((株株株株))))    
11回(大14･上)-12回、18回-24回、26回-31回 
 
朝鮮無煙炭朝鮮無煙炭朝鮮無煙炭朝鮮無煙炭((((株株株株))))    
15期(昭9･1-6)-16期 
 
((((株株株株))))朝鮮殖産銀行朝鮮殖産銀行朝鮮殖産銀行朝鮮殖産銀行    
17期(昭元･下)-29期､31期(昭9･下)-35期、37期、 
42期-44期 
株主姓名表(昭7.2.16現在) 
 
((((株株株株))))朝鮮朝鮮朝鮮朝鮮取引所取引所取引所取引所    
3回(昭8･上)-7回 
 
中部電力中部電力中部電力中部電力((((株株株株))))    
11回(昭9･下)-15回 
 
((((株株株株))))中国銀行中国銀行中国銀行中国銀行    
6期(昭8･上)-10期 
 

中国合同電気中国合同電気中国合同電気中国合同電気((((株株株株))))    
38期(昭9･12-昭10･5)-42期、44期、46期-48期 
 
中央電気中央電気中央電気中央電気((((株株株株))))    
40期(大14･12-大15･5)、54期(昭7･12-昭8･5)-58期 
 

ＤＤＤＤ    
 
第一銀行第一銀行第一銀行第一銀行((((株株株株))))    
72期(昭7･1-6)-77期 
定款(大12･7) 
 
第一火災海上保険第一火災海上保険第一火災海上保険第一火災海上保険((((株株株株))))    
8回(大13･1-12)-9回、11回-13回、16回、18回 
 
((((株株株株))))第十銀行第十銀行第十銀行第十銀行    
57期(大14･上)-63期、75期(昭9･上)-77期 
定款(大11･3) 
 
((((株株株株))))大丸呉服店大丸呉服店大丸呉服店大丸呉服店    
6期(大14･3-大15･2)、13期(昭7･3-昭8･2)   
 
大日本麦酒大日本麦酒大日本麦酒大日本麦酒((((株株株株))))    
55回(昭8･上) 
 
大日本紡績大日本紡績大日本紡績大日本紡績((((株株株株))))    
69回(大14･上)-72回、81回(昭6･上)-89回 
定款(大10･上) 
 
大日本人造肥料大日本人造肥料大日本人造肥料大日本人造肥料((((株株株株))))    
90回(昭8･上)-93回 
 
大日本製糖大日本製糖大日本製糖大日本製糖((((株株株株))))    
75回(昭7･12)､77回-79回 
 
大日本セルロイド大日本セルロイド大日本セルロイド大日本セルロイド((((株株株株))))    
11回(大13･6-11)-22回、28回(昭7･12-昭8･5)-30回 
 
大日本炭砿大日本炭砿大日本炭砿大日本炭砿((((株株株株))))    
17回(大13･12-大14･5)-19回、27回(昭4･12-昭5･5)、
38回(昭10･6-11) 
定款 
 
第二帝国人絹第二帝国人絹第二帝国人絹第二帝国人絹((((株株株株))))    
2回(昭10･下) 
株主名簿(昭10･10) 
 
((((株株株株))))第三銀行第三銀行第三銀行第三銀行    
81期(昭10･上) 
 
((((株株株株))))第四銀行第四銀行第四銀行第四銀行    
83期(昭12･下)-84期、86期-87期、89期(昭15･下)-95
期(昭18･7-9) 
 
大連汽船大連汽船大連汽船大連汽船((((株株株株))))    
23回(昭8･前)-27回 
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同興紡織同興紡織同興紡織同興紡織((((株株株株))))    
27期(昭9･上)-33期、35期(昭13･上)-41期、43期(昭
17･上)-46期 
株主名簿  32回-33回､35回-36回 
 

ＥＥＥＥ 
 
((((株株株株))))遠州銀行遠州銀行遠州銀行遠州銀行    
12期(大14･下)-14期、21期(昭5･上)、27期-31期(昭
10･上) 
 
鹽水港製糖鹽水港製糖鹽水港製糖鹽水港製糖((((株株株株))))    
22回(大11･10-大12･3)-41回、43回-46回(昭6･10-昭
7･3) 
定款(大13年) 
 

ＦＦＦＦ 
 
((((株株株株))))不動貯金銀行不動貯金銀行不動貯金銀行不動貯金銀行    
66期(昭8･上)-70期 
 
富士電力富士電力富士電力富士電力((((株株株株))))    
16回(昭10･上) 
 
富士瓦斯紡績富士瓦斯紡績富士瓦斯紡績富士瓦斯紡績((((株株株株))))    
75回(昭7･12-昭8･5)-79回(昭9･12-昭10･5) 
 
富士見延鉄道富士見延鉄道富士見延鉄道富士見延鉄道((((株株株株))))    
27回(大13･12-14･5) 
 
((((株株株株))))藤永田造船所藤永田造船所藤永田造船所藤永田造船所    
1回(大12･昭6-11)-9回､18回(昭6･12-昭7･5)-24回
(昭9･12-昭10･5) 
 
福島電燈福島電燈福島電燈福島電燈((((株株株株))))    
60回(大14･前)-62回、67回(昭3･後)-70回、76回(昭
8･前)-80回 
 
福助足袋福助足袋福助足袋福助足袋((((株株株株))))    
21期(昭9)-22期 
 
古河石炭鉱業古河石炭鉱業古河石炭鉱業古河石炭鉱業((((株株株株))))    
36回(昭11･上)-38回 
 
古河電気工業古河電気工業古河電気工業古河電気工業((((株株株株))))    
60回(大15･上)-68回、74回-78回(昭10･上) 
定款(大11･6月) 
 

ＧＧＧＧ 
 
((((株株株株))))芸備銀行芸備銀行芸備銀行芸備銀行    
26期(昭8･1-6)-30期 
 
((((株株株株))))五十九銀行五十九銀行五十九銀行五十九銀行    
56期(大14･上)-59期 
定款(大13･7) 
 

((((株株株株))))五十二銀行五十二銀行五十二銀行五十二銀行    
73期(昭8･7-12)-74期 
 
合同電気合同電気合同電気合同電気((((株株株株))))    
28期(昭10･下) 
 
合同油脂合同油脂合同油脂合同油脂((((株株株株))))    
29回(昭10･上) 
 
江商江商江商江商((((株株株株)))) 
17回(大13･9-大14･3)、20回(大15･3-9)-21回 
定款(大9･5) 
 
群馬水電群馬水電群馬水電群馬水電((((株株株株))))    
18回(昭10･下) 
 
郡是製糸郡是製糸郡是製糸郡是製糸((((株株株株))))    
40期(昭10･4-昭11･3)-41期、44期-46期、48期(昭17･
4-昭18･3) 
 

ＨＨＨＨ 
 
((((株株株株))))八十二銀行八十二銀行八十二銀行八十二銀行    
5期(昭8･下)-8期、10期-12期、14期(昭13･上) 
 
函館水電函館水電函館水電函館水電((((株株株株))))    
54回(昭8･上)-56回 
 
阪堺電鉄阪堺電鉄阪堺電鉄阪堺電鉄((((株株株株))))    
5回(大14･4-9)-8回、10回-14回(昭4･10-昭5･3) 
 
阪神築港阪神築港阪神築港阪神築港((((株株株株))))    
9回(昭8･4-9)-12回 
 
阪神電気鉄道阪神電気鉄道阪神電気鉄道阪神電気鉄道((((株株株株))))    
大正14年前期、昭和4年後期、昭和10年前期 
定款 
 
阪神急行電鉄阪神急行電鉄阪神急行電鉄阪神急行電鉄((((株株株株))))    
36(大14･4-9)-37、45(昭4･10-昭5･3)、51(昭7･10-
昭8･3)、55(昭9･10-昭10･3)-56 
 
阪神土地建物阪神土地建物阪神土地建物阪神土地建物((((株株株株))))    
24回(昭4･4-昭5･3) 
 
阪和電気鉄道阪和電気鉄道阪和電気鉄道阪和電気鉄道((((株株株株))))    
15期(昭8･上)-18期 
 
日出紡織日出紡織日出紡織日出紡織((((株株株株))))    
26回(大14･上)-36回(昭5･上)、42回(昭8･上)-46回 
定款(大12･11月) 
 
広島電気広島電気広島電気広島電気((((株株株株))))    
8回(大14･上)-18回(昭4･上)、24回(昭8･上)-28回  
 
広島瓦斯電軌広島瓦斯電軌広島瓦斯電軌広島瓦斯電軌((((株株株株))))    
31回(大13･下)-39回、41回(昭4･下)、52回(昭10･上) 
定款(大14･6)  
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((((株株株株))))広島株式取引所広島株式取引所広島株式取引所広島株式取引所    
89回-93回､96回-97回 
 
久原鉱業久原鉱業久原鉱業久原鉱業((((株株株株))))    
25回(大13･下)-33回(昭3･下) 
定款(大10･7) 
 
((((株株株株))))日立製作所日立製作所日立製作所日立製作所    
39回-40回､42回-48回 
 
北海道拓殖銀行北海道拓殖銀行北海道拓殖銀行北海道拓殖銀行    
55期(昭2･上)-57期、59期-68期、70期-71期(昭10･
上) 
 
北海道炭砿汽船北海道炭砿汽船北海道炭砿汽船北海道炭砿汽船((((株株株株))))    
89回(昭8･下)-92期 
 
北越水力電気北越水力電気北越水力電気北越水力電気((((株株株株))))    
56回(昭7･12-昭8･5)-60回 
 
豊年製油豊年製油豊年製油豊年製油((((株株株株))))    
27回(昭12･7-昭13･6) 
 
((((株株株株))))百五銀行百五銀行百五銀行百五銀行    
56期(大14･上)-59期、65期(昭4･下)、72期(昭8･
上)-76期 
定款(大13･9) 
 
兵庫大同信託兵庫大同信託兵庫大同信託兵庫大同信託((((株株株株))))    
11期(昭8･上)-15期 
 

ＩＩＩＩ 
 
伊那電気鉄道伊那電気鉄道伊那電気鉄道伊那電気鉄道((((株株株株))))    
36期(大4･前)、38回-39回、42回-43回、45回-47回、
52回(昭8･上)-56期 
 
伊那社伊那社伊那社伊那社((((下下下下伊那生糸販売組合連合会伊那生糸販売組合連合会伊那生糸販売組合連合会伊那生糸販売組合連合会))))    
8回(大15･5･昭2･4)-10回  
 
入山採炭入山採炭入山採炭入山採炭((((株株株株))))    
60回(大14･上)、62回、64回-66回、75回(昭7･上) 
 
伊勢電気鉄道伊勢電気鉄道伊勢電気鉄道伊勢電気鉄道((((株株株株))))    
49回(昭11･前) 
株主名簿 
 
磐城セメント磐城セメント磐城セメント磐城セメント((((株株株株))))    
55回(昭9･12-昭10･5月) 
 
伊予鉄道電気伊予鉄道電気伊予鉄道電気伊予鉄道電気((((株株株株))))    
4回(昭2･6-11)、25回(昭13･上)-33回(昭17･上) 
 
出雲電気出雲電気出雲電気出雲電気((((株株株株))))    
24回(大12･下)-47回(昭10･上) 
株主名簿(昭9･上) 
 

ＪＪＪＪ 
 
((((株株株株))))十五銀行十五銀行十五銀行十五銀行    
73期(昭8･上)-77期 
 
((((株株株株))))十八銀行十八銀行十八銀行十八銀行    
96期(大14･上)-107期(昭5･下)、112期-113期(昭8･
下) 
 
((((株株株株))))十二銀行十二銀行十二銀行十二銀行    
56期(大14･上)-57期、59期-62期、67期、72期(昭8･
上)-76期 
 
((((株株株株))))十七銀行十七銀行十七銀行十七銀行    
56期(大14･上)-59期、61期-67期 
定款(大13･11) 
 

ＫＫＫＫ 
 
釜石鉱山釜石鉱山釜石鉱山釜石鉱山((((株株株株))))    
16回(大14･上)-19回、22回(昭5･下)、27回(昭5･下)、
35回(昭9･下) 
 
((((株株株株))))金沢米穀取引所金沢米穀取引所金沢米穀取引所金沢米穀取引所    
60回(大12･上)-75(昭5･下) 
 
鐘淵紡績鐘淵紡績鐘淵紡績鐘淵紡績((((株株株株))))    
77回(大13･12-大14･6)、79回、81回、83回、93回(昭
8･上)-94回、96回-97回 
株主名簿、演説速記録、定款(大13･5) 
 
((((株株株株))))漢城銀行漢城銀行漢城銀行漢城銀行    
40期(大14･上)-56期(昭8･上) 
定款 
 
((((株株株株))))加能合同銀行加能合同銀行加能合同銀行加能合同銀行    
27期(昭8･上)-31期(昭10･上) 
 
関西信託関西信託関西信託関西信託((((株株株株))))    
46期(昭10･上)、48期-50期、52期(昭13･上)-57期 
 
関東水電関東水電関東水電関東水電((((株株株株))))    
12期(大13･12-昭14･5)-15期、18期(昭2･12-昭3･5) 
 
関東水力電気関東水力電気関東水力電気関東水力電気((((株株株株))))    
32回(昭10･1-6) 
 
樺太工業樺太工業樺太工業樺太工業((((株株株株))))    
27回(大15･10-昭2･3)-34回(昭5･4-9) 
 
樺太鉄道樺太鉄道樺太鉄道樺太鉄道((((株株株株))))    
20回(昭8･上)-24回 
 
倉製糸紡績倉製糸紡績倉製糸紡績倉製糸紡績((((株株株株))))    
6回(大13･4-大14･3)-10回(昭3･4-昭4･3)、16回(昭9･
4-昭10･3) 
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((((株株株株))))川崎第百銀行川崎第百銀行川崎第百銀行川崎第百銀行    
106(昭8･上)-108,110 
 
川崎汽船川崎汽船川崎汽船川崎汽船((((株株株株))))    
13期(大14･4-9)-17期,29期(昭8･4-9)-34期 
定款(大14･4) 
 
川崎信託川崎信託川崎信託川崎信託((((株株株株))))    
14回(昭9･上)-16回 
 
((((株株株株))))川崎造船所川崎造船所川崎造船所川崎造船所    
58期(大13･12-大14･5)-68期、70期-78期 
定款(大10･6月) 
 
((((株株株株))))京城株式現物京城株式現物京城株式現物京城株式現物  
2回(大10･上)-21回(昭5･下) 
取引市場  
 
錦華紡績錦華紡績錦華紡績錦華紡績((((株株株株))))    
18期(大14･11-昭15･5)、32期(昭7･11-昭8･5)-36期 
 
近海郵船近海郵船近海郵船近海郵船((((株株株株))))    
12期後半(昭9･9-昭10･3)、13期前半 
 
錦華毛糸錦華毛糸錦華毛糸錦華毛糸((((株株株株))))    
1期(昭9･1-9)-3期 
 
鬼怒川水力電気鬼怒川水力電気鬼怒川水力電気鬼怒川水力電気((((株株株株))))    
46回(昭8･上)-50回 
 
麒麟麦酒麒麟麦酒麒麟麦酒麒麟麦酒((((株株株株))))    
41回(昭2･上)-57回(昭10･下) 
 
岸和田紡績岸和田紡績岸和田紡績岸和田紡績((((株株株株))))    
63回(大14･上)、65回、74回、82回(昭9･下)-83回 
 
木曽発電木曽発電木曽発電木曽発電((((株株株株))))    
9期(昭7･11)-昭8･4)-13期 
 
北樺太北樺太北樺太北樺太鉱業鉱業鉱業鉱業    
8期(昭8･4-昭9･3)-9期 
 
北樺太石油北樺太石油北樺太石油北樺太石油((((株株株株))))    
昭和8年(昭8･4-昭9･3)-9年度 
 
木津川土地運河木津川土地運河木津川土地運河木津川土地運河((((株株株株))))    
1期(大8･9-11)-12期(大13･12-昭14･5)、18期(昭2･
12-昭3･5)-21期、31期(昭9･6-1)-32期 
 
球磨川電気球磨川電気球磨川電気球磨川電気((((株株株株))))    
31回(昭10･下) 
 
熊本電気熊本電気熊本電気熊本電気((((株株株株))))    
53回(昭10･上) 
 
倉敷紡績倉敷紡績倉敷紡績倉敷紡績((((株株株株))))    
72回(大14･上)-75回、88回(昭8･上)-92期 
 

倉敷絹織倉敷絹織倉敷絹織倉敷絹織((((株株株株))))    
14回(昭8･上)-18回 
 
黒部川電力黒部川電力黒部川電力黒部川電力((((株株株株))))    
19回(昭7･10-昭8･3)-24回 
 
京阪電気鉄道京阪電気鉄道京阪電気鉄道京阪電気鉄道((((株株株株))))    
38回(大14･上)、41回、53回(昭7･下)、55回-58回 
 
京浜電気鉄道京浜電気鉄道京浜電気鉄道京浜電気鉄道((((株株株株))))    
55回(大14･上)-59回、62回(昭3･下)-75回(昭10･上) 
株主名簿(大14･5、大14･11、大15･5、昭2･5) 
 
京城電気京城電気京城電気京城電気((((株株株株))))    
50回(昭8･上)-54回 
 
((((株株株株))))京城株式現物京城株式現物京城株式現物京城株式現物    
2回(大10･上)-21回(昭5･下) 
取引市場 
 
京王電気軌道京王電気軌道京王電気軌道京王電気軌道((((株株株株))))    
30回(大13･12-昭14･5)、41回、46回-50回 
 
京成電気軌道京成電気軌道京成電気軌道京成電気軌道((((株株株株))))    
34期(大14･12-昭15･5) 
 
国国国国際汽船際汽船際汽船際汽船((((株株株株))))    
大正13年度 
定款(大14･9) 
 
国際信託国際信託国際信託国際信託((((株株株株))))    
9期(大13･12-昭14･5)、11期、28期(昭9･6-11)-29期 
定款(大13･12) 
 
国際通運国際通運国際通運国際通運((((株株株株))))    
〔1回〕(昭2･3まで)、〔90回〕(昭2･10-昭3･3)、100
回(昭7･10-昭8･3)-104回(昭9･10-昭10･3)   
 
小松電気小松電気小松電気小松電気((((株株株株))))    
55回(昭10･下)-60回 
 
金剛山電気鉄道金剛山電気鉄道金剛山電気鉄道金剛山電気鉄道((((株株株株))))    
23回(昭5･下)-24回、32回(昭10･下)-43回(昭15･下) 
     
神戸瓦斯神戸瓦斯神戸瓦斯神戸瓦斯((((株株株株))))    
52期(大14･1-6)-62期、68期(昭8･1-6) 
 
神戸海上火災保険神戸海上火災保険神戸海上火災保険神戸海上火災保険((((株株株株))))    
28期(昭8･11-昭9･10) 
 
((((株株株株))))神戸岡崎銀行神戸岡崎銀行神戸岡崎銀行神戸岡崎銀行    
32期(昭8･上)-36期 
 
((((株株株株))))神戸取引所神戸取引所神戸取引所神戸取引所    
57回(大13･下)-73回(昭7･下) 
 
((((株株株株))))鴻池銀行鴻池銀行鴻池銀行鴻池銀行    
13期(大14･下)-27期(昭7･下) 
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鴻池信託鴻池信託鴻池信託鴻池信託((((株株株株))))    
30期(昭10･上) 
 
甲府電力甲府電力甲府電力甲府電力((((株株株株))))    
69回(昭8･上)-73回 
 
共同漁業共同漁業共同漁業共同漁業((((株株株株))))    
15回(昭9･上)-17回 
 
共同火災保険共同火災保険共同火災保険共同火災保険((((株株株株))))    
19回(大13年度)､22回､24回-26回､28回､30回(昭10年
度)-35回(昭15年度) 
 
共同信託共同信託共同信託共同信託((((株株株株))))    
12期(昭7･12-昭8･5)-16期 
 
京都電燈京都電燈京都電燈京都電燈((((株株株株))))    
76回(大12･2)-86回(昭5･2)、93回(昭9･上)-97回、102
回(昭13･下) 
 
京都取引所京都取引所京都取引所京都取引所((((株株株株))))    
88回(昭3･後期)、93回-96回 
定款(大11･9)、証券部業務規定、米穀部業務規定 
 
九州電気軌道九州電気軌道九州電気軌道九州電気軌道((((株株株株))))    
49回(昭8･上)-53回 
 
九州曹達九州曹達九州曹達九州曹達((((株株株株))))    
1回(昭10･5･21-昭10･5･31) 
 
九州水力電気九州水力電気九州水力電気九州水力電気((((株株株株))))    
29回(大14･上)-31回、33回-34回、40回(昭5･下)、45
回(昭8･上)-49回 
 
九州炭砿汽船九州炭砿汽船九州炭砿汽船九州炭砿汽船((((株株株株))))    
35回(大13･11-大14･4)-37回、39回 
 
九州鉄道九州鉄道九州鉄道九州鉄道((((株株株株))))    
20回(大14･上)-24回、38回(昭9･上)-40回 
 

ＬＬＬＬ 
 
Lloyds Bank LimitedLloyds Bank LimitedLloyds Bank LimitedLloyds Bank Limited    
1924年、1925年 
 

ＭＭＭＭ 
 
((((株株株株))))満州銀行満州銀行満州銀行満州銀行    
4期(大14･上)-19期(昭7･下)、21期-24期(昭10･上) 
 
満州パルプ工業満州パルプ工業満州パルプ工業満州パルプ工業((((株株株株))))    
3回(昭10･上) 
株主名簿(昭10･9現在) 
 
満州化学工業満州化学工業満州化学工業満州化学工業((((株株株株))))    
1回(昭8･5-昭9･3)-3回 
 

((((株株株株))))丸紅商店丸紅商店丸紅商店丸紅商店    
9期(大13･12-昭14･5)-26期(昭8･6-11) 
 
((((株株株株))))松江銀行松江銀行松江銀行松江銀行    
72期(大14･上)-76期、78期-83期、改正 2期(昭7･上)、
5期-8期(昭10･上) 
定款 
 
((((株株株株))))松屋呉服店松屋呉服店松屋呉服店松屋呉服店    
23回(昭8･3-8)-27回 
 
((((株株株株))))三重県農工銀行三重県農工銀行三重県農工銀行三重県農工銀行    
54期(大13･下)-63期(昭4･上) 
 
三池窒素工業三池窒素工業三池窒素工業三池窒素工業((((株株株株))))    
3期(昭8･1-6)-7期 
 
南朝鮮鉄道南朝鮮鉄道南朝鮮鉄道南朝鮮鉄道((((株株株株))))    
12回(昭8･下)-14回 
 
南満州鉄道南満州鉄道南満州鉄道南満州鉄道((((株株株株))))    
24回(大13年度)-32回(昭7年度) 
 
三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機((((株株株株))))    
25期(昭7･11-昭8･4)-29期 
 
((((株株株株))))三菱銀行三菱銀行三菱銀行三菱銀行    
12期(大14･1-6)-28期(昭8･1-6)、32期(昭10･上)-36
期、38期、40期-42期、44期-46期、48期-49期(昭18･
下) 
 
三菱重工業三菱重工業三菱重工業三菱重工業((((株株株株))))    
33期(昭8･11-昭9･4)-35期 
 
三菱鉱業三菱鉱業三菱鉱業三菱鉱業((((株株株株))))    
14期(大13･10-昭14･3)-16期、20期(昭2･10-昭3･3)、
22期-25期、28期-29期(昭7･4-9) 
 
三菱製紙三菱製紙三菱製紙三菱製紙((((株株株株))))    
14期(大13･5-10)、31期(昭7･11-昭8･4)-35期 
 
三菱製鉄三菱製鉄三菱製鉄三菱製鉄((((株株株株))))    
13期(大12･11-大13･4)-17期、19期、21期-25期(昭4･
10-昭5･3)、31期(昭7･10-昭8･3) 
 
三菱信託三菱信託三菱信託三菱信託((((株株株株))))    
14期(昭8･6-11)-17期、19期-21期(昭11･12-昭12･5) 
定款 
 
三菱商事三菱商事三菱商事三菱商事((((株株株株))))    
13期(大13･5-10)-16期、20期(昭2･10-昭3･3)、30期
(昭7･10-昭8･3) 
定款 
 
三菱倉庫三菱倉庫三菱倉庫三菱倉庫((((株株株株))))    
77回(大14･上)、79回-80回、83回(昭3･上)-101回、
103回(昭13･上)､114回(昭18･下) 
定款(大13･5) 
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三菱造船三菱造船三菱造船三菱造船((((株株株株))))    
1期(大6･11-大7･4)-26期(昭5･5-10) 
 
三井物産三井物産三井物産三井物産((((株株株株))))    
51回(昭10･上)、53回、55回、57回、59回、60回-61
回(昭15･上) 
 
((((株株株株))))三井銀行三井銀行三井銀行三井銀行    
48期(昭8･上)、50期-52期 
 
三井鑛山三井鑛山三井鑛山三井鑛山((((株株株株))))    
38期(昭5･下) 
 
三井信託三井信託三井信託三井信託((((株株株株))))    
11期(昭4･上)-14期、18期-23期(昭10･上) 
 
((((株株株株))))三越三越三越三越    
58期(昭8･下)-61期 
 
武蔵野鉄道武蔵野鉄道武蔵野鉄道武蔵野鉄道((((株株株株))))    
43回(昭8･上)-47回 
 
目黒蒲田電鉄目黒蒲田電鉄目黒蒲田電鉄目黒蒲田電鉄((((株株株株))))    
4回(大12･12-大13･5)-8回、12回、17回(昭5･6-11)-26
回(昭9･12-昭10･5) 
 
明治火災保険明治火災保険明治火災保険明治火災保険((((株株株株))))    
39期(昭3年度)-41期、43期-46期(昭10年度) 
 
明治製菓明治製菓明治製菓明治製菓((((株株株株))))    
33期(昭8･後期)-37期 
 
明治生命保険明治生命保険明治生命保険明治生命保険((((株株株株))))    
57回(昭12･1-12) 
 
森永製菓森永製菓森永製菓森永製菓((((株株株株))))    
51回(昭10･4-9) 
株主名簿(昭10･9) 
 
盛岡電気工業盛岡電気工業盛岡電気工業盛岡電気工業((((株株株株))))    
42回(大14･上)-47回(昭2･下) 
 

ＮＮＮＮ 
 
長野電燈長野電燈長野電燈長野電燈((((株株株株))))    
72(昭8･前期)-76 
 
長崎紡識長崎紡識長崎紡識長崎紡識((((株株株株))))    
30回(昭2･下)、44回-45回(昭10･上) 
 
((((株株株株))))名古屋銀行名古屋銀行名古屋銀行名古屋銀行    
106期(昭10･上)-110期、114期(昭14･上)-116期 
 
名古屋株式取引所名古屋株式取引所名古屋株式取引所名古屋株式取引所((((株株株株))))    
64回(大14･下)-65回、67回-69回、76回(昭6･下)、79
回-83回(昭10･上) 
定款(大14･9) 
 

内外綿内外綿内外綿内外綿((((株株株株))))    
92回(昭8･前期)-96回 
 
南米拓殖南米拓殖南米拓殖南米拓殖((((株株株株))))    
7回(昭10･7) 
 
南海水力電気南海水力電気南海水力電気南海水力電気((((株株株株))))    
54期(昭9･上)-56期 
 
南海鉄道南海鉄道南海鉄道南海鉄道((((株株株株))))    
80回(昭10･上)-83回、85回-86回、88回、90回-96回(昭
18･上) 
 
南洋興発南洋興発南洋興発南洋興発((((株株株株))))    
19回(昭9･上)-21回 
 
南洋郵船南洋郵船南洋郵船南洋郵船((((株株株株))))    
22期(大14･4-9)、37期(昭7･10-昭8･3) 
 
奈良電気鉄道奈良電気鉄道奈良電気鉄道奈良電気鉄道((((株株株株))))    
21回(昭10･4-9) 
 
日濠協会日濠協会日濠協会日濠協会    
9回(昭11年度)-14回(昭16年度) 
 
日満ｱﾙﾐﾆｭｳﾑ日満ｱﾙﾐﾆｭｳﾑ日満ｱﾙﾐﾆｭｳﾑ日満ｱﾙﾐﾆｭｳﾑ((((株株株株))))    
1回(昭8･10-11)-4回 
 
日露実業日露実業日露実業日露実業((((株株株株))))    
10回(大11･12-昭12･5)-14回、16回(大14･12-大15･5) 
 
日魯漁業日魯漁業日魯漁業日魯漁業((((株株株株))))    
17期(大14･上)-24期、29期-37期(昭9･12-昭10･5) 
 
日本窒素肥料日本窒素肥料日本窒素肥料日本窒素肥料((((株株株株))))    
40期(大14･後期)-43期、45期、47期-50期、52期-54
期、56期、58期-59期(昭10･前期) 
定款(大13･6) 
 
日本昼屋銀行日本昼屋銀行日本昼屋銀行日本昼屋銀行((((株株株株))))    
大正14･上下、昭和2･下、昭和3･上下、昭和4･上下、
昭和5･下、昭和10･上 
定款(大11･9) 
 
日本電気日本電気日本電気日本電気((((株株株株))))    
41回(大13･12-大14･5)、43回、45回-47回(昭2･12-
昭3･6)、62回(昭10･1-6) 
 
日本電気工業日本電気工業日本電気工業日本電気工業((((株株株株))))    
17回(昭9･10-10･3) 
 
日本電力日本電力日本電力日本電力((((株株株株))))    
1回-10回(大8･12-13･9)...合本 
11回-17回、22回(昭5･上)、27回(昭7･下) 
 
日本銀行日本銀行日本銀行日本銀行    
89回(大15･下)-100回、102回(昭8･上)-105回 
100回(昭7･上)年次報告、昭和8年、9年営業報告 
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日本合同工船日本合同工船日本合同工船日本合同工船((((株株株株))))    
14回(昭8･12-9･5)-16回 
 
日本皮革日本皮革日本皮革日本皮革((((株株株株))))    
32回(大13･4-9)-35回、39回、41回-44回(昭5･4-9)、
49回(昭7･10-8･3)-54回(昭10･4-9) 
 
日本板硝子日本板硝子日本板硝子日本板硝子((((株株株株))))    
29期(昭7･12-昭8･5)-33期(昭9･12-昭10･5) 
 
日本人造羊毛日本人造羊毛日本人造羊毛日本人造羊毛((((株株株株))))    
1期(昭9･2-5)-3期 
 
日本海電気日本海電気日本海電気日本海電気((((株株株株))))    
71回(昭8･下半期)-74回 
 
日本海上日本海上日本海上日本海上((((株株株株))))    
42回(昭8･9-昭9･8)-43回 
 
日本海上保険日本海上保険日本海上保険日本海上保険((((株株株株))))    
33回(大13･9-大14･8)-35回、37回-38回 
 
日本勧業銀行日本勧業銀行日本勧業銀行日本勧業銀行((((株株株株))))    
60期(昭2･上)-71期(昭7･下)、76期(昭10･上)-78期、
80期、82期-93期(昭18･下) 
 
日本火災保険日本火災保険日本火災保険日本火災保険((((株株株株))))    
42回(昭8･1-12)-43回 
 
日本活動写真日本活動写真日本活動写真日本活動写真((((株株株株))))    
26期(大14･上)、29期-31期(昭2･下)、37期(昭5･下) 
 
日本毛織日本毛織日本毛織日本毛織((((株株株株))))    
49回(大14･上)-55回、61回(昭6･上)-64回、69回 
定款(大14･5)、株主名簿(51回、53回、61回、69回) 
 
日本鉱業日本鉱業日本鉱業日本鉱業((((株株株株))))    
9回(昭8･上)-12回 
 
日本鋼管日本鋼管日本鋼管日本鋼管((((株株株株))))    
54期(昭3･12-14･5)-57期、59期-61期、63期(昭18･
4-9) 
 
日本航空輸送日本航空輸送日本航空輸送日本航空輸送((((株株株株))))    
14期(昭10･4-9) 
株主名簿(昭10･10) 
 
日本共立火災保険日本共立火災保険日本共立火災保険日本共立火災保険((((株株株株))))    
大正13年度-14年度、昭和2年度、昭和4年度、昭和7
年度-9年度 
定款 
 
日本ペイント製造日本ペイント製造日本ペイント製造日本ペイント製造((((株株株株))))    
55回(大15･上)、57回-59回 
定款(大13･11)、「塗料」6巻32号 
 
    
    

日本綿花日本綿花日本綿花日本綿花((((株株株株))))    
65(大13･10-14･3)-67、69、71、73-75、77-81(昭7･
10-昭8･3) 
 
日本無線電信日本無線電信日本無線電信日本無線電信((((株株株株))))    
15期(昭7･10-昭8･3)-19期 
 
日本レイヨン日本レイヨン日本レイヨン日本レイヨン((((株株株株))))    
15回(昭8･上半期)-19回 
 
日本産業日本産業日本産業日本産業((((株株株株))))    
34回(昭4･上)-37回 
 
日本産業護謨日本産業護謨日本産業護謨日本産業護謨((((株株株株))))    
3回(昭10･3-8) 
 
日本製粉日本製粉日本製粉日本製粉((((株株株株))))    
56回(大13･下)-57回、59回-60回、63回-65回、67回
-68回、70回-77回(昭10･上) 
定款(大9･5) 
 
日本生命保険日本生命保険日本生命保険日本生命保険((((株株株株))))    
36(大13･1-12)-39、42(昭5･1-12)、45回(昭7年度)-46
回 
 
日本製鉄日本製鉄日本製鉄日本製鉄((((株株株株))))    
5期(昭10･10-昭11･3)-7期、9期-12期(昭和14･4-9)、
昭14･下(昭14･10-昭15･3)、昭15･上下、昭16･上下 
 
日本石油日本石油日本石油日本石油((((株株株株))))    
65回(大14･4-9)-68回、72回-75回(昭5･4-9)、81回(昭
8･4-9)-84回 
定款(大13･4) 
 
日本セメント日本セメント日本セメント日本セメント((((株株株株))))    
68回(大13･下)、70回-74回、80回(昭5･下)、89回(昭
10･上) 
 
日本染料製造日本染料製造日本染料製造日本染料製造((((株株株株))))    
16回(大12･4-9)-21回、24回(昭2･7-12)-25回、30回
(昭5･7-12) 
定款 
 
日本紙業日本紙業日本紙業日本紙業((((株株株株))))    
40期(昭8･上)-44期 
 
((((株株株株))))日本信託銀行日本信託銀行日本信託銀行日本信託銀行    
11(大14･上)-17、19(昭4･上)-22、27(昭8･上)-31 
定款 
 
日本曹達日本曹達日本曹達日本曹達((((株株株株))))    
31回(昭10･1-6) 
株主名簿(昭10･上)、概況表  他 
 
日本曹達工業日本曹達工業日本曹達工業日本曹達工業((((株株株株))))    
32回(昭8･5-10)-33回、35回 
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日本水電日本水電日本水電日本水電((((株株株株))))    
25回(昭5･12-昭6･5)-27回、1回(昭8･12-昭9･5)-35
回 
定款 
 
日本車輌製造日本車輌製造日本車輌製造日本車輌製造((((株株株株))))    
79回(昭13･12-昭14･5)-88回(昭18･6-11) 
 
日本食料工業日本食料工業日本食料工業日本食料工業((((株株株株))))    
12期(昭10･2-7) 
 
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    
昭和9年度 
 
日本輸出絹、人絹織物組合連合日本輸出絹、人絹織物組合連合日本輸出絹、人絹織物組合連合日本輸出絹、人絹織物組合連合会会会会    
9号(昭12･11)、14号(昭13･4)-17号(昭13･7) 
 
日本郵船日本郵船日本郵船日本郵船((((株株株株))))    
50期後(昭10･4-9)、51期前、後、52期後 
 
新潟電気新潟電気新潟電気新潟電気((((株株株株))))    
18回(昭4･下) 
 
新潟電力新潟電力新潟電力新潟電力((((株株株株))))    
50回(昭7･上)、52回-53回、56回-60回、62回(昭13･
上) 
 
新潟水力電気新潟水力電気新潟水力電気新潟水力電気((((株株株株))))    
36回(大14･上)-45回(昭4･下) 
 
日華紡織日華紡織日華紡織日華紡織((((株株株株))))    
14回(大13･12-14･5)-16回、25回(昭5･6-11) 
定款 
 
西脇銀行西脇銀行西脇銀行西脇銀行    
31期(大14･1-6)-48回(昭8･7-12) 
 
日清紡績日清紡績日清紡績日清紡績((((株株株株))))    
45回(昭4･上)-46回、48回、53回-57回(昭10･上) 
 
日清汽船日清汽船日清汽船日清汽船((((株株株株))))    
27前(昭8･4-9)、27後、29前(昭10･4-9) 
 
日清製粉日清製粉日清製粉日清製粉((((株株株株))))    
38回(大14･5-11)-42回、45回-47回(昭4･12-昭5･5)、 
53回(昭7･12-昭8･5)-57回(昭9･12-昭10･5) 
 
日清製油日清製油日清製油日清製油((((株株株株))))    
25回(大14･9)-27回 
 
日東紡績日東紡績日東紡績日東紡績((((株株株株))))    
14回(大13･10-大14･3)-15回、36回(昭10･10-昭11･3) 
 
熱帯産業熱帯産業熱帯産業熱帯産業((((株株株株))))    
13回(大14･5-10)-14回、16回-18回、20回-32回、34
回-36回、38回(昭12･11-昭13･5)  
 
    

((((株株株株))))野村銀行野村銀行野村銀行野村銀行    
34期(昭10･上) 
 

ＯＯＯＯ 
 
織田信託織田信託織田信託織田信託((((株株株株))))    
15期(大14･上)-30期(昭7･下) 
 
小田原急行鉄道小田原急行鉄道小田原急行鉄道小田原急行鉄道((((株株株株))))    
4回(大14･上)-7回、19回、24回(昭10･上) 
 
岡崎商工会議所岡崎商工会議所岡崎商工会議所岡崎商工会議所    
報告(大14･1号-4号、大15･1号-4号) 
 
沖電気沖電気沖電気沖電気((((株株株株))))    
46回(昭10･上) 
株主総会議案書(45、46回) 
 
沖縄製糖沖縄製糖沖縄製糖沖縄製糖((((株株株株))))    
25期(昭7･7-昭8･6)-27期 
 
小野田ｾﾒﾝﾄ製造小野田ｾﾒﾝﾄ製造小野田ｾﾒﾝﾄ製造小野田ｾﾒﾝﾄ製造((((株株株株))))    
80回(大13･12-大14･5)-82回、91回(昭5･6-11) 
 
大垣瓦斯大垣瓦斯大垣瓦斯大垣瓦斯((((株株株株))))    
43(昭8･上半期)、45-47 
 
大分セメント大分セメント大分セメント大分セメント((((株株株株))))    
1(大7･12-大8･5)-13、15-16､ 20期-24､ 26、32､ 
36(昭11･6-11)  
 
((((株株株株))))大阪貯蓄銀行大阪貯蓄銀行大阪貯蓄銀行大阪貯蓄銀行    
85期(昭8･上)-93期、97期-106期(昭18･下) 
 
大阪電気軌道大阪電気軌道大阪電気軌道大阪電気軌道((((株株株株))))    
30回(大14･上)-33回、37回-40回、47回-50回 
 
((((株株株株))))大阪堂島米穀取引所大阪堂島米穀取引所大阪堂島米穀取引所大阪堂島米穀取引所    
99回(大14･上)-100回、109回-114回(昭7･下) 
定款(大13･2) 
 
大阪瓦斯大阪瓦斯大阪瓦斯大阪瓦斯((((株株株株))))    
57回(大14･上)-59回 
 
((((株株株株))))大阪株式取引所大阪株式取引所大阪株式取引所大阪株式取引所    
111回(昭8･上)-115回 
 
大阪海上火災保険大阪海上火災保険大阪海上火災保険大阪海上火災保険((((株株株株))))    
37回(大13･4-大14･3)、39回-47回(昭9･4-昭10･3) 
 
((((株株株株))))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    
80回(昭8･下)-83回 
 
大阪乗合自動車大阪乗合自動車大阪乗合自動車大阪乗合自動車((((株株株株))))    
3回(大14･6-11)-6回、18回(昭7･12-昭8･5)-22回 
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((((株株株株))))大阪農工銀行大阪農工銀行大阪農工銀行大阪農工銀行    
54期(大14･1-6)-57期、70期(昭8･上)-74期 
定款；農工銀行法 
 
((((株株株株))))大阪３品取引所大阪３品取引所大阪３品取引所大阪３品取引所    
63回(大13･12-大14･5)-66回、74回-78回、83回(昭9･
12-昭10･5) 
３品年報(昭10年、11年) 
 
大阪商船大阪商船大阪商船大阪商船((((株株株株))))    
大正14年-昭和8年、昭和9年(上)、昭和10年(上) 
事業参考書   大14年、大15年(下)、昭2年-昭5年 
 
大阪鉄道大阪鉄道大阪鉄道大阪鉄道((((株株株株))))    
53回(大14･前期)-54回、56回 
 
大阪窯業大阪窯業大阪窯業大阪窯業((((株株株株))))    
80回(大14･上)、82回、84回、86回、88回-92回、95
回(昭7･下) 
定款(大14･4) 
 
大阪窯業セメント大阪窯業セメント大阪窯業セメント大阪窯業セメント((((株株株株))))    
1回(昭2･上)、6回-16回､ 22回(昭12･下)、25回-27
回(昭15･上) 
 
((((株株株株))))大大大大島製鋼所島製鋼所島製鋼所島製鋼所    
15回(大14･上)、17回-25回、31回(昭8･上)-36回  
 
王子電気軌道王子電気軌道王子電気軌道王子電気軌道((((株株株株))))    
52回(昭10･下) 
 
王子製紙王子製紙王子製紙王子製紙((((株株株株))))    
118(昭8･上)-119, 121 
 
近江帆布近江帆布近江帆布近江帆布((((株株株株))))    
57回(大14･上半期)-60回、62回、65回-69回、74回-76
回(昭9･下) 
 

ＲＲＲＲ 
 
臨港倉庫臨港倉庫臨港倉庫臨港倉庫((((株株株株))))    
31期(昭10･上) 
 
((((株株株株))))六十九銀行六十九銀行六十九銀行六十九銀行    
76期(昭10･7-12)-79期、83期-89期 
 

ＳＳＳＳ 
 
((((株株株株))))三和銀行三和銀行三和銀行三和銀行    
2期(昭9･上)-4期 
 
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    
6年度(昭3･4-昭4･3)-10年度 
 
山山山山陽中央水電陽中央水電陽中央水電陽中央水電((((株株株株))))    
2回(大13･12-大14･5)-3回、14回-15回、17回-24回、
28回(昭7･12-昭8･5)-32回 

((((株株株株))))三十五銀行三十五銀行三十五銀行三十五銀行    
56期(大14･上)-59期、72期(昭8･上)-76期 
 
上海紡織上海紡織上海紡織上海紡織((((株株株株))))    
5期(大13･7-大14･6)、9期-20期(昭7･5-10) 
 
上海製造絹糸上海製造絹糸上海製造絹糸上海製造絹糸((((株株株株))))    
昭3･上 
 
((((株株株株))))芝浦製作所芝浦製作所芝浦製作所芝浦製作所    
42期(大13･12-大14･5)-46期、50期(昭3･12-昭4･
5)-54期、56期-57期、59期(昭8･5-10)-62期 
 
((((株株株株))))七十七銀行七十七銀行七十七銀行七十七銀行    
5期(昭9･上) 
 
四国水力四国水力四国水力四国水力((((株株株株))))    
74回(昭10･上)-78回、82回(昭14･上)-87期 
 
品川白煉瓦品川白煉瓦品川白煉瓦品川白煉瓦((((株株株株))))    
45回(大14･4-9)-55回(昭5･4-9) 
 
白木屋白木屋白木屋白木屋    
33期(昭10･上) 
 
新家自転車製造新家自転車製造新家自転車製造新家自転車製造((((株株株株))))    
12期(大14･下)-27期(昭8･上) 
 
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    
3回(昭12･後期)-5回 
 
((((株株株株))))正隆銀行正隆銀行正隆銀行正隆銀行    
55期(昭10･上) 
 
昭和電力昭和電力昭和電力昭和電力((((株株株株))))    
15期(昭8･11-昭9･4)-17期 
 
((((株株株株))))昭和銀行昭和銀行昭和銀行昭和銀行    
7期(昭5･下)、12期(昭8･上)-16期 
 
((((株株株株))))昭和製鋼所昭和製鋼所昭和製鋼所昭和製鋼所    
7回(昭9･4-昭10･3) 
 
((((株株株株))))住友銀行住友銀行住友銀行住友銀行    
47期(昭10･上)-48期、50期-51期、53期、55期-60期、
62期-63期､64期(昭18年臨時期) 
 
住友化学工業住友化学工業住友化学工業住友化学工業((((株株株株))))    
昭9年、昭10年(1-6) 
 
住友信託住友信託住友信託住友信託((((株株株株))))    
17期(昭8･下)-20期 
 
((((株株株株))))住友倉庫住友倉庫住友倉庫住友倉庫    
20期(昭8･1-6)-24期 
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ＴＴＴＴ 
 
台湾電力台湾電力台湾電力台湾電力((((株株株株))))    
28回(昭8･1-6)-32回 
 
((((株株株株))))台湾銀行台湾銀行台湾銀行台湾銀行    
61回(昭4･下)-62回、67回(昭7･下)-72回 
 
((((株株株株))))高松百十四銀行高松百十四銀行高松百十四銀行高松百十四銀行    
19期(昭8･上)-23期 
 
高岡電燈高岡電燈高岡電燈高岡電燈((((株株株株))))    
60回(昭7･12-昭8･5)、62回､64回-70回(昭12･12-昭
13･5) 
 
((((株株株株))))高岡銀行高岡銀行高岡銀行高岡銀行    
11期(大14･1-6)、13期-16期(昭2･7-12)、21期、27
期(昭8･1-6)-31期 
 
((((株株株株))))高島屋高島屋高島屋高島屋    
29回(昭8･下)-30回、32回 
 
玉川電気鉄道玉川電気鉄道玉川電気鉄道玉川電気鉄道((((株株株株))))    
44期(大14･上)-54期(昭5･上) 
 
帝国電力帝国電力帝国電力帝国電力((((株株株株))))    
57回(昭9･下)-58回 
 
天満織物天満織物天満織物天満織物((((株株株株))))    
93回(昭8･12-昭9･5) 
 
常盤銀行常盤銀行常盤銀行常盤銀行((((株株株株))))    
70期(昭8･上)-73期 
 
東邦電力東邦電力東邦電力東邦電力((((株株株株))))    
26期(昭10･上) 
 
東邦火災保険東邦火災保険東邦火災保険東邦火災保険((((株株株株))))    
定款(大14･4) 
 
東株東株東株東株代行代行代行代行((((株株株株))))    
12回(昭8･上)-16回 
 
((((株株株株))))東京米穀商品取引所東京米穀商品取引所東京米穀商品取引所東京米穀商品取引所    
80回(昭8･前期)-84回 
 
東京電気東京電気東京電気東京電気((((株株株株))))    
81回(昭13･6-11) 
 
((((株株株株))))東京府農工銀行東京府農工銀行東京府農工銀行東京府農工銀行    
55期(大14･1-6)-66期(昭5･7-12)、75期(昭10･1-6) 
 
東京瓦斯東京瓦斯東京瓦斯東京瓦斯((((株株株株))))    
100回(昭10･上) 
 
東京人造絹糸東京人造絹糸東京人造絹糸東京人造絹糸((((株株株株))))    
15回(昭8･5-11)-18回 

((((株株株株))))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    
改正64回(大14･上)-81回(昭8･下)、87回、90回(昭13･
上)、92回-96回、98回(昭17･上) 
 
東京高速鉄道東京高速鉄道東京高速鉄道東京高速鉄道((((株株株株))))    
2回(昭10･4-9) 
 
東京乗合自動車東京乗合自動車東京乗合自動車東京乗合自動車((((株株株株))))    
31(昭8･4-9)-35 
定款 
 
東京建物東京建物東京建物東京建物((((株株株株))))    
58回(大14･上)-69回(昭5･下)、74回(昭8･上)-76回、
78回(昭10･上) 
 
東京湾埋立東京湾埋立東京湾埋立東京湾埋立((((株株株株))))    
31回(昭9･12-昭10･5) 
 
東京横浜電鉄東京横浜電鉄東京横浜電鉄東京横浜電鉄((((株株株株))))    
47回(昭8･6-11)-50回 
 
土佐電気土佐電気土佐電気土佐電気((((株株株株))))    
6回(大13･12-大14･5)-17回(昭5･6-11)、25回(昭9･
下)-26回 
 
東信電気東信電気東信電気東信電気((((株株株株))))    
33回(昭8･前期)-37回 
株主名簿(昭9･3) 
 
東神倉庫東神倉庫東神倉庫東神倉庫((((株株株株))))    
52期(昭10･上) 
 
東東東東洋紡績洋紡績洋紡績洋紡績((((株株株株))))    
51回(昭14･下) 
 
東洋毛織東洋毛織東洋毛織東洋毛織((((株株株株))))    
2回(昭9･下)-3回 
 
東洋毛織工業東洋毛織工業東洋毛織工業東洋毛織工業((((株株株株))))    
1回(昭9･上) 
 
豊国セメント豊国セメント豊国セメント豊国セメント((((株株株株))))    
13期(大14･5-10)-14期、16期-21期、24期(昭5･11-
昭6･4)-27期､32期(昭9･11-昭10･4) 
定款 
 
東洋高圧東洋高圧東洋高圧東洋高圧((((株株株株))))    
2期(昭8･10-昭9･3)-5期(昭10･4-9) 
第1回決算報告(昭8･4-昭9･3) 
 
東洋モスリン東洋モスリン東洋モスリン東洋モスリン((((株株株株))))    
34回(第12･6-11)-47回(昭4･12-昭5･5) 
 
東洋製鉄東洋製鉄東洋製鉄東洋製鉄((((株株株株))))    
15期(大13･12-大14･5)-26期(昭5･6-11) 
 
東洋製糖東洋製糖東洋製糖東洋製糖((((株株株株))))    
21(大14･1-3)-25(大15･10-昭2･3) 



 

 141

 

ＵＵＵＵ 
 
宇治川電気宇治川電気宇治川電気宇治川電気((((株株株株))))    
54回(昭8･上)-58回 
 

ＹＹＹＹ 
 
矢作水力矢作水力矢作水力矢作水力((((株株株株))))    
33回(昭10･4-9)-36回、38回-46回(昭16･10-昭17･3) 
 
山形電気山形電気山形電気山形電気((((株株株株))))    
57期(昭8･上)-61期 
 
((((株株株株))))安田銀行安田銀行安田銀行安田銀行    
4期(大14･上)-10期、12期(昭4･上)-20期、24期(昭10･
上)-27期､32期、34期(昭15･上) 
 
横浜正金銀行横浜正金銀行横浜正金銀行横浜正金銀行    
91回(大14･上)-107(昭8･上)、111回(昭10･上)、114
回-115回、117回-123回、125回-126回(昭17･下) 
 
四日市銀行四日市銀行四日市銀行四日市銀行((((株株株株))))    
59期(大14･上)-67期、69期-70期(昭5･下) 
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年鑑・年報等 
 
 
 凡 例 

 
  １．収録範囲 
        主に国内官公庁・民間研究機関等の年鑑・年報類を収録したものである。 
 
 ２．排  列  
        書名のヘボン式アルファベット順とした。 
 
 ３．記載事項 

(1) 書名、刊行機関名・部局名、所蔵年度、刊行年、ページ数または冊数の順に記載し 

  た。 
 
    (2) 刊行機関名・部局名は、所蔵する一番古いものを用い、変更については [   ] 内に 

      記入した。  
 
        (3) 書名の変更および注記は [   ] に記入し、原書名等は対照事項の後に記載した。 
 
    (4) 字体は、新字体があるものは新字体を使用した。 
 
  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｡ 
 
         ∥       廃  刊 
 
       (    )     所蔵巻号および刊行年 
 
         →       参  照 
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年年年年    鑑鑑鑑鑑    ・・・・    年年年年    報報報報    等等等等    
    
    

ＡＡＡＡ    
 
愛知県一宮市勢一覧愛知県一宮市勢一覧愛知県一宮市勢一覧愛知県一宮市勢一覧     一宮市 
 昭和7年  〔昭和7(1932)〕    1枚 
 
愛知県の毛織物状況愛知県の毛織物状況愛知県の毛織物状況愛知県の毛織物状況  愛知県経済部商工課 
 昭和10(1935)    144ｐ 図 
 
愛知県の夏秋蚕愛知県の夏秋蚕愛知県の夏秋蚕愛知県の夏秋蚕     愛知県総務部統計調査課 
 昭和9年  昭和10(1935)    29ｐ 
 
愛知県勢要覧愛知県勢要覧愛知県勢要覧愛知県勢要覧  愛知県知事官房統計係 
 昭和12(1937)    1枚 
 
愛知県統計書愛知県統計書愛知県統計書愛知県統計書     愛知県 
 昭和2年,昭和4年,昭和8年 
  第1編  土地,戸口,其他 
  第2編  教育 
  第3編  産業 
  第4編   警察,衛生,行刑 
 昭和4(1929)-昭和10(1935)    11冊 
    [昭和8年:第3編 農林業,第4編 商工業,第2編は 
    欠号]  
 
愛知県財政概要愛知県財政概要愛知県財政概要愛知県財政概要     愛知県内務部 
 昭和4(1929)    36ｐ 
 
秋田県米産額統計秋田県米産額統計秋田県米産額統計秋田県米産額統計  秋田県 
 昭和2年,昭和5年 
 昭和3(1928)-昭和6(1931)    2冊 
 
秋田県統計書秋田県統計書秋田県統計書秋田県統計書  秋田県 
 第43回（大正14年） 勧業編,学事編,内務編 
 第44回（大正15年,昭和元年） 警察編 
 第46回（昭和3年） 内務編,学事編 
 第47回（昭和4年） 警察編,勧業編 
 昭和2(1927)-昭和6(1931)    8冊 
 
秋田県養蚕統計秋田県養蚕統計秋田県養蚕統計秋田県養蚕統計  秋田県 
 昭和2年,昭和4年-昭和5年 
 昭和3(1928)-昭和6(1931)    3冊 
 
秋田市統計一班秋田市統計一班秋田市統計一班秋田市統計一班     秋田市 
 昭和6年7月調  昭和6(1931)   182, 16ｐ 地図 
 
尼崎商工名鑑尼崎商工名鑑尼崎商工名鑑尼崎商工名鑑  尼崎商工共和会 
  昭和7(1932)    226p   [商工人名録 95p]  
 
青森県農村漁家負債額調青森県農村漁家負債額調青森県農村漁家負債額調青森県農村漁家負債額調  青森県 
 昭和10年度  昭和10(1935)    21p 
 
青森県統計書青森県統計書青森県統計書青森県統計書  青森県 
 昭和4年  昭和6(1931)    564ｐ 

青森商業会議所統計年報青森商業会議所統計年報青森商業会議所統計年報青森商業会議所統計年報  青森商業会議所 
 大正13年-大正15年,昭和3年-昭和11年 
 大正15(1926)-昭和12(1937)    13冊 
 [昭和4年以降：青森商工会議所編｢青森商工会議所 
   統計年報｣]  
 
青森商工案内青森商工案内青森商工案内青森商工案内  青森商工会議所 
  昭和5年度  昭和6(1931)    116p  地図 
 
青森商工会議所統計年報青森商工会議所統計年報青森商工会議所統計年報青森商工会議所統計年報 
  → 「青森商業会議所統計年報」 
 
青森市統計書青森市統計書青森市統計書青森市統計書        青森市青森市青森市青森市 
    昭和5年  昭和6(1931)    288ｐ 図 
 
旭川の現況旭川の現況旭川の現況旭川の現況     旭川商業会議所 
 〔大正15(1926)〕   1枚 
 
旭川市内主要商店街調査報告旭川市内主要商店街調査報告旭川市内主要商店街調査報告旭川市内主要商店街調査報告  旭川商工会議所 
 昭和11(1936)    22ｐ 
 
旭川商工会議所統計年報旭川商工会議所統計年報旭川商工会議所統計年報旭川商工会議所統計年報     旭川商工会議所 
 昭和4年-昭和11年 
 昭和5(1930)-昭和11(1936)    8冊 
 
朝日年鑑朝日年鑑朝日年鑑朝日年鑑     朝日新聞社 
 大正15年,昭和6年-昭和11年,昭和13年-昭和14年, 
  昭和16年-昭和19年 
 大正14(1925)-昭和18(1943)    13冊 
 
朝日東亜年報朝日東亜年報朝日東亜年報朝日東亜年報  朝日新聞社東亜問題調査会 
 昭和13年版,昭和13-16年版,昭和18年版              
 昭和13(1938)-昭和18(1943)    3冊 
 [昭和13-16年版以降：朝日新聞社中央調査会, 昭和 
   18年版：世界戦局の展望]  
 

ＢＢＢＢ    
 
馬政統計馬政統計馬政統計馬政統計  農林省畜産局 
 第5次,第7次-第8次 
 昭和7(1932)-昭和10(1935)    3冊 
 [農林省畜産局畜産彙報]  
 
米価の趨勢一覧米価の趨勢一覧米価の趨勢一覧米価の趨勢一覧     農林省農務局 
 大正14(1925)     1枚 
 [農林省農務局食糧調査資料第11号]  
 
米穀法施行ノ経過概要米穀法施行ノ経過概要米穀法施行ノ経過概要米穀法施行ノ経過概要  農林省農務局 
 大正14年分,昭和3年度分-昭和4年度分 
 〔大正15(1926)-昭和5(1930)〕    3冊 
 
米穀統計（日本之部）米穀統計（日本之部）米穀統計（日本之部）米穀統計（日本之部）  農商務省食糧局 
 第二次（大正13年）,大正14年度-大正15年度 
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 大正13(1924)-昭和2(1927)    3冊 
 [食糧調査資料,大正14年度以降：農林省農務局  編 
   ｢米穀統計年報(日本之部)｣と改題]  
 
米穀統計年報（日本之部）米穀統計年報（日本之部）米穀統計年報（日本之部）米穀統計年報（日本之部）  農林省農務局 
  → ｢米穀統計年報(日本之部)｣ 
 
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     農林省米穀局 
 昭和10(1935)    171, 116 ｐ 
 
米穀要覧米穀要覧米穀要覧米穀要覧     農林省農務局 
 昭和5(1930)    54ｐ 
 
物価二十年物価二十年物価二十年物価二十年  東洋経済新報社 
 昭和8年,昭和11年版,昭和13年版 
  昭和7(1932)-昭和12(1937)    3冊 
  [昭和11年版,昭和13年版:東洋経済物価二十年] 
 継続後誌:東洋経済物価二十年→物価総覧 
 
物価及賃銀物価及賃銀物価及賃銀物価及賃銀  東京商工会議所 
 昭和6年度  昭和6(1931)    12ｐ 
 
物価統計表物価統計表物価統計表物価統計表  商工大臣官房統計課 
 →  ｢卸売物価統計表｣ 
 
仏教年鑑仏教年鑑仏教年鑑仏教年鑑  仏教年鑑社 
 昭和5年  昭和4(1929)    69ｐ  [仏誕2496]  
 

ＣＣＣＣ    
 
茶業組合中央会議所統計年報茶業組合中央会議所統計年報茶業組合中央会議所統計年報茶業組合中央会議所統計年報     茶業組合中央会議所 
 昭和10年度-昭和14年 
 昭和11(1936)-昭和15(1940)    5冊 
 
茶業統計茶業統計茶業統計茶業統計  茶業組合中央会議所 
 第28輯(昭和7年度)-第29輯(昭和8年度), 
  第31輯(昭和9年度) 
 昭和9(1934)-昭和11(1936)    3冊  [茶業彙報]  
 
茶業要覧茶業要覧茶業要覧茶業要覧  農林省農務局 
 昭和10(1935)    142ｐ 
 [農務局農事改良資料第 100]   
 
茶統計表茶統計表茶統計表茶統計表     農林大臣官房統計課 
 大正15年-昭和11年 
 昭和2(1927)-昭和12(1937)    11冊 
 
千葉県勢要覧千葉県勢要覧千葉県勢要覧千葉県勢要覧  千葉県 
 昭和元年度,昭和4年度 
 昭和3(1928)-昭和6(1931)    2冊 
 
千葉県統計書千葉県統計書千葉県統計書千葉県統計書  千葉県知事官房 
 昭和5年 
  第1編  土地,戸口,財政,議会,官公吏 
  第2編  教育,社寺教会,兵事,慈恵救済及褒賞 
  第3編  気象,農業,耕地整理,蚕業,牧畜業, 
             山林業,水産業 
  第4編  商業,工業,銀行金融,貯蓄及産業組合, 

             土木交通 
  第5編  警察,衛生 
 昭和6(1931)-昭和7(1932)    5冊 
 
地方金融の検討地方金融の検討地方金融の検討地方金融の検討  東洋経済新報社 
 昭和17年版  昭和17(1942)    228p  
  [大戦下の地方銀行特輯]  
 
千葉市勢要覧千葉市勢要覧千葉市勢要覧千葉市勢要覧  千葉市 
 昭和5年度  昭和7(1932)    45ｐ 
 
地方財政概要地方財政概要地方財政概要地方財政概要     内務省地方局 
 昭和3年度,昭和7年度-昭和10年度, 
  昭和12年度-昭和13年度,昭和19年度 
 昭和4(1929)-昭和22(1947)    8冊 
 
筑豊石炭鉱業要覧筑豊石炭鉱業要覧筑豊石炭鉱業要覧筑豊石炭鉱業要覧  筑豊石炭鉱業組合事務所 
 昭和8年版  昭和8(1933)    170ｐ 地図 
 
賃銀統計表賃銀統計表賃銀統計表賃銀統計表  商工大臣官房統計課 
 明治33年及至昭和4年-昭和14年 
 昭和5(1930)-昭和15(1940)    9冊 
 [昭和14年:商工大臣官房調査課]  
 
知識階級就職に関する資料知識階級就職に関する資料知識階級就職に関する資料知識階級就職に関する資料  中央職業紹介事務局 
 昭和10年度,昭和12年度,昭和14年度 
 昭和10(1935)-昭和15(1940)    3冊 
  [昭和12年度:厚生省社会局 
  昭和14年度:厚生省職業部] 
 
貯金局統計年報貯金局統計年報貯金局統計年報貯金局統計年報  貯金局 
 大正12年度,大正13年度,第35回(昭和2年度) 
  -第47回(昭和14年度) 
 大正14(1925)-昭和15(1940)    15冊 
 
調査資料調査資料調査資料調査資料    同号外同号外同号外同号外    海運及経済調査報告項目索引海運及経済調査報告項目索引海運及経済調査報告項目索引海運及経済調査報告項目索引    
  日本郵船株式会社営業調査課 
 昭和4年度  〔昭和5(1930)〕    262ｐ 
 
潮汐表潮汐表潮汐表潮汐表  中央気象台 
  昭和6年-昭和8年,昭和10年-昭和15年 
 昭和6(1931)-昭和14(1939)    9冊 
 
朝鮮経済年報朝鮮経済年報朝鮮経済年報朝鮮経済年報  全国経済調査機関連合会朝鮮支部 
 昭和15年版-昭和16･17年版 
 昭和15(1940)-昭和18(1943)    2冊 
 
朝鮮人生活状態調査朝鮮人生活状態調査朝鮮人生活状態調査朝鮮人生活状態調査     横浜市社会課 
 昭和10年  昭和11(1936)    75, 9ｐ 
 
中部日本の事業と会社中部日本の事業と会社中部日本の事業と会社中部日本の事業と会社     東洋経済新報社 
 第1回(昭和13年版),第5回(昭和17年版) 
 昭和13(1938)-昭和17(1942)    2冊 
 
中華民国外国貿易各港別統計表中華民国外国貿易各港別統計表中華民国外国貿易各港別統計表中華民国外国貿易各港別統計表    
        ----大連大連大連大連,,,,天津天津天津天津,,,,青島青島青島青島,,,,上海上海上海上海,,,,漢口漢口漢口漢口,,,,広東広東広東広東----    
 東京商工会議所 
  昭和4年度 第3巻    昭和6(1931)    66ｐ 
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中華民国外国貿易統計表中華民国外国貿易統計表中華民国外国貿易統計表中華民国外国貿易統計表  東京商工会議所 
  昭和4年度 
  第2巻 A. 輸入品種別ニヨル国別及輸入地別 
      B.  輸出品種別ニヨル国別及輸出地別 
 昭和5年度 
  第1巻 Ⅰ. 輸入品種別数量及価額 
     Ⅱ. 輸出品種別数量及価額 
  第2巻  A.  輸入品種別ニヨル国別及輸入地別 
      B. 輸出品種別ニヨル国別及輸出地別 
 昭和5(1930)-昭和6(1931)    3冊 
 
中華民国及満州国貿易統計表中華民国及満州国貿易統計表中華民国及満州国貿易統計表中華民国及満州国貿易統計表  東京商工会議所 
 昭和9年度,昭和11年度-昭和14･15年度 
 昭和10(1935)-昭和16(1941)    5冊 
 
中華民国在留本邦人及第三国人人口概中華民国在留本邦人及第三国人人口概中華民国在留本邦人及第三国人人口概中華民国在留本邦人及第三国人人口概計表計表計表計表    
 外務省東亜局第三課 
 昭和17年1月1日現在  昭和17(1942)    31ｐ 
 
中央物価統制協力会議年報中央物価統制協力会議年報中央物価統制協力会議年報中央物価統制協力会議年報    
 中央物価統制協力会議  
  昭和14年11月創立より16年3月末に至る活動概況 
  昭和16(1941)   286ｐ 
 昭和16年4月より17年3月末に至る活動概況 
   昭和17(1942)    180ｐ 
 
中央気象台一覧中央気象台一覧中央気象台一覧中央気象台一覧  中央気象台 
 昭和7(1932)    499ｐ 
 

ＤＤＤＤ    
    
大学専門学校甲種実業学校卒業生就職状況調査大学専門学校甲種実業学校卒業生就職状況調査大学専門学校甲種実業学校卒業生就職状況調査大学専門学校甲種実業学校卒業生就職状況調査    
 中央職業紹介事務局 
 昭和5年  昭和5(1930)    13ｐ 
 
大日本外国貿易年表大日本外国貿易年表大日本外国貿易年表大日本外国貿易年表  大蔵省 
 昭和3年(下),昭和5年(下),昭和6年,昭和9年(下), 
  昭和10年-昭和13年,昭和14年(上) 
 昭和6(1931)-昭和17(1942)    18冊 
 [昭和5年以降：｢日本外国貿易年表｣と改題]  
 継続後誌：日本貿易年表→日本貿易月表 
 
大日本帝国港湾統計大日本帝国港湾統計大日本帝国港湾統計大日本帝国港湾統計  内務省土木局 
 大正12年-大正13年,大正15年･昭和元年,昭和3年, 
  昭和5年,昭和7年-昭和11年   
 大正14(1925)-昭和13(1938)    10冊 
 
大日本帝国大日本帝国大日本帝国大日本帝国港湾統計要覧港湾統計要覧港湾統計要覧港湾統計要覧     内務省土木局 
 大正14年-昭和2年,昭和9年-昭和13年 
 大正15(1926)-昭和14(1939)    8冊 
 [大正15年･昭和元年,昭和2年:港湾5月号附録]  
 
大日本帝国内務省統計報告大日本帝国内務省統計報告大日本帝国内務省統計報告大日本帝国内務省統計報告  内務大臣官房文書課 
 第38回,第40回,第42回-第43回 
 大正14(1925)-昭和6(1931)    4冊 
 
大日本帝国統計年鑑大日本帝国統計年鑑大日本帝国統計年鑑大日本帝国統計年鑑        統計院 
 → ｢日本帝国統計年鑑｣ 

 
大東亜共栄圏港湾調査大東亜共栄圏港湾調査大東亜共栄圏港湾調査大東亜共栄圏港湾調査  三井物産株式会社船舶部 
 昭和17(1942)    743ｐ 図105 
 
大東亜農事統大東亜農事統大東亜農事統大東亜農事統計書計書計書計書     万国農事協会 
 昭和17(1942)    143ｐ 
 [｢万国農事統計年鑑(International Yearbook of 
    Agricultual Statistics.)1939-40年｣に拠る． 
   ｢大東亜統計叢書｣ 第2部 産業別統計 1]  
 
大東亜産業貿易年報大東亜産業貿易年報大東亜産業貿易年報大東亜産業貿易年報  日本貿易報国連盟 
 第1輯  昭和17(1942)    323ｐ 
 
大東亜資源統計大東亜資源統計大東亜資源統計大東亜資源統計     国勢社編集部 
 昭和17(1942)    212ｐ 
 
大東亜財政金融年報大東亜財政金融年報大東亜財政金融年報大東亜財政金融年報  東洋経済新報社 
 第1輯(昭和18年版)  昭和18(1943)    148ｐ 
 
大都市比較統計年表大都市比較統計年表大都市比較統計年表大都市比較統計年表  大都市調査統計協議会 
 第1回(昭和11年)-第2回(昭和12年) 
 昭和13(1938)-昭和15(1940)    2冊 
 
ダイヤモンド経済統計年鑑ダイヤモンド経済統計年鑑ダイヤモンド経済統計年鑑ダイヤモンド経済統計年鑑  ダイヤモンド社 
 昭和10年版,昭和15年版-昭和16年版 
 昭和10(1935)-昭和16(1941)    3冊 
 [昭和10年版：第6版] 
 
電気事業概況電気事業概況電気事業概況電気事業概況  逓信省電気局 
 大正14(1925)    27ｐ 
 
電気事業成績調書電気事業成績調書電気事業成績調書電気事業成績調書  大阪市電気局 
  第29回(大正15年･昭和元年度)-第42回(昭和14年度) 
 〔昭和2(1927)-昭和15(1940)〕   14冊 
 [第37回以降：｢電気局事業成績調書｣]    
 
電気事業成績調書電気事業成績調書電気事業成績調書電気事業成績調書  東京市電気局 
 第24回(昭和9年度)-第27回(昭和12年度) 
 〔昭和10(1935)-昭和13(1938)〕   4冊 
 
電気事業要覧電気事業要覧電気事業要覧電気事業要覧  逓信省電気局 
 第15回-第16回,第18回-第19回 
 大正13(1924)-昭和3(1928)    4冊 
 
道府県別米累年統計表道府県別米累年統計表道府県別米累年統計表道府県別米累年統計表  農林大臣官房統計課 
 明治16年及至昭和10年  昭和11(1936)    72ｐ 
 
道府県勧業費予算道府県勧業費予算道府県勧業費予算道府県勧業費予算  農林大臣官房統計課 
 昭和9年度-昭和13年度 
 昭和10(1935)-昭和13(1938)    5冊 
 
独逸外国貿易年報独逸外国貿易年報独逸外国貿易年報独逸外国貿易年報  独逸国統計局編  府立東京商
工奨励館訳 
 1937年  昭和15(1940)    130ｐ 
 原書名：Monatliche Nachweise uber den auswartigen  
         Handel Deutschlands. Erganzugsheft I. Den  
         deutsche Aussenhandel nach   Erteilend 
         und Landern 1937. 



 146

同盟時事年鑑同盟時事年鑑同盟時事年鑑同盟時事年鑑  同盟通信社 
  → ｢『時事』年鑑｣ 
 

ＥＥＥＥ    
 
愛媛県勢要覧愛媛県勢要覧愛媛県勢要覧愛媛県勢要覧     愛媛県知事官房統計課 
 昭和6年  昭和6(1931)    85, 51ｐ 
 
愛媛県統計書愛媛県統計書愛媛県統計書愛媛県統計書  愛媛県 
 昭和3年 第1編  土地,戸口,財政,其他 
 昭和3(1928)    120ｐ 
 
英国海運会議所一九二七年度年報英国海運会議所一九二七年度年報英国海運会議所一九二七年度年報英国海運会議所一九二七年度年報    
 対米船舶提供記念財団  
 1927年度  昭和3(1928)    21ｐ                       
 
駅別主要貨物統計年報駅別主要貨物統計年報駅別主要貨物統計年報駅別主要貨物統計年報     鉄道省経理局 
 昭和3年中 
  札幌鉄道局分 
  仙台鉄道局分 
  東京鉄道局分 
  名古屋鉄道局分 
  大阪鉄道局分 
  門司鉄道局分 
 昭和4年中 
  東京鉄道局分 
 〔昭和4(1929)-昭和5(1930)〕  7冊 
 

ＦＦＦＦ    
 
副業共同団体要覧副業共同団体要覧副業共同団体要覧副業共同団体要覧  兵庫県経済部農政課 
 昭和10(1935)    76ｐ 
 [兵庫県農林資料経第22号]  
 
副業奨励計画副業奨励計画副業奨励計画副業奨励計画  熊本県 
 昭和11年度  昭和11(1936)    19ｐ 
 
福井県織物同業組合統計一覧表福井県織物同業組合統計一覧表福井県織物同業組合統計一覧表福井県織物同業組合統計一覧表    
 福井県織物同業組合 
 昭和8年  昭和9(1934)    73ｐ 
 
福井県社会事業概要福井県社会事業概要福井県社会事業概要福井県社会事業概要     福井県学務部社会課 
 昭和5(1930)    70ｐ 
 
福井県統計書福井県統計書福井県統計書福井県統計書  福井県 
 大正15年・昭和元年 
 昭和4年 
  第1編 土地及戸口等 
  第2編 学事 
  第3編 産業 
 昭和5年 
  第1編 土地及戸口等 
  第2編 学事 
  第3編 産業 
  第4編 警察衛生等 
 昭和3(1928)-昭和7(1932)    8冊 
 

福井市統計一斑福井市統計一斑福井市統計一斑福井市統計一斑  福井市 
 昭和4年分  昭和6(1931)    185ｐ 
 
福井商工人名録福井商工人名録福井商工人名録福井商工人名録  福井商工会議所 
 昭和7年,昭和12年版 
 昭和7(1932)-昭和13(1938)    2冊 
 
福岡県勢要覧福岡県勢要覧福岡県勢要覧福岡県勢要覧  福岡県知事官房統計課 
 昭和3年  昭和3(1928)    1枚 
 
福岡県統計書福岡県統計書福岡県統計書福岡県統計書     福岡県 
 昭和4年 第3編 勧業 
 昭和6(1931)    331ｐ 
 
福岡市勧業要覧福岡市勧業要覧福岡市勧業要覧福岡市勧業要覧     福岡市 
 昭和2年度版  昭和2(1927)    189ｐ 
 
福岡市勢要覧福岡市勢要覧福岡市勢要覧福岡市勢要覧  福岡市 
 昭和4年版,昭和6年版 
 昭和4(1929)-昭和6(1931)    2冊 
 
福島県統計書福島県統計書福島県統計書福島県統計書  福島県 
 第46回 上編  昭和5(1930)    406ｐ 
     下編  昭和6(1931)    602ｐ 
 
福島市勢一斑福島市勢一斑福島市勢一斑福島市勢一斑  福島市 
 第19回  昭和6(1931)    161, 18ｐ 
 
不良住宅地区改良後に於ける地区内居住者生計調査不良住宅地区改良後に於ける地区内居住者生計調査不良住宅地区改良後に於ける地区内居住者生計調査不良住宅地区改良後に於ける地区内居住者生計調査    
    報告書報告書報告書報告書  同潤会 
 昭和8年  昭和8(1933)    244ｐ 
 
普通銀行ニ於ケル不動産抵当貸付金調査普通銀行ニ於ケル不動産抵当貸付金調査普通銀行ニ於ケル不動産抵当貸付金調査普通銀行ニ於ケル不動産抵当貸付金調査    
    日本勧業銀行調査課 
 大正14年末現在-昭和2年末現在 
 昭和3(1928)-昭和6(1931)    3冊 
 

ＧＧＧＧ    
    
外国貿易概況外国貿易概況外国貿易概況外国貿易概況  函館税関 
 昭和2年-昭和6年,昭和8年 
 昭和3(1928)-昭和9(1934)    6冊 
 
外国貿易概覧外国貿易概覧外国貿易概覧外国貿易概覧  大蔵省主税局 
 大正13年･大正14年-昭和3年 
 昭和2(1927)-昭和4(1929)    4冊 
 
外国貿易年報外国貿易年報外国貿易年報外国貿易年報  横浜商業会議所 
 大正12年･13年･14年･15年 
 昭和2(1927)    16ｐ 
 [英文タイトル： Annual Report of the Foreign 
                  Trade of Yokohama for 1923,  
                  1924, 1925, 1926]  
 
外国経済統計外国経済統計外国経済統計外国経済統計     日本銀行調査局 
 大正13年,昭和5年-昭和6年,昭和10年,昭和15年 
 大正13(1924)-昭和15(1940)    5冊 
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外国気候表外国気候表外国気候表外国気候表  中央気象台 
 昭和4(1929)    17, 261ｐ 
 
外務省公表集外務省公表集外務省公表集外務省公表集  外務省 
 第6輯(大正14年)-第11輯,第14輯,第16輯(昭和12年) 
  大正14(1925)-昭和12(1937)    8冊 
 [第16輯:支那事変関係ヲ除ク] 
 
現行専売制度並事業概要現行専売制度並事業概要現行専売制度並事業概要現行専売制度並事業概要     専売局 
 昭和13年6月版,昭和14年4月版 
 昭和13(1938)-昭和14(1939)    2冊 
 
原糸及織物商況概要原糸及織物商況概要原糸及織物商況概要原糸及織物商況概要  丸紅商店調査部 
 昭和8年度-昭和14年度 
 昭和8(1933)-昭和14(1939)    7冊 
 [附：相場及需給統計表]  
 
岐阜県蚕桑統計岐阜県蚕桑統計岐阜県蚕桑統計岐阜県蚕桑統計  岐阜県内務部蚕糸課 
 昭和4年  昭和5(1930)   25ｐ 
 
岐阜県勢要覧岐阜県勢要覧岐阜県勢要覧岐阜県勢要覧  岐阜県 
 昭和2年,昭和5年 
 昭和2(1927)-昭和5(1930)   2冊 
 
岐阜市勢一斑岐阜市勢一斑岐阜市勢一斑岐阜市勢一斑  岐阜市 
 昭和6年調,昭和10年 
 昭和6(1931)-昭和12(1937)    2冊 
 [昭和10年:｢岐阜市勢一覧｣と改題]  
 
岐阜市勢一覧岐阜市勢一覧岐阜市勢一覧岐阜市勢一覧     岐阜市 
 → ｢岐阜市勢一斑｣ 
 
議会報告書議会報告書議会報告書議会報告書  立憲民政党本部 
 第66-67,第69 
 昭和10(1935)-昭和11(1936)    2冊 
 [第69:政務調査館] 
 
銀行会社事項銀行会社事項銀行会社事項銀行会社事項     安田保善社調査部 
 昭和2年度-昭和3年度 
 〔昭和2(1927)〕-昭和3(1928)    2冊 
 
銀行会社年鑑銀行会社年鑑銀行会社年鑑銀行会社年鑑     ダイヤモンド社 
 昭和4年版-昭和5年版 
 昭和4(1929)-昭和5(1930)    2冊 
 
銀行局年報銀行局年報銀行局年報銀行局年報  大蔵省銀行局 
 第53次(昭和3年),第55次(昭和5年) 
 昭和5(1930)-昭和6(1931)    2冊 
 
豪州羊毛年報梗概豪州羊毛年報梗概豪州羊毛年報梗概豪州羊毛年報梗概  豪州兼松商店 
 1924･25年度-1926･27年度,1928･29年度 
  -1936･37年度 
 大正14(1925)-昭和11(1936)    12冊 
 
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  群馬県内務部 
 明治36(1903)    346, 319, 616ｐ 
 
群馬県蚕糸業現況調査書群馬県蚕糸業現況調査書群馬県蚕糸業現況調査書群馬県蚕糸業現況調査書  群馬県内務部 

 明治37(1904)    506ｐ 
 
群馬県蚕糸類要覧群馬県蚕糸類要覧群馬県蚕糸類要覧群馬県蚕糸類要覧  群馬県経済部 
 昭和10(1935)    1枚 
 
群馬県統計摘要群馬県統計摘要群馬県統計摘要群馬県統計摘要     群馬県内務部 
 大正13年  大正15(1926)    165, 40ｐ 
 
業務報告業務報告業務報告業務報告  神奈川県工業試験場 
 昭和8年度  昭和9(1934)    86ｐ 
 
業務報告書業務報告書業務報告書業務報告書  産業組合中央金庫 
 昭和13年度-昭和14年度,昭和16年度-昭和17年度 
 〔昭和14(1939)-昭和18(1943)〕    4冊 
 [昭和14年度以降:｢業務報告書抄｣] 
    
業務工程業務工程業務工程業務工程  群馬県工業試験場 
 大正12年度  大正12(1923)    55ｐ 
 [附：現況一班]  
 
業務功程報告業務功程報告業務功程報告業務功程報告     埼玉県熊谷工業試験場 
 大正11年度-大正13年度 
 大正12(1923)-大正14(1925)    3冊 
 [大正12年度以降：｢業務功程｣]  
 
業務年報業務年報業務年報業務年報     大阪府立産業能率研究所 
 第1輯(昭和11年度)  昭和13(1938)    214ｐ 
 
業務要覧業務要覧業務要覧業務要覧  大阪府立貿易館新京分館 
 昭和10(1935)    28ｐ 
 
業種別より観たる広島市商工業経営調査業種別より観たる広島市商工業経営調査業種別より観たる広島市商工業経営調査業種別より観たる広島市商工業経営調査    
 広島県立広島商業学校実業調査部 
 昭和14(1939)    74ｐ 
 

ＨＨＨＨ    
 
函館市勢要覧函館市勢要覧函館市勢要覧函館市勢要覧  函館市 
 昭和6年刊  昭和6(1931)    1枚 
 
函館市商店後方函館市商店後方函館市商店後方函館市商店後方地帯調査書地帯調査書地帯調査書地帯調査書  函館商工会議所 
 昭和13年7月施行  昭和15(1940)    179ｐ 
 
函館市統計書函館市統計書函館市統計書函館市統計書  函館市 
 第19回(昭和4年版)-第20回(昭和5年) 
 昭和4(1929)-昭和6(1931)    2冊 
 
函館商業会議所年報函館商業会議所年報函館商業会議所年報函館商業会議所年報  函館商業会議所 
 大正13年,昭和12年-昭和15年 
 大正14(1925)-昭和18(1943)    6冊 
 [昭和12年以降:函館商工会議所編｢函館商工会議所 
   年報｣]  
 
函館商工会議所年報函館商工会議所年報函館商工会議所年報函館商工会議所年報  函館商工会議所 
 → ｢函館商業会議所年報｣ 
 
函館税関外国函館税関外国函館税関外国函館税関外国貿易年表貿易年表貿易年表貿易年表  函館税関 
 昭和6年-昭和13年 
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 昭和8(1933)-昭和14(1939)    8冊 
 
浜松市勢一斑浜松市勢一斑浜松市勢一斑浜松市勢一斑  浜松市 
 → ｢静岡県浜松市市勢一斑｣ 
 
春蚕繭々質並に生繭一貫匁生産費調査春蚕繭々質並に生繭一貫匁生産費調査春蚕繭々質並に生繭一貫匁生産費調査春蚕繭々質並に生繭一貫匁生産費調査    
 蚕糸業同業組合中央会 
 昭和4年  〔昭和4(1929)〕    21ｐ 
 
春蚕統計春蚕統計春蚕統計春蚕統計  埼玉県 
  昭和9年  昭和9(1934)    16ｐ 
 
春繭及夏秋繭相場調査春繭及夏秋繭相場調査春繭及夏秋繭相場調査春繭及夏秋繭相場調査  蚕糸業同業組合中央会 
 昭和6年度  〔昭和7(1932)〕   156, 15ｐ  
 [附:昭和5年度繭相場調査概要]  
 
春繭相場調査春繭相場調査春繭相場調査春繭相場調査  蚕糸業同業組合中央会 
  昭和4年   〔昭和4(1929)〕    112ｐ 
 
彦根市勢要覧彦根市勢要覧彦根市勢要覧彦根市勢要覧  彦根市 
 昭和12年版  昭和12(1937)    32ｐ 
 [附:観光案内]  
 
弘前市商工案内弘前市商工案内弘前市商工案内弘前市商工案内  弘前商業会議所 
 大正13年-大正14年 
 大正13(1924)-大正15(1926)    2冊 
 
広島県工業家総覧広島県工業家総覧広島県工業家総覧広島県工業家総覧  広島県商工団体連合会 
 昭和3年版  昭和3(1928)    292ｐ 
 
広島県統計書広島県統計書広島県統計書広島県統計書     広島県 
 大正13年 第3編(勧業) 其ノ 2 
 大正15(1926)    179ｐ 
 
広島広島広島広島市勢一斑市勢一斑市勢一斑市勢一斑  広島県 
 第13回  昭和4(1929)    56ｐ 図 
    
広島市商工案内広島市商工案内広島市商工案内広島市商工案内     広島商業会議所 
 大正14年,昭和4年 
 大正14(1925)-昭和4(1929)    2冊 
 [昭和4年:広島商工会議所]  
 
広島市統計年表広島市統計年表広島市統計年表広島市統計年表  広島市 
 第23回(昭和2年),第26回(昭和5年) 
 昭和4(1929)-昭和7(1932)    2冊 
 
肥料統計肥料統計肥料統計肥料統計  北海道庁産業部 
 昭和6年  昭和7(1932)    20ｐ 
 
肥料統計書肥料統計書肥料統計書肥料統計書  大阪府 
  昭和4年,昭和6年 
 昭和5(1930)-昭和8(1933)    2冊 
 
肥料要覧肥料要覧肥料要覧肥料要覧  農林省農務局 
 昭和4年度-昭和5年度,昭和11年-昭和14年 
 昭和6(1931)-昭和16(1941)    6冊 
 
日傭労働者調査日傭労働者調査日傭労働者調査日傭労働者調査  横浜市社会課 

 昭和6年11月1日現在  昭和7(1932)    53ｐ 
 
保土ヶ谷区勢要覧保土ヶ谷区勢要覧保土ヶ谷区勢要覧保土ヶ谷区勢要覧  横浜市保土ヶ谷区 
 第2回  昭和6(1931)    231ｐ 図 
 
保険事業年鑑保険事業年鑑保険事業年鑑保険事業年鑑     損害保険事業研究所 
 昭和14年版  上巻 損害保険 
        下巻 生命保険･公営保険 
 昭和14(1939)    2冊 
 
保険年鑑保険年鑑保険年鑑保険年鑑     商工省商務局 
 甲．内国会社 
    大正11年度･大正12年度-昭和15年度 
   大正14(1925)-昭和17(1942)    28冊 
 乙．外国会社 
   大正11･12･13･14年度-昭和15年度 
   昭和2(1927)-昭和18(1943)    16冊 
  [大正14年-昭和12年:商工省保険部,昭和13年以降: 
   大蔵省監理局]   
 
北海道庁統計書北海道庁統計書北海道庁統計書北海道庁統計書  北海道庁 
 第35回(大正12年) 第2巻 勧業之部 
 第41回(昭和 4年)  〃    〃 
 第42回(昭和 5年)  〃    〃 
 第43回(昭和 6年)  〃    〃 
 第44回(昭和 7年)   〃    〃 
 第45回(昭和 8年)  〃    〃 
  大正14(1925)-昭和10(1935)    6冊 
 
北海道樺太対各地間出入金高調北海道樺太対各地間出入金高調北海道樺太対各地間出入金高調北海道樺太対各地間出入金高調  北海道拓殖銀行 
 自大正13年至昭和元年-昭和6年 
 昭和2(1927)-昭和7(1932)    6冊 
 
北海道国税一覧北海道国税一覧北海道国税一覧北海道国税一覧     札幌税務監督局 
 昭和4年度-昭和5年度,昭和9年度-昭和11年度 
  昭和5(1930)-昭和12(1937)    5冊 
 
北海道交通要覧北海道交通要覧北海道交通要覧北海道交通要覧     北海道庁土木部道路課 
 昭和6(1931)    154ｐ 
 
北海道年鑑北海道年鑑北海道年鑑北海道年鑑  北海出版社 
 昭和4年  昭和3(1928)    807ｐ 
 
北海道農産物統計北海道農産物統計北海道農産物統計北海道農産物統計  北海道庁産業部農産課 
 昭和7(1932)    127ｐ 
 
北海道及樺太株式会社集覧北海道及樺太株式会社集覧北海道及樺太株式会社集覧北海道及樺太株式会社集覧    
 北海道拓殖銀行調査課 
 昭和4年版,昭和8年版,昭和14年版 
 昭和4(1929)-昭和15(1940)    3冊 
 
北海道及樺太各銀行預金貸付高調北海道及樺太各銀行預金貸付高調北海道及樺太各銀行預金貸付高調北海道及樺太各銀行預金貸付高調    
 北海道拓殖銀行 
 自大正11年上半期至大正15年下半期, 
  自大正12年下半期至昭和2年下半期, 
 自大正13年上半期至昭和3年下半期, 
  自大正14年上半期至昭和4年下半期 
 昭和2(1927)-昭和5(1930)    4冊 



 149

北海道及樺太経済統計要覧北海道及樺太経済統計要覧北海道及樺太経済統計要覧北海道及樺太経済統計要覧    
 北海道拓殖銀行調査課 
 大正15年版-昭和6年版,昭和13年版 
 大正15(1926)-昭和13(1938)    7冊 
 
北洋漁業関係統計北洋漁業関係統計北洋漁業関係統計北洋漁業関係統計     農林省水産局 
 昭和7年  昭和8(1933)    327ｐ 
 
俸給生活者職工生計調査報告俸給生活者職工生計調査報告俸給生活者職工生計調査報告俸給生活者職工生計調査報告  協調会 
 自大正10年9月至同11年5月 
 大正14(1925)    41, 111, 109, 46ｐ 図 
 
本邦貿易状況本邦貿易状況本邦貿易状況本邦貿易状況  農商務省商務局貿易課 
 大正13年 上巻 一般状況 
 大正14(1925)    27ｐ 
 
本邦畜産要覧本邦畜産要覧本邦畜産要覧本邦畜産要覧  農林省畜産局 
 第9次-第17次 
 昭和5(1930)-昭和13(1938)    9冊 
 
本邦不動産金融ニ関スル諸統計本邦不動産金融ニ関スル諸統計本邦不動産金融ニ関スル諸統計本邦不動産金融ニ関スル諸統計    
 日本勧業銀行調査課 
 大正14年,昭和3年-昭和5年,昭和7年 
 大正14(1925)-昭和7(1932)    5冊 
 
本邦外国貿易概況本邦外国貿易概況本邦外国貿易概況本邦外国貿易概況  商工省商務局貿易課 
 昭和4年  昭和5(1930)    19ｐ 
 [昭和5年貿第7号] 
 
本邦外国貿易状況本邦外国貿易状況本邦外国貿易状況本邦外国貿易状況  商工省貿易局 
 昭和4年,昭和6年,昭和8年 
 昭和5(1930)-昭和10(1935)    3冊 
 
本邦本県海外貿易概要本邦本県海外貿易概要本邦本県海外貿易概要本邦本県海外貿易概要     広島県産業奨励館 
 昭和8年-昭和10年 
 昭和9(1934)-昭和11(1936)    3冊 
 [昭和9年-昭和10年:｢本邦本県海外貿易統計資料彙 
   集｣]  
 
本邦本県海外貿易統計資料彙集本邦本県海外貿易統計資料彙集本邦本県海外貿易統計資料彙集本邦本県海外貿易統計資料彙集    
  広島県産業奨励館 
 → ｢本邦本県海外貿易概要｣ 
 
本邦事業成績分析本邦事業成績分析本邦事業成績分析本邦事業成績分析  三菱経済研究所 
 昭和7年-昭和8年,昭和10年下期,昭和11年下期, 
  昭和12年上期,昭和13年上期,昭和14年下期, 
  昭和15年,昭和18年上期 
 昭和7(1932)-昭和19(1944)    12冊 
 
本邦人造絹糸工業概要本邦人造絹糸工業概要本邦人造絹糸工業概要本邦人造絹糸工業概要  農林省蚕糸局 
 昭和3(1928)    134ｐ 
 
本邦経済統計本邦経済統計本邦経済統計本邦経済統計  日本銀行調査局 
 大正13年,昭和6年,昭和9年-昭和11年,昭和13年, 
  昭和15･16年 
 大正14(1925)-昭和17(1942)    7冊 
 
本邦鉱業ノ趨勢本邦鉱業ノ趨勢本邦鉱業ノ趨勢本邦鉱業ノ趨勢     農商務省鉱山局 

 大正12年,昭和3年-昭和9年 
 大正13(1924)-昭和10(1935)    8冊 
 [昭和3年以降:商工省鉱山局] 
 
本邦鉱業ノ趨勢概本邦鉱業ノ趨勢概本邦鉱業ノ趨勢概本邦鉱業ノ趨勢概要要要要     商工省鉱山局 
  昭和7年-昭和11年 
 昭和8(1933)-昭和12(1937)    5冊 
 
本邦に於ける木材パルプの生産状況本邦に於ける木材パルプの生産状況本邦に於ける木材パルプの生産状況本邦に於ける木材パルプの生産状況    
 農林省山林局 
 昭和13年  〔昭和14(1939)〕   73ｐ 
 
本邦ニ於ケル体育運動団体ニ関スル調査本邦ニ於ケル体育運動団体ニ関スル調査本邦ニ於ケル体育運動団体ニ関スル調査本邦ニ於ケル体育運動団体ニ関スル調査    
 文部大臣官房体育課 
 昭和7年-昭和8年 
 昭和7(1932)-昭和8(1933)    2冊 
 
本邦農業要覧本邦農業要覧本邦農業要覧本邦農業要覧     農林省農務局 
 〔昭和5年版〕,〔昭和7年版〕,昭和9年版,昭和11年版, 
  昭和13年版,昭和15年版 
  昭和4(1929)-昭和15(1940)    6冊 
 
本邦林業金融事情本邦林業金融事情本邦林業金融事情本邦林業金融事情  農林省山林局 
 昭和5(1930)    56ｐ 
 
本邦累年気象表本邦累年気象表本邦累年気象表本邦累年気象表  中央気象台 
 昭和4(1929)    554ｐ 
 
本邦社会事業施設要覧本邦社会事業施設要覧本邦社会事業施設要覧本邦社会事業施設要覧  中央社会事業協会 
 昭和9(1934)    285ｐ 
 
本邦社会事業統計図表本邦社会事業統計図表本邦社会事業統計図表本邦社会事業統計図表  中央社会事業協会 
 昭和8年  昭和8(1933)    49 leaves, 18ｐ 
 
本邦森林金融事情本邦森林金融事情本邦森林金融事情本邦森林金融事情     農林省山林局     
 昭和6年度  昭和6(1931)    41ｐ   
 
本邦主要都市財政統計本邦主要都市財政統計本邦主要都市財政統計本邦主要都市財政統計  三井銀行調査課 
 昭和4年度  昭和4(1929)    1冊 
 
兵庫県会社一覧兵庫県会社一覧兵庫県会社一覧兵庫県会社一覧     兵庫県総務部調査課 
 昭和13年12月末日現在  昭和14(1939)    209ｐ 
 
兵庫県県治一斑兵庫県県治一斑兵庫県県治一斑兵庫県県治一斑     兵庫県知事官房統計課 
 第27回  昭和2(1927)    252, 44ｐ 地図 
 
兵庫県金融要覧兵庫県金融要覧兵庫県金融要覧兵庫県金融要覧     兵庫県内務部商工課 
 昭和3年,昭和10年 
 昭和3(1928)-昭和10(1935)    2冊 
 [昭和10年:兵庫県経済部商工課]  
 
兵庫県蚕糸業一覧兵庫県蚕糸業一覧兵庫県蚕糸業一覧兵庫県蚕糸業一覧  兵庫県 
 昭和5(1930)    1枚 
 
兵庫県勢要覧兵庫県勢要覧兵庫県勢要覧兵庫県勢要覧  兵庫県 
 昭和2年  昭和3(1928)    86, 25ｐ 
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兵庫県統計書兵庫県統計書兵庫県統計書兵庫県統計書   兵庫県内務部統計課 
 昭和4年上下巻,昭和8年上下巻 
  上巻  土地,気象,戸口,教育,社寺及教会, 
           社会事業,財政,交通,土木,議会,官公吏, 
           警察,衛生 
    下巻  農業,林業,水産業,鉱業,工業,商業及金融 
 昭和6(1931)-昭和9(1934)    4冊 
 
標準物価調標準物価調標準物価調標準物価調  文部大臣官房会計課 
 第6回  昭和2(1927)    43ｐ 
 

ＩＩＩＩ    
    
茨城県統計書茨城県統計書茨城県統計書茨城県統計書  茨城県 
 昭和4年  第3編 産業ノ部 
  昭和5年  第1編-第4編 
  第1編  土地戸口其他ノ部 
  第2編   学事ノ部 
  第3編   産事ノ部 
  第4編   警察及衛生ノ部 
 昭和6(1931)-昭和7(1932)    5冊 
 
移民年表移民年表移民年表移民年表  神奈川県 
 昭和8年  〔昭和9(1934)〕    1枚 
 
石川県勢石川県勢石川県勢石川県勢     石川県 
 昭和5年  昭和5(1930)    243ｐ 
 
石川県勢一覧石川県勢一覧石川県勢一覧石川県勢一覧  石川県 
 〔昭和6(1931)〕    1枚  
 
石川県統計要覧石川県統計要覧石川県統計要覧石川県統計要覧  石川県 
 昭和元年  昭和2(1927)    1枚 
 
岩手県勢岩手県勢岩手県勢岩手県勢要覧要覧要覧要覧     岩手県知事官房 
 昭和4年,昭和6年版 
 昭和5(1930)-昭和6(1931)    2冊 
 

ＪＪＪＪ 
 
自動車年鑑自動車年鑑自動車年鑑自動車年鑑  日刊自動車新聞社 
 1943年版  昭和8(1933)    565ｐ 
 [附:全国業界営業広告総覧]  
 
事業報告事業報告事業報告事業報告  北海道農産物検査所 
 昭和2年度-昭和13年度 
 昭和3(1928)-昭和14(1939)    12冊 
 [昭和5年度以降:｢事業成績｣]  
    
事業報告事業報告事業報告事業報告  日本学術振興会学術部 
  第3号(昭和9年後期),第9号(昭和13年) 
 昭和10(1935)-昭和15(1940)     2冊 
 
事業報告書事業報告書事業報告書事業報告書  日満実業協会 
 昭和9年度  昭和10(1935)    152ｐ 
 
事業年報事業年報事業年報事業年報  斉藤報恩会 

 第7(昭和5年度)-第9,第13-第18(昭和16年度) 
 昭和6(1931)-昭和17(1942)    9冊 
 
事業成績事業成績事業成績事業成績  北海道農産物検査所 
 → ｢事業報告｣ 
 
事業成績報告事業成績報告事業成績報告事業成績報告 経費収支決算書経費収支決算書経費収支決算書経費収支決算書  上田商工会議所 
 昭和9年度  昭和10(1935)    60ｐ 
 
事業成績書事業成績書事業成績書事業成績書  東京商工会議所 
 昭和13年度-昭和14年度 
 昭和14(1939)-昭和15(1940)    2冊 
 
事業成績書事業成績書事業成績書事業成績書     上田商工会議所 
  昭和6年度  〔昭和7(1932)〕   25, 16p 
 
事業成績統計事業成績統計事業成績統計事業成績統計  横浜市第一隣保館 
 昭和2年度  昭和3(1928)    24ｐ 
 
『時事』年鑑『時事』年鑑『時事』年鑑『時事』年鑑  時事新報社 
 大正16年〔標題紙による〕,昭和3年-昭和9年, 
  昭和11年-昭和19年 
 大正15(1926)-昭和18(1943)    17冊 
 [昭和13年以降:同盟通信社,昭和15年以降:｢同盟時 
   事年鑑｣]  
 
人絹計表人絹計表人絹計表人絹計表     日本人絹連合会 
 昭和12年  昭和13(1938)    62ｐ 
 
人口動態統計人口動態統計人口動態統計人口動態統計  内閣統計局 
 → ｢日本帝国人口動態統計｣ 
 
人口動態統計記述編人口動態統計記述編人口動態統計記述編人口動態統計記述編     内閣統計局 
 → ｢日本帝国人口動態記述編｣  
 
実業専門学校等入学志願者入学者ニ関スル諸調査実業専門学校等入学志願者入学者ニ関スル諸調査実業専門学校等入学志願者入学者ニ関スル諸調査実業専門学校等入学志願者入学者ニ関スル諸調査    
 文部省実業学務局 
 昭和4年,昭和6年 
 昭和5(1930)-〔昭和7(1932)〕   2冊 
 
従業員健康調査統計総表従業員健康調査統計総表従業員健康調査統計総表従業員健康調査統計総表  逓信大臣官房保健課 
 昭和9年度･昭和10年度施行 
 昭和13(1938)    85, 274ｐ 図 
 
重要物産同業組合一覧重要物産同業組合一覧重要物産同業組合一覧重要物産同業組合一覧  商工省商務局 
 昭和5年,昭和8年,昭和15年 
 昭和5(1930)-昭和15(1940)    3冊 
 [昭和15年:商工省振興部工業組合課]  
 
重要物産統計書重要物産統計書重要物産統計書重要物産統計書     群馬県 
 昭和4年-昭和6年 
 昭和6(1931)-昭和7(1932)    3冊 
 
重要銀行会社営業成績重要銀行会社営業成績重要銀行会社営業成績重要銀行会社営業成績     三井合名会社調査課 
 昭和6年下半期分,昭和7年-昭和14年 
 昭和7(1932)-昭和15(1940)    17冊 
 [昭和9年上半期分以降:三井合名会社調査部]  
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重要農産物ノ市価（東京ニ於ケル）指数比較表重要農産物ノ市価（東京ニ於ケル）指数比較表重要農産物ノ市価（東京ニ於ケル）指数比較表重要農産物ノ市価（東京ニ於ケル）指数比較表    
 農林省農務局 
 昭和3年1月,昭和3年12月,昭和5年1月 
 昭和3(1928)-昭和5(1930)    3冊 
 
重要農産物生産費調査重要農産物生産費調査重要農産物生産費調査重要農産物生産費調査     帝国農会経済部 
 昭和14年 
  第1輯 落花生 
  第2輯 南瓜 
  第3輯 里芋 
  第4輯 玉蜀黍 
  第5輯 苧麻 
  第6輯 大麻 
 昭和15(1940)    6冊 
 
重要輸出品検査年報重要輸出品検査年報重要輸出品検査年報重要輸出品検査年報     貿易局 
 昭和11年-昭和14年 
 昭和13(1938)-昭和15(1940)    4冊 
 

ＫＫＫＫ    
 
株式界株式界株式界株式界  安田保善社調査部 
 大正15年  昭和元(1926)    〔28〕p 
 
株式会社債年鑑株式会社債年鑑株式会社債年鑑株式会社債年鑑  山一証券株式会社調査部 
 昭和7年度(再版),昭和11年版-昭和12年版 
 昭和8(1933)-昭和11(1936)    3冊 
 
家畜保険統計表家畜保険統計表家畜保険統計表家畜保険統計表  農林省畜産局 
 昭和5年度,昭和8年度-昭和16年度 
 昭和7(1932)-昭和18(1943)    10冊 
 
化学工業年鑑化学工業年鑑化学工業年鑑化学工業年鑑  化学工業時報社 
 昭和17年版  昭和16(1941)    710, 176ｐ 
 
香川県勢一覧香川県勢一覧香川県勢一覧香川県勢一覧  香川県 
 昭和4年  昭和4(1929)    1枚 
 
香川県統計書香川県統計書香川県統計書香川県統計書     香川県 
 昭和元年 第1編-第3編,第5編 
 昭和 5年 第3編 
  第1編  土地人口其他第2編以下ヲ除ク事項 
   第2編  学事 
  第3編  産業 
  第4編  警察 
  第5編  衛生 
 昭和3(1928)-昭和7(1932)    5冊 
 
鹿児島県統計書鹿児島県統計書鹿児島県統計書鹿児島県統計書  鹿児島県 
 大正15･昭和元年 第1編,第3編 
 昭和4年 第1編-第3編 
    第1編 土地,気象,戸口,土木,交通,衛生,刑務, 
           警察,裁判,財政,議会,官公吏,文書,附録 
  第2編 教育,社会,社寺,教会,兵事,慈恵, 
           救済及褒賞 
  第3編 農業,牧畜,林業,水産,商業,工業,鉱業, 
           銀行及金融 
 昭和3(1928)-昭和6(1931)    5冊 

鹿児島市勢要覧鹿児島市勢要覧鹿児島市勢要覧鹿児島市勢要覧  鹿児島市 
 昭和12年版  昭和12(1937)    22ｐ 図 
    
鹿児島市統計書鹿児島市統計書鹿児島市統計書鹿児島市統計書  鹿児島市庶務課 
 第17回(昭和2年),第20回-第27回(昭和12年) 
 昭和3(1928)-昭和13(1938)    9冊 
 
鹿児島商業会議所統計年報鹿児島商業会議所統計年報鹿児島商業会議所統計年報鹿児島商業会議所統計年報  鹿児島商業会議所 
 大正13年-昭和6年,昭和9年,昭和11年-昭和12年 
 大正14(1925)-昭和7(1932)    11冊 
  [昭和2年以降:鹿児島商工会議所編 ｢統計年報｣]  
 
海外移民事情調査海外移民事情調査海外移民事情調査海外移民事情調査     東京市 
 昭和5(1930)    198ｐ 
 
海外各地在留本邦人人口表海外各地在留本邦人人口表海外各地在留本邦人人口表海外各地在留本邦人人口表  外務省通商局 
 昭和6年10月1日現在,昭和8年10月1日現在-昭和10年 
  10月1日現在 
 昭和7(1932)-昭和11(1936)    4冊 
 [昭和8年10月1日現在以降:外務省調査部]  
 
海外各地在留本邦人職業別人口表海外各地在留本邦人職業別人口表海外各地在留本邦人職業別人口表海外各地在留本邦人職業別人口表     外務省通商局 
 大正14年10月1日現在調-昭和2年10月1日現在調 
 大正14(1925)-昭和2(1927)    3冊 
 
海外製茶市場調査諸報告海外製茶市場調査諸報告海外製茶市場調査諸報告海外製茶市場調査諸報告  茶業組合中央会議所 
 → ｢海外新販路茶市場調査諸報告｣ 
 
海外新販路茶市場調査諸報告海外新販路茶市場調査諸報告海外新販路茶市場調査諸報告海外新販路茶市場調査諸報告    
 茶業組合中央会議所 
 茶業彙報 第30輯,第32輯-第34輯 
 昭和10(1935)-昭和14(1939)    4冊 
 [茶業彙報第32輯以降:｢海外製茶市場調査諸報告｣]  
 
海外在留本邦人選金額調査海外在留本邦人選金額調査海外在留本邦人選金額調査海外在留本邦人選金額調査  外務省調査部 
 昭和8年中  昭和10(1935)    9ｐ 
 [外務省調第23号]  
 
海軍省年報海軍省年報海軍省年報海軍省年報     海軍大臣官房 
 大正10年度,大正14年度,昭和2年度-昭和5年度, 
  第57回(昭和6年)-第61回(昭和10年) 
  大正14(1925)-昭和12(1937)    11冊 
 
海事摘要海事摘要海事摘要海事摘要     逓信省管船局 
 大正15年,昭和3年-昭和13年 
 大正15(1926)-昭和13(1938)    12冊 
 
会務報告会務報告会務報告会務報告  日本国際協会 
 昭和15年度  昭和16(1941)    146, 22ｐ 
 
会務報告会務報告会務報告会務報告  東亜経済懇談会 
 昭和16年度  昭和17(1942)    5, 218p 
 
会社かゞみ会社かゞみ会社かゞみ会社かゞみ  東洋経済新報社 
 昭和5年版-昭和6年版,昭和9年版-昭和13年版, 
  昭和15年版,昭和19年版 
 昭和5(1930)-昭和19(1944)    9冊 
 [週刊東洋経済新報臨時増刊] 
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会社四季報会社四季報会社四季報会社四季報     東洋経済新報社 
 昭和13年 第4輯 
 昭和16年 第1輯-第4輯 
 昭和17年 第1輯  
 昭和13(1938)-昭和16(1941)    6冊 
 
会社統計表会社統計表会社統計表会社統計表  農商務大臣官房統計課 
 大正12年-大正14年,昭和2年-昭和6年, 
  昭和8年-昭和15年 
 大正14(1925)-昭和16(1941)    16冊 
 [大正13年-昭和12年:商工大臣官房統計課,昭和13年 
   -昭和14年:商工大臣官房調査課,昭和15年:商工省 
   総務局]  
 
会社統計速報会社統計速報会社統計速報会社統計速報     大阪府総務部統計課 
 昭和11(1936)    27ｐ 
 
海運概況海運概況海運概況海運概況     逓信省管船局 
 大正14年-昭和3年 
 大正14(1925)-昭和3(1928)   4冊 
 
海運及経済調査報告海運及経済調査報告海運及経済調査報告海運及経済調査報告  日本郵船株式会社 
 昭和3年上半期(続),昭和4年上半期,(続),下半期, 
  昭和5年-昭和8年 
 昭和3(1928)-昭和8(1933)    12冊 
 [続:世界主要44カ国対外貿易] 
 
家計調査報告家計調査報告家計調査報告家計調査報告     内閣統計局 
 自大正15年 9月至昭和 2年8月 第1巻-第3巻 
 自昭和 6年 9月至昭和 7年8月 
 自昭和 7年 9月至昭和 8年8月 
 自昭和 8年 9月至昭和 9年8月 
 自昭和12年 9月至昭和13年8月 
 自昭和13年 9月至昭和14年8月 
 昭和4(1929)-昭和15(1940)    8冊 
 
花卉園芸要覧花卉園芸要覧花卉園芸要覧花卉園芸要覧     福岡県立農事試験場 
 昭和2(1927)    39ｐ 
 
各地織物生産高統計書各地織物生産高統計書各地織物生産高統計書各地織物生産高統計書     大阪織物同業組合調査部 
 昭和6年度-昭和11年度 
 昭和7(1932)-昭和12(1937)    6冊 
 
各駅間旅客各駅間旅客各駅間旅客各駅間旅客,,,,発着通過一覧図表発着通過一覧図表発着通過一覧図表発着通過一覧図表  鉄道省 
 → ｢各駅間旅客,貨物発着及通過一覧表｣ 
 
各駅間旅客各駅間旅客各駅間旅客各駅間旅客,,,,貨物発着及通過一覧表貨物発着及通過一覧表貨物発着及通過一覧表貨物発着及通過一覧表  鉄道省 
 大正12年度-昭和4年度 
 大正12(1923)-昭和4(1929)    7冊 
  [昭和元年度-昭和3年度:｢各駅間旅客,発着通過一覧 
   図表｣,昭和4年度:｢各駅間旅客,貨物発着及通過数 
   量図表｣と改題]  
 
各駅間旅客各駅間旅客各駅間旅客各駅間旅客,,,,貨物発着及通過数量図表貨物発着及通過数量図表貨物発着及通過数量図表貨物発着及通過数量図表  鉄道省 
 → ｢各駅間旅客,貨物発着及通過一覧表｣ 
 
各府県ノ用材出材量各府県ノ用材出材量各府県ノ用材出材量各府県ノ用材出材量   農林省山林局 
 大正13年  大正14(1925)    87ｐ 

  [農林省山林彙報増刊,附:北海道,樺太ノ用材出材 
   量] 
 
各国労働賃金統計各国労働賃金統計各国労働賃金統計各国労働賃金統計     協調会調査課 
 大正15(1926)    279ｐ 
 
各国生命保険事業概況各国生命保険事業概況各国生命保険事業概況各国生命保険事業概況     簡易保険局 
 昭和12年10月  昭和12(1937)    279ｐ 
 
各国対外貿易統計各国対外貿易統計各国対外貿易統計各国対外貿易統計  外務省通商局 
 1937年(其ノ2)-1939年 
 昭和14(1939)-昭和18(1943)    3冊 
 [海外経済事情附録]  
 
神奈川県貿易便覧神奈川県貿易便覧神奈川県貿易便覧神奈川県貿易便覧     神奈川県商工協会貿易部 
 昭和13年度  昭和13(1938)    31, 18ｐ 
 
神奈川県学事関係職員録神奈川県学事関係職員録神奈川県学事関係職員録神奈川県学事関係職員録  神奈川県教育会 
 昭和16年-昭和17年   
  昭和16(1941)-昭和17(1942)    2冊 
 [昭和17年:神奈川県教育互助会]  
 
神奈川県気温十年報神奈川県気温十年報神奈川県気温十年報神奈川県気温十年報     神奈川県測候所 
 自大正5年至大正14年  昭和6(1931)    10ｐ 
 
神奈川県気象年報神奈川県気象年報神奈川県気象年報神奈川県気象年報  神奈川県測候所 
 大正13年-昭和8年 
 大正14(1925)-昭和9(1934)    10冊 
 
神奈川県工場便覧神奈川県工場便覧神奈川県工場便覧神奈川県工場便覧     横浜商工会議所   
 昭和12年度版  昭和12(1937)    17, 341p    
 
神奈川県工場名簿神奈川県工場名簿神奈川県工場名簿神奈川県工場名簿  横浜商工会議所 
 昭和16年度  昭和16(1941)    37, 219, 21ｐ 
 
神奈川県農山村青年体力基本調査報告書神奈川県農山村青年体力基本調査報告書神奈川県農山村青年体力基本調査報告書神奈川県農山村青年体力基本調査報告書     神奈川県 
 昭和16(1941)    105ｐ 図 
 
神奈川県産業統計概要神奈川県産業統計概要神奈川県産業統計概要神奈川県産業統計概要  神奈川県産業部 
 大正13(1924)   71, 15ｐ 
 
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  神奈川県学務部社会教育課 
 昭和10(1935)    201ｐ  [社会教育資料第10輯]  
 
神奈川県商工要覧神奈川県商工要覧神奈川県商工要覧神奈川県商工要覧    
 神奈川県商工課,神奈川県商工協会共編 
 昭和10(1935)    160, 40ｐ 
 
神奈川県商工要神奈川県商工要神奈川県商工要神奈川県商工要覧Ⅱ覧Ⅱ覧Ⅱ覧Ⅱ  神奈川県商工課 
 昭和13(1938)    248p 
 
神奈川県測候所年報神奈川県測候所年報神奈川県測候所年報神奈川県測候所年報  神奈川県測候所 
 昭和10年 第1編-第2編 
 昭和13年 第1編-第3編 
  第1編 気象 
  第2編 生物景象 
  第3編 地震 
 昭和11(1936)-昭和14(1939)    5冊 
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神奈川県統計書神奈川県統計書神奈川県統計書神奈川県統計書  神奈川県知事官房 
 大正12年-大正14年,昭和2年-昭和5年,昭和7年-昭和 
  14年 
 大正14(1925)-昭和16(1941)    15冊 
 [昭和2年-昭和7年:内務部統計調査課,昭和8年以降: 
   総務部統計調査課]  
 
神奈川区勢要覧神奈川区勢要覧神奈川区勢要覧神奈川区勢要覧 横浜市神奈川区 
 第2回-第3回 
 昭和7(1932)-昭和9(1934)    2冊 
 
金沢市勢概観金沢市勢概観金沢市勢概観金沢市勢概観  金沢商工会議所 
 昭和4年版,〔昭和8年版-昭和9年版〕 
 昭和4(1929)-〔昭和9(1934)〕   3枚  
 
金沢市勢一覧金沢市勢一覧金沢市勢一覧金沢市勢一覧  金沢市 
 昭和4年,昭和7年 
 昭和4(1929)-昭和7(1932)    2冊 
 
金沢市統計書金沢市統計書金沢市統計書金沢市統計書  金沢市 
 昭和5年 
  第1編 気象,土地,戸口 
  第2編 学事 
  第3編 交通,通信,商事及会社,金融 
  第4編 生産,工業,農業,畜産業,漁業,狩猟, 
           電気瓦斯事業工場 
  第5編 衛生,神社,宗教,社会事業 
  第6編 警察,兵事,裁判,刑務 
 昭和6(1931)-昭和7(1932)    6冊 
 
金沢商工人名録金沢商工人名録金沢商工人名録金沢商工人名録  金沢商業会議所 
 大正15(1926)    376, 52ｐ      
 
官庁刊行図書目録官庁刊行図書目録官庁刊行図書目録官庁刊行図書目録  内閣印刷局 
 第16巻(昭和5年10月-12月) 
 昭和6(1931)    378ｐ 
 
兼松羊毛年報兼松羊毛年報兼松羊毛年報兼松羊毛年報     豪州兼松商店 
 第1号(1937-1938年度)-第2号(1938-1939年度) 
 昭和13(1938)-昭和14(1939)    2冊 
 
簡易保険被保険者福祉施設要覧簡易保険被保険者福祉施設要覧簡易保険被保険者福祉施設要覧簡易保険被保険者福祉施設要覧  簡易保険局 
 昭和2年度  昭和3(1928)    96ｐ 
 
簡易保険局統計便覧簡易保険局統計便覧簡易保険局統計便覧簡易保険局統計便覧     簡易保険局 
 昭和6年度,昭和8年度,昭和14年度-昭和16年度 
 昭和8(1933)-昭和16(1941)    5冊 
 
簡易保険局統計年報簡易保険局統計年報簡易保険局統計年報簡易保険局統計年報  簡易保険局 
 大正12年度-昭和16年度 
 大正13(1924)-昭和17(1942)    19冊 
 
簡易生命保険便覧簡易生命保険便覧簡易生命保険便覧簡易生命保険便覧     簡易保険局 
 昭和5年度  〔昭和6(1931)〕   1枚 
 
簡簡簡簡易生命保険ノ死亡率ニ関スル調査易生命保険ノ死亡率ニ関スル調査易生命保険ノ死亡率ニ関スル調査易生命保険ノ死亡率ニ関スル調査  簡易保険局 
 大正14年度･昭和元年度及昭和2年度,昭和3年度 
  -昭和5年度,昭和6年度及昭和7年度 

  昭和4(1929)-昭和14(1939)    3冊 
 [昭和6年度及昭和7年度:保険院総務局]  
 
関西百七十会社の解剖関西百七十会社の解剖関西百七十会社の解剖関西百七十会社の解剖  東洋経済新報社 
  〔第1回(昭和5年版)-第3回〕,第4回-第7回, 
  第9回-第10回,第12回-第13回(昭和17年版) 
  昭和4(1929)-昭和17(1942)    10冊 
  [第2回-第4回:｢関西貳百会社の解剖｣,第5回:｢関西 
   貳百七拾会社の解剖｣,第6回-第7回:｢関西主要会社 
   の解剖｣,第9回以降:｢西日本主要会社の解剖｣]   
  継続後誌：西日本企業総覧→西日本会社便覧 
             →西日本経済総覧 
 
関西貳百会社の解剖関西貳百会社の解剖関西貳百会社の解剖関西貳百会社の解剖  東洋経済新報社 
  → 「関西百七十会社の解剖」 
 
関西貳百七拾会社の解剖関西貳百七拾会社の解剖関西貳百七拾会社の解剖関西貳百七拾会社の解剖 
 → ｢関西百七十会社の解剖｣ 
 
関西主要会社の解剖関西主要会社の解剖関西主要会社の解剖関西主要会社の解剖 
 → ｢関西百七十会社の解剖｣ 
 
関東州並満州在留本邦人及外国人人口統計表関東州並満州在留本邦人及外国人人口統計表関東州並満州在留本邦人及外国人人口統計表関東州並満州在留本邦人及外国人人口統計表    
 外務省亜細亜局 
 第17回(大正13年12月末現在) 
 大正14(1925)    68ｐ 
 
蟹缶詰年報蟹缶詰年報蟹缶詰年報蟹缶詰年報  日魯漁業 
 昭和4年度  昭和5(1930)    24ｐ 
 
火災消防統計書火災消防統計書火災消防統計書火災消防統計書  内務省警保局 
 第7回  昭和8(1933)    33ｐ 
 
かうちかうちかうちかうち     高知商業会議所 
 大正13年,大正15年 
 大正13(1924)-大正15(1926)    2冊 
 
川越市勢要覧川越市勢要覧川越市勢要覧川越市勢要覧  川越市 
 昭和6(1931)    1枚 
 
川崎市勢要覧川崎市勢要覧川崎市勢要覧川崎市勢要覧  川崎市 
 昭和6(1931)    107ｐ 図 地図 
 
経費決算業務成績経費決算業務成績経費決算業務成績経費決算業務成績     蚕糸業同業組合中央会 
 昭和4年度  昭和4(1929)    121ｐ 
 
啓明会事業報告啓明会事業報告啓明会事業報告啓明会事業報告  啓明会 
 第15回(昭和8年度)-第17回(昭和10年度) 
 〔昭和9(1934)-昭和11(1936)〕   3冊 
 
警視庁一覧表警視庁一覧表警視庁一覧表警視庁一覧表  警視庁 
 大正14年-昭和3年 
 大正15(1926)-昭和4(1929)    4枚 
 
警視庁統計一斑警視庁統計一斑警視庁統計一斑警視庁統計一斑  警視総監官房文書課 
 昭和5年,昭和7年-昭和11年 
 昭和6(1931)-昭和12(1937)    6冊 
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警視庁統計書警視庁統計書警視庁統計書警視庁統計書     警視庁 
 第38回(昭和3年),第40回-第45回(昭和10年), 
  昭和11年-昭和12年 
 昭和4(1929)-昭和13(1938)    9冊 
 
経済調査経済調査経済調査経済調査  大阪税務監督局 
 昭和7年分  〔昭和8(1933)〕    161,28,147ｐ 
 
経済統制法判例年鑑経済統制法判例年鑑経済統制法判例年鑑経済統制法判例年鑑  銀行問題研究会 
 昭和16年度  昭和17(1942)    225ｐ 
  [附:言渡日付順索引事件番号順索引]  
 
経済統制法年報経済統制法年報経済統制法年報経済統制法年報     中央物価統制協力会議 
 第1巻(昭和17年) 第3輯 
 昭和19(1944)    423ｐ 
 
建築統計表建築統計表建築統計表建築統計表  商工大臣官房統計課 
 昭和11年及昭和12年,昭和14年 
 昭和13(1938)-昭和15(1940)    2冊 
 [昭和14年:商工大臣官房調査課]  
 
健康保険事業年報健康保険事業年報健康保険事業年報健康保険事業年報  社会局保険部 
 昭和元年度･昭和2年度-昭和5年度 
 昭和5(1930)-昭和7(1932)    4冊 
 
健康保険組合要覧健康保険組合要覧健康保険組合要覧健康保険組合要覧  社会局保険部 
 昭和6(1931)    49ｐ  [健康保険時報号外]  
 
県勢図彙県勢図彙県勢図彙県勢図彙  神奈川県 
 第1輯    大正14(1925)    〔62〕ｐ 
 
企業統計総覧企業統計総覧企業統計総覧企業統計総覧 
 → ｢東洋経済株式会社年鑑｣ 
 
生糸販売組合事業状況調査生糸販売組合事業状況調査生糸販売組合事業状況調査生糸販売組合事業状況調査  農林省蚕糸局 
 昭和2年度  昭和5(1930)    135ｐ 
 
生糸検査所調査報告生糸検査所調査報告生糸検査所調査報告生糸検査所調査報告  神戸市立生糸検査所 
 昭和3年  昭和4(1929)    218ｐ 
 
生糸検査所調査報告生糸検査所調査報告生糸検査所調査報告生糸検査所調査報告  神戸市商工課 
 昭和5年  上巻     昭和6(1931)    101ｐ 
 
生糸検査所調査報告生糸検査所調査報告生糸検査所調査報告生糸検査所調査報告  農林省生糸検査所 
 大正13年,昭和元年-昭和5年, 
  昭和13年(本邦編,海外編),昭和14年(本邦編) 
 昭和3(1928)-昭和15(1940)    8冊 
 [昭和13年以降:農林省横浜･神戸生糸検査所, 
   昭和13年:｢農林省生糸検査所調査報告｣]    
 
生糸検査所調査報生糸検査所調査報生糸検査所調査報生糸検査所調査報告告告告  農林省神戸生糸検査所 
 昭和6年 上巻,下巻 
 昭和7(1932)    2冊 
 
生糸検査所事業成績報告生糸検査所事業成績報告生糸検査所事業成績報告生糸検査所事業成績報告  神戸市商工課 
 昭和6年(1月-3月迄)  昭和7(1932)    69ｐ 
 
生糸検査所事業成績報告生糸検査所事業成績報告生糸検査所事業成績報告生糸検査所事業成績報告  農林省生糸検査所 

 大正14年-昭和5年,昭和11年-昭和14年 
 大正15(1926)-昭和15(1940)    10冊 
  [昭和11年以降:農林省横浜･神戸生糸検査所]  
 
生糸検査所事業成績報告生糸検査所事業成績報告生糸検査所事業成績報告生糸検査所事業成績報告  農林省神戸生糸検査所 
 昭和6年  昭和7(1932)    91ｐ 
 
生糸検査成績生糸検査成績生糸検査成績生糸検査成績報告報告報告報告  神戸市立生糸検査所 
 昭和5年  昭和6(1931)    124ｐ 表 
 
生糸生産調節経過要録生糸生産調節経過要録生糸生産調節経過要録生糸生産調節経過要録  生糸生産調節理事会 
 昭和4年度  昭和5(1930)    152, 136ｐ 表 
 
生糸製造高及消費高統計表生糸製造高及消費高統計表生糸製造高及消費高統計表生糸製造高及消費高統計表  農林省蚕糸局 
 昭和12生糸年度-昭和13生糸年度 
 昭和13(1938)-昭和16(1941)    2冊 
 
生糸製造高・消費高及現在高並繭現在高統計表生糸製造高・消費高及現在高並繭現在高統計表生糸製造高・消費高及現在高並繭現在高統計表生糸製造高・消費高及現在高並繭現在高統計表    
 農林省蚕糸局 
 昭和13生糸年度,昭和15生糸年度 
 昭和14(1939)-昭和15(1940)    2冊 
 
絹新製品ニ関スル調絹新製品ニ関スル調絹新製品ニ関スル調絹新製品ニ関スル調査査査査     日本中央蚕糸会 
 第1回-第4回 
 昭和8(1933)-昭和11(1936)    4冊 
 
金融事項参考書金融事項参考書金融事項参考書金融事項参考書        大蔵省理財局 
 大正3年7月調,昭和3年調-昭和10年調, 
  昭和13年調-昭和15年調 
 大正3(1914)-昭和15(1940)    12冊 
 [大正3年7月調:外国之部 第1巻]  
 
金融界金融界金融界金融界     安田保善社調査部 
 大正15年-昭和2年 
 昭和元(1926)-〔昭和2(1927)〕    2冊 
 
金融経済情報金融経済情報金融経済情報金融経済情報     日本勧業銀行調査課 
 昭和11年(上期)  昭和11(1936)    102ｐ 
 
金融経済統計金融経済統計金融経済統計金融経済統計     日本勧業銀行調査課 
 昭和11年-昭和13年 
 昭和11(1936)-昭和13(1938)    3冊 
 
金融統計年鑑金融統計年鑑金融統計年鑑金融統計年鑑::::営業成績一覧営業成績一覧営業成績一覧営業成績一覧    
 藤本ビルブローカー銀行調査部 
 大正14年,昭和2年 
 大正14(1925)-昭和2(1927)    2冊 
 
桐生市一班桐生市一班桐生市一班桐生市一班  桐生市 
 昭和7年  昭和7(1932)    14ｐ 図 
 
神戸生糸検査所調査報告神戸生糸検査所調査報告神戸生糸検査所調査報告神戸生糸検査所調査報告  農林省神戸生糸検査所 
 昭和7年-昭和11年 
 昭和8(1933)-昭和12(1937)    10冊 
 
神戸生糸検査所事業成績報告神戸生糸検査所事業成績報告神戸生糸検査所事業成績報告神戸生糸検査所事業成績報告    
 農林省神戸生糸検査所 
 昭和7年-昭和10年 
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 昭和8(1933)-昭和12(1937)    5冊 
 
神戸港外国貿易概況神戸港外国貿易概況神戸港外国貿易概況神戸港外国貿易概況     神戸税関 
 大正13年,昭和4年,昭和7年,昭和9年 
 大正14(1925)-昭和10(1935)    4冊 
  [昭和9年:｢神戸港外国貿易概覧｣]  
 
神戸港外国貿易概覧神戸港外国貿易概覧神戸港外国貿易概覧神戸港外国貿易概覧  神戸税関 
 → ｢神戸港外国貿易概況｣ 
 
神戸港外国貿易統計概要神戸港外国貿易統計概要神戸港外国貿易統計概要神戸港外国貿易統計概要  神戸税関 
 昭和7年  昭和7(1932)    23ｐ 
 
神戸港諸料金賃金要覧神戸港諸料金賃金要覧神戸港諸料金賃金要覧神戸港諸料金賃金要覧  神戸税関 
 昭和7(1932)    79,50ｐ 
 [附:大阪港諸料金要覧 訂正増補第4版]  
 
神戸市中央卸売市場年報神戸市中央卸売市場年報神戸市中央卸売市場年報神戸市中央卸売市場年報  神戸市中央卸売市場 
 第4報(昭和13年),第6報(昭和15年) 
 昭和14(1939)-昭和17(1942)    2冊 
 
神戸市労働事情神戸市労働事情神戸市労働事情神戸市労働事情  神戸市社会課 
  昭和7年度  〔昭和8(1933)〕    〔17〕p 
 
神戸市産業要覧神戸市産業要覧神戸市産業要覧神戸市産業要覧     神戸市産業課 
 昭和13年版  昭和13(1938)    223ｐ 
 
神戸市勢一覧神戸市勢一覧神戸市勢一覧神戸市勢一覧  神戸市 
 〔大正13年度〕    〔大正14(1925)〕   1枚 
 
神戸市勢要覧神戸市勢要覧神戸市勢要覧神戸市勢要覧  神戸市 
 第10回,第13回-第16回,第19回-第21回 
 大正14(1925)-昭和17(1942)    8冊 
 
 
神戸市社会事業概況神戸市社会事業概況神戸市社会事業概況神戸市社会事業概況  神戸市社会課 
 昭和3年度,昭和7年度 
 昭和4(1929)-昭和7(1932)  2冊 
 
神戸市商工要覧神戸市商工要覧神戸市商工要覧神戸市商工要覧     神戸市商工課      
 昭和7年版  昭和7(1932)    128ｐ 
 
神戸市市勢調査結果表神戸市市勢調査結果表神戸市市勢調査結果表神戸市市勢調査結果表  神戸市 
 昭和5年10月1日現在 上巻 
 昭和7(1932)    18, 241ｐ 
 
神戸市統計書神戸市統計書神戸市統計書神戸市統計書     神戸市 
 第16回-第22回 
  第1編 気象,土地建物及人口 
  第2編 教育及衛生 
  第3編 神社,宗教及社会事業 
  第4編 警察,裁判及行刑 
  第5編 外国貿易 
  第6編 商,工,農林及水産 
  第7編 金融及会社 
  第8編 交通 
  第9編 議員,吏員及財政 
 大正14(1925)-昭和10(1935)    15冊 

  [第18回:第2編のみ]  
 
神戸輸出絹織物検査所年報神戸輸出絹織物検査所年報神戸輸出絹織物検査所年報神戸輸出絹織物検査所年報    
 商工省神戸輸出絹織物検査所 
 昭和6年  昭和7(1932)    17ｐ 図 
 
高知県勢要覧高知県勢要覧高知県勢要覧高知県勢要覧  高知県 
 昭和2年  昭和3(1928)    1枚 
 
高知県統計書高知県統計書高知県統計書高知県統計書  高知県 
 昭和4年 第2編 産業 
 昭和6(1931)    12, 190ｐ 
 
高知市産業統計高知市産業統計高知市産業統計高知市産業統計  高知商業会議所 
 大正12年度-大正13年度 
 大正14(1925)-大正15(1926)    2冊 
 
高知市勢要覧高知市勢要覧高知市勢要覧高知市勢要覧  高知市 
 大正13年  大正14(1925)    1枚 
 
高知商業会議所統計年報高知商業会議所統計年報高知商業会議所統計年報高知商業会議所統計年報  高知商業会議所 
 大正14年-大正15年･昭和元年 
 昭和2(1927)-昭和3(1928)    2冊 
 [大正15年･昭和元年:高知商工会議所編｢高知商工会 
   議所統計年報｣]  
 
高知商工会議所統計年報高知商工会議所統計年報高知商工会議所統計年報高知商工会議所統計年報    高知商工会議所 
 → ｢高知商業会議所統計年報｣ 
 
甲府甲府甲府甲府  甲府商業会議所 
 大正15(1926)    46ｐ 図 地図 
 
甲府市統計書甲府市統計書甲府市統計書甲府市統計書  甲府市 
 第25回(昭和4年)  昭和6(1931)    139ｐ 
 
甲府商業会議所報告甲府商業会議所報告甲府商業会議所報告甲府商業会議所報告  甲府商業会議所 
 第17報告  大正15(1926)    38ｐ 
 
甲府商業会議所統計甲府商業会議所統計甲府商業会議所統計甲府商業会議所統計  甲府商業会議所 
 第16回(大正13年度統計)-第24回(昭和7年) 
 大正15(1926)-昭和9(1934)    9冊 
 [第19回:甲府商工会議所編｢甲府商工会議所統計｣, 
   第20回以降:｢甲府商工会議所統計年報｣]  
 
甲府商工会議所統計甲府商工会議所統計甲府商工会議所統計甲府商工会議所統計  甲府商工会議所 
 → ｢甲府商業会議所統計｣ 
 
甲府商工会議所統計年報甲府商工会議所統計年報甲府商工会議所統計年報甲府商工会議所統計年報  甲府商工会議所 
  → ｢甲府商業会議所統計｣                         
 
工業地として観たる富山県工業地として観たる富山県工業地として観たる富山県工業地として観たる富山県  富山県商工水産課 
 昭和11年版  昭和11(1936)    44ｐ 
 
工業調査書工業調査書工業調査書工業調査書  神奈川県 
 昭和8年  昭和11(1936)    14,121ｐ 
 
工業会社事業成績調工業会社事業成績調工業会社事業成績調工業会社事業成績調  日本勧業銀行調査課 
 大正13年下半期,昭和4年下期 
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 〔大正14(1925)-昭和5(1930)〕    2冊 
 
工業会社ニ関スル諸統計工業会社ニ関スル諸統計工業会社ニ関スル諸統計工業会社ニ関スル諸統計  日本勧業銀行調査課 
 〔昭和3年〕,昭和14年上期 
  昭和4(1929)-昭和15(1940)    2冊 
 
工業経営状況調工業経営状況調工業経営状況調工業経営状況調  商工大臣官房統計課 
 第1巻,第2巻 絹紬,縞三綾,琺瑯鉄器 
 第4巻 ゴム靴及ゴム底布靴 
 第5巻 電球 
 昭和8(1933)-昭和9(1934)    4冊 
 
個人営業収益税便覧個人営業収益税便覧個人営業収益税便覧個人営業収益税便覧  東京税務監督局 
 昭和2年版  昭和2(1927)    98ｐ 
 
個人所得税便覧個人所得税便覧個人所得税便覧個人所得税便覧  東京税務監督局 
 大正15年版,昭和2年版 
 大正15(1926)-昭和2(1927)    2冊 
 [附:資本利子税のあらまし]  
 
工場監督年報工場監督年報工場監督年報工場監督年報     社会局労務部 
 第12回(昭和2年)-第16回,第18回-第21回(昭和11年) 
 昭和4(1929)-昭和13(1938)    9冊 
 [第13回以降:附:労働者募集年報]  
 
工場統計表工場統計表工場統計表工場統計表  農商務大臣官房統計課 
 大正12年-大正14年,〔大正15年〕, 
  昭和2年-昭和13年 
 大正14(1925)-昭和15(1940)    17冊 
 [大正13年以降:商工大臣官房統計課,昭和4年:前編, 
   後編]  
 
穀物販売組織ニ関スル調査穀物販売組織ニ関スル調査穀物販売組織ニ関スル調査穀物販売組織ニ関スル調査     農商務省農務局 
 明治44(1911)    322ｐ  [農務彙纂 第18]  
 
国際年鑑国際年鑑国際年鑑国際年鑑        国際文化協会 
 昭和5年版  昭和5(1930)    911, 163, 13ｐ 
 
国際労働国際労働国際労働国際労働((((海上海上海上海上))))総会報告書総会報告書総会報告書総会報告書  日本船主協会 
 第21･22回  昭和12(1937)    72, 89, 98ｐ 
 
国際労働総会報告書国際労働総会報告書国際労働総会報告書国際労働総会報告書  外務省 
 第7回-第13回,第15回 
 大正15(1926)-昭和7(1932)    8冊 
 [第8回以降:社会局]  
 
国際労働総国際労働総国際労働総国際労働総会報告書会報告書会報告書会報告書  商業会議所連合会 
 第7回  大正14(1925)    279ｐ 
 
国際労働総会経過概要国際労働総会経過概要国際労働総会経過概要国際労働総会経過概要  日本商工会議所 
 第17回  昭和8(1933)    25ｐ 
 
国債統計年報国債統計年報国債統計年報国債統計年報     大蔵省理財局 
 自大正10年度至大正12年度,昭和2年度,昭和4年度 
 大正14(1925)-昭和6(1931)    3冊 
 
国際統計摘要国際統計摘要国際統計摘要国際統計摘要     内閣統計局 
 第1回  昭和2(1927)    227ｐ 

国産要覧国産要覧国産要覧国産要覧     日本商工会議所 
 〔昭和9年〕,昭和11年 
 昭和9(1934)-昭和11(1936)    2冊 
 
航空統航空統航空統航空統計年報計年報計年報計年報     逓信省航空局 
 第5回(昭和9年度)  昭和11(1936)    473ｐ 
 
航空要覧航空要覧航空要覧航空要覧  逓信省航空局 
 昭和4年-昭和5年,昭和7年,昭和9年-昭和11年, 
  昭和13年版-昭和14年版 
 昭和4(1929)-昭和15(1940)    8冊 
 
国公有林従業林業労働者調国公有林従業林業労働者調国公有林従業林業労働者調国公有林従業林業労働者調  青森営林局    
 昭和3年度  〔昭和5(1930)〕    209ｐ 
 
国有林事業成績国有林事業成績国有林事業成績国有林事業成績  北海道庁拓殖部 
 第10次(昭和5年度)-第14次(昭和9年度) 
 昭和8(1933)-昭和11(1936)    5冊 
 
国有国有国有国有林野一班林野一班林野一班林野一班  農商務省山林局 
 第5回(大正11年度)-昭和12回(昭和4年度) 
 大正14(1925)-昭和6(1931)    8冊 
 [第6回以降:農林省山林局] 
 
国有林野要覧国有林野要覧国有林野要覧国有林野要覧     農商務省山林局 
 第10回(大正13年6月調査),第13回(昭和2年4月調査) 
  -第14回(昭和3年5月調査) 
 大正13(1924)-昭和3(1928)    3枚 
 [第13回以降:農林省山林局] 
 
国有鉄道貨物運送概況国有鉄道貨物運送概況国有鉄道貨物運送概況国有鉄道貨物運送概況  鉄道省運輸局 
 大正14年中-昭和2年中,昭和4年中 
 大正15(1926)-昭和5(1930)    4冊 
 [鉄道省運輸局貨物月報主要貨物情報附録] 
 
米麦及繭産額通計表米麦及繭産額通計表米麦及繭産額通計表米麦及繭産額通計表  農林大臣官房統計課 
 昭和5年  昭和6(1931)    7ｐ 
 
米生産費調査成績米生産費調査成績米生産費調査成績米生産費調査成績  福井県農会 
 昭和5年産  昭和6(1931)    1枚 
 
米生産費に関する調査米生産費に関する調査米生産費に関する調査米生産費に関する調査  帝国農会経済部 
 昭和14年  昭和15(1940)    105ｐ 
 
米統計米統計米統計米統計  長野県 
  昭和4年  昭和5(1930)    29ｐ 
 
米統計米統計米統計米統計     大阪府総務部統計課 
 昭和12年-昭和13年 
 昭和13(1938)-昭和14(1939)    2冊 
 
米統計表米統計表米統計表米統計表  農林大臣官房統計課 
 大正15年-昭和5年,昭和7年-昭和13年 
 昭和2(1927)-昭和14(1939)    12冊 
 
公民教育実施概況公民教育実施概況公民教育実施概況公民教育実施概況     文部省社会教育局 
 昭和9年度,昭和10年度 
 昭和10(1935)-昭和11(1936)    2冊 
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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    
 日本ポルトランドセメント同業会 
 昭和9･10年度  昭和11(1936)    177ｐ 
 [コンクリート叢書23]    
 
公立私立実業学校経費ニ関スル諸調査公立私立実業学校経費ニ関スル諸調査公立私立実業学校経費ニ関スル諸調査公立私立実業学校経費ニ関スル諸調査    
 文部省実業学務局 
 昭和6年度  昭和7(1932)    47ｐ 
 
公債年鑑公債年鑑公債年鑑公債年鑑  山一証券株式会社調査部  
 昭和8年版,昭和10年版-昭和13年版   
 昭和8(1933)-昭和13(1938)    5冊 
 [昭和11年版以降:｢公社債年鑑｣] 
 
公債社債並株式調公債社債並株式調公債社債並株式調公債社債並株式調     日本銀行調査局 
 自大正14年12月至昭和3年11月,自昭和4年1月至昭和 
  7年12月 
 〔昭和3(1928)-昭和8(1933)〕   2冊 
 
公社債年鑑公社債年鑑公社債年鑑公社債年鑑  山一証券株式会社調査部 
 → ｢公債年鑑｣ 
 
工程表示国産愛用展覧会報告書工程表示国産愛用展覧会報告書工程表示国産愛用展覧会報告書工程表示国産愛用展覧会報告書  東京商工奨励館 
 昭和5(1930)    65ｐ 図 
 
公定価格便覧公定価格便覧公定価格便覧公定価格便覧 日用品篇日用品篇日用品篇日用品篇  東洋経済新報社出版部 
 昭和16(1941)    736, 28ｐ 
 
公定価格品目一覧表公定価格品目一覧表公定価格品目一覧表公定価格品目一覧表     中央物価統制協力会議 
 追録4(自昭和16年9月1日至昭和16年12月31日) 
 追録5(自昭和17年1月1日至昭和17年3月31日) 
 昭和17(1942)    2冊 
 
交通量現勢調査書交通量現勢調査書交通量現勢調査書交通量現勢調査書  神奈川県土木部道路課 
 昭和5年,昭和8年 
 昭和6(1931)-昭和9(1934)    2冊 
 [昭和5年附:昭和3年,昭和5年交通量比較表,昭和8年 
   附:昭和3･5･7･8各年交通量比較表] 
 
交通運輸界交通運輸界交通運輸界交通運輸界  安田保善社調査部 
 昭和2年-昭和3年 
 〔昭和2(1927)〕- 昭和3(1928)    2冊 
 
小売物価統計表小売物価統計表小売物価統計表小売物価統計表  商工大臣官房統計課 
 昭和5年  昭和6(1931)    55ｐ 
 
暦暦暦暦     東京天文台 
 昭和8年  昭和7(1932)    131ｐ 
 
熊本営林局管内概要熊本営林局管内概要熊本営林局管内概要熊本営林局管内概要     熊本営林局 
 〔昭和7(1932)〕    1枚 
 
熊本県勢一覧熊本県勢一覧熊本県勢一覧熊本県勢一覧     熊本県 
 昭和3(1928)    1枚 
 
熊本市統計書熊本市統計書熊本市統計書熊本市統計書  熊本市庶務課 
 第28回,第31回 
 昭和4(1929)-昭和7(1932)    2冊 

国別輸出入額均衡調（全国）国別輸出入額均衡調（全国）国別輸出入額均衡調（全国）国別輸出入額均衡調（全国）  横浜税関総務課 
 昭和8年  昭和9(1934)    1枚 
 
呉市勢一斑呉市勢一斑呉市勢一斑呉市勢一斑  呉市 
 大正13年末調  大正13(1924)    65ｐ 
 
呉市商工人名録呉市商工人名録呉市商工人名録呉市商工人名録     呉市 
 大正14(1925)    282ｐ  [附:呉市勢一班] 
 
釧路市勢要覧釧路市勢要覧釧路市勢要覧釧路市勢要覧  釧路市 
 昭和6年  昭和6(1931)    136ｐ 
 
京都府統計書京都府統計書京都府統計書京都府統計書     京都府 
 昭和4年 
  第1編 土地,気象,人口,社会事業及褒賞, 
           交通及土功,議会,官公吏,財政 
    第2編 学事 
  第3編 産業 
  第4編 警察,裁判及行刑,衛生 
  第5編 市町村別主要統計 
 昭和6(1931)    5冊 
 
京都市の輸出入貿易並に輸出品工業等に関する調査京都市の輸出入貿易並に輸出品工業等に関する調査京都市の輸出入貿易並に輸出品工業等に関する調査京都市の輸出入貿易並に輸出品工業等に関する調査  
京都商工会議所 
 昭和14(1939)    34ｐ 
 
京都市産業要覧京都市産業要覧京都市産業要覧京都市産業要覧     京都市 
 昭和11年版-昭和12年版 
 昭和11(1936)-昭和12(1937)    2冊 
 
京都市勢一班京都市勢一班京都市勢一班京都市勢一班  京都市 
 昭和3年版-昭和4年版 
 昭和3(1928)-昭和4(1929)    2冊 
 
京都市勢要覧京都市勢要覧京都市勢要覧京都市勢要覧     京都市 
 昭和4(1929)    382ｐ 図 
 
京都市統計書京都市統計書京都市統計書京都市統計書     京都市 
 第15回(大正11年),第17回,第20回-第21回,第23回, 
  第30回(昭和13年) 
 大正13(1924)-昭和15(1940)    7冊 
 [第15回:前編,後編] 
 
京都商業会議所年報京都経済統計京都商業会議所年報京都経済統計京都商業会議所年報京都経済統計京都商業会議所年報京都経済統計  京都商業会議所 
 大正13(1924)    123ｐ  [附：会社録]  
 
京都商工会議所統計年報京都商工会議所統計年報京都商工会議所統計年報京都商工会議所統計年報  京都商工会議所  
 昭和5年-昭和17年    
  昭和6(1931)-昭和18(1943)    13冊 
 [昭和17年:京都府商工経済会編｢京都商工経済統計 
   年報｣]                                                       
 
京都商工経済統計年報京都商工経済統計年報京都商工経済統計年報京都商工経済統計年報  京都商工会議所  
 → ｢京都商工会議所統計年報｣          
 
京都輸出絹織物検査所年報京都輸出絹織物検査所年報京都輸出絹織物検査所年報京都輸出絹織物検査所年報    
 商工省京都輸出絹織物検査所 
 昭和6年  昭和7(1932)    70ｐ 
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ＭＭＭＭ    
 
前橋市勢要覧前橋市勢要覧前橋市勢要覧前橋市勢要覧  前橋市 
 昭和9年版  昭和9(1934)    23ｐ 図 
 
前橋市統計書前橋市統計書前橋市統計書前橋市統計書     前橋市 
 第24回(昭和4年)-第29回(昭和9年) 
 昭和6(1931)-昭和11(1936)    6冊 
 
毎日年鑑毎日年鑑毎日年鑑毎日年鑑  大阪毎日新聞社,東京日日新聞社共編 
 昭和4年-昭和8年,昭和10年-昭和13年, 
  昭和16年-昭和17年 
 昭和3(1928)-昭和16(1941)    11冊 
 
豆類要覧豆類要覧豆類要覧豆類要覧     農林省農務局 
 昭和3年,昭和5年 
 昭和3(1928)-昭和5(1930)    2冊 
 [昭和3年:農林省農務局報第60号,昭和5年:農林省 
   農務局農事改良資料第13号] 
 
満蒙資源摘要満蒙資源摘要満蒙資源摘要満蒙資源摘要  参謀本部 
 昭和6(1931)    135ｐ 表 
 
満蒙満蒙満蒙満蒙資源要覧資源要覧資源要覧資源要覧     参謀本部 
 昭和7(1932)    135ｐ 表 
 
満州行政経済年報満州行政経済年報満州行政経済年報満州行政経済年報  日本政治問題調査所行政調査部 
 昭和17年版(康徳9年)  昭和17(1942)    331ｐ 
 
満州国及中華民国在留本邦人及外国人人口統計表満州国及中華民国在留本邦人及外国人人口統計表満州国及中華民国在留本邦人及外国人人口統計表満州国及中華民国在留本邦人及外国人人口統計表    
 外務省亜細亜局 
 → ｢支那在留本邦人及外国人人口統計表｣ 
 
満州産業建設学徒研究団報告満州産業建設学徒研究団報告満州産業建設学徒研究団報告満州産業建設学徒研究団報告  至誠会 
 昭和9年度  昭和9(1933)    12p  表 図 
 
まつやままつやままつやままつやま     松山商業会議所 
 大正15(1926)    6, 207, 26, 22ｐ 図 
 
繭確保奨励施設実施成繭確保奨励施設実施成繭確保奨励施設実施成繭確保奨励施設実施成績績績績     日本中央蚕糸会 
 昭和17年次産  昭和17(1942)    86ｐ 
 
繭及蚕糸類統計表繭及蚕糸類統計表繭及蚕糸類統計表繭及蚕糸類統計表     農商務大臣官房統計課 
 大正11年-大正14年,昭和6年-昭和13年 
 大正13(1924)-昭和14(1939)    12冊 
 [大正12年以降:農林大臣官房統計課編｢繭統計表｣] 
 
繭及主要穀物に関する生産実態調査成績繭及主要穀物に関する生産実態調査成績繭及主要穀物に関する生産実態調査成績繭及主要穀物に関する生産実態調査成績    
 日本中央蚕糸会 
 昭和14年度-昭和16年度 
 昭和16(1941)    3冊 
 
繭相場並産繭処理状況調査繭相場並産繭処理状況調査繭相場並産繭処理状況調査繭相場並産繭処理状況調査  日本中央蚕糸会 
 昭和8年-昭和9年 
 昭和8(1933)-昭和9(1934)    2冊 
 
繭相場ニ関スル調査繭相場ニ関スル調査繭相場ニ関スル調査繭相場ニ関スル調査  農林省蚕糸局 

 昭和8(1933)    33ｐ 表 
 
繭相場調繭相場調繭相場調繭相場調  農林省蚕糸局 
 昭和7年,昭和9年 
 昭和8(1933)-昭和10(1935)    2冊 
 
繭統計表繭統計表繭統計表繭統計表     農林大臣官房統計課 
 → ｢繭及蚕糸類統計表｣ 
 
棉花綿糸綿布統計棉花綿糸綿布統計棉花綿糸綿布統計棉花綿糸綿布統計    
 日本棉花同業会 輸出綿糸布同業会 
 1921年-1925年,1926年-1928年 
 大正15(1926)-昭和4(1929)    2冊 
 
免許市場ニ於ケル繭取引概況免許市場ニ於ケル繭取引概況免許市場ニ於ケル繭取引概況免許市場ニ於ケル繭取引概況  静岡県蚕業取締所 
 昭和3年春蚕  昭和3(1928)    26ｐ 
 
綿織物年表綿織物年表綿織物年表綿織物年表  商工大臣官房統計課 
 第1次(昭和2年)-第3次(昭和4年) 
 昭和3(1928)-昭和5(1930)    3冊  
 継続後誌：綿織物及絹織物年表  
 
綿糸紡績事情参考書綿糸紡績事情参考書綿糸紡績事情参考書綿糸紡績事情参考書  大日本紡績連合会 
 第53次(昭和4年上半期)-第75次(昭和15年上半期) 
 昭和4(1929)-昭和15(1940)    10冊 
 
三重県勢要覧三重県勢要覧三重県勢要覧三重県勢要覧  三重県 
 昭和4年  昭和6(1931)    132ｐ 
 
水戸市学事一覧水戸市学事一覧水戸市学事一覧水戸市学事一覧  水戸市 
 昭和6年度  昭和6(1931)    1枚 
 
水戸市統計一水戸市統計一水戸市統計一水戸市統計一班班班班  水戸商工会議所 
 昭和5年  昭和6(1931)    1枚 
 
水戸市要覧水戸市要覧水戸市要覧水戸市要覧  水戸市 
 昭和6(1931)    203ｐ 図  [再版] 
 
宮城県統計要覧宮城県統計要覧宮城県統計要覧宮城県統計要覧     宮城県 
 昭和2年,昭和5年 
 昭和2(1927)-昭和6(1931)    2冊 
 
宮城県統計書宮城県統計書宮城県統計書宮城県統計書     宮城県 
 昭和元年,昭和4年 
 昭和3(1928)-昭和6(1931)    2冊 
 継続後誌：宮城県統計年鑑 
 
門司港外国貿易統計要覧門司港外国貿易統計要覧門司港外国貿易統計要覧門司港外国貿易統計要覧  門司税関 
 昭和7年  〔昭和8(1933)〕    1枚 
 
門司税関管内貿易趨勢門司税関管内貿易趨勢門司税関管内貿易趨勢門司税関管内貿易趨勢     門司税関 
 自大正14年至昭和9年  昭和10(1935)    170ｐ 
 
木材需給状況調査書木材需給状況調査書木材需給状況調査書木材需給状況調査書     農林省山林局 
 昭和3年,昭和5年-昭和7年,昭和11年-昭和12年‖ 
 昭和5(1930)-昭和14(1939)    6冊 
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文部省所管官立学校学生生徒卒業者入学志願者入学文部省所管官立学校学生生徒卒業者入学志願者入学文部省所管官立学校学生生徒卒業者入学志願者入学文部省所管官立学校学生生徒卒業者入学志願者入学    
    者者者者     文部大臣官房文書課 
 昭和5年9月30日調,昭和7年9月30日調 
 昭和5(1930)-昭和7(1932)    2冊 
 
文部省例規類纂文部省例規類纂文部省例規類纂文部省例規類纂  文部大臣官房文書課 
 昭和6年-昭和7年 
 昭和7(1932)-昭和8(1933)    2冊 
 
文部文部文部文部省統計摘要省統計摘要省統計摘要省統計摘要  文部大臣官房文書課 
 第48年報(大正9年度),大正11年度,昭和4年度 
 大正13(1924)-昭和7(1932)    3冊 
 [大正11年度以降:文部統計摘要] 
 
文部統計摘要文部統計摘要文部統計摘要文部統計摘要 
  → ｢文部省統計摘要｣ 
 
盛岡商工人名録盛岡商工人名録盛岡商工人名録盛岡商工人名録  盛岡商工会議所 
 大正15(1926)    78ｐ 図 地図 
 
元鹿児島県立糖業試験場業務報告元鹿児島県立糖業試験場業務報告元鹿児島県立糖業試験場業務報告元鹿児島県立糖業試験場業務報告    
 鹿児島県立糖業講習所 
 大正14(1925)    173ｐ 図 
 
麦其ノ他穀物要覧麦其ノ他穀物要覧麦其ノ他穀物要覧麦其ノ他穀物要覧     農林省農務局 
 昭和3(1928)    65ｐ  [農林省農務局報第59号] 
 
麦統計麦統計麦統計麦統計     長野県 
  昭和4年  昭和5(1930)    24ｐ 
 
麦統計表麦統計表麦統計表麦統計表  農林大臣官房統計課 
 昭和11年,昭和13年 
 昭和11(1936)-昭和13(1938)    2冊 
 
室蘭市勢一覧室蘭市勢一覧室蘭市勢一覧室蘭市勢一覧  室蘭市 
 昭和6年版    昭和5(1930)    1枚 
 
室蘭商工会議所統計年報室蘭商工会議所統計年報室蘭商工会議所統計年報室蘭商工会議所統計年報        室蘭商工会議所 
  昭和10年‖ 
 昭和11(1936)    112p 
 

ＮＮＮＮ    
 
長野県勢要覧長野県勢要覧長野県勢要覧長野県勢要覧  長野県 
 昭和5年,昭和7年 
 昭和6(1931)-昭和7(1932)    2冊 
 
長野県統計書長野県統計書長野県統計書長野県統計書     長野県 
 大正13年 第3編 勧業 
 大正14年 第4編 農業,蚕糸業,牧畜及漁猟, 
                   山林及鉱業 
      第5編 工業,度量衡,商事及金融, 
                   賃銭及物価,瓦斯及電気 
 大正15(1926)-昭和2(1927)    3冊 
 
長野県統計要覧長野県統計要覧長野県統計要覧長野県統計要覧  長野県 
 大正15年  大正15(1926)    1冊 
 

長野県上田市勢一覧長野県上田市勢一覧長野県上田市勢一覧長野県上田市勢一覧     長野県 
 第12回  昭和6(1931)    17ｐ 
 
長野市勢要覧長野市勢要覧長野市勢要覧長野市勢要覧  長野市 
 昭和6年  昭和6(1931)    65ｐ 地図 
 
長野商工案内長野商工案内長野商工案内長野商工案内     長野商業会議所 
 大正14(1925)    212ｐ  [附:商工統計] 
 
長岡案内長岡案内長岡案内長岡案内     長岡市,長岡商業会議所共編 
 大正13(1924)    1枚 
 
長岡市発展趨勢統計図彙長岡市発展趨勢統計図彙長岡市発展趨勢統計図彙長岡市発展趨勢統計図彙  長岡商工会議所 
 昭和9(1934)    91ｐ 
 
長岡市工産品取引案内長岡市工産品取引案内長岡市工産品取引案内長岡市工産品取引案内     長岡商工会議所 
 昭和13(1938)    77ｐ 
 
長岡市と近郊長岡市と近郊長岡市と近郊長岡市と近郊     長岡市 
 昭和6年  昭和6(1931)    88ｐ 
 
長岡商工人名録長岡商工人名録長岡商工人名録長岡商工人名録  長岡商工会議所 
 昭和3年版  昭和4(1929)    11,186,90ｐ 地図 
 
長岡大観長岡大観長岡大観長岡大観  〔長岡市〕 
 昭和6(1931)    1枚 
 
長崎県米麦統計長崎県米麦統計長崎県米麦統計長崎県米麦統計  長崎県 
 大正14年  大正15(1926)    76ｐ 
 
長崎県勢要覧長崎県勢要覧長崎県勢要覧長崎県勢要覧  長崎県 
 大正15年･昭和元年,昭和4年 
 昭和2(1927)-昭和6(1931)    2冊 
 
長崎県商工人名録長崎県商工人名録長崎県商工人名録長崎県商工人名録  長崎商工会議所 
 昭和13年版  昭和13(1938)    443ｐ 
 
長崎県水産統計長崎県水産統計長崎県水産統計長崎県水産統計  長崎県 
 大正14年  昭和2(1927)    62ｐ 地図 
 
長崎県統計書長崎県統計書長崎県統計書長崎県統計書     長崎県 
 大正12年 第1編 土地戸口及其他 
 大正14年 第3編 産業 
      第4編 警察衛生及行刑 
 大正15(1926)-昭和2(1927)    3冊 
 継続後誌：長崎県統計年鑑 
 
長崎港勢要覧長崎港勢要覧長崎港勢要覧長崎港勢要覧     長崎市 
 〔大正14年〕  大正15(1926)    9, 111ｐ 表 
 
長崎市内商工業業種別戸数従業員数調査表長崎市内商工業業種別戸数従業員数調査表長崎市内商工業業種別戸数従業員数調査表長崎市内商工業業種別戸数従業員数調査表    
 長崎商工会議所 
 第1回(昭和11年)-第2回(昭和12年) 
 昭和12(1937)-昭和13(1938)    2冊 
 
長崎市産業要覧長崎市産業要覧長崎市産業要覧長崎市産業要覧  長崎市勧業課 
 昭和11年版  昭和10(1935)    87ｐ 
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長崎市生産総覧長崎市生産総覧長崎市生産総覧長崎市生産総覧     長崎市勧業課 
 昭和2(1927)    1枚     
 
長崎市勢要覧長崎市勢要覧長崎市勢要覧長崎市勢要覧     長崎市 
 昭和4(1929)    1枚 
 
長崎商工会議所年報長崎商工会議所年報長崎商工会議所年報長崎商工会議所年報     長崎商工会議所 
 昭和2年,昭和6年,昭和10年 
 昭和3(1928)-昭和10(1935)    3冊 
 
長崎商工名録長崎商工名録長崎商工名録長崎商工名録  長崎商業会議所 
 昭和2年  昭和2(1927)    297, 56ｐ 地図 
 
名古屋物産案内名古屋物産案内名古屋物産案内名古屋物産案内     名古屋商業会議所 
 大正15(1926)    11, 113ｐ  [第2版] 
 
名古屋港貿易年報名古屋港貿易年報名古屋港貿易年報名古屋港貿易年報  愛知県名古屋港務所 
 昭和12年-昭和14年 
 昭和13(1938)-昭和15(1940)    3冊 
 
名古屋工場要覧名古屋工場要覧名古屋工場要覧名古屋工場要覧     名古屋商業会議所 
 昭和2年,昭和12年版 
 昭和2(1927)-昭和11(1936)    2冊 
 [昭和12年版:名古屋商工会議所] 
   
名古屋市会社状況調査名古屋市会社状況調査名古屋市会社状況調査名古屋市会社状況調査  名古屋市産業部 
 昭和7年  昭和8(1933)    81ｐ 表 
 
名古屋市貨物集散概況名古屋市貨物集散概況名古屋市貨物集散概況名古屋市貨物集散概況  名古屋市産業部勧業課 
 第8回(昭和3年)-第10回(昭和5年) 
 昭和5(1930)-昭和7(1932)    3冊 
 継続後誌：名古屋貨物集散統計年報 
 
名古屋市勧業要覧名古屋市勧業要覧名古屋市勧業要覧名古屋市勧業要覧     名古屋市 
 第10回(大正13年)-第14回,第16回,第18回-第19回, 
  第21回-第26回(昭和16年) 
 大正14(1925)-昭和16(1941)    14冊 
 [第22回以降:｢名古屋市産業要覧｣] 
 
名古屋市内に於ける会社事業成績概観名古屋市内に於ける会社事業成績概観名古屋市内に於ける会社事業成績概観名古屋市内に於ける会社事業成績概観    
 愛知県商工経済会 
 昭和18年上期  昭和18(1943)    44ｐ 
 [時局経済調査及研究] 
 
名古屋市ノ産業組合名古屋市ノ産業組合名古屋市ノ産業組合名古屋市ノ産業組合  名古屋市 
 昭和15(1940)    31ｐ 
 
名古屋市産業要覧名古屋市産業要覧名古屋市産業要覧名古屋市産業要覧     名古屋市産業部庶務課 
 → ｢名古屋市勧業要覧｣ 
 
名古名古名古名古屋市社会事業概要屋市社会事業概要屋市社会事業概要屋市社会事業概要  名古屋市社会部 
 昭和9(1934)    98ｐ 地図 
 
名古屋市統計書名古屋市統計書名古屋市統計書名古屋市統計書  名古屋市 
 第25回(大正12年), 
  第28回(昭和元年)-第42回(昭和15年) 
 大正14(1925)-昭和17(1942)    16冊   
 継続後誌：名古屋市統計年鑑 

名古屋市財政概要名古屋市財政概要名古屋市財政概要名古屋市財政概要  名古屋市 
 昭和8年度  昭和8(1933)    185, 10ｐ 
 [附:市公債一覧表] 
 
名古屋商業会議所統計年報名古屋商業会議所統計年報名古屋商業会議所統計年報名古屋商業会議所統計年報  名古屋商業会議所                    
 大正15年･昭和元年-昭和17年‖                                  
 昭和2(1927)-昭和18(1943)    17冊 
 [昭和2年以降:名古屋商工会議所] 
 
内地織物商況概要内地織物商況概要内地織物商況概要内地織物商況概要     丸紅商店調査部 
 昭和4年度-昭和7年度 
 昭和5(1930)-昭和8(1933)    4冊 
 [附:生産及相場統計表] 
 
内地水産業之概要内地水産業之概要内地水産業之概要内地水産業之概要     農林省水産局 
 昭和2年  昭和4(1929)    77ｐ 
 
内外調査資料内外調査資料内外調査資料内外調査資料  調査資料協会 
 第1年第8輯,第2年-第4年,第5年第1輯-第3輯, 
  第12年第9輯 
 昭和4(1929)-昭和15(1940)    40冊 
 [第3年第11輯:欠号] 
 
内外茶業事情内外茶業事情内外茶業事情内外茶業事情  茶業組合中央会議所  
 昭和2年,昭和4年   
  昭和2(1927)-昭和4(1929)    2冊 
 [茶業彙報 第18輯,第21輯]   
 
内外経済年鑑内外経済年鑑内外経済年鑑内外経済年鑑  大阪毎日新聞,東京日日新聞社共編 
 昭和3年版‖ 
 昭和3(1928)    416ｐ 
 
内外経済四季報内外経済四季報内外経済四季報内外経済四季報     内外経済協会 
 1(1937年第2四半期),3(自1937年12月至1938年3月) 
 昭和12(1937)-昭和13(1938)    2冊 
 
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  文部省調査部 
 第1輯-第5輯 
 昭和6(1931)-昭和8(1933)    5冊 
 
内外綿業年鑑内外綿業年鑑内外綿業年鑑内外綿業年鑑     日本綿業倶楽部 
 昭和12年版 
 昭和12(1937)    24,634,360,14,190,92p   写真 
 
内外蚕糸絹物類輸出入統計内外蚕糸絹物類輸出入統計内外蚕糸絹物類輸出入統計内外蚕糸絹物類輸出入統計    
 蚕糸業同業組合中央会 
 昭和3(1928)    156ｐ 
 
内外製茶統計内外製茶統計内外製茶統計内外製茶統計     茶業組合中央会議所 
 昭和3･4･5年,昭和6年度 
 昭和7(1932)-昭和8(1933)    2冊 
 [茶業彙報 第25輯,第27輯] 
 
内外石油統計内外石油統計内外石油統計内外石油統計     日本石油株式会社秘書課 
 昭和7(1932)    112ｐ 
 
内外紙業統計内外紙業統計内外紙業統計内外紙業統計  王子製紙株式会社販売部 
 昭和13年版-昭和15年版 
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 昭和13(1938)-昭和15(1940)    3冊 
 [附:日本紙業総覧] 
 
内閣印刷局長年報書内閣印刷局長年報書内閣印刷局長年報書内閣印刷局長年報書  内閣印刷局 
 第50回(昭和4年度)-第58回(昭和12年度) 
 昭和6(1931)-〔昭和13(1938)〕  9冊  
 
内閣印刷局共済組合事業成績内閣印刷局共済組合事業成績内閣印刷局共済組合事業成績内閣印刷局共済組合事業成績    
 内閣印刷局共済組合 
 昭和8年度  〔昭和9(1934)〕  63ｐ 
 
中区勢要覧中区勢要覧中区勢要覧中区勢要覧  横浜市中区 
 第1回  昭和10(1935)    517p 
 
南洋方面視察復命書南洋方面視察復命書南洋方面視察復命書南洋方面視察復命書  横浜市 
 大正15年度  昭和2(1927)    51ｐ 
 
南洋巡回見本市概況南洋巡回見本市概況南洋巡回見本市概況南洋巡回見本市概況  兵庫県内務部商工課 
 第1回･2回  昭和8(1933)    52, 38ｐ 
 
南洋産業研究団報告書南洋産業研究団報告書南洋産業研究団報告書南洋産業研究団報告書  大日本連合青年団 
 第1回  昭和10(1935)    143ｐ 
 
直江津商業会議所統計年報直江津商業会議所統計年報直江津商業会議所統計年報直江津商業会議所統計年報  直江津商業会議所 
 大正10年-大正12年,大正14年-昭和2年 
 大正11(1922)-昭和2(1927)    6冊 
 
奈良県勢要覧奈良県勢要覧奈良県勢要覧奈良県勢要覧  奈良県 
 昭和6(1931)    1枚 
 
奈良県統計書奈良県統計書奈良県統計書奈良県統計書     奈良県 
 大正14年 第1編 
 大正15･昭和元年 第2編 
 昭和 4年 第1編-第2編 
  第1編 土地,戸口,教育,社寺及教会,慈恵及褒賞, 
           警察,裁判及登記,衛生,交通,災害,財政, 
           議員選挙,官公吏及恩給 
  第2編 気象,農業,工業,林業,鉱業,水産業,畜業, 
           商業及会社,産業組合及同業組合, 
           郵便貯金及為替,度量衡,銀行及金融, 
           移出入,賃金 
  昭和3(1928)-昭和6(1931)    4冊 
 継続後誌：奈良県統計年鑑 
 
夏秋繭相場調査夏秋繭相場調査夏秋繭相場調査夏秋繭相場調査  蚕糸業同業組合中央会 
  昭和4年  〔昭和5(1930)〕    99p 
 
夏挽期器械製糸工場調査夏挽期器械製糸工場調査夏挽期器械製糸工場調査夏挽期器械製糸工場調査  農林省蚕糸局繭糸課 
 昭和4年-昭和7年 
 〔昭和4(1929)-昭和7(1932)〕   1冊 
 
年鑑朝鮮年鑑朝鮮年鑑朝鮮年鑑朝鮮    ----朝鮮産業の共栄圏参加体制朝鮮産業の共栄圏参加体制朝鮮産業の共栄圏参加体制朝鮮産業の共栄圏参加体制----    
        東洋経済新報社 
 第1回(昭和17年版)  昭和17(1942)    200ｐ 
 [東洋経済新報特輯] 
 
年報年報年報年報     仙台鉄道局 
 大正14年度-昭和9年度 

 〔昭和元(1926)〕- 昭和11(1936)    10冊 
 
燃料年鑑燃料年鑑燃料年鑑燃料年鑑     燃料協会 
 昭和11年･昭和12年版   昭和11(1936)    65ｐ 
 
日満実業協会総会報告書日満実業協会総会報告書日満実業協会総会報告書日満実業協会総会報告書  日満実業協会 
  第3回  昭和10(1935)    83, 34ｐ  
 
日満支炭鉱要覧日満支炭鉱要覧日満支炭鉱要覧日満支炭鉱要覧  石炭研究会 
 昭和14(1939)    188ｐ 
 
新潟県勢一班新潟県勢一班新潟県勢一班新潟県勢一班     新潟県知事官房統計課 
 昭和5年  昭和7(1932)    382ｐ 
 
新潟市勢一覧新潟市勢一覧新潟市勢一覧新潟市勢一覧  新潟市 
 昭和4年  昭和4(1929)    18ｐ 地図 
 
日本貿日本貿日本貿日本貿易年報易年報易年報易年報  日本貿易研究会 
 第1輯-第3輯 
 昭和14(1939)-昭和15(1940)    3冊 
 
日本貿易統計要覧日本貿易統計要覧日本貿易統計要覧日本貿易統計要覧  大阪府立貿易館調査課 
 昭和10年-昭和14年 
 昭和11(1936)-昭和15(1940)     5冊 
 
日本中央蚕糸会議事録日本中央蚕糸会議事録日本中央蚕糸会議事録日本中央蚕糸会議事録  日本中央蚕糸会 
 第2回-第7回,第9回-第12回,第14回-第22回 
 昭和7(1932)-昭和18(1943)    17冊 
 [第4,7,9,11,15,16,18,19,21回：臨時総会] 
 
日本中央蚕糸会事績報告日本中央蚕糸会事績報告日本中央蚕糸会事績報告日本中央蚕糸会事績報告     日本中央蚕糸会 
 第1号(昭和6･7年度)-第2号, 
  第5号-第12号(昭和18年度) 
 昭和8(1933)ー昭和19(1944)    10冊 
 
日本外国貿易年表日本外国貿易年表日本外国貿易年表日本外国貿易年表  大蔵省 
 → ｢大日本外国貿易年表｣ 
 
日本学術振興会年報日本学術振興会年報日本学術振興会年報日本学術振興会年報     日本学術振興会 
 第1号(自昭和7年12月至昭和9年3月)-第5号(昭和12 
  年度),第10号(昭和17年度)‖ 
 昭和10(1935)-昭和18(1943)    6冊 
 
日本学術振興会要覧日本学術振興会要覧日本学術振興会要覧日本学術振興会要覧  日本学術振興会 
 昭和9(1934)    220ｐ 
 
日本学生航空連盟海洋部年報日本学生航空連盟海洋部年報日本学生航空連盟海洋部年報日本学生航空連盟海洋部年報  学生海洋飛行団 
 第2号(昭和10年度) 
 昭和11(1936)    114, 16, 17ｐ 図 
 
日本百貨店一覧日本百貨店一覧日本百貨店一覧日本百貨店一覧  大丸本部調査課 
 昭和10年-昭和12年 
 昭和11(1936)-昭和13(1938)    3冊 
 [大丸本部調査課研究資料] 
 
日本人名選日本人名選日本人名選日本人名選     大阪毎日新聞社 
 昭和11年,昭和13年 
 昭和10(1935)-昭和13(1938)    2冊 
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 [毎日年鑑別冊,昭和13年:｢銀行職員録｣を含む] 
 
日本海事振興会要覧日本海事振興会要覧日本海事振興会要覧日本海事振興会要覧  日本海事振興会 
 昭和18(1943)    23ｐ 
 
日本海商業委員会議事録日本海商業委員会議事録日本海商業委員会議事録日本海商業委員会議事録  日満実業協会 
 第1回  昭和10(1935)    50ｐ 
 
日本経済年報日本経済年報日本経済年報日本経済年報  東洋経済新報社 
 第1輯(昭和5年第1･2四半期) 
  -第54輯(昭和18年第3輯) 
 昭和5(1930)ー昭和19(1944)    49冊 
 [欠号:第14輯,第18輯-第19輯,第22輯,第47輯] 
 
日本経済年誌日本経済年誌日本経済年誌日本経済年誌  全国経済調査機関連合会 
 昭和5年度-昭和7年度,昭和9年度 
 昭和6(1931)-昭和9(1934)    4冊 
 
日本経済政策学会年報日本経済政策学会年報日本経済政策学会年報日本経済政策学会年報     日本経済政策学会 
 第2輯 戦争と経済政策 
 昭和17(1942)    497p 
 
日本経済四季年報日本経済四季年報日本経済四季年報日本経済四季年報  経済年報社 
 第2輯  昭和10(1935)    419ｐ 
 継続後誌：日本経済四季報 
 
日本生糸要覧日本生糸要覧日本生糸要覧日本生糸要覧  志留久社 
 昭和2年  昭和2(1927)    264ｐ 
 
日本国勢図会日本国勢図会日本国勢図会日本国勢図会     矢野恒太,白崎享一共編 
 昭和6年版、昭和16年版 
 昭和6(1931)-昭和15(1940)    2冊 
 
日本棉花栽培協会事業概要日本棉花栽培協会事業概要日本棉花栽培協会事業概要日本棉花栽培協会事業概要  日本棉花栽培協会 
 第5号(昭和14年)-第6号(昭和15年度) 
 昭和15(1940)-昭和17(1942)    2冊 
 
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  茶業組合中央会議所 
 大正15年  大正15(1926)    352ｐ 
 [茶業彙報第14輯] 
 
日本農業年鑑日本農業年鑑日本農業年鑑日本農業年鑑  富民協会 
 昭和7年版-昭和10年版 
 昭和6(1931)-昭和9(1934)    4冊 
 
日本農業年報日本農業年報日本農業年報日本農業年報     日本農業研究会 
 第1輯(昭和7年上半期)-第7輯, 
  第9輯-第10輯(昭和11年下半期) 
  昭和7(1932)-昭和12(1937)    9冊 
 
日本の経済的地位日本の経済的地位日本の経済的地位日本の経済的地位  三井合名会社調査課 
 第6年-第11年 
 大正15(1926)-昭和6(1931)    6冊 
 
日本大阪日本大阪日本大阪日本大阪皇国造幣寮首長報告書皇国造幣寮首長報告書皇国造幣寮首長報告書皇国造幣寮首長報告書        大蔵省 
  第2周年-第3周年,第4回 
  1873 - 1875    3冊 
  → ｢造幣権頭報告書｣ 

日本労働年鑑日本労働年鑑日本労働年鑑日本労働年鑑     大原社会問題研究所 
 第3輯(大正11年),第5輯-第13輯,第15輯, 
  第17輯-第20輯(昭和14年) 
 大正11(1922)-昭和15(1940)    15冊 
 
日本政治経済年鑑日本政治経済年鑑日本政治経済年鑑日本政治経済年鑑  日本政治経済研究所    
 昭和10年版‖    昭和10(1935)    443ｐ   
 
日本政治経済年鑑日本政治経済年鑑日本政治経済年鑑日本政治経済年鑑  東京政治経済研究所 
 昭和7年版  昭和7(1932)    324ｐ 
 
日本繊維工業総覧日本繊維工業総覧日本繊維工業総覧日本繊維工業総覧  財政経済時報社 
 昭和11年版  昭和11(1936)    388, 37ｐ 
 [附:繊維工業統計表] 
 
日本社会事業年鑑日本社会事業年鑑日本社会事業年鑑日本社会事業年鑑  大原社会問題研究所 
 大正14年版,昭和9年版-昭和14･15年版 
 大正14(1925)-昭和16(1941)    7冊 
 [昭和9年版以降:中央社会事業協会] 
  継続後誌：日本社会福祉年鑑 
 
日本帝国委任統治行政年報日本帝国委任統治行政年報日本帝国委任統治行政年報日本帝国委任統治行政年報  外務省 
 1925年度  大正15(1926)    177ｐ 
 
日本帝国人口動態統計日本帝国人口動態統計日本帝国人口動態統計日本帝国人口動態統計  内閣統計局 
 自明治32年至同41年,大正12年,大正15･昭和元年 
  -昭和4年,昭和6年,昭和10年-昭和13年 
 明治45(1912)-昭和14(1939)    11冊  
  [昭和10年以降:人口動態統計] 
 
日本帝国人口動態統計第一表中台湾樺太及国境外死日本帝国人口動態統計第一表中台湾樺太及国境外死日本帝国人口動態統計第一表中台湾樺太及国境外死日本帝国人口動態統計第一表中台湾樺太及国境外死    
    亡細別亡細別亡細別亡細別  内閣統計局 
 明治37年同38年  明治41(1908)    203ｐ 
 
日本帝国人口動態統計記述編日本帝国人口動態統計記述編日本帝国人口動態統計記述編日本帝国人口動態統計記述編  国務院 
 大正7年,大正13年-昭和8年,昭和10年 
 大正10(1921)-昭和12(1937)    12冊 
  [大正11年以降:内閣統計局,昭和7年以降:人口動態 
   記述編] 
 
日本帝国人口動態統計摘要日本帝国人口動態統計摘要日本帝国人口動態統計摘要日本帝国人口動態統計摘要  内閣統計局 
 大正11年-大正12年 
 大正13(1924)-大正14(1925)    2冊 
 
日本帝国人口静態調査記述編日本帝国人口静態調査記述編日本帝国人口静態調査記述編日本帝国人口静態調査記述編  国勢院 
 大正7年末  大正10(1921)    62ｐ 
 [附:統計図 1冊] 
 
日本帝国人口静態統計日本帝国人口静態統計日本帝国人口静態統計日本帝国人口静態統計  内閣統計局 
 明治41年,大正7年 
 明治44(1911)-大正9(1920)    2冊 
 
日本帝国国勢一班日本帝国国勢一班日本帝国国勢一班日本帝国国勢一班     内務大臣官房文書課 
 第55回‖  昭和14（1939)    981ｐ 
 
日本帝国文部省年報日本帝国文部省年報日本帝国文部省年報日本帝国文部省年報  文部大臣官房文書課 
 第48(大正9年度)-第67(昭和14年度) 
 大正12(1923)-昭和21(1946)    37冊 
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 [第61以降:｢大日本帝国文部省年報｣, 
   第66･第67:下巻のみ]  
 
日本帝国司法省刑事統計年報日本帝国司法省刑事統計年報日本帝国司法省刑事統計年報日本帝国司法省刑事統計年報  司法省刑事局 
 第53(昭和2年)  昭和4(1929)    793ｐ 
 
日本帝国司法省刑事統計要旨日本帝国司法省刑事統計要旨日本帝国司法省刑事統計要旨日本帝国司法省刑事統計要旨  司法省刑事局 
 昭和4年  昭和6(1931)    75ｐ  図 
 
日本帝国司法省民事統計年報日本帝国司法省民事統計年報日本帝国司法省民事統計年報日本帝国司法省民事統計年報  司法省民事局 
 第49(大正12年),第53(昭和2年) 
 大正14(1925)-昭和4(1929)    2冊 
 
日本帝国死因統計日本帝国死因統計日本帝国死因統計日本帝国死因統計  内閣統計局 
 明治40年-明治43年,大正3年-大正5年, 
  大正13年-昭和4年 
 明治43(1910)-昭和5(1930)    13冊 
 [明治40年･明治41年:実数及比例,明治42年･大正3 
   年:第1編  府県北海道,明治43年･大正4年･大正5 
   年:第2編 人口五万人以上ノ市及区] 
 継続後誌：死因統計 
 
日本帝国統計年鑑日本帝国統計年鑑日本帝国統計年鑑日本帝国統計年鑑  統計院 
 第4-第5,第7-第8,第11-第12,第14,第19-第28, 
  第30-第37,第39-第58 
  明治18(1885)-昭和14(1939)    45冊 
  [第5-第37:内閣統計局,第39-第40:国務院,第41 
   -第42:統計局,第43以降:内閣統計局,第56以降: 
   ｢大日本帝国統計年鑑｣と改題] 
  継続後誌：日本統計年鑑 
 
日本帝国統計摘要日本帝国統計摘要日本帝国統計摘要日本帝国統計摘要  内閣統計局 
 第26回,第29回-第30回,第38回,第42回-第45回 
 明治45(1912)-昭和6(1931)    8冊 
 
日本帝国統計全書日本帝国統計全書日本帝国統計全書日本帝国統計全書  東京統計協会 
 昭和3(1928)    321p 
  [内閣統計局監修,東京統計協会創立五十年記念] 
 
日本燈台表日本燈台表日本燈台表日本燈台表  燈台局 
 大正15年-昭和6年 
 大正15(1926)-昭和6(1931)    6冊 
 
日本糖業年鑑日本糖業年鑑日本糖業年鑑日本糖業年鑑  日本糖業調査所 
 昭和3年版  昭和3(1928)    316ｐ 
 
日本統計学会年報日本統計学会年報日本統計学会年報日本統計学会年報     日本統計学会 
 第1年-第11年 
 昭和7(1932)-昭和17(1942)    11冊 
 
日本都市年鑑日本都市年鑑日本都市年鑑日本都市年鑑  東京市政調査会 
  5（昭和11年用）  昭和11(1936)    21, 811ｐ 
 
日本全国鉄道線路哩程日本全国鉄道線路哩程日本全国鉄道線路哩程日本全国鉄道線路哩程  鉄道省 
  大正12年-大正15年,昭和2年-昭和5年, 
  昭和7年-昭和8年,昭和10年-昭和11年 
  大正12(1923)-昭和11(1936)    12冊 
  [昭和3年-昭和10年:｢日本全国鉄道線路粁程｣,  

   昭和11年:｢日本全国鉄道線路実粁程｣] 
 
日本全国鉄道線路図日本全国鉄道線路図日本全国鉄道線路図日本全国鉄道線路図  鉄道省 
 昭和3年度-昭和4年度 
  昭和4(1929)-昭和5(1930)    2枚 
  [附:南満州鉄道線路図] 
 
西日本主要会社の解剖西日本主要会社の解剖西日本主要会社の解剖西日本主要会社の解剖 
 → ｢関西貳百会社の解剖｣ 
 
西宮市勢要覧西宮市勢要覧西宮市勢要覧西宮市勢要覧     西宮市 
 〔昭和5年〕  昭和6(1931)    67ｐ 図 
 
農業経営調査成績要項農業経営調査成績要項農業経営調査成績要項農業経営調査成績要項  帝国農会農業経営部 
 大正13年度  昭和2年  106ｐ 
 
農業倉庫事業成績農業倉庫事業成績農業倉庫事業成績農業倉庫事業成績     農林省農務局 
 大正12年度  大正14(1925)    30ｐ 
 
農業倉庫及連合農業倉庫概況一覧農業倉庫及連合農業倉庫概況一覧農業倉庫及連合農業倉庫概況一覧農業倉庫及連合農業倉庫概況一覧  農林省農務局 
 昭和3年,昭和5年-昭和6年,昭和8年, 
  昭和10年-昭和15年 
 昭和3(1928)-昭和15(1940)    10枚 
  [昭和8年以降:農林省経済更生部] 
 
農事統計表農事統計表農事統計表農事統計表  農商務大臣官房統計課 
 大正12年-大正13年,昭和3年,昭和10年 
 大正14(1925)-昭和11(1936)    4冊 
  [大正13年以降:農林大臣官房統計課] 
 
農家調査農家調査農家調査農家調査  神奈川県総務部統計調査課 
 昭和13年  昭和14(1939)    75ｐ 
 
農家人口調査農家人口調査農家人口調査農家人口調査  神奈川県総務部統計調査課 
 昭和13年  〔昭和14(1939)〕  170ｐ 
 
農家経済調査成績農家経済調査成績農家経済調査成績農家経済調査成績  福井県農会 
 昭和10年度,昭和14年度-昭和15年度 
 昭和11(1936)-昭和16(1941)    3冊 
  [福井県農会調査叢書] 
 
農家労働調査報告農家労働調査報告農家労働調査報告農家労働調査報告  協調会 
 昭和7年度  昭和9(1934)    80ｐ 表26 
  [井泉村農家経済調査 前篇, 
   附:農家労働旬別分配状況図表] 
 
農務統計表農務統計表農務統計表農務統計表     勧農局 
 第1次  明治12(1879)    1冊 
 [昭和11年複製版] 
 
農林省生糸検査所調査報告農林省生糸検査所調査報告農林省生糸検査所調査報告農林省生糸検査所調査報告    
  横浜生糸検査所･神戸生糸検査所共編 
 → ｢生糸検査所調査報告｣  
 
農林省累年統計表農林省累年統計表農林省累年統計表農林省累年統計表  農林省大臣官房統計課 
 明治6年及至昭和4年  昭和7(1932)    151, 7ｐ 
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農林省統計表農林省統計表農林省統計表農林省統計表     農林大臣官房統計表 
 第2次(大正14年)-第11次,第15次-第18次, 
  第21次-第31次(昭和29年) 
 大正15(1926)-昭和30(1955)    25冊 
  [第23次:農林省統計調査局,第24次:農林省農業改良 
   統計調査部,第28次以降:農林経済局統計調査部] 
 
農林統計グラフ農林統計グラフ農林統計グラフ農林統計グラフ  農林大臣官房統計課 
 昭和8年  昭和10(1935)    1冊 
 [附:統計表 19ｐ] 
 
農作物農作物農作物農作物,,,,農用地農用地農用地農用地,,,,漁船及林野被害統計表漁船及林野被害統計表漁船及林野被害統計表漁船及林野被害統計表    
 農林大臣官房統計課 
 昭和元年及至昭和10年  昭和11(1936)    123ｐ 
 
農作傭賃銀統計表農作傭賃銀統計表農作傭賃銀統計表農作傭賃銀統計表  農林大臣官房統計課 
 大正15年･昭和元年-昭和6年 
 昭和2(1927)-昭和7(1932)    6冊 
 
農商務統計農商務統計農商務統計農商務統計,,,,工場統計及会社統計摘要工場統計及会社統計摘要工場統計及会社統計摘要工場統計及会社統計摘要    
 農商務大臣官房統計課 
 大正12年  大正14(1925)    214ｐ 
 
農商省統計表農商省統計表農商省統計表農商省統計表  農商大臣官房統計課 
 第2次(昭和18年) 農林統計編  
 昭和19(1944)    410ｐ 
 [｢農林統計表｣の通号第20次] 
 
農村市街地信用組合金融事情調査農村市街地信用組合金融事情調査農村市街地信用組合金融事情調査農村市街地信用組合金融事情調査    
 産業組合中央金庫 
 第4回  昭和3(1928)    62ｐ 
 
沼津市勢一班沼津市勢一班沼津市勢一班沼津市勢一班     沼津市 
 昭和6年  昭和6(1931)    1冊 
 
入国外人数統計入国外人数統計入国外人数統計入国外人数統計  国際観光局 
 昭和7年度-昭和9年度,昭和11年度, 
  昭和13年度-昭和14年度 
 昭和8(1933)-昭和15(1940)    6冊 
  [昭和13年度以降:｢入国外人統計｣]  
 

ＯＯＯＯ    
 
大分県米作統計大分県米作統計大分県米作統計大分県米作統計  大分県 
 昭和5年  昭和6(1931)    24ｐ 
 
大分県治一斑大分県治一斑大分県治一斑大分県治一斑     大分県 
 昭和元年,昭和4年 
 昭和3(1928)-昭和6(1931)    2冊 
 
大分県統計書大分県統計書大分県統計書大分県統計書  大分県 
 昭和4年 
  第1編 土地,人口,其ノ他 
  第2編 学事 
  第3編 産業 
 昭和6(1931)    3冊 
 
大分市産業統計書大分市産業統計書大分市産業統計書大分市産業統計書  大分市 

 昭和6(1931)    162ｐ 
 
岡山県統計年報岡山県統計年報岡山県統計年報岡山県統計年報     岡山県 
 大正15年･昭和元年,昭和4年 
 昭和3(1928)-昭和6(1931)    2冊 
 
岡山市統計年報岡山市統計年報岡山市統計年報岡山市統計年報     岡山市 
 昭和2年,昭和5年 
 昭和4(1929)-昭和7(1932)    2冊 
 
岡山商業会議所統計年報岡山商業会議所統計年報岡山商業会議所統計年報岡山商業会議所統計年報     岡山商業会議所 
 大正12年  大正14(1925)    170ｐ 
 
岡崎商工人名録岡崎商工人名録岡崎商工人名録岡崎商工人名録     岡崎商業会議所 
 大正15年  大正15(1926)    89p 
 
岡崎市勢要覧岡崎市勢要覧岡崎市勢要覧岡崎市勢要覧  岡崎市 
  昭和6(1931)    〔26〕ｐ 図 地図 
 
沖縄県物産検査所年報沖縄県物産検査所年報沖縄県物産検査所年報沖縄県物産検査所年報     沖縄県物産検査所 
 第20回(大正13年)    大正14(1925)    60ｐ 
 
沖縄県勢一覧沖縄県勢一覧沖縄県勢一覧沖縄県勢一覧     沖縄県 
 昭和5(1930)    1枚 
 
沖縄県勢要覧沖縄県勢要覧沖縄県勢要覧沖縄県勢要覧     沖縄県 
 大正15年･昭和元年  昭和3(1928)    166, 15ｐ 
 
沖縄県統計書沖縄県統計書沖縄県統計書沖縄県統計書     沖縄県 
 昭和4年  第2編  学事 
 昭和5年  第3編  産業 
      第4編 警察及衛生之部 
 昭和7(1932)    3冊 
 
大蔵省年報大蔵省年報大蔵省年報大蔵省年報  大蔵大臣官房文書課 
 第50回-第51回,第56回,第58回,第60回,第64回 
 大正14(1925)-昭和15(1940)    6冊 
  [第64回:大蔵大臣官房財政経済調査課] 
 
大蔵省預金部年報大蔵省預金部年報大蔵省預金部年報大蔵省預金部年報     預金部資金局 
 昭和13年度,昭和15年度-昭和17年度 
 昭和14(1939)-昭和18(1943)    4冊 
  [昭和17年度:大蔵省理財局] 
 
尾道商工名鑑尾道商工名鑑尾道商工名鑑尾道商工名鑑  尾道商工会議所 
 昭和5年度  昭和5(1930)    153ｐ 
 
卸売物価統計表卸売物価統計表卸売物価統計表卸売物価統計表  商工大臣官房統計課 
 明治33年及至大正14年-昭和14年 
 大正15(1926)-昭和15(1940)    11冊 
 [昭和6年及昭和7年以降:｢物価統計表｣] 
 
卸売及小売物価指数統計表卸売及小売物価指数統計表卸売及小売物価指数統計表卸売及小売物価指数統計表  商工省商務局 
 昭和3(1928)    37ｐ 表44 
  [東京･大阪･名古屋] 
 
大阪貿易彙纂大阪貿易彙纂大阪貿易彙纂大阪貿易彙纂     大阪府立貿易館 
 昭和6年-昭和13年 
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 昭和7(1932)-昭和15(1940)    8冊 
 
大阪府学事統計速報大阪府学事統計速報大阪府学事統計速報大阪府学事統計速報     大阪府総務部 
 昭和11年度-昭和12年度 
 昭和13(1938)-昭和14(1939)    2冊 
    
大阪府人口の速報大阪府人口の速報大阪府人口の速報大阪府人口の速報     大阪府総務部 
 昭和12年-昭和13年 
 昭和13(1938)-昭和14(1939)    2冊 
 
大阪府金融概覧大阪府金融概覧大阪府金融概覧大阪府金融概覧  大阪府内務部商務課 
 昭和4年下半期末現在  昭和5(1930)    41ｐ 
 
大阪府勢一覧大阪府勢一覧大阪府勢一覧大阪府勢一覧  大阪府内務部 
 昭和7年,昭和13年,昭和15年 
 昭和7(1932)-昭和15(1940)    3冊 
  [昭和13年以降:大阪府総務部統計課] 
 
大阪府生産統計之概要大阪府生産統計之概要大阪府生産統計之概要大阪府生産統計之概要  大阪府内務部 
 昭和4年-昭和6年,昭和11年-昭和12年 
 昭和6(1931)-昭和14(1939)    5冊 
  [昭和11年以降:大阪府総務部] 
 
大阪府職業大阪府職業大阪府職業大阪府職業別死亡統計表別死亡統計表別死亡統計表別死亡統計表  内閣統計局 
 明治37年  明治40(1907)    105ｐ 
 
大阪府商勢概要大阪府商勢概要大阪府商勢概要大阪府商勢概要  大阪府内務部 
 大正14年-大正15年･昭和元年,昭和4年-昭和6年 
 大正15(1926)-昭和7(1932)    5冊 
 
大阪府統計書大阪府統計書大阪府統計書大阪府統計書  大阪府 
 昭和2年,昭和5年-昭和7年,昭和11年 
 昭和4(1929)-昭和13(1938)    5冊 
 継続後誌：大阪府統計年鑑 
 
大阪港貿易年誌大阪港貿易年誌大阪港貿易年誌大阪港貿易年誌  大阪市産業貿易課 
 昭和14年  昭和15(1940)    28, 107ｐ 
 
大阪港概観大阪港概観大阪港概観大阪港概観     大阪税関 
 昭和10年版  〔昭和10(1935)〕    167ｐ 
 
大阪港外国貿易概況大阪港外国貿易概況大阪港外国貿易概況大阪港外国貿易概況  大阪税関 
 大正14年-昭和3年 
 大正15(1926)-昭和4(1929)    4冊 
 
大阪港外国貿易統計要覧大阪港外国貿易統計要覧大阪港外国貿易統計要覧大阪港外国貿易統計要覧  大阪税関 
 大正15年･昭和元年-昭和2年 
 〔昭和2(1927)-昭和3(1928)〕    2枚 
 
大阪港勢年報大阪港勢年報大阪港勢年報大阪港勢年報  大阪市港湾部 
 昭和14年-昭和16年 
 昭和15(1940)-昭和18(1943)    3冊 
  [昭和16年･大阪市港湾局] 
 
大阪市港勢年表大阪市港勢年表大阪市港勢年表大阪市港勢年表        大阪市港湾部 
 昭和4年-昭和5年 
 昭和5(1930)-昭和6(1931)    2冊 
 

大阪港ト其ノ外国貿易統計一覧大阪港ト其ノ外国貿易統計一覧大阪港ト其ノ外国貿易統計一覧大阪港ト其ノ外国貿易統計一覧  大阪税関 
 昭和5年  昭和6(1931)    1枚 
 
大阪の市民調査大阪の市民調査大阪の市民調査大阪の市民調査     大阪市 
 昭和15年 年齢階級別人口編 
      世帯人員別世帯数･生活必需品･販売店数 
             及無世帯数編 
 昭和15(1940)    2冊 
 
大阪市中央卸売市場年報大阪市中央卸売市場年報大阪市中央卸売市場年報大阪市中央卸売市場年報  大阪市中央卸売市場 
 第7回(昭和13年)-第8回(昭和14年) 
 昭和15(1940)-昭和16(1941)    2冊 
 
大阪市工業調査書大阪市工業調査書大阪市工業調査書大阪市工業調査書  大阪市 
 昭和15年  昭和17(1942)    165ｐ 
 
大阪市内工業統計大阪市内工業統計大阪市内工業統計大阪市内工業統計  大阪商工会議所 
 昭和13年度  昭和14(1939)    32ｐ 
 
大阪市内主要商店街調査報告大阪市内主要商店街調査報告大阪市内主要商店街調査報告大阪市内主要商店街調査報告  大阪商工会議所 
 昭和11(1936)    38ｐ 
 
大阪市内主要商店街小売営業調査表大阪市内主要商店街小売営業調査表大阪市内主要商店街小売営業調査表大阪市内主要商店街小売営業調査表    
 大阪商工会議所 
 昭和10(1935)    1冊 
 
大阪市の貿易伸展機関大阪市の貿易伸展機関大阪市の貿易伸展機関大阪市の貿易伸展機関  大阪市産業部調査課 
 昭和9(1934)    78ｐ 
 
大阪市労働年報大阪市労働年報大阪市労働年報大阪市労働年報  大阪市社会部調査課 
 大正13年(上,下編),昭和4･5年版  
 大正14(1925)-昭和6(1931)    3冊 
 [大正13年(上,下編):労働調査報告, 
   昭和4･5年版:社会部報告]  
 
大阪市産業年誌大阪市産業年誌大阪市産業年誌大阪市産業年誌  大阪産業部 
 昭和14年版(昭和12年)  昭和14(1939)    297ｐ 
 
大阪市商業調査書大阪市商業調査書大阪市商業調査書大阪市商業調査書     大阪市 
 昭和10年,昭和15年 
 昭和12(1937)-昭和17(1942)    2冊 
 
大阪市店舗分布調査大阪市店舗分布調査大阪市店舗分布調査大阪市店舗分布調査    ----商業調査商業調査商業調査商業調査----  大阪市 
 昭和10年  昭和12(1937)    567ｐ 
 
大阪市統計書大阪市統計書大阪市統計書大阪市統計書     大阪市 
 第22回(大正12年),第25回,第27回-第32回,第37回, 
  第39回-第40回(昭和16年) 
 大正14(1925)-昭和18(1943)    11冊 
 
大阪市財政要覧大阪市財政要覧大阪市財政要覧大阪市財政要覧  大阪市庶務部 
 第17輯(昭和9年度),第22輯(昭和14年度) 
 昭和9(1934)-昭和14(1939)    2冊 
 [第22輯:大阪市財務部] 
 
大阪商工業概要大阪商工業概要大阪商工業概要大阪商工業概要  大阪商工会議所     
 昭和7年,昭和10年   
 昭和7(1932)-昭和10(1935)    2冊   
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大阪税関外国貿易年報大阪税関外国貿易年報大阪税関外国貿易年報大阪税関外国貿易年報  大阪税関 
 昭和6年-昭和7年 
 昭和7(1932)-昭和8(1933)    2冊 
 
小樽港勢要覧小樽港勢要覧小樽港勢要覧小樽港勢要覧  小樽商業会議所 
 大正15年版 
 〔大正15(1926)〕    1冊 
 
小樽市統計書小樽市統計書小樽市統計書小樽市統計書  小樽市 
 第24回(昭和3年),第26回(昭和5年) 
 昭和4(1929)-昭和6(1931)    2冊 
    
小樽商業会議所統計年報小樽商業会議所統計年報小樽商業会議所統計年報小樽商業会議所統計年報     小樽商業会議所 
 第28回(大正13年),第32回-第35回, 
  第40回-第42回(昭和13年) 
 大正14(1925)-昭和14(1939)    8冊 
 [第32回以降:小樽商工会議所] 
 
小樽商工名録小樽商工名録小樽商工名録小樽商工名録     小樽商工会議所 
 大正15年  昭和15(1930)    16, 151, 20p  地図 
 

ＰＰＰＰ    
 
ポケット会社職員録ポケット会社職員録ポケット会社職員録ポケット会社職員録  ダイヤモンド社 
  昭和18年版  昭和17(1942)    1065,181ｐ 
 
ポケット会社要覧ポケット会社要覧ポケット会社要覧ポケット会社要覧  ダイヤモンド社 
 昭和10年7月版,昭和17年版-昭和18年版 
 昭和10(1935)-昭和18(1943)    3冊 
 

ＲＲＲＲ    
 
列国国勢要覧列国国勢要覧列国国勢要覧列国国勢要覧     内閣統計局 
 大正14年,昭和7年 
 大正14(1925)-昭和7(1932)    2冊 
 
列国陸軍軍情一覧列国陸軍軍情一覧列国陸軍軍情一覧列国陸軍軍情一覧  陸軍省 
 昭和3(1928)    1枚 
 
列国資源撮要列国資源撮要列国資源撮要列国資源撮要     資源局 
 第1号-第5号 
  昭和9(1934)-昭和16(1941)     5冊 
 [第4号以降:企画院] 
 
列国財界大勢一覧表列国財界大勢一覧表列国財界大勢一覧表列国財界大勢一覧表  三井銀行考査課 
 昭和7年分  〔昭和8(1933)〕   1枚 
 
陸軍省統計年報陸軍省統計年報陸軍省統計年報陸軍省統計年報  陸軍大臣官房 
 第34回(大正11年),第37回(大正14年), 
  第41回(昭和4年) 
 大正12(1923)-昭和6(1931)    3冊 
 [第34回:別冊｢衛生ノ部｣] 
 
林産物道外輸移出林産物道外輸移出林産物道外輸移出林産物道外輸移出  北海道庁拓殖部 
 自大正10年至昭和2年  昭和3(1928)    138ｐ 
 [昭和3年臨時刊行] 
 

林産物移動状況林産物移動状況林産物移動状況林産物移動状況     北海道庁拓殖部 
 第7次(昭和2年)-第9次(昭和4年) 
 昭和4(1929)-昭和7(1932)    3冊 
 
林産物輸移出入状況林産物輸移出入状況林産物輸移出入状況林産物輸移出入状況  北海道庁拓殖部 
 昭和7年-昭和9年,昭和11年 
 昭和10(1935)-昭和12(1937)    4冊 
 
林政要覧林政要覧林政要覧林政要覧     農林省山林局 
 第9回    大正14(1925)    1枚  
  [山林彙報10月号附録] 
 
労働事情調査労働事情調査労働事情調査労働事情調査  大阪地方職業紹介事務局 
 昭和8(1933)    92ｐ  [昭和8年資料第13号] 
 
労働者の家計調査労働者の家計調査労働者の家計調査労働者の家計調査     大阪市社会部労働課 
 自昭和6年9月1日至昭和7年8月末日 
 昭和8(1933)    43, 5ｐ 図 
 [社会部報告第166号] 
 
労働統計実地調査報告労働統計実地調査報告労働統計実地調査報告労働統計実地調査報告  内閣統計局 
 第1回(大正13年) 鉱山の部 
          工場の部 第1巻,第2巻 
 第2回(昭和2年)  第1巻 記述の部 
          第2,3巻 工場の部 
          第4巻 鉱山の部  
  第3回(昭和5年)  第1巻 工場の部 
           第2巻 鉱山の部 
 第4回(昭和8年)  第1巻 工場の部 
 第5回(昭和11年) 第1部 事業票よりの製表 
          第2部 主として労働票よりの製 
                          表 
 大正15(1926)-昭和14(1939)    12冊 
    
労働統計実地調査概要労働統計実地調査概要労働統計実地調査概要労働統計実地調査概要  秋田県  
 第3回  昭和6(1931)    12p   
 
労働統計実地調査ノ概要労働統計実地調査ノ概要労働統計実地調査ノ概要労働統計実地調査ノ概要     大阪府内務部 
 第3回(昭和5年)  昭和6(1931)    27, 59p  表 
 
労働統計小報労働統計小報労働統計小報労働統計小報        日本銀行調査局 
 第6回(昭和2年)-第8回(昭和4年)   
 昭和3(1928)-昭和5(1930)    3冊 
 
労働統計総覧労働統計総覧労働統計総覧労働統計総覧     日本銀行調査局 
 自大正15年1月至昭和14年8月 
 昭和15(1940)    97p 
 
労働統計要覧労働統計要覧労働統計要覧労働統計要覧  社会局統計課 
 大正13年,大正15年版-昭和14年版 
 大正13(1924)-昭和15(1940)    15冊 
 [大正15年版以降:内閣統計局]  
 
労務者教育実施概要労務者教育実施概要労務者教育実施概要労務者教育実施概要  文部省 
 昭和7年度-昭和8年度 
 昭和8(1933)-昭和9(1934)    2冊 
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露天商調査露天商調査露天商調査露天商調査  横浜市社会課 
 昭和11年  昭和12(1937)    55p 
 
硫化硫化硫化硫化鉄鋼調査概要鉄鋼調査概要鉄鋼調査概要鉄鋼調査概要     商工省鉱山局 
 昭和7(1932)    429p 
 

ＳＳＳＳ    
 
佐賀県勢要覧佐賀県勢要覧佐賀県勢要覧佐賀県勢要覧  佐賀県 
 昭和元年  昭和2(1927)    1枚   
 
佐賀県統計書佐賀県統計書佐賀県統計書佐賀県統計書  佐賀県 
 昭和4年  第3篇    産業 
 昭和6(1931)    207ｐ 
 
佐賀商工人名録佐賀商工人名録佐賀商工人名録佐賀商工人名録  佐賀商業会議所 
 〔大正13年度〕  大正14(1925)    94ｐ 表 
 
最近米国絹業事情概要最近米国絹業事情概要最近米国絹業事情概要最近米国絹業事情概要    
 紐育海外生糸市場調査事務所 
 昭和9(1934)    83ｐ 
 
最近神奈川県勢概要最近神奈川県勢概要最近神奈川県勢概要最近神奈川県勢概要  神奈川県知事官房 
  大正14年-昭和2年,昭和4年,昭和9年-昭和11年, 
  昭和15年 
 大正14(1925)-昭和15(1940)    8冊 
 
最近の和歌山県最近の和歌山県最近の和歌山県最近の和歌山県  和歌山県知事官房統計課 
 昭和6(1931)    118, 13ｐ 表 
 
最近三年本邦外国貿易要覧最近三年本邦外国貿易要覧最近三年本邦外国貿易要覧最近三年本邦外国貿易要覧  商工省貿易局通報課 
 昭和8(1933)    339ｐ 
 
最新日本都市総覧最新日本都市総覧最新日本都市総覧最新日本都市総覧  朝日新聞社 
 昭和9(1934)    96ｐ 
 [昭和10年｢朝日年鑑｣附録] 
 
埼玉県熊谷工業試験場要覧埼玉県熊谷工業試験場要覧埼玉県熊谷工業試験場要覧埼玉県熊谷工業試験場要覧    
 埼玉県熊谷工業試験場 
 第1回(大正14年4月20日現在) 
 大正13(1924)    25ｐ 
 
埼玉県織物同業組合織物現勢調査書埼玉県織物同業組合織物現勢調査書埼玉県織物同業組合織物現勢調査書埼玉県織物同業組合織物現勢調査書    
 埼玉県織物同業組合連合会 
 大正14(1925)    11, 66ｐ 
 
埼玉県織物産額調査書埼玉県織物産額調査書埼玉県織物産額調査書埼玉県織物産額調査書  埼玉県織物同業組合連合会 
 大正14年  〔大正15(1926)〕  28ｐ 
 
埼玉県産業組合概況埼玉県産業組合概況埼玉県産業組合概況埼玉県産業組合概況     埼玉県 
 昭和7年度-昭和8年度,昭和10年度-昭和13年度 
 昭和8(1933)-昭和15(1940)    6冊 
 [附:農業倉庫並連合農業倉庫ノ概況] 
 
埼玉県統計書埼玉県統計書埼玉県統計書埼玉県統計書     埼玉県 
 大正15年･昭和元年 
  第 2巻 学事 
  第 3巻 産業 

  第 4巻 警察･衛生 
 昭和4年 
 昭和3(1928)-昭和6(1931)    4冊 
 継続後誌：埼玉県統計年鑑 
 
堺市勢要覧堺市勢要覧堺市勢要覧堺市勢要覧     堺市 
 昭和6年度版  昭和7(1932)    110ｐ 図 地図  
 
酒田経済統計酒田経済統計酒田経済統計酒田経済統計  酒田商業会議所 
 大正14年-大正15年,昭和3年-昭和4年, 
  昭和6年-昭和10年,昭和13年 
 大正14(1925)-昭和13(1938)    10冊 
 [昭和3年以降:酒田商工会議所] 
 
鮭鱒年報鮭鱒年報鮭鱒年報鮭鱒年報     日魯漁業 
 昭和4年度-昭和5年度 
 昭和6(1931)    2冊 
 
産米統計産米統計産米統計産米統計     山口県 
 昭和5年  昭和6(1931)    21ｐ 
 
産業組合概況産業組合概況産業組合概況産業組合概況     農林省農務局 
 〔昭和元年度〕,昭和3年度-昭和10年度, 
  昭和12年度-昭和14年度 
 昭和3(1928)-昭和16(1941)    12冊 
 [昭和6年度-昭和13年度:農林省経済更生部, 
   昭和14年度:農林省総務局] 
 
産業組合概況産業組合概況産業組合概況産業組合概況  産業組合中央会 
 第22次  大正15(1926)    48ｐ 
 
産業組合現況産業組合現況産業組合現況産業組合現況  農林省経済更生部 
 12号-16号,20号-26号 
 昭和9(1934)-昭和16(1941)    12冊 
 [25号以降:農林省総務局] 
 
産業組合一覧産業組合一覧産業組合一覧産業組合一覧  産業組合中央会群馬支会 
 〔大正14(1925)〕    28ｐ 
 
産業組合並農業倉庫要覧産業組合並農業倉庫要覧産業組合並農業倉庫要覧産業組合並農業倉庫要覧     北海道庁産業部 
 第18次(昭和2年度)-第26次(昭和10年度) 
 昭和4(1929)-昭和12(1937)    9冊 
 [第24次以降:北海道庁経済部] 
 
産業組合ノ普及状況並区域ニ関スル調査産業組合ノ普及状況並区域ニ関スル調査産業組合ノ普及状況並区域ニ関スル調査産業組合ノ普及状況並区域ニ関スル調査    
 農商務省農務局 
 大正14(1925)    〔4〕ｐ 
 
産業組合農業倉庫要覧産業組合農業倉庫要覧産業組合農業倉庫要覧産業組合農業倉庫要覧  滋賀県 
 昭和4年度-昭和5年度 
 昭和6(1931)-昭和7(1932)     2冊 
 
産業組合製糸事業成績産業組合製糸事業成績産業組合製糸事業成績産業組合製糸事業成績  長野県内務部蚕糸課 
 第5次（昭和3年12月調査） 
 昭和5(1930)    48ｐ 
 
産業組合製糸事業成績表産業組合製糸事業成績表産業組合製糸事業成績表産業組合製糸事業成績表  長野県内務部蚕糸課 
 大正14年調査  〔大正15(1926)〕    1枚  
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産業組合要覧産業組合要覧産業組合要覧産業組合要覧  青森県経済部 
 昭和8年度  昭和10(1935)    30ｐ 
 [附:農業倉庫概況] 
 
産業組合要覧産業組合要覧産業組合要覧産業組合要覧  農林省農務局 
 第25次･第26次(昭和2･3年度)-第28次, 
  第30次-第37次(昭和14年度) 
 昭和5(1930)-昭和16(1941)    11冊 
 [第30次-第36次:農林省経済更生部, 
   第37次:農林省総務局] 
 
産業組合要覧産業組合要覧産業組合要覧産業組合要覧     埼玉県 
 昭和15年度  昭和17(1942)    98ｐ 
 
蚕業取締事務成績蚕業取締事務成績蚕業取締事務成績蚕業取締事務成績  埼玉県 
 昭和5年度  昭和6(1931)    30ｐ 
 
蚕業取締事務成績蚕業取締事務成績蚕業取締事務成績蚕業取締事務成績     静岡県蚕業取締所 
 第18号(昭和4年度)-第20号(昭和6年度) 
 昭和5(1930)-昭和8(1933)    3冊 
 
産業税制要覧産業税制要覧産業税制要覧産業税制要覧     産業税制研究会 
  昭和19(1944)    162ｐ  [統制法令解説叢書] 
 
産繭処理状況調査産繭処理状況調査産繭処理状況調査産繭処理状況調査     日本中央蚕糸会 
 昭和9年度  昭和10(1935)    69ｐ 
 
産繭統計産繭統計産繭統計産繭統計     山口県 
 昭和9年  昭和10(1935)    21ｐ 
 
産報年鑑産報年鑑産報年鑑産報年鑑     野田経済研究所 
 昭和17年版  昭和17(1942)    157, 156ｐ 
 
山林要覧山林要覧山林要覧山林要覧  農林省山林局 
 第1次,第4次-第8次 
  昭和4(1929)-昭和12(1937)    6冊 
 
蚕糸貿易要覧蚕糸貿易要覧蚕糸貿易要覧蚕糸貿易要覧  茂木商店 
 第4-第6,第9-第11,第14-第16 
  明治25(1892)-明治37(1904)    9冊 
 
蚕糸業施設概要蚕糸業施設概要蚕糸業施設概要蚕糸業施設概要  兵庫県 
 昭和5年度  〔昭和6(1931)〕    7ｐ 
 
蚕糸業統計蚕糸業統計蚕糸業統計蚕糸業統計  静岡県蚕業取締所 
 昭和4年-昭和5年 
 昭和5(1930)-昭和6(1931)    2冊 
 
蚕糸業統計要覧蚕糸業統計要覧蚕糸業統計要覧蚕糸業統計要覧  日本蚕糸統制株式会社 
 昭和18年版  第2編  生糸及短繊維 
 昭和18(1943)    88ｐ 
 
蚕糸業要覧蚕糸業要覧蚕糸業要覧蚕糸業要覧  農林省蚕糸局 
 昭和3年-昭和4年,昭和6年,昭和8年-昭和10年, 
  昭和12年,昭和14年 
 昭和3(1928)-昭和14(1939)    8冊 
 
蚕糸年鑑蚕糸年鑑蚕糸年鑑蚕糸年鑑     日本中央蚕糸会 

 昭和7年版-昭和9年版,昭和11･12年版-昭和17年版 
 昭和7(1932)-昭和18(1943)    8冊 
 
蚕糸及「レーヨン」内地消費状況調査蚕糸及「レーヨン」内地消費状況調査蚕糸及「レーヨン」内地消費状況調査蚕糸及「レーヨン」内地消費状況調査    
 農林省蚕糸局 
 大正14年／大正15年,昭和4年／昭和5年 
 昭和4(1929)-昭和8(1933)    2冊 
 
蚕糸類及真綿産額表蚕糸類及真綿産額表蚕糸類及真綿産額表蚕糸類及真綿産額表  農林大臣官房統計課 
 昭和5年  昭和6(1931)    4ｐ 
 
蚕糸類及真綿統計表蚕糸類及真綿統計表蚕糸類及真綿統計表蚕糸類及真綿統計表  農林大臣官房統計課 
 大正15年･昭和元年,昭和3年,昭和6年-昭和12年 
 昭和2(1927)-昭和13(1938)    9冊 
 
蚕糸統計蚕糸統計蚕糸統計蚕糸統計     横浜蚕糸貿易商同業組合 
 昭和2年度-昭和4年度 
 〔昭和3(1928)-昭和5(1930)〕    3冊 
 
蚕糸統計年鑑蚕糸統計年鑑蚕糸統計年鑑蚕糸統計年鑑  蚕糸業同業組合中央会 
 昭和5年版  昭和5(1930)    348ｐ 
 
蚕糸要鑑蚕糸要鑑蚕糸要鑑蚕糸要鑑     大日本蚕糸会 
 昭和5(1930)    468ｐ 
 
札幌市勢一覧札幌市勢一覧札幌市勢一覧札幌市勢一覧     札幌市    
 昭和6年版  昭和6(1931)    48ｐ 地図   
 
札幌商業会議所統計年報札幌商業会議所統計年報札幌商業会議所統計年報札幌商業会議所統計年報  札幌商業会議所 
 第12回,第14回-第22回,第24回,第26回 
 大正15(1926)-昭和8(1933)    12冊 
 [第14回以降:札幌商工会議所] 
 
札幌商工人名録札幌商工人名録札幌商工人名録札幌商工人名録  札幌商業会議所 
 大正15年度,昭和4年度 
 大正15(1926)-昭和4(1929)    2冊 
 
札幌税務監督局税務統計書札幌税務監督局税務統計書札幌税務監督局税務統計書札幌税務監督局税務統計書  札幌税務監督局 
 大正15･昭和元年度-昭和9年 
 〔昭和2(1927)〕- 昭和10(1935)    9冊 
 
佐世保市勢要覧佐世保市勢要覧佐世保市勢要覧佐世保市勢要覧  佐世保市 
 昭和7(1932)    1枚 
 
佐世保市統計書佐世保市統計書佐世保市統計書佐世保市統計書  佐世保市 
 昭和5年  昭和6(1931)    257ｐ 
 
サウェート現勢資料サウェート現勢資料サウェート現勢資料サウェート現勢資料     露西亜通信社 
 1931年版,1933年版-1934年版 
 昭和6(1931)-昭和9(1934)    3冊 
 [1934年版:｢ソヴェート現勢資料｣] 
 
成人教育･母の講座並労務者教育実施概要成人教育･母の講座並労務者教育実施概要成人教育･母の講座並労務者教育実施概要成人教育･母の講座並労務者教育実施概要    
 文部省社会教育局 
 昭和5年度-昭和6年度 
 昭和6(1931)-昭和7(1932)    2冊 
 
    



 169

成人教育講座･母の講座並家庭教育実施概要成人教育講座･母の講座並家庭教育実施概要成人教育講座･母の講座並家庭教育実施概要成人教育講座･母の講座並家庭教育実施概要    
 文部省社会教育局 
 昭和7年度  昭和8(1933)    172ｐ 
 
生命表生命表生命表生命表  内閣統計局 
 第4回-第5回 
 昭和5(1930)-昭和11(1936)    2冊 
 
生命保険会社の批判生命保険会社の批判生命保険会社の批判生命保険会社の批判     東洋経済新報社 
 〔昭和2年版〕,〔昭和4年版〕- 昭和14年版, 
  昭和16年版 
 昭和2(1927)-昭和16(1941)    13冊 
 継続後誌：生命保険会社の選択→生命保険号 
 
製糸業実態調査成績製糸業実態調査成績製糸業実態調査成績製糸業実態調査成績  農林省蚕糸局 
 昭和4年度-昭和5年度 
 昭和6(1931)-昭和7(1932)    2冊 
 
製糸会社ニ関スル調査製糸会社ニ関スル調査製糸会社ニ関スル調査製糸会社ニ関スル調査   農林省蚕糸局 
 昭和9年度-昭和10年度 
 昭和13(1938)    2冊 
 
製糸金融調査成績製糸金融調査成績製糸金融調査成績製糸金融調査成績  農林省蚕糸局 
 昭和4年度-昭和5年度 
 昭和6(1931)-昭和7(1932)    2冊 
 
製糸工場調製糸工場調製糸工場調製糸工場調     群馬県 
  昭和2年,〔昭和5年度〕,〔昭和7年度-昭和12年度〕, 
  昭和14年度 
 昭和2(1927)-昭和16(1941)   9冊 
 
製糸工場調製糸工場調製糸工場調製糸工場調  長野県内務部蚕糸課 
 〔大正15年度〕- 昭和5年度 
 昭和2(1927)-昭和6(1931)    5冊 
 
製糸職工及養蚕傭賃銀統計表製糸職工及養蚕傭賃銀統計表製糸職工及養蚕傭賃銀統計表製糸職工及養蚕傭賃銀統計表    
 農林大臣官房統計課 
 昭和3年･昭和4年,昭和6年-昭和12年 
 昭和5(1930)-昭和13(1938)    8冊 
 
製鉄業参考資料製鉄業参考資料製鉄業参考資料製鉄業参考資料     商工省鉱山局  
 昭和2年-昭和12年 
 昭和2(1927)-昭和12(1937)    11冊 
 
製鉄所事業概要製鉄所事業概要製鉄所事業概要製鉄所事業概要  〔日本製鉄所〕 
 大正15年-昭和3年 
 大正15(1926)-昭和3(1928)    3冊 
 
製鉄所事業一覧製鉄所事業一覧製鉄所事業一覧製鉄所事業一覧        〔日本製鉄所〕 
  大正13年3月末現在  大正13(1924)    1枚 
 
世界米穀統計世界米穀統計世界米穀統計世界米穀統計  農林省米穀局 
 昭和10(1935)    333ｐ  表 
 
世界貿易年鑑世界貿易年鑑世界貿易年鑑世界貿易年鑑     横浜貿易協会 
 昭和3年版-昭和4年版,昭和6年版-昭和11年版, 
  昭和13年版,昭和15年版 
 昭和3(1928)-昭和15(1940)    10冊 

世界貿易統計要覧世界貿易統計要覧世界貿易統計要覧世界貿易統計要覧  大阪府立貿易館調査課 
 1935年  昭和11(1936)    94ｐ 
 
世界各国対外対日貿易統計世界各国対外対日貿易統計世界各国対外対日貿易統計世界各国対外対日貿易統計     外務省通商局 
 1935年  昭和12(1937)    326, 112ｐ 
 
世界各国鉄道統計世界各国鉄道統計世界各国鉄道統計世界各国鉄道統計  鉄道省運輸局 
 1931年度-1933年度 
 昭和8(1933)-昭和10(1935)    3冊 
 
世界経済・景気年報世界経済・景気年報世界経済・景気年報世界経済・景気年報  ヴァルガ 
  1(1936年第44半期)    昭和12(1937)    282ｐ 
 [叢文閣編集部訳] 
 
世界経済年鑑世界経済年鑑世界経済年鑑世界経済年鑑  東洋経済新報社 
 第1回(1934年版)-第3回(1936年版) 
 昭和9(1934)-昭和11(1936)    3冊 
 
世界経済年報世界経済年報世界経済年報世界経済年報     外務省調査部 
 第1巻  昭和13(1938)    848ｐ 
 
世界経済年報世界経済年報世界経済年報世界経済年報  ヴァルカ(叢文社) 
 1-2,4-7,9-10,12-16,18-21,23-25,27-30 
  昭和3(1928)-昭和11(1936)    24冊 
 [経済批判会訳] 
 
世界金融経済年報世界金融経済年報世界金融経済年報世界金融経済年報     金融経済研究会 
 第1･2巻  昭和22(1947)    73, 97ｐ 
 [国際決済銀行第1･2年次報告] 
 
世界政治経済情報世界政治経済情報世界政治経済情報世界政治経済情報  ナウカ社 
 第9輯  昭和11(1936)    274ｐ 
 
世界主要国貿易統計年表世界主要国貿易統計年表世界主要国貿易統計年表世界主要国貿易統計年表  日本貿易振興協会 
 1937-39年度  昭和18(1943)    65ｐ 
 [仏領印度支那] 
 
世界水産統計世界水産統計世界水産統計世界水産統計  海洋漁業協会 
 1933年-1936年  昭和16(1941)    120ｐ 
 
セメント連合会年鑑セメント連合会年鑑セメント連合会年鑑セメント連合会年鑑  セメント連合会 
 昭和7年度  昭和8(1933)    350p  図 
 
専売局年報専売局年報専売局年報専売局年報     専売局 
 第26回(大正12年度),第28回-第37回,第39回-第40回 
  (昭和12年度) 
 大正14(1925)-昭和14(1939)    13冊 
 
仙台市統計書仙台市統計書仙台市統計書仙台市統計書  仙台市 
 昭和2年,昭和5年 
 昭和3(1928)-昭和6(1931)    2冊 
 
仙台商工案内仙台商工案内仙台商工案内仙台商工案内  仙台商工会議所 
 昭和3(1928)    220ｐ 
 
戦時経済が蚕糸業に及せる影響調査戦時経済が蚕糸業に及せる影響調査戦時経済が蚕糸業に及せる影響調査戦時経済が蚕糸業に及せる影響調査    
 日本中央蚕糸会 
 第2回(昭和14年度)  昭和16(1941)    73ｐ 
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１９２０１９２０１９２０１９２０----３０政治経済年鑑３０政治経済年鑑３０政治経済年鑑３０政治経済年鑑    ----    最近十年の日本最近十年の日本最近十年の日本最近十年の日本  
 昭和6年版  昭和5(1930)    710p          
 
社会事業年鑑社会事業年鑑社会事業年鑑社会事業年鑑     中央社会事業協会 
 昭和8年版  昭和8(1933)    356, 250ｐ 
 
社会事情調査社会事情調査社会事情調査社会事情調査  横浜市社会課 
 昭和6年  昭和7(1932)    111ｐ  
 
社会局関係事務概要社会局関係事務概要社会局関係事務概要社会局関係事務概要  社会局庶務課 
 昭和3年-昭和4年 
 昭和3(1928)-昭和4(1929)    2冊 
 
上海共同租界工部局年報上海共同租界工部局年報上海共同租界工部局年報上海共同租界工部局年報  岡本事務所調査室訳 
 1941年版  昭和16(1941)    324, 138ｐ 
 原書名：Shanghai Municipal Couneil Report for 
          the year 1940 and Budget for the year 
          1941. 
 
市町村別人口動態統計市町村別人口動態統計市町村別人口動態統計市町村別人口動態統計  内閣統計局 
 大正14年  昭和2(1927)    297ｐ 
 
市街地価格の推移状況調査市街地価格の推移状況調査市街地価格の推移状況調査市街地価格の推移状況調査 日本勧業銀行調査課 
 昭和13年度(其の2,其の3),昭和14年度-昭和17年度 
 昭和14(1939)-昭和18(1943)    6冊 
 
市街地信用組合概況市街地信用組合概況市街地信用組合概況市街地信用組合概況  大蔵省銀行局 
 第14次(大正14年)  大正15(1926)    75ｐ 
 
滋賀県の養蚕滋賀県の養蚕滋賀県の養蚕滋賀県の養蚕  滋賀県総務部統計課 
 昭和9年  昭和10(1935)    29ｐ 
 
資源資料要録資源資料要録資源資料要録資源資料要録  資源局 
 昭和9年   官公署之部 
 昭和11年    外国ノ部 
  昭和9(1934)-昭和11(1936)   2冊 
 
島根県治一斑島根県治一斑島根県治一斑島根県治一斑  島根県知事官房統計課 
 第35回(昭和3年),第37回(昭和5年) 
 昭和4(1929)-昭和6(1931)    2冊    
 
清水市勢要覧清水市勢要覧清水市勢要覧清水市勢要覧  下関市 
 昭和5年  昭和6(1931)    76ｐ 
 
下関市統計年表下関市統計年表下関市統計年表下関市統計年表  下関市  
 第7回(昭和3年),第9回(昭和5年) 
 昭和5(1930)-昭和6(1931)    2冊 
 
下関商業会議所統計年報下関商業会議所統計年報下関商業会議所統計年報下関商業会議所統計年報  下関商業会議所 
 大正13年-昭和6年 
 〔大正14(1925)-昭和7(1932)〕   8冊 
 [昭和2年以降:下関商工会議所] 
 
支那貿易年報支那貿易年報支那貿易年報支那貿易年報  大阪市産業部 
 民国13年(1924年), 
  民国17年(1928年)-民国25年(1936年) 
 大正14(1925)-昭和13(1938)    10冊 
 [貿易経済叢書] 

支那外国貿易統計表支那外国貿易統計表支那外国貿易統計表支那外国貿易統計表  東京商工会議所 
 昭和2年度 
 昭和3年度 第1巻-第3巻 
 昭和4年度 第1巻 
    第1巻   Ⅰ. 輸入品種別数量及価額 
            Ⅱ. 輸出   〃 
    第2巻   Ａ. 輸入品種別ニヨル国別及輸入地別 
            Ｂ. 輸出   〃 
    第3巻   支那外国貿易各港別統計表ー大連, 
              天津,青島,上海,漢口,広東 
 昭和3(1928)-昭和5(1930)    5冊 
 
支那事情支那事情支那事情支那事情     安田保善社調査部 
 大正15年  昭和元(1926)    13p 
 
支那綿産分布図並綿産統計支那綿産分布図並綿産統計支那綿産分布図並綿産統計支那綿産分布図並綿産統計  日本棉花栽培協会 
 昭和11年度  昭和15(1940)    50, 46ｐ 
  [綿産統計:自昭和6年至昭和11年の6ヶ年 平均]     
 
支那支那支那支那鉄道統計鉄道統計鉄道統計鉄道統計    鉄道省運輸局 
 民国13年度(1924年)  昭和3(1928)    61ｐ 
 
支那在留本邦人及外国人人口統計表支那在留本邦人及外国人人口統計表支那在留本邦人及外国人人口統計表支那在留本邦人及外国人人口統計表    
 外務省亜細亜局 
 第18回(大正14年)-第29回(昭和11年) 
 大正15(1926)-昭和12(1937)    12冊 
 [第25回以降:｢満州国及中華民国在留本邦人及外国 
   人人口統計表｣, 第26回以降:外務省東亜局] 
 
新聞総覧新聞総覧新聞総覧新聞総覧  日本電報通信社 
 昭和7年,昭和10年 
 昭和7(1932)-昭和10(1935)    2冊 
 
新世界経済年報新世界経済年報新世界経済年報新世界経済年報     日本貿易研究会 
 第5輯-第6輯,第8輯-第9輯 
 昭和16(1941)-昭和17(1942)    4冊 
 
市勢要覧市勢要覧市勢要覧市勢要覧  旭川市 
 昭和6(1931)    1枚 
 
施設概要施設概要施設概要施設概要     日満実業協会 
 康徳2年  昭和11(1936)    77ｐ 
 
失業救済事業概要失業救済事業概要失業救済事業概要失業救済事業概要  社会局社会部 
 昭和4年度,昭和11年度-昭和14年度 
 昭和6(1931)-昭和16(1941)    5冊 
 [昭和11年度以降:厚生省職業部編｢失業応急事業概 
   要｣] 
 
失業応急事業概要失業応急事業概要失業応急事業概要失業応急事業概要  厚生省職業部 
 → ｢失業救済事業概要｣ 
 
失業者更正訓練施設概要失業者更正訓練施設概要失業者更正訓練施設概要失業者更正訓練施設概要  厚生省社会局 
 昭和11年度  昭和13(1938)    371ｐ 
 
失業者生活状態調査失業者生活状態調査失業者生活状態調査失業者生活状態調査  横浜市社会課 
 昭和8年-昭和11年 
 昭和8(1933)-昭和12(1937)    4冊 
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失業統計調査報告失業統計調査報告失業統計調査報告失業統計調査報告  内閣統計局 
 大正14年 
  第1巻 記述 
  第2巻 結果表 
 大正15(1926)-昭和2(1927)    2冊 
 
失業統計調査速報失業統計調査速報失業統計調査速報失業統計調査速報  内閣統計局 
 大正14年  大正14(1925)    11ｐ 図 
 
静岡経済統計一覧静岡経済統計一覧静岡経済統計一覧静岡経済統計一覧     静岡商工会議所 
 昭和7年度  昭和8(1933)    57ｐ 
 
静岡県治一斑静岡県治一斑静岡県治一斑静岡県治一斑  静岡県 
 昭和4年-昭和5年 
 昭和5(1930)-昭和6(1931)    2冊 
 
静岡県浜松市市勢一斑静岡県浜松市市勢一斑静岡県浜松市市勢一斑静岡県浜松市市勢一斑  浜松市 
 昭和2年,昭和6年調査 
 昭和3(1928)-昭和6(1931)    2枚 
  [昭和6年調査:｢浜松市勢一斑｣] 
 
静岡県勢総覧静岡県勢総覧静岡県勢総覧静岡県勢総覧  静岡県 
 昭和5(1930)    320ｐ 
 
静岡市経済統計一班静岡市経済統計一班静岡市経済統計一班静岡市経済統計一班  静岡商業会議所 
 大正14年-昭和元年,昭和4年,〔昭和7年〕 
 大正15(1926)-昭和7(1932)    4冊 
 [昭和4年以降:静岡商工会議所] 
 
静岡市産業要静岡市産業要静岡市産業要静岡市産業要覧覧覧覧  静岡市商工課 
 昭和12(1937)    44ｐ 
 
静岡市統計書静岡市統計書静岡市統計書静岡市統計書     静岡市 
 第29回(昭和2年)  昭和4(1929)    158ｐ 
 
商業調査書商業調査書商業調査書商業調査書  神奈川県 
 昭和8年  昭和11(1936)    8, 312ｐ 
 
商業調査書商業調査書商業調査書商業調査書     京都市 
 昭和11年  昭和12(1937)    35, 63ｐ 表 
 
商業調査書商業調査書商業調査書商業調査書     大阪府総務部統計課 
 昭和10年  昭和10(1935)    1483, 65p 
 
商業調査書商業調査書商業調査書商業調査書     横浜市 
 昭和12年  昭和12(1937)    39, 531ｐ 
 
商品界商品界商品界商品界     安田保善社調査部 
 大正15年,昭和3年 
 昭和元(1926)-〔昭和3(1928)〕    2冊 
 
証券界証券界証券界証券界     安田保善社調査部 
 昭和2年  〔昭和2(1927)〕    19p 
 
職工生計状態調査職工生計状態調査職工生計状態調査職工生計状態調査     社会局健康保険部 
 大正12(1923)    143ｐ 
 
商工人名録商工人名録商工人名録商工人名録  広島商工会議所 

 昭和8年  昭和8(1932)    288, 22ｐ 
 
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  日本商工会議所 
 昭和16(1941)    163ｐ 
 
商工組合金融事情調商工組合金融事情調商工組合金融事情調商工組合金融事情調  商工組合中央金庫調査課 
 昭和13年3月31日調,昭和14年3月31日調 
 昭和13(1938)-昭和14(1939)    2冊 
 
商工年鑑商工年鑑商工年鑑商工年鑑  東京商工会議所 
 昭和10年  昭和10(1935)    1271ｐ 
 
商工省統計表商工省統計表商工省統計表商工省統計表     商工大臣官房統計課 
 大正13年-昭和5年,昭和7年-昭和13年 
 大正15(1926)-昭和14(1939)    14冊 
 
商工統計一斑商工統計一斑商工統計一斑商工統計一斑     八王子商業会議所 
 大正13年版  大正13(1924)    1枚 
 
商工統計年報商工統計年報商工統計年報商工統計年報     門司商業会議所 
 大正14年  大正15(1926)    36ｐ 表 
 
職業調査職業調査職業調査職業調査  横浜市社会課 
 昭和8年 中区の巻 
 昭和9年 鶴見区,神奈川区,保土ヶ谷区,磯子区の巻 
 昭和10(1935)    2冊 
 
職業婦人生活状態職業婦人生活状態職業婦人生活状態職業婦人生活状態     広島市社会課 
 昭和2(1927)    126, 38ｐ 表 
 [社会調査第7編] 
 
職業紹介事業年報職業紹介事業年報職業紹介事業年報職業紹介事業年報  大阪地方職業紹介事務局 
 大正13年,大正15年･昭和元年 
 大正14(1925)-昭和2(1927)    2冊 
 
職業紹介事業年報職業紹介事業年報職業紹介事業年報職業紹介事業年報  東京地方職業紹介事務局 
 大正15年･昭和元年  昭和3(1928)    55, 5ｐ 
 
職業紹介年報職業紹介年報職業紹介年報職業紹介年報  中央職業紹介事務局 
 昭和3年-昭和7年 
 昭和4(1929)-昭和9(1934)    5冊 
 
職業紹介統計職業紹介統計職業紹介統計職業紹介統計  厚生省 
 昭和12年版-昭和13年版 
 昭和13(1938)-昭和14(1939)    2冊 
 
殖民地便覧殖民地便覧殖民地便覧殖民地便覧     内閣拓殖局 
 大正14年-昭和4年 
 大正14(1925)-昭和4(1929)    5冊 
 
殖民地ニ於ケル体育運動団体ニ関スル調査殖民地ニ於ケル体育運動団体ニ関スル調査殖民地ニ於ケル体育運動団体ニ関スル調査殖民地ニ於ケル体育運動団体ニ関スル調査    
 文部大臣官房体育課 
 昭和7年  昭和7(1932)    27ｐ 
 
職名別日本人名選職名別日本人名選職名別日本人名選職名別日本人名選  大阪毎日新聞社 
 昭和12年版  昭和11(1936)    448p 
  [毎日年鑑別冊] 
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少年労務者に関する調査少年労務者に関する調査少年労務者に関する調査少年労務者に関する調査  横浜市社会課 
 昭和11年  昭和12(1937)    93ｐ 
 
少年職業紹介施設並取扱成績少年職業紹介施設並取扱成績少年職業紹介施設並取扱成績少年職業紹介施設並取扱成績    
  東京地方職業紹介事務局 
 昭和3年度  昭和4(1929)    54ｐ 
 
少年就労事情調査少年就労事情調査少年就労事情調査少年就労事情調査  東京地方職業紹介事務局 
 昭和3(1928)    164ｐ 表 
 
就職児童調査就職児童調査就職児童調査就職児童調査  横浜市社会課 
 昭和10年  昭和11(1936)    170ｐ 
 
主要各国民間航空保護奨励概況主要各国民間航空保護奨励概況主要各国民間航空保護奨励概況主要各国民間航空保護奨励概況  逓信省航空局 
 昭和4年-昭和7年,昭和9年-昭和11年, 
  昭和13年-昭和16年 
 昭和4(1929)-昭和16(1941)    11冊 
 
主要各国民間航空輸送事業概要主要各国民間航空輸送事業概要主要各国民間航空輸送事業概要主要各国民間航空輸送事業概要  逓信省航空局 
 昭和4年-昭和7年,昭和9年-昭和11年, 
  昭和13年-昭和16年 
 昭和4(1929)-昭和16(1941)    11冊 
 
主要貨物統計年報主要貨物統計年報主要貨物統計年報主要貨物統計年報  鉄道省経理局 
  昭和 3 年  札幌鉄道局分,仙台鉄道局分,東京鉄道局 
            分,名古屋鉄道局分,大阪鉄道局分,門司 
            鉄道局分 
 昭和4年-昭和11年 
 〔昭和4(1929)〕-昭和12(1937)    18冊 
 [昭和4年以降:東京鉄道局分,昭和7年以降:第1編 
  品目本位,  第2編 駅本位,  ただし昭和10年は 
   第1編のみ] 
 
主要貨物駅別統計年報主要貨物駅別統計年報主要貨物駅別統計年報主要貨物駅別統計年報  鉄道省経理局 
 昭和5年 東京鉄道局分 
 昭和6年 札幌鉄道局分,仙台鉄道局分,東京鉄道局 
           分,名古屋鉄道局分,大阪鉄道局分,門司鉄 
           道局分 
 昭和6(1931)-昭和7(1932)    7冊 
 [昭和6年:｢主要貨物[駅別]統計年報｣] 
 
主税局統計年報書主税局統計年報書主税局統計年報書主税局統計年報書  大蔵省主税局 
 第50回(大正12年度)-第55回,第59回-第60回, 
  第67回(昭和15年度) 
 大正14(1925)-昭和17(1942)    9冊 
 継続後誌：国税庁統計年報書 
 
総会議事録総会議事録総会議事録総会議事録  蚕糸業同業組合中央会 
 第13回-第14回,第16回,第18回-第19回 
 昭和2(1927)-昭和6(1931)    5冊 
 [第13回,第19回:臨時] 
 
ソヴェート現勢資料ソヴェート現勢資料ソヴェート現勢資料ソヴェート現勢資料 露西亜通信社 
 → ｢サウェート現勢資料｣ 
 
水産経済年報水産経済年報水産経済年報水産経済年報 水産経済研究所 
 第1輯(昭和17年上半期)  昭和17(1942)    624ｐ 
 

諏訪蚕糸業紀要諏訪蚕糸業紀要諏訪蚕糸業紀要諏訪蚕糸業紀要  片倉製糸紡績株式会社 
 大正14(1925)    40ｐ 
 

ＴＴＴＴ    
 
煙草販売統計煙草販売統計煙草販売統計煙草販売統計  専売局販売部 
 昭和10年  〔昭和11(1936)〕    411ｐ 
 
田畑売買価格及賃貸料調田畑売買価格及賃貸料調田畑売買価格及賃貸料調田畑売買価格及賃貸料調     日本勧業銀行調査課 
 大正14年度,昭和5年度-昭和7年度 
 大正14(1925)-昭和7(1932)    4冊 
 
田畑売買価格及小作料調田畑売買価格及小作料調田畑売買価格及小作料調田畑売買価格及小作料調  日本勧業銀行調査課 
 昭和8年度-昭和10年度, 
  昭和12年3月現在-昭和17年3月現在 
 昭和8(1933)-昭和18(1943)    9冊 
 
対亜露漁業貿易概況対亜露漁業貿易概況対亜露漁業貿易概況対亜露漁業貿易概況     函館税関 
 昭和2年  昭和3(1928)    77ｐ 
 
台湾経済年報台湾経済年報台湾経済年報台湾経済年報    第3輯  台湾経済年報刊行会編 
 昭和18年版  昭和18(1943)    535, 48, 32p 
 
高田市統計書高田市統計書高田市統計書高田市統計書     高田市 
 昭和6年  昭和6(1931)    83ｐ 地図 
 
高松経済年鑑高松経済年鑑高松経済年鑑高松経済年鑑  高松商工会議所 
 昭和6年-昭和7年 
 昭和7(1932)-昭和8(1933)    2冊 
 
高岡市統計書高岡市統計書高岡市統計書高岡市統計書  高岡市 
 昭和6年  昭和6(1931)    151ｐ 地図 
 
高岡商工案内高岡商工案内高岡商工案内高岡商工案内  高岡商業会議所 
 大正12年,昭和9年 
 大正12(1923)-昭和9(1934)    2冊 
 [昭和9年:高岡商工会議所] 
 
高岡商工一班高岡商工一班高岡商工一班高岡商工一班  高岡商業会議所 
 大正14年度-昭和4年度 
 大正14(1925)-昭和4(1929)    5冊 
 [昭和4年度:高岡商工会議所] 
 
高崎市勢要覧高崎市勢要覧高崎市勢要覧高崎市勢要覧  高崎市 
 昭和6年版  昭和6(1931)    114ｐ 
 
拓務省統計概要拓務省統計概要拓務省統計概要拓務省統計概要     拓務大臣官房文書課 
 第1回(昭和3年)-第3回(昭和5年) 
 昭和5(1930)-昭和7(1932)    3冊 
 
拓務統計拓務統計拓務統計拓務統計  拓務大臣官房文書課 
 昭和6年-昭和14年 
 昭和8(1933)-昭和16(1941)    9冊 
 
拓務要覧拓務要覧拓務要覧拓務要覧     拓務大臣官房文書課 
 昭和4年版-昭和15年版 
 昭和5(1930)-昭和16(1941)    12冊 
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辰馬海事記念財団海事研究年報辰馬海事記念財団海事研究年報辰馬海事記念財団海事研究年報辰馬海事記念財団海事研究年報 
 第1号  昭和18(1943)    3,〔1〕, 285p 
 
帝国及列国の陸軍帝国及列国の陸軍帝国及列国の陸軍帝国及列国の陸軍     陸軍省 
 昭和9年版-昭和11年版,昭和15年度版 
 昭和9(1934)-昭和15(1940)    4冊 
 
帝国資源総覧帝国資源総覧帝国資源総覧帝国資源総覧  資源局 
 第1号 - 第2号 
 昭和10(1935)-昭和11(1936)    2冊 
 
逓信部内職員衛生統計逓信部内職員衛生統計逓信部内職員衛生統計逓信部内職員衛生統計報告報告報告報告  逓信省管理局保健課 
 第26次(昭和10年調査)- 第27次(昭和11年調査) 
 昭和12(1937)- 昭和13(1938)    2冊 
 
逓信省年報逓信省年報逓信省年報逓信省年報  逓信大臣官房文書課 
 第36回 - 第48回 
 大正13(1924)- 昭和12(1937)    13冊 
 継続後誌：郵政統計年報 総括編 
 
天理教統計年鑑天理教統計年鑑天理教統計年鑑天理教統計年鑑     天理教教庁総務部調査課 
 第7回 - 第8回 
 昭和12(1937)- 昭和13(1938)    2冊 
 
鉄道省年報鉄道省年報鉄道省年報鉄道省年報  鉄道省 
 大正11年度 - 昭和11年度 
 大正13(1924)- 昭和12(1937)    15冊 
 
鉄道省鉄道統計資料鉄道省鉄道統計資料鉄道省鉄道統計資料鉄道省鉄道統計資料  鉄道省 
 大正12年度 - 昭和9年度 
    第1編 運輸,経理,職員,保険(昭和元年版のみ) 
    第2編 建設,工務,工作,電気,研究 
           (昭和元年-昭和5年) 
    第3編 監督   
 大正15(1926)- 昭和11(1936)    30冊 
 [昭和元年度以降:｢鉄道統計資料｣] 
 
鉄道統計資料鉄道統計資料鉄道統計資料鉄道統計資料  鉄道省 
 → ｢鉄道省鉄道統計資料｣ 
 
鉄道輸送主要貨物数量鉄道輸送主要貨物数量鉄道輸送主要貨物数量鉄道輸送主要貨物数量  鉄道省運輸局 
 大正11年,大正13年 
 大正14(1925)- 昭和元年(1926)    2冊 
 
東亜自動車年鑑東亜自動車年鑑東亜自動車年鑑東亜自動車年鑑  東亜自動車研究所 
 昭和16年版  昭和16(1941)    521ｐ 
 
東亜経済要覧東亜経済要覧東亜経済要覧東亜経済要覧  東亜経済懇談会調査部 
 昭和17年  昭和16(1941)    973ｐ 
 
栃木県勢要覧栃木県勢要覧栃木県勢要覧栃木県勢要覧  栃木県 
 昭和6(1931)    41ｐ 表 地図 
 
栃木県統計書栃木県統計書栃木県統計書栃木県統計書  栃木県 
 大正15年･昭和元年  第3編 産業･金融 
 昭和3(1928)    162, 16, 25ｐ 
 継続後誌：栃木県統計年鑑 
 

栃木商工案内栃木商工案内栃木商工案内栃木商工案内  栃木商工会議所 
 昭和3(1928)    100ｐ 地図 
 
燈台局年報燈台局年報燈台局年報燈台局年報  燈台局 
 第7回  昭和6(1931)    163ｐ 図19 
 
統計統計統計統計     金沢商業会議所 
 〔大正15(1926)〕    56ｐ 
 
統計表統計表統計表統計表  松江商工会議所 
 昭和5年度  〔昭和6(1931)〕    9ｐ 
 
統計上から大阪見れば統計上から大阪見れば統計上から大阪見れば統計上から大阪見れば     大阪府内務部統計課 
  昭和6(1931)    168ｐ 
 
統計上より観たる岐阜県の地位統計上より観たる岐阜県の地位統計上より観たる岐阜県の地位統計上より観たる岐阜県の地位  岐阜県 
 昭和10年版  昭和11(1936)    73p 
 
統計上より見たる広島県の地位統計上より見たる広島県の地位統計上より見たる広島県の地位統計上より見たる広島県の地位    
    広島県知事官房統計課 
  昭和3(1928)    161ｐ 
 [附:列国国勢要覧 131ｐ] 
 
統計上ヨリ観タル静岡県ノ地位統計上ヨリ観タル静岡県ノ地位統計上ヨリ観タル静岡県ノ地位統計上ヨリ観タル静岡県ノ地位    
  静岡県総務部統計課 
 〔昭和8年〕  昭和10(1935)    171p  
   [附:列国国勢要覧 143ｐ] 
 
統計年報統計年報統計年報統計年報  福井商工会議所 
 昭和10年  昭和11(1936)    122ｐ 
 
統計年報統計年報統計年報統計年報  福島商工会議所 
 昭和7年  昭和8(1933)    133ｐ 
 
統計年報統計年報統計年報統計年報  浜松商業会議所 
 第23回-第24回,第26回-第27回,第32回, 
  第38回-第40回 
 大正15(1926)-昭和18(1943)    8冊 
 [第26回-第27回:浜松商工会議所編｢統計年表｣, 
   第32回以降:｢統計年報｣と改題] 
 
統計年報統計年報統計年報統計年報  鹿児島商工会議所 
  → ｢鹿児島商業会議所統計年報｣ 
 
統計年報統計年報統計年報統計年報  金沢商工会議所 
 昭和3年,昭和7年-昭和9年,昭和14年 
 昭和4(1929)-昭和16(1941)    5冊 
 
統計年報統計年報統計年報統計年報  門司商業会議所 
 大正12･3年  大正14(1925)    38ｐ 表 
 
統計年報統計年報統計年報統計年報  長岡商業会議所 
 第20次(大正13年)-第24次, 
  第27次-第35次(昭和15年) 
 大正14(1925)-昭和16(1941)    14冊 
 [第27次以降:長岡商工会議所] 
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統計年報統計年報統計年報統計年報  新潟商業会議所 
 大正13年-大正14年,昭和2年-昭和7年 
 大正14(1925)-昭和8(1933)    8冊 
 [昭和2年以降:新潟商工会議所] 
 
統計年報統計年報統計年報統計年報     岡崎商業会議所 
 大正13年-大正14年 
 大正14(1925)-大正15(1926)    2冊 
 [岡崎商業会議所報告 号外] 
 
統計年報統計年報統計年報統計年報  尾道商工会議所  
 昭和10年  昭和11(1936)    58ｐ 
 
統統統統計年報計年報計年報計年報  大阪商業会議所 
 昭和元年-昭和6年,昭和8年-昭和13年 
 昭和2(1927)-昭和14(1939)    12冊 
 [昭和2年以降:大阪商工会議所] 
 
統計年報統計年報統計年報統計年報     豊原商工会議所 
 昭和10年-昭和11年 
 昭和10(1935)-昭和11(1936)    2冊 
 
統計年表統計年表統計年表統計年表  浜松商工会議所 
 → ｢統計年報｣ 浜松商業会議所 
 
特許局統計年表特許局統計年表特許局統計年表特許局統計年表     特許局 
 第8次(大正10年)-第9次,第13次, 
  第15次-第19次(昭和10年) 
 大正13(1924)-昭和11(1936)    8冊 
 
特別及ビ小委員会ニヨル総合研究ノ概要特別及ビ小委員会ニヨル総合研究ノ概要特別及ビ小委員会ニヨル総合研究ノ概要特別及ビ小委員会ニヨル総合研究ノ概要    
 日本学術振興会 
 第4回(昭和13年度)  昭和15(1940)    453ｐ 
 
徳島県統計書徳島県統計書徳島県統計書徳島県統計書  徳島県 
 昭和4年 
  第1編 土地戸口其ノ他 
  第2編 学事 
  第3編 産業 
  第4編 警察及衛生 
 昭和6(1931)    4冊 
 
東京物価及賃銀統計東京物価及賃銀統計東京物価及賃銀統計東京物価及賃銀統計     東京商工会議所 
 昭和12年-昭和15年 
 昭和13(1938)-昭和16(1941)    4冊 
 
東京物価指数東京物価指数東京物価指数東京物価指数  日本銀行調査局 
 自明治33年10月至大正13年12月 
 大正14(1925)    50ｐ 表12 
 
東京府下営業用石炭コークス需要調査東京府下営業用石炭コークス需要調査東京府下営業用石炭コークス需要調査東京府下営業用石炭コークス需要調査      
 昭和8年度 
 昭和10(1935)   7, 778ｐ 表 
 [創立二十周年記念事業] 
 
東京府管内社会事業施設便覧東京府管内社会事業施設便覧東京府管内社会事業施設便覧東京府管内社会事業施設便覧            
        東京府学務部社会課 
 昭和9(1934)    252ｐ 

東京府管内社会事業施設要覧東京府管内社会事業施設要覧東京府管内社会事業施設要覧東京府管内社会事業施設要覧    
 東京府学務部社会課 
 昭和9年  昭和9(1934)    242ｐ 
 
東京府工場要覧東京府工場要覧東京府工場要覧東京府工場要覧  東京府総務部調査課 
 昭和13年  昭和15(1940)    63, 19ｐ 
 
東京府産業概要東京府産業概要東京府産業概要東京府産業概要     東京府総務部調査課 
 昭和14(1939)    87ｐ 
 
東京府史蹟名勝天然記念物調査報告書東京府史蹟名勝天然記念物調査報告書東京府史蹟名勝天然記念物調査報告書東京府史蹟名勝天然記念物調査報告書  東京府 
 第13冊-第14冊 
 昭和11(1936)-昭和13(1938)    2冊 
 
東京府職業別死亡統計表東京府職業別死亡統計表東京府職業別死亡統計表東京府職業別死亡統計表  内閣統計局 
 明治37年  明治40(1907)    69ｐ 
 
東京府統計書東京府統計書東京府統計書東京府統計書  東京府 
 大正12年,大正15･昭和元年,昭和3年,昭和6年-昭和 
  9年,昭和12年 
 大正14(1925)-昭和14(1939)    8冊 
 [昭和12年:第3編 産業のみ] 
 継続後誌：東京都統計書→東京都統計年鑑 
 
東京株式取引所統計年報東京株式取引所統計年報東京株式取引所統計年報東京株式取引所統計年報        東京株式取引所調査課 
 第1号(昭和8年)-第10号(昭和17年)   
 〔昭和9(1934)〕-昭和18(1943)    10冊 
 
東京市中央卸売市場年報東京市中央卸売市場年報東京市中央卸売市場年報東京市中央卸売市場年報  東京市 
 昭和10年度  昭和12(1937)    173ｐ  図 
 
東京市電気局事業大要東京市電気局事業大要東京市電気局事業大要東京市電気局事業大要  東京市電気局 
 〔昭和3年度〕-〔昭和5年度〕, 
 〔昭和7年度〕-昭和12年度 
 昭和4(1929)-昭和13(1938)    9冊 
 
東京市場ニ於ケル農産物卸売価格表東京市場ニ於ケル農産物卸売価格表東京市場ニ於ケル農産物卸売価格表東京市場ニ於ケル農産物卸売価格表    
 農林省農務局 
 昭和8(1933)    1枚 
 
東京市海外貿易調査書東京市海外貿易調査書東京市海外貿易調査書東京市海外貿易調査書  東京市 
 昭和8年  昭和10(1935)    298ｐ 表 
 
東京市貨物集散調査書東京市貨物集散調査書東京市貨物集散調査書東京市貨物集散調査書  東京市 
 大正12年-大正15･昭和元年,昭和8年-昭和9年 
 大正13(1924)-昭和11(1936)    6冊 
 
東京市家族統計東京市家族統計東京市家族統計東京市家族統計  東京市 
 昭和9年調査  昭和10(1935)    370ｐ 
 
東京市勤労階級家計調査東京市勤労階級家計調査東京市勤労階級家計調査東京市勤労階級家計調査     東京市 
 自昭和12年9月至昭和13年8月 
 昭和14(1939)    34, 117ｐ 
 
東京市内商店街ニ関スル調査東京市内商店街ニ関スル調査東京市内商店街ニ関スル調査東京市内商店街ニ関スル調査  東京商工会議所 
 昭和11(1936)    220ｐ 
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東京市産業統計年鑑東京市産業統計年鑑東京市産業統計年鑑東京市産業統計年鑑  東京市 
 第1回（昭和3年）  昭和5(1930)    665ｐ 
 
東京市青果市場年報東京市青果市場年報東京市青果市場年報東京市青果市場年報  東京市 
 昭和5年  〔昭和6(1931)〕   41, 29ｐ 表16 
 
東京市勢提要東京市勢提要東京市勢提要東京市勢提要     東京市統計課 
 第20回  昭和8(1933)    245ｐ 
 
東京市市政年報東京市市政年報東京市市政年報東京市市政年報  東京市 
 昭和15年度  経済篇(一般産業) 
 昭和17(1942)    70ｐ 
 
東京市商業調査書東京市商業調査書東京市商業調査書東京市商業調査書  東京市 
 昭和8年  昭和9(1934)    1381ｐ 
 
東京市商工要覧東京市商工要覧東京市商工要覧東京市商工要覧     東京市 
 昭和5(1930)    199, 92ｐ 
 
東京市職業紹介所求人事情調査東京市職業紹介所求人事情調査東京市職業紹介所求人事情調査東京市職業紹介所求人事情調査  東京市 
 昭和6(1931)    259ｐ 図 
 
東京市職業紹介所求職事情調査東京市職業紹介所求職事情調査東京市職業紹介所求職事情調査東京市職業紹介所求職事情調査  東京市 
  昭和6(1931)    335ｐ  図 
 
東京市職業紹介所紹介事情調査東京市職業紹介所紹介事情調査東京市職業紹介所紹介事情調査東京市職業紹介所紹介事情調査  東京市 
  昭和7(1932)    306ｐ 図 
 
東京市統計年表東京市統計年表東京市統計年表東京市統計年表     東京市 
 第21回,第24回-第26回,第31回,第35回 
 大正14(1925)-昭和14(1939)    6冊 
 [第35回:第1部は一般統計のみ] 
    
東京市都市交通統計資料東京市都市交通統計資料東京市都市交通統計資料東京市都市交通統計資料  東京市電気局 
 昭和10年度-昭和11年度 
 昭和11(1936)-〔昭和12(1937)〕  2冊 
 
東京市財政概況東京市財政概況東京市財政概況東京市財政概況  東京市 
 昭和8年度  昭和8(1933)   225ｐ 
 
東京商業会議所統計年報東京商業会議所統計年報東京商業会議所統計年報東京商業会議所統計年報     東京商業会議所 
 大正12年-昭和8年,昭和10年-昭和15年 
 大正13(1924)-昭和15(1940)    16冊 
 [大正15年以降:東京商工会議所] 
 
東京手形交換所年報東京手形交換所年報東京手形交換所年報東京手形交換所年報  東京手形交換所交換課 
 第18回(昭和13年)  昭和14(1939)    68ｐ 
 
取引所一覧取引所一覧取引所一覧取引所一覧  商工省商務局 
 大正13年-大正14年,昭和2年,昭和4年-昭和6年 
 大正14(1925)-昭和7(1932)    6冊 
 
取引所一覧取引所一覧取引所一覧取引所一覧  東京株式取引所調査課 
 昭和16年  昭和17(1942)    69ｐ 
 
統制会必携統制会必携統制会必携統制会必携     重要産業協議会 
 昭和19年版  昭和19(1944)    1092p 
 

鳥取県勢要覧鳥取県勢要覧鳥取県勢要覧鳥取県勢要覧     鳥取県 
 大正15年･昭和元年  昭和2(1927)    21ｐ 
 
鳥取県統計書鳥取県統計書鳥取県統計書鳥取県統計書  鳥取県 
 大正15年･昭和元年 第3編 
 昭和5年       第3編 
  昭和2(1927)-昭和6(1931)    2冊  [第3編:勧業] 
 
鳥取市勢要覧鳥取市勢要覧鳥取市勢要覧鳥取市勢要覧     鳥取市 
 昭和6年版  昭和6(1931)    49ｐ 
 
富山県勢要覧富山県勢要覧富山県勢要覧富山県勢要覧     富山県 
 昭和3年版,〔昭和5年版〕 
 昭和3(1928)-昭和5(1930)    2冊 
 
富山県統計書富山県統計書富山県統計書富山県統計書     富山県 
 昭和元年 
  第1編 土地戸口其他 
  第2編 産業 
  第3編 学事 
  第4編 警察 
 昭和2(1927)    4冊 
 継続後誌：富山県統計年鑑 
 
富山市統計書富山市統計書富山市統計書富山市統計書  富山市 
 昭和5年  昭和7(1932)    229ｐ 
 
豊原商工一班豊原商工一班豊原商工一班豊原商工一班  豊原商業会議所 
  大正14年度  大正14(1925)    1枚 
 
豊豊豊豊原商工人名録原商工人名録原商工人名録原商工人名録  豊原商工会議所 
 昭和3年,昭和6年 
 昭和3(1928)-昭和6(1931)    2冊 
 
豊橋市産業要覧豊橋市産業要覧豊橋市産業要覧豊橋市産業要覧     豊橋市 
 昭和5年  昭和7(1932)    119ｐ 
 
豊橋市勢要覧豊橋市勢要覧豊橋市勢要覧豊橋市勢要覧     豊橋市 
 昭和6年  昭和6(1931)    1枚 
 
豊橋商工案内豊橋商工案内豊橋商工案内豊橋商工案内     豊橋商業会議所 
 大正13年版-昭和2年版,昭和4年版-昭和5年版, 
  昭和8年版-昭和9年版,昭和11年版 
 大正13(1924)-昭和11(1936)    9冊 
 [昭和4年版以降:豊橋商工会議所] 
 
東洋経済物価二十年東洋経済物価二十年東洋経済物価二十年東洋経済物価二十年  東洋経済新報社 
 → 「物価二十年」 
 
東洋経済銀行号東洋経済銀行号東洋経済銀行号東洋経済銀行号  東洋経済新報社 
 第2回 - 第5回 
 大正13(1924)-昭和3(1928)    4冊 
 [第3回以降:｢東洋経済銀行年鑑｣] 
 
東洋経済銀行年鑑東洋経済銀行年鑑東洋経済銀行年鑑東洋経済銀行年鑑 
 → ｢東洋経済銀行号｣  
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東洋経済株界二十年東洋経済株界二十年東洋経済株界二十年東洋経済株界二十年  東洋経済新報社 
 大正14年版-大正15年版,昭和5年版,昭和10年版 
  -昭和14年版,昭和17年版 
 大正14(1925)-昭和17(1942)    9冊 
 継続後誌：株価二十年→株価十年→株価総覧 
 
東洋経済株式会社年鑑東洋経済株式会社年鑑東洋経済株式会社年鑑東洋経済株式会社年鑑  東洋経済新報社 
 第3回(大正14年版)-第10回,第12回-第13回,第15回 
  -第16回,第19回-第20回(昭和17年版),昭和18年 
  大正14(1925)-昭和19(1944)    15冊 
 [昭和18年:｢企業統計総覧｣となる] 
  継続後誌：会社年鑑 
 
東洋経済経済年鑑東洋経済経済年鑑東洋経済経済年鑑東洋経済経済年鑑 
 → ｢東洋経済新報経済年鑑｣ 
 
東洋経済新報経済年鑑東洋経済新報経済年鑑東洋経済新報経済年鑑東洋経済新報経済年鑑  東洋経済新報社 
 第8回(大正13年版)-第9回,第11回,第13回, 
  第15回-第28回(昭和19年版) 
  大正13(1924)-昭和19(1944)  18冊 
 [第13回以降:｢東洋経済経済年鑑｣] 
 継続後誌：経済統計年鑑 
 
東洋経済相場年鑑東洋経済相場年鑑東洋経済相場年鑑東洋経済相場年鑑  東洋経済新報社 
  第1回  大正14(1925)    247ｐ 
 
東洋拓殖株式会社業務要覧東洋拓殖株式会社業務要覧東洋拓殖株式会社業務要覧東洋拓殖株式会社業務要覧  東洋拓殖株式会社 
 昭和3年-昭和5年,昭和7年,昭和9年,昭和12年 
 昭和3(1928)-昭和12(1937)    6冊 
 [昭和7年,昭和9年:業務要覧,昭和12年:東洋拓殖 
   株式会社要覧] 
 
月別支那貿易統計月別支那貿易統計月別支那貿易統計月別支那貿易統計  大阪府立貿易館 
 昭和12年  昭和13(1938)    32ｐ 
 
津市統計集要津市統計集要津市統計集要津市統計集要  津商業会議所 
 大正13年-大正14年 
 〔大正14(1925)-大正15(1926)〕    2冊 
 
通常総会決議録通常総会決議録通常総会決議録通常総会決議録     横浜貿易協会 
 第14回,第18回   
  昭和3(1928)-昭和5(1930)    2冊 
 
通信統計要覧通信統計要覧通信統計要覧通信統計要覧  逓信省通信局 
 大正11年度-昭和9年度,昭和11年度 
 大正13(1924)-昭和13(1938)    14冊 
 

ＵＵＵＵ    
 
上田市商工人名録上田市商工人名録上田市商工人名録上田市商工人名録     上田商業会議所 
 大正15(1926)    79ｐ 
 
上田市商工年鑑上田市商工年鑑上田市商工年鑑上田市商工年鑑  上田商工会議所 
 昭和10年版  昭和10(1935)    242ｐ 
 
上田商業会議所統計年報上田商業会議所統計年報上田商業会議所統計年報上田商業会議所統計年報     上田商業会議所 
 大正15年-昭和2年,昭和10年 
 昭和2(1927)-昭和10(1935)    3冊 

 [昭和2年以降:上田商工会議所] 
 
宇都宮市勧業要覧宇都宮市勧業要覧宇都宮市勧業要覧宇都宮市勧業要覧     宇都宮市 
 昭和7(1932)    141ｐ 地図 
 
宇都宮市商工人名録宇都宮市商工人名録宇都宮市商工人名録宇都宮市商工人名録  宇都宮商工会議所 
 昭和6(1931)    53ｐ 
 
宇都宮市統計一班宇都宮市統計一班宇都宮市統計一班宇都宮市統計一班  宇都宮商工会議所 
 〔昭和6(1931)〕    1枚 
 

ＷＷＷＷ    
 
和歌山市勢要覧和歌山市勢要覧和歌山市勢要覧和歌山市勢要覧     和歌山市 
 昭和6(1931)    40ｐ 
 

ＹＹＹＹ    
 
八幡市勢概要八幡市勢概要八幡市勢概要八幡市勢概要  八幡市 
 昭和6(1931)    104ｐ 
 
山形県統計書山形県統計書山形県統計書山形県統計書  山形県知事官房統計課 
 昭和元年 第1編-第2編(1) 
  昭和4年  第2編(1)-(2) 
    第1編    土地,戸口其他 
  第2編(1)  農業 
     (2)  水産業,林業,工業,商業,産業諸団体 
 昭和3(1928)-昭和6(1931)    4冊 
 継続後誌：山形県統計年鑑 
 
山形市統計一班山形市統計一班山形市統計一班山形市統計一班  山形市 
 昭和6年版  昭和7(1932)    179, 16ｐ 地図 
 
山形商工案内山形商工案内山形商工案内山形商工案内     山形商業会議所 
 〔大正13年版〕,昭和9年版 
 大正13(1924)-昭和9(1934)    2冊 
 
山口県勢概要山口県勢概要山口県勢概要山口県勢概要     山口県 
 昭和6(1931)    56ｐ 
 
山口県勢一班山口県勢一班山口県勢一班山口県勢一班     山口県 
 昭和4年  昭和6(1931)    193ｐ 
 
山口県統計書山口県統計書山口県統計書山口県統計書  山口県 
 昭和4年 
  第2編 学事 
  第3編 産業 
 昭和6(1931)    2冊   
 継続後誌：山口県統計年鑑 
 
要保護世帯調査要保護世帯調査要保護世帯調査要保護世帯調査     横浜市社会課 
 昭和11年  昭和12(1937)    164ｐ 
 
要保護世帯生計調査報告書要保護世帯生計調査報告書要保護世帯生計調査報告書要保護世帯生計調査報告書     東京市 
 昭和13年度  昭和15(1940)    63ｐ 
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横浜貿易名鑑横浜貿易名鑑横浜貿易名鑑横浜貿易名鑑     横浜貿易協会          
 1947年版  昭和22(1947)    105ｐ   
 
横浜生糸売買実況調査鈔横浜生糸売買実況調査鈔横浜生糸売買実況調査鈔横浜生糸売買実況調査鈔  横浜生糸検査所 
 自明治31年1月至明治31年6月 
 明治31(1898)    40p  
  [第4回生糸検査所成績半年報附録] 
 
横浜生糸貿易概況横浜生糸貿易概況横浜生糸貿易概況横浜生糸貿易概況     原商店 
 明治30年  〔明治31(1898)〕    64ｐ 
 
横浜生糸実物生産相場高低表横浜生糸実物生産相場高低表横浜生糸実物生産相場高低表横浜生糸実物生産相場高低表    
            ----蚕糸絹物自明治30年至大正５年30年間統計輯覧- 
 永楽堂書店 
  大正15(1926)    1枚 
 
横浜生糸検査所横浜生糸検査所横浜生糸検査所横浜生糸検査所調査報告調査報告調査報告調査報告  農林省横浜生糸検査所 
 昭和6年-8年,昭和10年(上巻),昭和11年 
 昭和8(1933)-昭和12(1937)    7冊 
 
横浜生糸検査所事業成績報告横浜生糸検査所事業成績報告横浜生糸検査所事業成績報告横浜生糸検査所事業成績報告    
    農林省横浜生糸検査所 
 昭和6年-昭和8年,昭和10年(下巻) 
 昭和7(1932)-昭和11(1936)    4冊 
 
横浜･神戸生糸検査所調査報告横浜･神戸生糸検査所調査報告横浜･神戸生糸検査所調査報告横浜･神戸生糸検査所調査報告    
 農林省横浜･神戸生糸検査所 
 昭和12年 上巻 本邦編 
      下巻 海外編 
 昭和13(1938)    2冊 
 
横浜港外国貿易調査資料横浜港外国貿易調査資料横浜港外国貿易調査資料横浜港外国貿易調査資料     神奈川県商工協会 
 昭和4年  昭和5(1930)    254ｐ 
 
横浜港外国貿易概観横浜港外国貿易概観横浜港外国貿易概観横浜港外国貿易概観    
 神奈川県商工課,神奈川県商工協会 
 昭和9年  昭和10(1935)    348ｐ 
 
横浜港外国貿易概況横浜港外国貿易概況横浜港外国貿易概況横浜港外国貿易概況    
 神奈川県商工課,神奈川県商工協会 
 昭和8年  昭和9(1934)    357ｐ 
 
横浜港外国貿易概況横浜港外国貿易概況横浜港外国貿易概況横浜港外国貿易概況  横浜税関 
 昭和6年  〔昭和7(1932)〕    264ｐ 
 
横浜港外国貿易概覧横浜港外国貿易概覧横浜港外国貿易概覧横浜港外国貿易概覧  神奈川県商工協会 
 昭和3年  昭和4(1929)    223ｐ 
 
横浜港外国貿易統計要覧横浜港外国貿易統計要覧横浜港外国貿易統計要覧横浜港外国貿易統計要覧  横浜税関 
 大正15年･昭和元年,昭和4年,昭和6年, 
  昭和8年-昭和10年,昭和12年-昭和13年 
 〔昭和2(1927)-昭和14(1939)〕    8冊 
 
横浜港外国貿易貨物噸量表横浜港外国貿易貨物噸量表横浜港外国貿易貨物噸量表横浜港外国貿易貨物噸量表     横浜税関 
 自明治40年至昭和3年  〔昭和4(1929)〕  20ｐ 
 
横浜港外国貿易要覧横浜港外国貿易要覧横浜港外国貿易要覧横浜港外国貿易要覧  神奈川県商工課 
 大正13年  大正14(1925)    1枚 

横浜港概覧横浜港概覧横浜港概覧横浜港概覧     横浜税関 
 昭和5年-昭和6年,昭和9年 
 昭和5(1930)-昭和9(1934)    3冊 
 
横浜港の貿易横浜港の貿易横浜港の貿易横浜港の貿易  横浜輸出協会 
 大正15年,昭和2年 
 大正15(1926)-昭和2(1927)    2冊 
 
横浜港湾統計年報横浜港湾統計年報横浜港湾統計年報横浜港湾統計年報  横浜市 
 第1回(昭和4年)-第12回(昭和15年) 
 昭和5(1930)-昭和16(1941)    12冊 
 
横浜港輸入重要品調査横浜港輸入重要品調査横浜港輸入重要品調査横浜港輸入重要品調査  横浜税関監視部 
 其1 棉花 
 昭和3(1928)    17ｐ 
 
横浜市人口動態統計横浜市人口動態統計横浜市人口動態統計横浜市人口動態統計     横浜市 
 昭和11年  昭和12(1937)    28ｐ 
 
横浜市各駅鉄道発着貨物年報横浜市各駅鉄道発着貨物年報横浜市各駅鉄道発着貨物年報横浜市各駅鉄道発着貨物年報     横浜商業会議所 
 昭和2年  昭和2(1927)    15p 
 
横浜市家内工業調査書横浜市家内工業調査書横浜市家内工業調査書横浜市家内工業調査書  横浜市産業課 
 昭和12年  昭和13(1938)    13ｐ 表 
 
横浜市工業名鑑横浜市工業名鑑横浜市工業名鑑横浜市工業名鑑     横浜市 
 昭和5年版,昭和7年版,昭和14年版 
 昭和5(1930)-昭和14(1939)    3冊 
 [昭和14年版:｢横浜市工場名鑑｣] 
 
横浜市工場名鑑横浜市工場名鑑横浜市工場名鑑横浜市工場名鑑 
 → ｢横浜市工業名鑑｣ 
 
横浜市組合一覧横浜市組合一覧横浜市組合一覧横浜市組合一覧  横浜市勧業課 
 昭和6年,昭和14年    
 昭和6(1931)-昭和14(1939)    2冊 
 
横浜市教育状況一覧表横浜市教育状況一覧表横浜市教育状況一覧表横浜市教育状況一覧表  横浜市 
 大正14年,大正15年度,昭和5年,昭和15年 
 大正14(1925)-昭和15(1940)    4枚 
 
横浜市産業概要横浜市産業概要横浜市産業概要横浜市産業概要  横浜市 
 昭和11年版-昭和12年版 
 昭和12(1937)-昭和13(1938)    2冊 
 
横浜市勢概要横浜市勢概要横浜市勢概要横浜市勢概要  横浜市 
 昭和13年,昭和15年 
 昭和13(1938)-昭和15(1940)    2冊 
 
横浜市勢要覧横浜市勢要覧横浜市勢要覧横浜市勢要覧     横浜市 
 昭和3年-昭和4年,昭和7年-昭和9年 
 昭和3(1928)-昭和9(1934)    5冊 
 
横浜市社会事業概要横浜市社会事業概要横浜市社会事業概要横浜市社会事業概要  横浜市社会課 
 昭和8年版  昭和8(1933)    104ｐ 
 
横浜市社会事業統計横浜市社会事業統計横浜市社会事業統計横浜市社会事業統計  横浜市社会部 
 昭和13年度  昭和15(1940)    42ｐ 
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横浜市小学校児童身体検査横浜市小学校児童身体検査横浜市小学校児童身体検査横浜市小学校児童身体検査統計表統計表統計表統計表  横浜市 
 大正15年度  〔大正15(1926)〕    1枚 
 
横浜市商工案内横浜市商工案内横浜市商工案内横浜市商工案内  横浜市勧業課 
 昭和5年版,昭和8年版 
 昭和5(1930)-昭和8(1933)    2冊 
 
横浜市商工一班横浜市商工一班横浜市商工一班横浜市商工一班     横浜市商工課 
 〔大正14年版〕,昭和2年版 
 大正14(1925)-昭和2(1927)    2冊 
 
横浜市職業紹介所成績横浜市職業紹介所成績横浜市職業紹介所成績横浜市職業紹介所成績  横浜中央職業紹介所 
  昭和4年  〔昭和5(1930)〕    17ｐ 
 
横浜市職業紹介所要覧横浜市職業紹介所要覧横浜市職業紹介所要覧横浜市職業紹介所要覧  横浜市中央職業紹介所 
 昭和3年  昭和4(1929)    60ｐ 
 
横浜横浜横浜横浜市統計書市統計書市統計書市統計書     横浜市 
 第20回-第33回 
 大正15(1926)-昭和15(1940)    14冊 
 
横浜市鶴見区勢概覧横浜市鶴見区勢概覧横浜市鶴見区勢概覧横浜市鶴見区勢概覧  横浜市鶴見区 
 昭和11年版  昭和11(1936)    158ｐ 図 
 
横浜市要覧横浜市要覧横浜市要覧横浜市要覧     横浜市 
 昭和2(1927)    132ｐ 
 
横浜商工案内横浜商工案内横浜商工案内横浜商工案内  横浜商工協会 
 大正4(1915)    480ｐ 
 
横浜商工会議所年報横浜商工会議所年報横浜商工会議所年報横浜商工会議所年報     横浜商工会議所 
 第21回(昭和7年)-昭和18年 
 昭和7(1932)-昭和18(1943)    11冊 
 [昭和13年以降:｢横浜商工会議所統計年報｣] 
 
横浜商工会議所統計年報横浜商工会議所統計年報横浜商工会議所統計年報横浜商工会議所統計年報 
 → ｢横浜商工会議所年報｣ 
 
横浜商工名鑑横浜商工名鑑横浜商工名鑑横浜商工名鑑     横浜商工会議所 
 昭和5(1930)    295, 96ｐ 
    
横浜輸出絹織物検査所年報横浜輸出絹織物検査所年報横浜輸出絹織物検査所年報横浜輸出絹織物検査所年報    
 商工省横浜輸出絹織物検査所 
 昭和6年  昭和7(1932)    26ｐ 表 
 
横須賀市勢要覧横須賀市勢要覧横須賀市勢要覧横須賀市勢要覧     横須賀市 
 昭和6年版  〔12〕ｐ 図5   地図2 
 
養蚕経営並繭養蚕経営並繭養蚕経営並繭養蚕経営並繭,,,,桑葉生産費に関する調査桑葉生産費に関する調査桑葉生産費に関する調査桑葉生産費に関する調査    
 帝国農会経済部 
 昭和10年度  昭和12(1937)    129ｐ 
 
養蚕経営態様別経済調査養蚕経営態様別経済調査養蚕経営態様別経済調査養蚕経営態様別経済調査     日本中央蚕糸会 
 昭和7年度-昭和8年度,昭和10年度 
 昭和8(1933)-昭和12(1937)    3冊 
 
養蚕統計養蚕統計養蚕統計養蚕統計     高知県 
 昭和9年  昭和10(1935)   31ｐ 

養蚕統計養蚕統計養蚕統計養蚕統計  長野県 
 大正14年,昭和4年 
 大正15(1926)-昭和5(1930)    2冊 
 
郵便貯金府県別職業別統計表郵便貯金府県別職業別統計表郵便貯金府県別職業別統計表郵便貯金府県別職業別統計表  貯金局 
 昭和10(1935)    98ｐ 
 
輸出生糸登録所年報輸出生糸登録所年報輸出生糸登録所年報輸出生糸登録所年報    
 農林省横浜・神戸輸出生糸登録所 
 第3次(昭和11年)-第4次(昭和12年) 
 昭和12(1937)-昭和13(1938)    2冊 
 
輸出絹物統計要覧輸出絹物統計要覧輸出絹物統計要覧輸出絹物統計要覧     横浜輸出絹物同業組合 
 昭和4年-昭和8年,昭和12年-昭和15年 
 昭和4(1929)-昭和15(1940)    9冊 
 [昭和12年以降:横浜絹人絹輸出組合] 
 
輸出絹織物検査所年報輸出絹織物検査所年報輸出絹織物検査所年報輸出絹織物検査所年報  商工省輸出絹織物検査所 
 昭和7年-昭和13年,昭和16年,昭和18年‖ 
  昭和8(1933)-昭和19(1944)    9冊 
 [昭和18年:大東亜省輸出絹織物検査所] 
 
輸出絹織物検査数輸出絹織物検査数輸出絹織物検査数輸出絹織物検査数  石川県輸出絹織物検査所 
 大正14年  〔大正15(1926)〕    9ｐ 
 
輸出入貨物取引港別又ハ国別輸出入貨物取引港別又ハ国別輸出入貨物取引港別又ハ国別輸出入貨物取引港別又ハ国別  内務省土木局 
 昭和10年  昭和12(1937)    54ｐ 
 

ＺＺＺＺ    
 
財団法人日本文化中央連盟事業ノ状況財団法人日本文化中央連盟事業ノ状況財団法人日本文化中央連盟事業ノ状況財団法人日本文化中央連盟事業ノ状況    
 財団法人日本文化中央連盟 
 昭和15年度  〔昭和16(1941)〕    148ｐ 
 
在外本邦人調査報告在外本邦人調査報告在外本邦人調査報告在外本邦人調査報告  外務省調査部 
 昭和10年  昭和11(1936)    158ｐ 
 
税務統計書税務統計書税務統計書税務統計書     広島税務監督局 
 昭和8年度-昭和14年度 
 昭和9(1934)-昭和15(1940)    7冊 
 
税務統計書税務統計書税務統計書税務統計書  熊本税務監督局 
 大正15年･昭和元年-昭和12年度 
 昭和3(1928)-昭和13(1938)    12冊 
 
税税税税務統計書務統計書務統計書務統計書     名古屋税務監督局 
 大正15･昭和元年度,昭和3年度-昭和9年度 
 昭和2(1927)-昭和10(1935)    8冊 
 
税務統計書税務統計書税務統計書税務統計書  大阪税務監督局 
 昭和7年度-昭和8年度,昭和10年度-昭和13年度 
 昭和8(1933)-昭和14(1939)    6冊 
 
税務統計書税務統計書税務統計書税務統計書     札幌税務監督局 
 昭和10年度-昭和12年度 
 昭和11(1936)-昭和13(1938)    3冊 
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税務統計書税務統計書税務統計書税務統計書        東京税務監督局 
 大正15･昭和元年度,昭和3年度-昭和7年度, 
  昭和15年度 
 昭和2(1927)-昭和17(1942)    7冊 
 
税務要覧税務要覧税務要覧税務要覧  大阪税務監督局 
 昭和15(1940)    49ｐ 
 
全国茶業組合関係者名簿全国茶業組合関係者名簿全国茶業組合関係者名簿全国茶業組合関係者名簿  茶業組合中央会議所  
 昭和2年,昭和5年 
 昭和2(1927)-昭和5(1930)    2冊  
 
全国大学専門学校卒業生就職状況調査全国大学専門学校卒業生就職状況調査全国大学専門学校卒業生就職状況調査全国大学専門学校卒業生就職状況調査    
 中央職業紹介事務局 
 昭和3(1928)    13ｐ 
 
全国道府県区域信用組合連合会事業状況表全国道府県区域信用組合連合会事業状況表全国道府県区域信用組合連合会事業状況表全国道府県区域信用組合連合会事業状況表    
 産業組合中央金庫 
 昭和3(1928)    13, 7ｐ 
 
全国銀行資産負債表全国銀行資産負債表全国銀行資産負債表全国銀行資産負債表     大蔵省銀行局 
 昭和13年  昭和14(1939)    11ｐ 
 
全国器械製糸工場調全国器械製糸工場調全国器械製糸工場調全国器械製糸工場調  農林省蚕糸局 
 昭和7年度,昭和9年度,昭和11年度 
 昭和9(1934)-昭和14(1939)    3冊 
 
全国器械製糸工場調（概要）全国器械製糸工場調（概要）全国器械製糸工場調（概要）全国器械製糸工場調（概要）  農林省蚕糸局 
 昭和8年度,昭和10年度 
 昭和10(1935)-昭和12(1937)    2冊 
 
全国公立私立中学校ニ関スル諸調査全国公立私立中学校ニ関スル諸調査全国公立私立中学校ニ関スル諸調査全国公立私立中学校ニ関スル諸調査    
 文部省普通学務局 
 大正14年,昭和4年度,昭和7年度 
 昭和2(1927)-昭和9(1934)    3冊 
 
全国公立私立実業学校ニ関スル諸調査全国公立私立実業学校ニ関スル諸調査全国公立私立実業学校ニ関スル諸調査全国公立私立実業学校ニ関スル諸調査    
 文部省実業学務局 
 昭和3年-昭和4年,昭和8年 
 昭和6(1931)-昭和11(1936)    3冊 
 
全国公債社債明細表全国公債社債明細表全国公債社債明細表全国公債社債明細表  日本興業銀行 
 第29回-第49回 
 大正14(1925)-昭和18(1943)    24冊 
 [第49回:銀行債,会社債,満支関係債之部] 
 
全国産業組合概況全国産業組合概況全国産業組合概況全国産業組合概況  農林省農務局 
 大正14年,昭和2年 
 大正14(1925)-昭和2(1927)    2枚  

全国製糸業組合連合会総会議事録全国製糸業組合連合会総会議事録全国製糸業組合連合会総会議事録全国製糸業組合連合会総会議事録    
 全国製糸業組合連合会 
 第4回  昭和9(1934)    198ｐ 
 
全国製糸工場調査全国製糸工場調査全国製糸工場調査全国製糸工場調査  農林省農務局 
 第10次-第12次 
 大正15(1926)-昭和7(1932)    3冊 
 [第11次以降:農林省蚕糸局] 
 
全国市町村別面積調全国市町村別面積調全国市町村別面積調全国市町村別面積調     内閣統計局 
 昭和10年  昭和10(1935)    97ｐ 
 
全国森林組合一覧全国森林組合一覧全国森林組合一覧全国森林組合一覧  大日本山林会 
 昭和7年  昭和8(1933)    69, 4ｐ 
 
全国倉庫業統計表全国倉庫業統計表全国倉庫業統計表全国倉庫業統計表  商工省商務局 
 昭和9(1934)    33ｐ 
 
全国田畑売買価格及収益利回調査全国田畑売買価格及収益利回調査全国田畑売買価格及収益利回調査全国田畑売買価格及収益利回調査  日本勧業銀行 
 第6回(昭和12年)  昭和13(1938)    60ｐ 表 
 
全国体育デー実施概況全国体育デー実施概況全国体育デー実施概況全国体育デー実施概況  文部省大臣官房学校衛生課 
 大正13年  大正14(1925)    88ｐ 
    
全国都市要覧全国都市要覧全国都市要覧全国都市要覧  東京市政調査会 
 昭和13(1938)    1冊 
 [｢日本都市年鑑｣昭和14年用抜粋] 
 
全国座繰玉糸製糸工場調査全国座繰玉糸製糸工場調査全国座繰玉糸製糸工場調査全国座繰玉糸製糸工場調査     農林省蚕糸局 
 昭和10年度  昭和12(1937)    23ｐ 
 
造幣権頭報告書造幣権頭報告書造幣権頭報告書造幣権頭報告書        造幣局造幣局造幣局造幣局 
 第1 - 第2 
  明治8(1875)-明治9(1876)    2冊 
  →  ｢日本大阪皇国造幣寮首長報告書｣ 
 → ｢造幣局長年報告｣ 
 
造幣局長年報書造幣局長年報書造幣局長年報書造幣局長年報書  造幣局 
 第4-第23,第29,第32-第47,第49,第51-第67 
 明治10(1877)-昭和17(1942)    55冊 
  → ｢造幣権頭報告書｣ 
 
造幣局長年報書摘要造幣局長年報書摘要造幣局長年報書摘要造幣局長年報書摘要  造幣局 
 第68(昭和16年度)  昭和17(1942)    55ｐ 
 
続会社かゞみ続会社かゞみ続会社かゞみ続会社かゞみ    東洋経済新報社 
 昭和2(1927)    234ｐ 
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国国国国    勢勢勢勢    調調調調    査査査査    
    
    

大正９年国勢調査大正９年国勢調査大正９年国勢調査大正９年国勢調査        第１回第１回第１回第１回      内閣統計局 
 国勢調査報告国勢調査報告国勢調査報告国勢調査報告 
  全国の部 
   第1巻 人口,体性,出生地,年令,配偶関係, 
             国籍,民籍,世帯 
   第2巻 職業 
   第3巻 普通世帯の構成 
  府県の部 
   欠:京都,埼玉,千葉,茨城,島根 
  大正13(1924)-昭和4(1929)    45冊 
 
 国勢調査報告国勢調査報告国勢調査報告国勢調査報告    ----在外邦人在外邦人在外邦人在外邦人---- 
  大正12(1923)    95ｐ 
 
    国勢調査記述編国勢調査記述編国勢調査記述編国勢調査記述編 
  昭和8(1933)    177ｐ 
 
    国勢調査職業名鑑国勢調査職業名鑑国勢調査職業名鑑国勢調査職業名鑑 
  昭和6(1931)    969, 180ｐ 
 
 国勢調査統計図国勢調査統計図国勢調査統計図国勢調査統計図 
  昭和6(1931)    1冊 
 
大正１４年国勢調査大正１４年国勢調査大正１４年国勢調査大正１４年国勢調査        第２回第２回第２回第２回  内閣統計局 
 国勢調査報告国勢調査報告国勢調査報告国勢調査報告  
  第1巻  記述編 
  第2巻 全国結果表 
  第3巻 市町村別世帯及人口 
  第4巻 府県編 
       欠:京都,大阪,兵庫,新潟,埼玉,千葉,茨城, 
            三重,静岡,長野,岡山,広島,福岡,北海道 
  大正15(1926)-昭和9(1934)    36冊 
 
昭和５年国勢調査昭和５年国勢調査昭和５年国勢調査昭和５年国勢調査        第３回第３回第３回第３回  内閣統計局 
 抽出調査に依る昭和抽出調査に依る昭和抽出調査に依る昭和抽出調査に依る昭和5555年国勢調査結果の概観年国勢調査結果の概観年国勢調査結果の概観年国勢調査結果の概観 
  昭和7(1932)    35, 55, 16ｐ 
 
 国勢調査報告国勢調査報告国勢調査報告国勢調査報告 
  第1巻 人口,体性,年令,配偶関係,出生地, 
           民籍国籍,世帯,住居 
  第2巻 職業及産業 
  第3巻 上 従業ノ場所 
      下   〃 
  第5巻 市町村別人口 
  昭和6(1931)-昭和10(1935)    5冊 
 
 国勢調査ニ関スル質疑解答国勢調査ニ関スル質疑解答国勢調査ニ関スル質疑解答国勢調査ニ関スル質疑解答 
  〔昭和5(1930)〕  109ｐ 
 
 国勢調査最終報告書国勢調査最終報告書国勢調査最終報告書国勢調査最終報告書 
  〔昭和11(1936)〕    245,〔435〕ｐ 
 
    
昭和１０年国勢調査昭和１０年国勢調査昭和１０年国勢調査昭和１０年国勢調査     第４回第４回第４回第４回     内閣統計局 

    国勢調査報告国勢調査報告国勢調査報告国勢調査報告 
  第3巻 市町村別人口 
   昭和11(1936)    281ｐ 
 
    国勢調査速報国勢調査速報国勢調査速報国勢調査速報 
  昭和10(1935)    157ｐ 
国勢調査参考書国勢調査参考書国勢調査参考書国勢調査参考書     国勢調査準備委員会 
 明治44(1911)    639ｐ 
 
国勢調査参考書国勢調査参考書国勢調査参考書国勢調査参考書     内閣統計局 
 昭和3(1928)    189ｐ 
 
大正９年及昭和５年国勢調査産業別人口の比較大正９年及昭和５年国勢調査産業別人口の比較大正９年及昭和５年国勢調査産業別人口の比較大正９年及昭和５年国勢調査産業別人口の比較    
 内閣統計局 
 昭和11(1936)    95ｐ  [調査資料第5輯] 
 
秋田県国勢調査結果概要秋田県国勢調査結果概要秋田県国勢調査結果概要秋田県国勢調査結果概要     秋田県 
 昭和5年(昭和5年10月1日施行)  昭和6(1931)  
36p 
 
神戸市国勢調査概報神戸市国勢調査概報神戸市国勢調査概報神戸市国勢調査概報    ----世帯及人口世帯及人口世帯及人口世帯及人口----  神戸市 
 昭和5年  昭和5(1930)    53ｐ 図 
 
臨時国勢調査臨時国勢調査臨時国勢調査臨時国勢調査  横浜市 
 昭和14年  昭和15(1940)    37ｐ 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⅣⅣⅣⅣ....    旧 植 民 地 等 関 係 資 料旧 植 民 地 等 関 係 資 料旧 植 民 地 等 関 係 資 料旧 植 民 地 等 関 係 資 料                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

旧植民地等関係資料 
 
  凡  例 

 
  １．収録範囲   
       主に戦前期に発行された旧植民地関係資料および各種刊行物を収録した｡ 
 
  ２．排 列 
       刊行機関､ 部局名および書名のヘボン式アルファベット順とした｡ 
 
  ３．記載事項 
    (1) 資料の記載は、機関ごとに「年報」「単行書･叢書｣ に区分した｡ また､「国勢調査｣  

  は､「年報」の後に記載した｡  
            ただし､「朝鮮関係」の「道」「府｣ 刊行物および商工会議所等の資料は、分量が少 

      ないため「道｣「府｣ の中にまとめた｡ 
 
        (2) ｢朝鮮関係｣ の「道」「府」は、北から南へ順次読み下し、記載した｡ 
 
    (3) 資料の排列は、刊行機関、部局名および書名のヘボン式アルファベット順とした｡ 
 

(4) 記載は、刊行機関名、部局名、書名、所蔵年度、著者表示、刊行年、ページ数また 
      は冊数の順である｡ 
 

(5) 刊行機関、部局名は所蔵する一番古い資料のものを用い、変更については[    ]内 
  に記入した。 

 
        (6) 書名の変更および注記は [    ] で記入し、原書名等は判明する限り対照事項の後 

      に記入した. 
 
        (7) 地名、人名以外の記載は、新字体があるものは新字体を使用した｡ 
 
   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 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧 植 民 地 等 関 係 資 料旧 植 民 地 等 関 係 資 料旧 植 民 地 等 関 係 資 料旧 植 民 地 等 関 係 資 料                                                                    
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朝朝朝朝            鮮鮮鮮鮮            関関関関            係係係係 
 

 
朝朝朝朝    鮮鮮鮮鮮    総総総総    督督督督    府府府府 

 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

    朝鮮総督府朝鮮総督府朝鮮総督府朝鮮総督府    
        朝鮮朝鮮朝鮮朝鮮    
            → 和雑誌の項を見よ 
 
        朝鮮貿易月報朝鮮貿易月報朝鮮貿易月報朝鮮貿易月報    
            → 和雑誌の項を見よ 
 

  朝鮮貿易年表朝鮮貿易年表朝鮮貿易年表朝鮮貿易年表   大正13年 

   大正14(1925)  1085ｐ 

 

  朝鮮事情朝鮮事情朝鮮事情朝鮮事情   昭和9年版-昭和19年版 

   昭和8(1933)-昭和18(1943)   11冊 

 

  朝鮮に於ける施設の一斑朝鮮に於ける施設の一斑朝鮮に於ける施設の一斑朝鮮に於ける施設の一斑   昭和4年 

   昭和4(1929)  133ｐ 

 

  朝鮮の経済事情朝鮮の経済事情朝鮮の経済事情朝鮮の経済事情   大正15年,昭和4年 

   大正15(1926)-昭和4(1929)   2冊 

 

  朝鮮の産業朝鮮の産業朝鮮の産業朝鮮の産業   昭和3年-昭和4年 

   昭和3(1928)-昭和4(1929)   2冊 

 

        〔朝鮮総督府〕調査月報〔朝鮮総督府〕調査月報〔朝鮮総督府〕調査月報〔朝鮮総督府〕調査月報    
                    →和雑誌の項を見よ 
    

  朝鮮総督府施政年報朝鮮総督府施政年報朝鮮総督府施政年報朝鮮総督府施政年報   大正13年度-昭和2年度 
     昭和6･7年度-昭和13年度 

   大正15(1926)-昭和15(1940)   11冊 

 

  朝鮮総督府統計年報朝鮮総督府統計年報朝鮮総督府統計年報朝鮮総督府統計年報   大正13年 

   第 3編 其ノ1：商業,工業,物価及労銀 

   第 3編 其ノ2：金融,貿易 

   第 4編 鉄道,水運,郵便及郵便為替貯金事 
              業,土木及築港 

   第 5編 警察,衛生 

   第 6編 裁判登記及供託,監獄 

   第 7編 教育,社寺及教会,慈恵及救済,官公 
              吏及恩給 

   第 8編 財政,専売 

   昭和11年-昭和15年 

   大正14(1925)-昭和17(1942)   12冊 

 

  朝鮮総督府統計要覧朝鮮総督府統計要覧朝鮮総督府統計要覧朝鮮総督府統計要覧      大正14年-昭和4年, 
   昭和8年-昭和14年 

   昭和2(1927)-昭和12(1937)   8冊 

 

  朝鮮要覧朝鮮要覧朝鮮要覧朝鮮要覧   大正14年,昭和3年, 
     昭和5年-昭和8年 

   大正14(1925)-昭和7(1932)   6冊 

 

  統計摘要統計摘要統計摘要統計摘要   昭和14年 

   昭和16(1941)   63ｐ 

 

        朝鮮総督府内務局土木課朝鮮総督府内務局土木課朝鮮総督府内務局土木課朝鮮総督府内務局土木課                                                                                                                                                    
  朝鮮港湾要覧朝鮮港湾要覧朝鮮港湾要覧朝鮮港湾要覧 

   昭和6(1931)    3,84p  写真 地図43 
 

  朝鮮ノ港湾朝鮮ノ港湾朝鮮ノ港湾朝鮮ノ港湾    
    第1輯 
   昭和4(1929)  397p 
 

        朝鮮総督府農林局農村振興課朝鮮総督府農林局農村振興課朝鮮総督府農林局農村振興課朝鮮総督府農林局農村振興課                                                                                                                                                
  農家経済の概況と其の変遷農家経済の概況と其の変遷農家経済の概況と其の変遷農家経済の概況と其の変遷 

   第 1部 農家経済概況調査農家経済概況調査農家経済概況調査農家経済概況調査((((自作圏小作農家自作圏小作農家自作圏小作農家自作圏小作農家    
                                                        の部の部の部の部))))  昭和8年-昭和13年 

    昭和15(1930)   262ｐ 

 

   第 2部 農家経済概況調査農家経済概況調査農家経済概況調査農家経済概況調査((((小作農家の部小作農家の部小作農家の部小作農家の部))))    
                             昭和8年-昭和13年 

    昭和5(1930)   259ｐ 

 

        朝鮮総督府専売局朝鮮総督府専売局朝鮮総督府専売局朝鮮総督府専売局                                                                                                                                                                                        
  朝鮮総督府専売局年報朝鮮総督府専売局年報朝鮮総督府専売局年報朝鮮総督府専売局年報      第11年報:昭和6年度 

   昭和7(1932)  298ｐ 

 

  人参要覧人参要覧人参要覧人参要覧   昭和9年度 

   昭和10(1935)  21ｐ  
 

        朝鮮総督府司政局朝鮮総督府司政局朝鮮総督府司政局朝鮮総督府司政局                                                                                                                                                                                        
  朝鮮地方財政要覧朝鮮地方財政要覧朝鮮地方財政要覧朝鮮地方財政要覧   昭和16年度 

   昭和16(1941)  131ｐ 
 

        朝鮮総督府商工奨励館朝鮮総督府商工奨励館朝鮮総督府商工奨励館朝鮮総督府商工奨励館                                                                                                                                                                        
  朝鮮重要物産並特産物分布図朝鮮重要物産並特産物分布図朝鮮重要物産並特産物分布図朝鮮重要物産並特産物分布図      昭和6年現在 

   昭和6(1931)   1枚    
 

  朝鮮の物産朝鮮の物産朝鮮の物産朝鮮の物産   昭和8年版 

   昭和8(1933)  110ｐ 

 

        朝鮮総督府殖産局朝鮮総督府殖産局朝鮮総督府殖産局朝鮮総督府殖産局                                                                                                                                                                                        
  朝鮮の繭に就て朝鮮の繭に就て朝鮮の繭に就て朝鮮の繭に就て   昭和2年版,昭和8年版 

   昭和2(1927)-昭和8(1933)   2冊 
     〔昭和8年版:農林局〕 

 

        朝鮮総督府総督官房文書課朝鮮総督府総督官房文書課朝鮮総督府総督官房文書課朝鮮総督府総督官房文書課                                                                                                                                                        
  朝鮮総督府及所属官署主要刊行図書目録朝鮮総督府及所属官署主要刊行図書目録朝鮮総督府及所属官署主要刊行図書目録朝鮮総督府及所属官署主要刊行図書目録 

   昭和 9年6月未現在   132ｐ 

   昭和11年6月未現在   161ｐ 

   昭和13年6月未現在   196ｐ 

   昭和9(1934)-昭和13(1938)   3冊 

 

        朝鮮総督府逓信局朝鮮総督府逓信局朝鮮総督府逓信局朝鮮総督府逓信局                                                                                                                                                                                        
  朝鮮の逓信事業朝鮮の逓信事業朝鮮の逓信事業朝鮮の逓信事業   昭和8年-昭和13年 

   昭和8(1933)-昭和13(1938)   6冊 
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  朝鮮総督府逓信年報朝鮮総督府逓信年報朝鮮総督府逓信年報朝鮮総督府逓信年報      昭和7年度-昭和11年度 

   昭和8(1933)-昭和12(1937)   5冊 

 

  朝鮮総督府逓信統計要覧朝鮮総督府逓信統計要覧朝鮮総督府逓信統計要覧朝鮮総督府逓信統計要覧    
       昭和7年度-昭和11年度 

   昭和8(1933)-昭和12(1937)   5冊 

 

  朝鮮逓信部内職員及傭人衛生統計朝鮮逓信部内職員及傭人衛生統計朝鮮逓信部内職員及傭人衛生統計朝鮮逓信部内職員及傭人衛生統計    
      昭和7年-昭和12年 

   昭和8(1933)-昭和13(1938)   6冊 
     〔昭和10年以降:朝鮮逓信部内職員衛生統計〕 

 

     朝鮮総督府鉄道局朝鮮総督府鉄道局朝鮮総督府鉄道局朝鮮総督府鉄道局                                                                                                                                                                                                                                         
  朝鮮の鉄道朝鮮の鉄道朝鮮の鉄道朝鮮の鉄道      昭和3年版 

   昭和3(1928)  366ｐ 

 

  朝鮮鉄道状況朝鮮鉄道状況朝鮮鉄道状況朝鮮鉄道状況      第19回、第20回 

   昭和3(1928)-昭和4(1929)   2冊 

 

  鉄道局年報鉄道局年報鉄道局年報鉄道局年報   昭和2年度-昭和4年度 

   昭和3(1928)-昭和6(1931)   3冊 

 

        朝鮮総督府財務局朝鮮総督府財務局朝鮮総督府財務局朝鮮総督府財務局                                                                                                                                                                                                                                         
  朝鮮金融事項参考書朝鮮金融事項参考書朝鮮金融事項参考書朝鮮金融事項参考書      昭和8年調,昭和14年調 

   昭和8(1933)-昭和15(1940)   2冊 

 

  朝鮮金融年報朝鮮金融年報朝鮮金融年報朝鮮金融年報  昭和16年調-昭和18年調 

   昭和16(1941)-昭和19(1944)   3冊 

 

単単単単    行行行行    書書書書    ････    叢叢叢叢    書書書書 
 

    朝鮮総督府朝鮮総督府朝鮮総督府朝鮮総督府 

    朝鮮博覧会記念写真帖朝鮮博覧会記念写真帖朝鮮博覧会記念写真帖朝鮮博覧会記念写真帖 

昭和5(1930)     写真101枚 

 

  朝鮮に於ける主要都邑の現状朝鮮に於ける主要都邑の現状朝鮮に於ける主要都邑の現状朝鮮に於ける主要都邑の現状 

   昭和3(1928)  26ｐ 

 

  朝鮮の服装朝鮮の服装朝鮮の服装朝鮮の服装  村山智順調査 

   昭和2(1927)  152ｐ 

 

    朝鮮の今昔朝鮮の今昔朝鮮の今昔朝鮮の今昔  歴代篇    松田甲著 

        昭和2(1927)    128p  
       ［附:15p］ 

 

  施政三十年史施政三十年史施政三十年史施政三十年史 

   昭和15(1940)  932ｐ 年表66ｐ 図 

 

    朝鮮の将来朝鮮の将来朝鮮の将来朝鮮の将来 -宇垣総督の演述- 
      昭和9(1934)    67p 
 

        朝鮮総督府中枢院朝鮮総督府中枢院朝鮮総督府中枢院朝鮮総督府中枢院                                                                                                                                                                                                                                         
  旧慣制度調査書旧慣制度調査書旧慣制度調査書旧慣制度調査書    社還米制度社還米制度社還米制度社還米制度  麻生武亀著 

   昭和8(1933)  504ｐ 

 

        朝鮮総督府学務局社会課朝鮮総督府学務局社会課朝鮮総督府学務局社会課朝鮮総督府学務局社会課                                                                                                                                                                                                                 
  朝鮮に於ける失業調査朝鮮に於ける失業調査朝鮮に於ける失業調査朝鮮に於ける失業調査 昭和7年6月末調 

   昭和7(1932)  33ｐ 
 

        朝鮮総督府農事試験所朝鮮総督府農事試験所朝鮮総督府農事試験所朝鮮総督府農事試験所                                                                                                                                                                        
  農具に関する事業概要農具に関する事業概要農具に関する事業概要農具に関する事業概要 

   昭和6(1931)  51ｐ 〔25周年記念誌別刷〕 

 

        朝鮮総督府殖産局朝鮮総督府殖産局朝鮮総督府殖産局朝鮮総督府殖産局                                                                                                                                                                                        
  朝鮮の鉱物資源に就て朝鮮の鉱物資源に就て朝鮮の鉱物資源に就て朝鮮の鉱物資源に就て  高浜述 

   昭和9(1934)  50ｐ 

 

  朝鮮の水産業朝鮮の水産業朝鮮の水産業朝鮮の水産業 

   昭和2(1927)   46ｐ 図 

   昭和8(1931)   78,39ｐ 表 

 

        朝鮮総督府総務局情報課朝鮮総督府総務局情報課朝鮮総督府総務局情報課朝鮮総督府総務局情報課                                                                                                                                                                
  前進する朝鮮前進する朝鮮前進する朝鮮前進する朝鮮 

   昭和17(1942)  81ｐ 

 

    朝鮮総督府総督官房庶務部調査課朝鮮総督府総督官房庶務部調査課朝鮮総督府総督官房庶務部調査課朝鮮総督府総督官房庶務部調査課                                                                                                                                
  調査資料調査資料調査資料調査資料 

     8．朝鮮の市場朝鮮の市場朝鮮の市場朝鮮の市場  善生永助調査 

     大正13(1924)  664ｐ 

 

     11．朝鮮人の商業朝鮮人の商業朝鮮人の商業朝鮮人の商業  善生永助調査 

     大正14(1925)  426ｐ 

 

    14．市街地の商圏市街地の商圏市街地の商圏市街地の商圏  善生永助調査 

     大正15(1926)  574ｐ 

 

    17．朝鮮の契朝鮮の契朝鮮の契朝鮮の契  善生永助調査 

     大正15(1926)  194ｐ 

 

    18．朝鮮の窯業朝鮮の窯業朝鮮の窯業朝鮮の窯業 

     大正15(1926)  228ｐ 

 

    19．朝鮮の物産朝鮮の物産朝鮮の物産朝鮮の物産     善生永助調査 

      昭和2(1927)  732ｐ 

 

    22．朝鮮の人口現象朝鮮の人口現象朝鮮の人口現象朝鮮の人口現象  善生永助編 

     昭和2(1927)  482ｐ 附図：別冊 

 
    24．朝鮮の災害朝鮮の災害朝鮮の災害朝鮮の災害  善生永助編 

     昭和3(1928)  248ｐ 

 

    27．朝鮮の市場経済朝鮮の市場経済朝鮮の市場経済朝鮮の市場経済  善生永助稿  

     昭和4(1929)  528ｐ 

 

    32．生活状態調査生活状態調査生活状態調査生活状態調査    其3 江陵郡 
        善生永助調査 

       昭和6(1931)  410 
 

    34．生活状態調査生活状態調査生活状態調査生活状態調査 其4 平壌府 

     昭和7(1932)  386ｐ 

 

    35．外人の観たる最近の朝鮮外人の観たる最近の朝鮮外人の観たる最近の朝鮮外人の観たる最近の朝鮮 

     昭和7(1932)  217ｐ 

 

    36．民間信仰民間信仰民間信仰民間信仰 第3部 朝鮮の巫覡 
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        村山智順調査 

     昭和7(1932)  619ｐ 
 

    38．生活状態調査生活状態調査生活状態調査生活状態調査    其5 朝鮮の聚落 前篇 
         善生永助調査 

     昭和8(1933)  944ｐ 

 

    39．生活状態調査生活状態調査生活状態調査生活状態調査    其6 朝鮮の聚落 中篇  
         善生永助調査 

     昭和8(1933)  594ｐ 

 

    40．生活状態調査生活状態調査生活状態調査生活状態調査 其7 慶州郡 
        善生永助調査 

     昭和9(1934)  562ｐ 

 

      41．生活状態調査生活状態調査生活状態調査生活状態調査 其8 朝鮮の聚落 後篇 
         善生永助調査 

     昭和10(1938)  993ｐ 

 

朝鮮総督府逓信局朝鮮総督府逓信局朝鮮総督府逓信局朝鮮総督府逓信局     
  朝鮮逓信事業沿革史朝鮮逓信事業沿革史朝鮮逓信事業沿革史朝鮮逓信事業沿革史 

   昭和13(1938)  427ｐ 

 

        朝鮮総督府鉄道局朝鮮総督府鉄道局朝鮮総督府鉄道局朝鮮総督府鉄道局     
  朝鮮鉄道史朝鮮鉄道史朝鮮鉄道史朝鮮鉄道史 第1巻  創始時代  朝鮮鉄道史 
      編纂委員会編 

   昭和12(1937)  598ｐ 

 

  平壌平壌平壌平壌,,,,新義州新義州新義州新義州 

   昭和3(1928)   43ｐ 地図 

 

  釜山案内釜山案内釜山案内釜山案内 

   昭和4(1929)  45ｐ 

 

    金剛山探勝案内金剛山探勝案内金剛山探勝案内金剛山探勝案内 

   昭和3(1928)    6,97p  地図 図 
 

 

朝朝朝朝    鮮鮮鮮鮮    銀銀銀銀    行行行行 

    
逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 

    
    朝鮮銀行朝鮮銀行朝鮮銀行朝鮮銀行    
        朝鮮銀行統計月報朝鮮銀行統計月報朝鮮銀行統計月報朝鮮銀行統計月報    
            → 和雑誌の項を見よ 
   
 朝鮮銀行調査課朝鮮銀行調査課朝鮮銀行調査課朝鮮銀行調査課    
        鮮滿支財界彙報鮮滿支財界彙報鮮滿支財界彙報鮮滿支財界彙報    
   → 和雑誌の項を見よ 
                
単単単単    行行行行    書書書書    ････    叢叢叢叢    書書書書 
 

    朝鮮銀行朝鮮銀行朝鮮銀行朝鮮銀行 

  朝鮮銀行二十五年史朝鮮銀行二十五年史朝鮮銀行二十五年史朝鮮銀行二十五年史   渋谷礼治編 

   昭和9(1934)  276ｐ 

 

  露領沿海地方に於ける農業就中米作問題露領沿海地方に於ける農業就中米作問題露領沿海地方に於ける農業就中米作問題露領沿海地方に於ける農業就中米作問題    

          附:通商参考事項 

   大正14(1925)  119ｐ 

 

        朝鮮銀行京城調査部朝鮮銀行京城調査部朝鮮銀行京城調査部朝鮮銀行京城調査部                                                                                                                                                                                
  朝鮮農業統計図表朝鮮農業統計図表朝鮮農業統計図表朝鮮農業統計図表   昭和15年度 
    鈴木俊彦著 

   昭和19(1944)  98ｐ 

 

    朝鮮銀行京城総裁席調査課朝鮮銀行京城総裁席調査課朝鮮銀行京城総裁席調査課朝鮮銀行京城総裁席調査課                                                                                                                                                        
  青島の銭荘業に就て青島の銭荘業に就て青島の銭荘業に就て青島の銭荘業に就て 

   昭和15(1940)  28ｐ 

 
  調査報告調査報告調査報告調査報告 

   昭和 8年度調査 

    14. 朝鮮に於ける大工業の現在朝鮮に於ける大工業の現在朝鮮に於ける大工業の現在朝鮮に於ける大工業の現在及将来及将来及将来及将来    
                             川合稿 

     昭和8(1933)  87ｐ 
 

   32.    日支停戦協定の意義と今後の日支関係日支停戦協定の意義と今後の日支関係日支停戦協定の意義と今後の日支関係日支停戦協定の意義と今後の日支関係    
                          川合稿 

     昭和8(1933)  34ｐ 

 

   38.    朝鮮に於ける都市金融組合の近状並之と朝鮮に於ける都市金融組合の近状並之と朝鮮に於ける都市金融組合の近状並之と朝鮮に於ける都市金融組合の近状並之と    
                                            普通銀行及産業組合との関係普通銀行及産業組合との関係普通銀行及産業組合との関係普通銀行及産業組合との関係    
         朴永植稿 

     昭和8(1933)  25ｐ 

 

      45. 滿洲國の産業開発と新規事業計画滿洲國の産業開発と新規事業計画滿洲國の産業開発と新規事業計画滿洲國の産業開発と新規事業計画 

      昭和8(1933)   44ｐ 

 

   50. 鮮内工業の現状と工業組合法実施の要否鮮内工業の現状と工業組合法実施の要否鮮内工業の現状と工業組合法実施の要否鮮内工業の現状と工業組合法実施の要否    
               川合稿 

         昭和8(1933)  40ｐ 附録 

 

   60. 朝鮮に於ける内地資本の流出人に就て朝鮮に於ける内地資本の流出人に就て朝鮮に於ける内地資本の流出人に就て朝鮮に於ける内地資本の流出人に就て    
                 川合稿 

     昭和8(1933)  60ｐ 

 

    64. 蘇聯油を繞る石油界の動向蘇聯油を繞る石油界の動向蘇聯油を繞る石油界の動向蘇聯油を繞る石油界の動向    川合稿 

        昭和8(1933)  116ｐ 

 

     昭和 9年度調査 

      6. 鮮滿工業の対立的関係と其の調整鮮滿工業の対立的関係と其の調整鮮滿工業の対立的関係と其の調整鮮滿工業の対立的関係と其の調整    
              川合稿 

        昭和9(1934)  48ｐ 

 

      8. 商品に関する記事目録商品に関する記事目録商品に関する記事目録商品に関する記事目録    
                     附：調査課刊行物目録  

        昭和9(1934)  40ｐ 

 

     10. 朝鮮に於ける製粉業の現在及将来朝鮮に於ける製粉業の現在及将来朝鮮に於ける製粉業の現在及将来朝鮮に於ける製粉業の現在及将来    
                          川合稿 

       昭和9(1934)  47ｐ 

 

     11. 英國五大銀行頭取の演述要旨英國五大銀行頭取の演述要旨英國五大銀行頭取の演述要旨英國五大銀行頭取の演述要旨 

       昭和9(1934)  47ｐ 

 

     13. 朝鮮の対滿輸出貿易の将来朝鮮の対滿輸出貿易の将来朝鮮の対滿輸出貿易の将来朝鮮の対滿輸出貿易の将来                川合稿 



 

   184 
 

       昭和9(1934)  77ｐ 

 

     15. 朝鮮に於ける中小工業生産品に関する調朝鮮に於ける中小工業生産品に関する調朝鮮に於ける中小工業生産品に関する調朝鮮に於ける中小工業生産品に関する調    
                                        査査査査   渡辺稿 

        昭和9(1934)  34ｐ 

 

     19.    獨逸の国際モラ問題とマルク切下に就て獨逸の国際モラ問題とマルク切下に就て獨逸の国際モラ問題とマルク切下に就て獨逸の国際モラ問題とマルク切下に就て    
                              川合稿 

        昭和9(1934)  18ｐ 

 

     22. 米國の銀政策と其の影響米國の銀政策と其の影響米國の銀政策と其の影響米國の銀政策と其の影響        川合稿 

       昭和9(1934)  20ｐ 

 

    23. 最近の銀高と支那経済最近の銀高と支那経済最近の銀高と支那経済最近の銀高と支那経済  川合稿 

        昭和9(1934)  58ｐ 

 

     25. 中國建設銀公司と其の国際性中國建設銀公司と其の国際性中國建設銀公司と其の国際性中國建設銀公司と其の国際性  川合稿 

        昭和9(1934)  18ｐ 

 

     26. 米穀問題の経過並諸方策米穀問題の経過並諸方策米穀問題の経過並諸方策米穀問題の経過並諸方策     石塚竣講演 

        昭和9(1934)  21ｐ 

 

     28. 支那新式銀行の現勢支那新式銀行の現勢支那新式銀行の現勢支那新式銀行の現勢    朝鮮銀行上海支店朝鮮銀行上海支店朝鮮銀行上海支店朝鮮銀行上海支店    
                                        から東京支店外国為替課宛報告から東京支店外国為替課宛報告から東京支店外国為替課宛報告から東京支店外国為替課宛報告 

        昭和9(1934)  65ｐ 

 

      31. 支那に於ける列強の勢力支那に於ける列強の勢力支那に於ける列強の勢力支那に於ける列強の勢力  川合稿 

         昭和9(1934)  82ｐ 

 

     35. 米國の銀国有と支那経済米國の銀国有と支那経済米國の銀国有と支那経済米國の銀国有と支那経済  川合稿 

          昭和9(1934)   42ｐ 

 

      40. 朝鮮経済の展望朝鮮経済の展望朝鮮経済の展望朝鮮経済の展望  加藤三郎講演 

       昭和9(1934)   18ｐ 

 

      昭和10年度調査 

    4. 歐洲金ブロックの動向に就て歐洲金ブロックの動向に就て歐洲金ブロックの動向に就て歐洲金ブロックの動向に就て  高橋稿 

      昭和10(1935)   39ｐ 

 

    6. 滿洲國石油類専売法の実施と其の影響滿洲國石油類専売法の実施と其の影響滿洲國石油類専売法の実施と其の影響滿洲國石油類専売法の実施と其の影響    
                             柴原稿 

      昭和10(1935)   36ｐ 
 

    9. 貿易より観たる日支提携の可能性に就て貿易より観たる日支提携の可能性に就て貿易より観たる日支提携の可能性に就て貿易より観たる日支提携の可能性に就て    
                           川合稿 

      昭和10(1935)   37ｐ 

 

    10. 最近に於ける滿商側商業資本の移動に就最近に於ける滿商側商業資本の移動に就最近に於ける滿商側商業資本の移動に就最近に於ける滿商側商業資本の移動に就    
                                        てててて      柴原稿 

      昭和10(1935)   18ｐ 

 

      11. 朝鮮に於ける朝鮮に於ける朝鮮に於ける朝鮮に於ける工業の現状工業の現状工業の現状工業の現状  高橋稿 

       昭和10(1935)   64ｐ 

 

      16. 最近朝鮮に於ける大工業の躍進と其の資最近朝鮮に於ける大工業の躍進と其の資最近朝鮮に於ける大工業の躍進と其の資最近朝鮮に於ける大工業の躍進と其の資    
                                        本系統本系統本系統本系統  渡辺稿 

      昭和10(1935)   21p 
 

      18. 白耳義の平価切下と其の影響白耳義の平価切下と其の影響白耳義の平価切下と其の影響白耳義の平価切下と其の影響  高橋稿 

       昭和10(1935)   16ｐ 

 

      26. 朝鮮に於ける電気統制計画と其の気趨朝鮮に於ける電気統制計画と其の気趨朝鮮に於ける電気統制計画と其の気趨朝鮮に於ける電気統制計画と其の気趨    
                          高橋稿 

      昭和10(1935)   30ｐ 

 

    32. 佛國の対印度支那政策と印度支那銀行の佛國の対印度支那政策と印度支那銀行の佛國の対印度支那政策と印度支那銀行の佛國の対印度支那政策と印度支那銀行の    
                                        組織改正に就て組織改正に就て組織改正に就て組織改正に就て 

       昭和10(1935)   80ｐ 

 

    33. ナチス獨逸に於ける政治経済ナチス獨逸に於ける政治経済ナチス獨逸に於ける政治経済ナチス獨逸に於ける政治経済    
                          宮下衛調査 

      昭和10(1935)   41ｐ 

 

    昭和11年度調査 

    3. 支那の幣制改革に就て支那の幣制改革に就て支那の幣制改革に就て支那の幣制改革に就て  服部岱三稿 

      昭和11(1936)   22ｐ 

 

    4. 銀貨低落を繞る諸問題銀貨低落を繞る諸問題銀貨低落を繞る諸問題銀貨低落を繞る諸問題  川合稿 

      昭和11(1936)   22ｐ 

 

      6. 銀貨低落を中心とする海外の論調銀貨低落を中心とする海外の論調銀貨低落を中心とする海外の論調銀貨低落を中心とする海外の論調 

      昭和11(1936)   30ｐ 

 

       8.    重要産業統制法の改正と外地施行問題に重要産業統制法の改正と外地施行問題に重要産業統制法の改正と外地施行問題に重要産業統制法の改正と外地施行問題に    
                                        就て就て就て就て  高橋稿 

      昭和11(1936)   36ｐ 

 

      12.    北支政治経済の展望北支政治経済の展望北支政治経済の展望北支政治経済の展望  川合稿 

      昭和11(1936)   121ｐ 

 

      25. 工業金融の現状と其の対策工業金融の現状と其の対策工業金融の現状と其の対策工業金融の現状と其の対策  高橋稿 

      昭和11(1936)   115ｐ 

 

      26. 蒙古地名辞典蒙古地名辞典蒙古地名辞典蒙古地名辞典  谷田部時次編 

      昭和11(1936)   92ｐ 

 

30. 満州国に於ける股満州国に於ける股満州国に於ける股満州国に於ける股    有限公司一覧表有限公司一覧表有限公司一覧表有限公司一覧表 

自大同元年6月15日至康徳3年6月20日 

昭和11(1936)   12ｐ 

 

   31. 朝鮮景気の根底と其の持続性朝鮮景気の根底と其の持続性朝鮮景気の根底と其の持続性朝鮮景気の根底と其の持続性  高橋稿 

      昭和11(1936)   70ｐ 

 

      37. 北支経済開発に関する資料北支経済開発に関する資料北支経済開発に関する資料北支経済開発に関する資料    
                          有馬観調査 

      昭和11(1936)   88ｐ 

 

      40. 支那幣制改革後に於ける外国為替に就て支那幣制改革後に於ける外国為替に就て支那幣制改革後に於ける外国為替に就て支那幣制改革後に於ける外国為替に就て    
                           服部岱三稿 

      昭和11(1936)   25ｐ 

 

      42. 支那抗日運動の分析支那抗日運動の分析支那抗日運動の分析支那抗日運動の分析 

      昭和11(1936)   76ｐ 

 

    昭和12年度調査 

    1.    蒙古事情寸解蒙古事情寸解蒙古事情寸解蒙古事情寸解  谷田部時次調査 



 

   185 
 

      昭和12(1937)   13ｐ 

 

       3. 獨逸に於ける商工並に不動産金融に就て獨逸に於ける商工並に不動産金融に就て獨逸に於ける商工並に不動産金融に就て獨逸に於ける商工並に不動産金融に就て    
                           平井稿 

      昭和12(1937)   51ｐ 

 

      11.    朝鮮に於ける工産品の需給と其の将来朝鮮に於ける工産品の需給と其の将来朝鮮に於ける工産品の需給と其の将来朝鮮に於ける工産品の需給と其の将来    
                          平井稿 

      昭和12(1937)   88ｐ 

 

      18.    朝鮮対滿洲貿易の推移と其の将来朝鮮対滿洲貿易の推移と其の将来朝鮮対滿洲貿易の推移と其の将来朝鮮対滿洲貿易の推移と其の将来    
                          尹稿 

      昭和12(1937)   80ｐ 

 

  朝鮮ニ於ケル代朝鮮ニ於ケル代朝鮮ニ於ケル代朝鮮ニ於ケル代用品一覧表用品一覧表用品一覧表用品一覧表 

   昭和13(1938)   5ｐ 

 

  朝鮮の円域貿易に就て朝鮮の円域貿易に就て朝鮮の円域貿易に就て朝鮮の円域貿易に就て  川合著 

   昭和15(1940)   76ｐ 

 

  朝鮮の対支貿易に就て朝鮮の対支貿易に就て朝鮮の対支貿易に就て朝鮮の対支貿易に就て  川合,相川著 

   昭和14(1939)   51ｐ 

 

  法幣を繞る支那経済の動向法幣を繞る支那経済の動向法幣を繞る支那経済の動向法幣を繞る支那経済の動向        川合彰武著 

   昭和14(1939)   108ｐ 

 

  刊行物目録刊行物目録刊行物目録刊行物目録 自昭和 6年 1月至昭和11年 6月 

   昭和11(1936)   22ｐ 

 

  廣州湾（佛國租借地）事情廣州湾（佛國租借地）事情廣州湾（佛國租借地）事情廣州湾（佛國租借地）事情    
             陳玉潜報告 山本訳 

   昭和14(1939)   11ｐ 

 

  滿洲國の関滿洲國の関滿洲國の関滿洲國の関税改正と朝鮮の対滿貿易に就て税改正と朝鮮の対滿貿易に就て税改正と朝鮮の対滿貿易に就て税改正と朝鮮の対滿貿易に就て    
         尹稿 

   昭和13(1938)   30ｐ 

 

  日本海ル－トの現状とその将来日本海ル－トの現状とその将来日本海ル－トの現状とその将来日本海ル－トの現状とその将来  相川稿 

   昭和15(1940)   35ｐ 

 

  昭和昭和昭和昭和14141414年工産額を中心とする朝鮮工業概観年工産額を中心とする朝鮮工業概観年工産額を中心とする朝鮮工業概観年工産額を中心とする朝鮮工業概観  
     川合彰武著 

   昭和16(1941)   35ｐ 

 

    朝鮮銀行東京業務部朝鮮銀行東京業務部朝鮮銀行東京業務部朝鮮銀行東京業務部 

  労農露國の営業税と営業時間労農露國の営業税と営業時間労農露國の営業税と営業時間労農露國の営業税と営業時間 

   大正13(1924)   32ｐ 

    
    朝鮮銀行東京総裁席外国為替課朝鮮銀行東京総裁席外国為替課朝鮮銀行東京総裁席外国為替課朝鮮銀行東京総裁席外国為替課                                                                                                                                                                                 
  天津に於け天津に於け天津に於け天津に於ける金融機関に就てる金融機関に就てる金融機関に就てる金融機関に就て 

    昭和10(1935)   66ｐ 

 

 

朝朝朝朝    鮮鮮鮮鮮    殖殖殖殖    産産産産    銀銀銀銀    行行行行 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

    朝鮮殖産銀行朝鮮殖産銀行朝鮮殖産銀行朝鮮殖産銀行 

  朝鮮殖産銀行概覧朝鮮殖産銀行概覧朝鮮殖産銀行概覧朝鮮殖産銀行概覧      昭和3年版-昭和4年版 

   昭和3(1928)-昭和4(1929)   2冊 

 

  全鮮全鮮全鮮全鮮 田売買価格及収益調田売買価格及収益調田売買価格及収益調田売買価格及収益調    
       第5回,第7回-第14回,第16回 

   昭和9(1934)-昭和18(1943)   10冊 

 

        朝鮮殖産銀行調査部朝鮮殖産銀行調査部朝鮮殖産銀行調査部朝鮮殖産銀行調査部                                                                                                                                                                                
  朝鮮事業成績朝鮮事業成績朝鮮事業成績朝鮮事業成績 附:分析比率 
    昭和14年-昭和17年 

   昭和16(1941)-昭和18(1943)    10冊 

 

  朝鮮会社事業成績調朝鮮会社事業成績調朝鮮会社事業成績調朝鮮会社事業成績調    
       昭和9年下半期-昭和13年下半期 

   昭和10(1935)-昭和14(1939)    9冊 

 

  不動産抵当個人間貸借金利調不動産抵当個人間貸借金利調不動産抵当個人間貸借金利調不動産抵当個人間貸借金利調    
       第1回-第3回,第5回-第12回,第15回 

   昭和4(1929)-昭和18(1943)   12冊 

   
殖殖殖殖銀調査月報銀調査月報銀調査月報銀調査月報    
    → 和雑誌の項を見よ 
 
朝鮮殖産銀行調査課朝鮮殖産銀行調査課朝鮮殖産銀行調査課朝鮮殖産銀行調査課                                                                                                                                                                                

  朝鮮金融事情概観朝鮮金融事情概観朝鮮金融事情概観朝鮮金融事情概観    
       昭和2年上半期-昭和18年上半期 

   昭和2(1927)-昭和18(1943)   32冊 

 

単単単単    行行行行    書書書書    ････    叢叢叢叢    書書書書 
 

    朝鮮殖産銀行朝鮮殖産銀行朝鮮殖産銀行朝鮮殖産銀行 

  朝鮮殖産銀行二十年志朝鮮殖産銀行二十年志朝鮮殖産銀行二十年志朝鮮殖産銀行二十年志  本田秀夫編 

   昭和13(1938)  292,115ｐ 
 

  朝鮮殖産銀行と朝鮮の産業朝鮮殖産銀行と朝鮮の産業朝鮮殖産銀行と朝鮮の産業朝鮮殖産銀行と朝鮮の産業 

   大正13(1924)    72ｐ  

 

        朝鮮殖産銀行調査課朝鮮殖産銀行調査課朝鮮殖産銀行調査課朝鮮殖産銀行調査課                                                                                                                                                                                
  米國聯邦農業貸付法及同改正法米國聯邦農業貸付法及同改正法米國聯邦農業貸付法及同改正法米國聯邦農業貸付法及同改正法 

   大正9(1920)   61ｐ 

 

   調査資料索引調査資料索引調査資料索引調査資料索引 

   昭和3(1928)  470ｐ 

 

    朝鮮に於ける工業会社の資本構成調査朝鮮に於ける工業会社の資本構成調査朝鮮に於ける工業会社の資本構成調査朝鮮に於ける工業会社の資本構成調査 

     昭和10(1935)  176ｐ 

 

    朝鮮の金融朝鮮の金融朝鮮の金融朝鮮の金融 

     昭和7(1932)  145ｐ 

 

   朝鮮商品誌朝鮮商品誌朝鮮商品誌朝鮮商品誌 

     第 1篇 朝鮮ノ米朝鮮ノ米朝鮮ノ米朝鮮ノ米    第2版 

      大正13(1924)  110ｐ 
       〔第4版:昭和3(1928)  189ｐ〕 

 

     第 3篇 朝鮮ノ朝鮮ノ朝鮮ノ朝鮮ノ棉花棉花棉花棉花  

      大正13(1924)  79ｐ 
       〔第3版:昭和9(1934)  126ｐ〕 
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第 4篇 朝鮮ノ明太朝鮮ノ明太朝鮮ノ明太朝鮮ノ明太 

      大正14(1925)  54ｐ 

 

     第 5篇 朝鮮ノ木材朝鮮ノ木材朝鮮ノ木材朝鮮ノ木材 

      大正14(1925)  99ｐ 

 

     第 6篇 朝鮮ノ繭朝鮮ノ繭朝鮮ノ繭朝鮮ノ繭    第 2版 

      昭和4(1929)  107ｐ 

 

   牛皮ニ対スル金融ニ就テ牛皮ニ対スル金融ニ就テ牛皮ニ対スル金融ニ就テ牛皮ニ対スル金融ニ就テ 

     昭和8(1933)  42ｐ 

 

      開城ノ時辺ニ就テ開城ノ時辺ニ就テ開城ノ時辺ニ就テ開城ノ時辺ニ就テ 

     昭和4(1929)  29ｐ 

 

 

咸咸咸咸        鏡鏡鏡鏡        北北北北        道道道道 
 

 

清清清清    津津津津  府府府府 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

        清津商工会議所清津商工会議所清津商工会議所清津商工会議所 
   清津商工案内清津商工案内清津商工案内清津商工案内 
    昭和11(1936)   86,22,26ｐ 
    〔附:清津商工人名録 48ｐ〕 
 

清津經濟月報清津經濟月報清津經濟月報清津經濟月報    
 → 和雑誌の項を見よ 

 

単単単単    行行行行    書書書書 

 

清津商工会議所清津商工会議所清津商工会議所清津商工会議所    
清津商工会議所史清津商工会議所史清津商工会議所史清津商工会議所史    
昭和19(1944)   5,10,433ｐ 

 

 

咸咸咸咸        鏡鏡鏡鏡        南南南南        道道道道 
 

 

元元元元    山山山山 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物    
 
        元山商業会議所元山商業会議所元山商業会議所元山商業会議所 
   統計年報統計年報統計年報統計年報   大正13年 
    大正14(1925)   141ｐ 
 

 

平平平平        安安安安        北北北北        道道道道 
 

 

新新新新    義義義義    州州州州 府府府府 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物    
 

    新義州税関新義州税関新義州税関新義州税関 
  新義州税関貿易要覧新義州税関貿易要覧新義州税関貿易要覧新義州税関貿易要覧      昭和14年 
   昭和15(1940)  275ｐ 
 

 

平平平平        安安安安        南南南南        道道道道 
 

 

鎭鎭鎭鎭    南南南南    浦浦浦浦  府府府府 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

        鎭南浦商業会議所鎭南浦商業会議所鎭南浦商業会議所鎭南浦商業会議所 

   鎭南浦貿易統計鎭南浦貿易統計鎭南浦貿易統計鎭南浦貿易統計   昭和3年,昭和5年-昭和6年 

    昭和4(1929)-昭和6(1931)   2冊 
    〔昭和5年以降:鎭南浦商工会議所, 
    昭和5年:鎭南浦商工会議所時報第76号〕 

 

  鎭南浦港貿易概況鎭南浦港貿易概況鎭南浦港貿易概況鎭南浦港貿易概況   昭和11年 

   昭和12(1937)  80ｐ 

 

   鎭南浦港鎭南浦港鎭南浦港鎭南浦港貿易概況統計貿易概況統計貿易概況統計貿易概況統計         昭和7年 

    昭和7(1932)    22ｐ 

 

   鎭南浦港貿易統計要覧鎭南浦港貿易統計要覧鎭南浦港貿易統計要覧鎭南浦港貿易統計要覧      昭和9年 

    昭和9(1934)   28ｐ 

    
鎭南浦商業会議所時報鎭南浦商業会議所時報鎭南浦商業会議所時報鎭南浦商業会議所時報    
    →和雑誌の項を見よ 
 

   鎭南浦統計年報鎭南浦統計年報鎭南浦統計年報鎭南浦統計年報   昭和11年版 

    昭和11(1936)  126ｐ 

 

単単単単    行行行行    書書書書 
 

        鎭南浦商業会議所鎭南浦商業会議所鎭南浦商業会議所鎭南浦商業会議所 

   鎭南浦に於ける米と大豆鎭南浦に於ける米と大豆鎭南浦に於ける米と大豆鎭南浦に於ける米と大豆 

    昭和3(1928)  29,11ｐ 

 

   鎭南浦を中心とせる冬期の大同江鎭南浦を中心とせる冬期の大同江鎭南浦を中心とせる冬期の大同江鎭南浦を中心とせる冬期の大同江 

    昭和5(1930)   41ｐ 

 

   鎭南浦苹果の状況鎭南浦苹果の状況鎭南浦苹果の状況鎭南浦苹果の状況 

    昭和4(1929)   24ｐ 

 

   黄海道信川黄海道信川黄海道信川黄海道信川,,,,猪島間鉄道速成理由書猪島間鉄道速成理由書猪島間鉄道速成理由書猪島間鉄道速成理由書 

    大正15(1926)   12ｐ 

 

        鎭南浦商工会議所鎭南浦商工会議所鎭南浦商工会議所鎭南浦商工会議所 

      鎭南浦鎭南浦鎭南浦鎭南浦   附:商工人名録 

    昭和8(1933)    66,35ｐ 図 

 

   鎭南浦港湾設備概要鎭南浦港湾設備概要鎭南浦港湾設備概要鎭南浦港湾設備概要 

    〔昭和10(1935)〕   1枚 
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   時時時時    報報報報 

    76. 鎭南浦貿易統計鎭南浦貿易統計鎭南浦貿易統計鎭南浦貿易統計      昭和5年 

      昭和5(1930)    16ｐ 

 

     85. 米の鎭南浦米の鎭南浦米の鎭南浦米の鎭南浦 

      昭和9(1934)    29ｐ  

 

 

京京京京        畿畿畿畿        道道道道 
 

 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
    
        京畿道穀物叺検査所京畿道穀物叺検査所京畿道穀物叺検査所京畿道穀物叺検査所 
   検査の概要検査の概要検査の概要検査の概要    
       第8号(昭和3年度)-第9号(昭和4年度) 
    昭和4(1929)-昭和5(1930)    2冊 
 

   生産年度による穀物叺検査成績生産年度による穀物叺検査成績生産年度による穀物叺検査成績生産年度による穀物叺検査成績    
       自昭和2年10月至昭和3年9月 

    昭和4(1929)    42ｐ 
 
叢叢叢叢        書書書書 
 

        京畿道穀物叺検査所京畿道穀物叺検査所京畿道穀物叺検査所京畿道穀物叺検査所 

   京穀パンフレット京穀パンフレット京穀パンフレット京穀パンフレット 

    第 2号 仁川白米仁川白米仁川白米仁川白米  第2版 

     昭和3(1928)    27ｐ 

 

    第 6号 長湍大豆長湍大豆長湍大豆長湍大豆 

     昭和4(1929)    64ｐ 

 

    第 7号 京畿の多摩錦京畿の多摩錦京畿の多摩錦京畿の多摩錦 

     昭和4(1929)    31ｐ 

 

 

開開開開        城城城城   府府府府 
 

単単単単    行行行行    書書書書 
 

開城商工会議所開城商工会議所開城商工会議所開城商工会議所 

開城の商工開城の商工開城の商工開城の商工 附:商工名録 

    昭和8(1933)    75ｐ 図 

 

 

京京京京            城城城城            府府府府 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

京城府京城府京城府京城府 

物品販売業調査物品販売業調査物品販売業調査物品販売業調査  昭和15年5月1日調査 

      昭和16(1941)    135p 
 

   京城府産業要覧京城府産業要覧京城府産業要覧京城府産業要覧      昭和5年版,昭和15年版 

    昭和6(1931)-昭和16(1941)    2冊 
    
  京城彙報京城彙報京城彙報京城彙報    

    → 和雑誌の項を見よ 
 

京城府立職業紹介所京城府立職業紹介所京城府立職業紹介所京城府立職業紹介所 

石炭煉炭石炭煉炭石炭煉炭石炭煉炭((((附骸炭附骸炭附骸炭附骸炭))))の需給状況の需給状況の需給状況の需給状況   昭和5年中 

    昭和6(1931)    42ｐ 

 

京城日報社京城日報社京城日報社京城日報社,,,,毎日申報社毎日申報社毎日申報社毎日申報社 

朝鮮年鑑朝鮮年鑑朝鮮年鑑朝鮮年鑑   昭和9年-昭和10年 

    昭和8(1933)-昭和9(1934)    2冊 

    
京城商業会議所京城商業会議所京城商業会議所京城商業会議所    
朝鮮経済雑誌朝鮮経済雑誌朝鮮経済雑誌朝鮮経済雑誌    

            → 和雑誌の項を見よ 
    
京城商業会議所月報朝鮮経済雑誌京城商業会議所月報朝鮮経済雑誌京城商業会議所月報朝鮮経済雑誌京城商業会議所月報朝鮮経済雑誌    

            → 和雑誌の項を見よ 
 

  京城商業会議所統計年報京城商業会議所統計年報京城商業会議所統計年報京城商業会議所統計年報    
       昭和2年,昭和4年-昭和5年,昭和14年-昭和15年 

   昭和3(1928)-昭和16(1941)    5冊 
    〔昭和5年以降:京城商工会議所〕 

   

  京城商工会議所京城商工会議所京城商工会議所京城商工会議所    
   京城商工会議所経済月報京城商工会議所経済月報京城商工会議所経済月報京城商工会議所経済月報    
    →和雑誌の項を見よ 
      
単単単単    行行行行    書書書書    ・・・・    叢叢叢叢    書書書書 
 

        朝鮮経済研究所朝鮮経済研究所朝鮮経済研究所朝鮮経済研究所 

   京城府内中小商工業実態調査報告京城府内中小商工業実態調査報告京城府内中小商工業実態調査報告京城府内中小商工業実態調査報告    
             第1分冊:転廃業問題に就いて 

    昭和17(1942)    172ｐ 

 

        朝鮮金融組合連合会朝鮮金融組合連合会朝鮮金融組合連合会朝鮮金融組合連合会 

   朝鮮の金融組合朝鮮の金融組合朝鮮の金融組合朝鮮の金融組合   昭和13年版 

    昭和13(1938)    22ｐ 

 

        京城府京城府京城府京城府 

   穀類及穀粉類穀類及穀粉類穀類及穀粉類穀類及穀粉類,,,,蔬菜及果物ノ取引ニ関スル調査蔬菜及果物ノ取引ニ関スル調査蔬菜及果物ノ取引ニ関スル調査蔬菜及果物ノ取引ニ関スル調査 

    昭和10(1935)    109ｐ 

 

   精米工業精米工業精米工業精米工業,,,,ゴム工業ニ関スル調査ゴム工業ニ関スル調査ゴム工業ニ関スル調査ゴム工業ニ関スル調査 

    昭和10(1935)    101ｐ 

 

  京城府立職業紹介所京城府立職業紹介所京城府立職業紹介所京城府立職業紹介所 

    少年職業指導について少年職業指導について少年職業指導について少年職業指導について 

     〔昭和7(1932)〕    17p 
      [京城彙報第126号附録] 
 

京城商工会議所京城商工会議所京城商工会議所京城商工会議所 

朝鮮工業基本調査概要朝鮮工業基本調査概要朝鮮工業基本調査概要朝鮮工業基本調査概要    
             附:京城並に附近工業の現在及将来に就て 

    昭和9(1934)   244ｐ 

 

   朝鮮に於ける朝鮮に於ける朝鮮に於ける朝鮮に於ける((((主として京城を中心としたる主として京城を中心としたる主として京城を中心としたる主として京城を中心としたる))))物物物物    
                    資配給統制機構資配給統制機構資配給統制機構資配給統制機構 

    昭和17(1942)   160ｐ 
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   朝鮮主朝鮮主朝鮮主朝鮮主要会社表要会社表要会社表要会社表 

    昭和17(1942)   40ｐ 

 

   滿洲國の経済事情に就て滿洲國の経済事情に就て滿洲國の経済事情に就て滿洲國の経済事情に就て    併せて鮮滿経済提携併せて鮮滿経済提携併せて鮮滿経済提携併せて鮮滿経済提携    
                    の将来考察の将来考察の将来考察の将来考察  賀田直治談 

    昭和8(1933)   24ｐ 

 

   最近の南方関係図書目録最近の南方関係図書目録最近の南方関係図書目録最近の南方関係図書目録 

    昭和17(1942)   71ｐ 

 

京城商工会議所調査課京城商工会議所調査課京城商工会議所調査課京城商工会議所調査課                                                                                                                                                                                                                                         
   調査資料調査資料調査資料調査資料 

    7.  朝鮮に於ける中小工業金融の現況朝鮮に於ける中小工業金融の現況朝鮮に於ける中小工業金融の現況朝鮮に於ける中小工業金融の現況    
                                    京城府内工業者金融状況調査報告京城府内工業者金融状況調査報告京城府内工業者金融状況調査報告京城府内工業者金融状況調査報告 

       昭和18(1934)  56ｐ 

 

 

仁仁仁仁        川川川川        府府府府 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

 仁川商業会議所仁川商業会議所仁川商業会議所仁川商業会議所 

  仁川ニ於ケル生産工業仁川ニ於ケル生産工業仁川ニ於ケル生産工業仁川ニ於ケル生産工業 

   大正14(1925)    34p 
 

        仁川商工会議所仁川商工会議所仁川商工会議所仁川商工会議所    
        仁川商工会議所月報仁川商工会議所月報仁川商工会議所月報仁川商工会議所月報    
            → 和雑誌の項を見よ 
 

   仁川商工会議所統計年報仁川商工会議所統計年報仁川商工会議所統計年報仁川商工会議所統計年報    
       昭和4･5･6年,昭和9年-昭和11年 

    昭和7(1932)-昭和13(1938)   4冊 

 

単単単単    行行行行    書書書書 
 

        仁川商業会議所仁川商業会議所仁川商業会議所仁川商業会議所 

   仁川ニ於ケル生産工業仁川ニ於ケル生産工業仁川ニ於ケル生産工業仁川ニ於ケル生産工業 

    昭和3(1298)   33ｐ 

 

 

慶慶慶慶        尚尚尚尚        北北北北        道道道道 
 

 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

        慶尚北道穀物検査所慶尚北道穀物検査所慶尚北道穀物検査所慶尚北道穀物検査所 

      慶尚北道穀物検査所報告慶尚北道穀物検査所報告慶尚北道穀物検査所報告慶尚北道穀物検査所報告    
       第9報(昭和3年度)-第10報(昭和4年度) 
    昭和4(1929)-昭和5(1930)    2冊 

 

      穀物検査統計年報穀物検査統計年報穀物検査統計年報穀物検査統計年報   第11報(昭和5年度産) 
    昭和6(1931)   54ｐ 

 

 

大大大大            邱邱邱邱        府府府府 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 

            
    大邱米穀取引所大邱米穀取引所大邱米穀取引所大邱米穀取引所    
        大邱米穀取引所月報大邱米穀取引所月報大邱米穀取引所月報大邱米穀取引所月報    
            → 和雑誌の項を見よ 
  
大邱穀物商組合大邱穀物商組合大邱穀物商組合大邱穀物商組合    
    大邱穀物商組合月報大邱穀物商組合月報大邱穀物商組合月報大邱穀物商組合月報    
        → 和雑誌の項を見よ 
 

単単単単    行行行行    書書書書     
 

        大邱商業大邱商業大邱商業大邱商業会議所会議所会議所会議所 

   大邱大邱大邱大邱 

    昭和3(1928)   41,76ｐ 地図 

 

  大丘穀物商組合大丘穀物商組合大丘穀物商組合大丘穀物商組合 

    米価対策遣された諸問題米価対策遣された諸問題米価対策遣された諸問題米価対策遣された諸問題    濱崎喜三郎 

昭和6(1931)    25p 
 

    等外米の移出解禁と玄米の重量取引に就て等外米の移出解禁と玄米の重量取引に就て等外米の移出解禁と玄米の重量取引に就て等外米の移出解禁と玄米の重量取引に就て    
               濱崎喜三郎  
      昭和6(1931)    17p 
 

 

慶慶慶慶        尚尚尚尚        南南南南        道道道道 
 

 

釜釜釜釜        山山山山        府府府府 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

        釜山府釜山府釜山府釜山府 

   釜山の産業釜山の産業釜山の産業釜山の産業   昭和15年 

     昭和15(1940)   183ｐ 

 

        釜山商業会議所釜山商業会議所釜山商業会議所釜山商業会議所 

   釜山港経済統計要覧釜山港経済統計要覧釜山港経済統計要覧釜山港経済統計要覧    
   大正13年,大正15年-昭和4年 

    大正14(1925)-昭和4(1929)   6冊 

 

      会員名簿会員名簿会員名簿会員名簿   大正15年 

     大正15(1926)   94ｐ 

 

        釜山商工会議所釜山商工会議所釜山商工会議所釜山商工会議所 

      釜山商工案内釜山商工案内釜山商工案内釜山商工案内      昭和7年,昭和9年-昭和10年 

    昭和7(1932)-昭和10(1935)   3冊 

 

   釜山商工人名録釜山商工人名録釜山商工人名録釜山商工人名録   昭和11年 

     昭和11(1936)   104ｐ 

 

   釜山商工会議所月報釜山商工会議所月報釜山商工会議所月報釜山商工会議所月報    
            → 和雑誌の項を見よ 
 

釜山商工会議所統計年報釜山商工会議所統計年報釜山商工会議所統計年報釜山商工会議所統計年報    
       昭和6年-昭和11年,昭和13年,昭和15年 

    昭和6(1931)-昭和16(1941)   8冊 
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        釜山税関釜山税関釜山税関釜山税関 

    釜山港貿易概覧釜山港貿易概覧釜山港貿易概覧釜山港貿易概覧    
          昭和6年,昭和8年-昭和14年 

    昭和7(1932)-昭和15(1940)   9冊 

 

単単単単    行行行行    書書書書 
 

        釜山商業会議所釜山商業会議所釜山商業会議所釜山商業会議所 

   南支南洋を巡る南支南洋を巡る南支南洋を巡る南支南洋を巡る 

    昭和9(1934)    84ｐ 
     [釜山商工会議所月報第115号附録]  
 

      濟州島とその経済濟州島とその経済濟州島とその経済濟州島とその経済 上田耕一郎著 

    昭和5(1930)    67ｐ 地図 

 

        釜山優良製品協会釜山優良製品協会釜山優良製品協会釜山優良製品協会 
      釜山優良製品協会案内釜山優良製品協会案内釜山優良製品協会案内釜山優良製品協会案内 

    昭和10(1935)    29ｐ 
 
 

全全全全        羅羅羅羅        北北北北        道道道道 
 

 

郡郡郡郡        山山山山        府府府府 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

        郡山商業会議所郡山商業会議所郡山商業会議所郡山商業会議所 

   郡山商業会議所統計年報郡山商業会議所統計年報郡山商業会議所統計年報郡山商業会議所統計年報    
       大正15年,昭和2年,昭和8年-昭和12年 

    昭和2(1927)-昭和13(1938)    7冊 
    〔昭和8年以降:郡山商工会議所〕 

 

郡山商工会議所郡山商工会議所郡山商工会議所郡山商工会議所    
郡山商工会議所月報郡山商工会議所月報郡山商工会議所月報郡山商工会議所月報    
    → 和雑誌の項を見よ 
 
 

全全全全        羅羅羅羅        南南南南        道道道道 
 

 

木木木木        浦浦浦浦        府府府府 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

        木浦商業会議所木浦商業会議所木浦商業会議所木浦商業会議所 
   木浦商業会議所統計年報木浦商業会議所統計年報木浦商業会議所統計年報木浦商業会議所統計年報      大正13年-昭和11年 
    大正14(1925)-昭和12(1937)    13冊 
 
木浦商工会議所木浦商工会議所木浦商工会議所木浦商工会議所    
    木浦商工会議所月報木浦商工会議所月報木浦商工会議所月報木浦商工会議所月報    
        → 和雑誌の項を見よ 

 

 

そそそそ    のののの    他他他他    諸諸諸諸    機機機機    関関関関    
        
    全国経済調査機関連合会朝鮮支部全国経済調査機関連合会朝鮮支部全国経済調査機関連合会朝鮮支部全国経済調査機関連合会朝鮮支部    
        朝鮮経済年報朝鮮経済年報朝鮮経済年報朝鮮経済年報    
   → 和雑誌の項を見よ 
  
 朝鮮鉱業会朝鮮鉱業会朝鮮鉱業会朝鮮鉱業会    
        朝鮮鉱業会誌朝鮮鉱業会誌朝鮮鉱業会誌朝鮮鉱業会誌 
   → 和雑誌の項を見よ 
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台台台台        湾湾湾湾        関関関関        係係係係    
    
    

臺臺臺臺    灣灣灣灣    総総総総    督督督督    府府府府 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

    臺灣総督府臺灣総督府臺灣総督府臺灣総督府 

  臺灣現勢要覧臺灣現勢要覧臺灣現勢要覧臺灣現勢要覧    
       大正14年-昭和3年,昭和6年,昭和8年 

   大正14(1925)-昭和8(1933)   6冊 

 

    臺灣事情臺灣事情臺灣事情臺灣事情     大正12年-昭和4年,昭和6年- 
                 昭和7年,昭和9年,昭和11年 

    大正12(1923)-昭和11(1936)  11冊 

 

   臺灣産業組合要覧臺灣産業組合要覧臺灣産業組合要覧臺灣産業組合要覧    
          第16次-第17次,第19次-第21次 

    昭和4(1929)-昭和9(1934)   5冊 

 

        臺灣総督府米穀局臺灣総督府米穀局臺灣総督府米穀局臺灣総督府米穀局                                                                                                                                                                                                                                         
         臺灣農業倉臺灣農業倉臺灣農業倉臺灣農業倉庫事業成績統計庫事業成績統計庫事業成績統計庫事業成績統計  昭和14年度 

    昭和16(1941)  95ｐ 

 

  臺灣総督府茶検査所臺灣総督府茶検査所臺灣総督府茶検査所臺灣総督府茶検査所                                                                                                                                                                                                                                 
   臺灣総督府茶検査所第三年報臺灣総督府茶検査所第三年報臺灣総督府茶検査所第三年報臺灣総督府茶検査所第三年報  大正14年 
    大正15(1926)  91ｐ 
    
臺灣総督府官房調査課臺灣総督府官房調査課臺灣総督府官房調査課臺灣総督府官房調査課    
    内外情報内外情報内外情報内外情報    
        → 和雑誌の項を見よ 
 
臺灣総督府官房外事課臺灣総督府官房外事課臺灣総督府官房外事課臺灣総督府官房外事課    
    南支那及南洋情報南支那及南洋情報南支那及南洋情報南支那及南洋情報    
  → 和雑誌の項を見よ 
    
南支南洋南支南洋南支南洋南支南洋    

  → 和雑誌の項を見よ 
     

  臺灣総督府肥料検査所臺灣総督府肥料検査所臺灣総督府肥料検査所臺灣総督府肥料検査所                                                                                                                                                                                                                         
   肥料要覧肥料要覧肥料要覧肥料要覧      昭和6年-昭和17年 

    昭和8(1933)-昭和18(1943)  12冊 

 

  臺灣総督府殖産局臺灣総督府殖産局臺灣総督府殖産局臺灣総督府殖産局                                                                                                                                                                                                                                         
         本島耕地自小作別面積調査本島耕地自小作別面積調査本島耕地自小作別面積調査本島耕地自小作別面積調査     昭和5年4月現在 

    昭和6(1933)  15ｐ 

 

   主要青果物統計主要青果物統計主要青果物統計主要青果物統計  昭和5年-昭和6年 

     昭和6(1931)-昭和7(1932)   2冊 

 
   臺灣茶業一班臺灣茶業一班臺灣茶業一班臺灣茶業一班 

    昭和5(1930)  89ｐ 

 

   臺灣の農業臺灣の農業臺灣の農業臺灣の農業     昭和13年度 

    昭和13(1938)  203ｐ 
 

        臺灣総督府殖産局農務課臺灣総督府殖産局農務課臺灣総督府殖産局農務課臺灣総督府殖産局農務課                                                                                                                                                                                                                 

         臺灣農業発達の趨勢臺灣農業発達の趨勢臺灣農業発達の趨勢臺灣農業発達の趨勢 

    昭和5(1930)   96ｐ 
 
   臺灣農業年報臺灣農業年報臺灣農業年報臺灣農業年報     昭和5年-昭和16年 

      昭和5(1930)-昭和17(1942)   12冊 

 

  臺灣総督府殖産局林務課臺灣総督府殖産局林務課臺灣総督府殖産局林務課臺灣総督府殖産局林務課                                                                                                                                                                        
            臺灣林業統計臺灣林業統計臺灣林業統計臺灣林業統計  大正12年 

    大正13(1924)    133ｐ 

 

  臺灣総督府殖産局商工課臺灣総督府殖産局商工課臺灣総督府殖産局商工課臺灣総督府殖産局商工課                                                                                                                                                                        
             臺灣米穀要覧臺灣米穀要覧臺灣米穀要覧臺灣米穀要覧   昭和9年-昭和12年 

    昭和9(1934)-昭和12(1937)   4冊 
     〔昭和12年:殖産局米穀課〕 

 

      臺灣商工統計臺灣商工統計臺灣商工統計臺灣商工統計    
     第7次:昭和2年,第11次:昭和6年- 
     第18次:昭和13年 

      昭和4(1929)-昭和15(1940)    9冊 

 

  臺灣総督府殖産局特産課臺灣総督府殖産局特産課臺灣総督府殖産局特産課臺灣総督府殖産局特産課                                                                                                                                                                        
             臺灣茶業統計臺灣茶業統計臺灣茶業統計臺灣茶業統計     昭和3年 

    昭和4(1929)    60ｐ 

 

  臺灣糖業統計臺灣糖業統計臺灣糖業統計臺灣糖業統計   
     第13次:大正14年,第15次:昭和2年, 
     第19次:昭和6年-第20次:昭和7年 

    大正14(1925)-昭和7(1932)    4冊 

 

  臺灣総督府総督官房調査課臺灣総督府総督官房調査課臺灣総督府総督官房調査課臺灣総督府総督官房調査課                                                                                                                                                                
         臺灣現住人口統計臺灣現住人口統計臺灣現住人口統計臺灣現住人口統計  昭和5年-昭和6年 

    昭和6(1931)-昭和7(1932)   2冊 
 

       臺灣人口動態統計臺灣人口動態統計臺灣人口動態統計臺灣人口動態統計    
      大正12年-昭和5年:昭和15年-昭和17年 

    大正14(1925)-昭和18(1943)   11冊 
    〔昭和15年-昭和16年:企画部:昭和17年:総務 
       局〕 

 

      臺灣人口動態統計臺灣人口動態統計臺灣人口動態統計臺灣人口動態統計    記述編記述編記述編記述編    
       昭和11年-昭和17年 

    昭和14(1925)-昭和18(1943)   7冊 
    〔昭和12年:統計課,昭和13年-昭和16年:企画 
       部,昭和17年:総務局〕 

 

   臺灣総督府統計書臺灣総督府統計書臺灣総督府統計書臺灣総督府統計書    
          第27次(大正12年)-第34次(昭和5年),第36次 
     (昭和7年)-第37次(昭和8年) 
    大正14(1925)-昭和10(1935)   10冊   

 

   臺灣統計摘要臺灣統計摘要臺灣統計摘要臺灣統計摘要    
          第23次(昭和2年)-第24次(昭和3年),第27次(昭 
     和6年)-第30次(昭和9年) 
      昭和3(1928)-昭和10(1935)  6冊 
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  臺灣総督府総督官房外事課臺灣総督府総督官房外事課臺灣総督府総督官房外事課臺灣総督府総督官房外事課    
             南洋年鑑南洋年鑑南洋年鑑南洋年鑑  第3回版 

    昭和12(1927)    1707ｐ 

 

  臺灣総督府財務局臺灣総督府財務局臺灣総督府財務局臺灣総督府財務局    税務課税務課税務課税務課                                                                                                                                                                                                             
         臺灣対滿關支貿易期表臺灣対滿關支貿易期表臺灣対滿關支貿易期表臺灣対滿關支貿易期表 

    昭和15年 1月- 6月 

    昭和15年 1月- 9月 

    昭和15(1940)    2冊 

 

   臺灣対南支南洋貿易表臺灣対南支南洋貿易表臺灣対南支南洋貿易表臺灣対南支南洋貿易表    附附附附::::中支中支中支中支,,,,北支北支北支北支,,,,滿洲國滿洲國滿洲國滿洲國,,,,    
                    關東州關東州關東州關東州 

    昭和10年自 1月至 3月累計 

    昭和10年自 1月至 6月累計 

    昭和10年自 1月至 9月累計 

    昭和10年分 

    昭和11年自 1月至 3月累計 

    昭和11年自 1月至 6月累計 

    昭和11年自 1月至 9月累計 

    昭和11年分 

    昭和12年自 1月至 3月累計 

    昭和12年自 1月至 3月累計 

    昭和12年自 1月至 9月累計 

    昭和12年分 

    昭和13年自 1月至 3月累計 

    昭和13年自 1月至 9月累計 

    昭和13年分 

    昭和14年自 1月至 3月 

    昭和14年自 1月至 9月 

    昭和14年分 

    昭和15年自 1月至 3月 

    昭和10(1935)-昭和15(1940)    19冊 
      [｢臺灣対中華民國,滿洲國,香港及南洋貿易一 
        覧｣の改題] 
 

  臺灣総督府税関臺灣総督府税関臺灣総督府税関臺灣総督府税関                                                                                                                                                                                                                                                 
         臺灣貿易概表臺灣貿易概表臺灣貿易概表臺灣貿易概表     大正14年,昭和9年 

    大正14(1925)-昭和9(1934)    2枚 
    [昭和9年:財務局] 
 

   臺灣貿易概覧臺灣貿易概覧臺灣貿易概覧臺灣貿易概覧      大正12年,大正14年-昭和2年 

    大正14(1925)-昭和3(1928)  2冊 

 

    臺灣貿易年表臺灣貿易年表臺灣貿易年表臺灣貿易年表    
      大正12年-昭和6年,昭和8年-昭和9年,昭和11年 
     -昭和14年 

    大正14(1925)-昭和15(1940)    13冊 
    [昭和8年以降:財務局税務課] 
 

   臺灣対中華民國、香港及南洋貿易一覧臺灣対中華民國、香港及南洋貿易一覧臺灣対中華民國、香港及南洋貿易一覧臺灣対中華民國、香港及南洋貿易一覧 

    昭和 6年 3月迄分及前年対照 

    昭和 6年 3月迄分及前年対照 

    昭和 6年 9月迄分及前年対照 

    昭和 6年分及前年対照 

    昭和 7年 3月分及前年対照 

    昭和 7年 6月分旧前年対照 

    昭和6(1931)-昭和7(1932)    6冊 

    [｢臺灣対中華民國,滿洲國,香港及南洋貿易一 
        覧｣と改題] 
 

   臺灣対中華民國臺灣対中華民國臺灣対中華民國臺灣対中華民國,,,,滿洲國滿洲國滿洲國滿洲國,,,,香港及南洋貿易一覧香港及南洋貿易一覧香港及南洋貿易一覧香港及南洋貿易一覧 

    昭和 7年 9月分及前年対照 

    昭和 7年分及前年対照 

    昭和 8年 3月分及前年対照 

    昭和 8年 6月迄分及前年対照 

    昭和 8年 8月迄分及前年対照 

    昭和 9年 6月迄分及前年対照 

    昭和 9年 9月迄分及前年対照 

    昭和 9年12月迄分及前年対照 

    昭和7(1932)-昭和10(1935)    8冊 
  [｢臺灣対中華民國,香港及南洋貿易一覧｣の改 
      題] 
 
    臺灣対支那、香港及南洋方面貿易一覧臺灣対支那、香港及南洋方面貿易一覧臺灣対支那、香港及南洋方面貿易一覧臺灣対支那、香港及南洋方面貿易一覧 

    昭和 5年 9月迄分及前年対照 

    昭和 5年分及前年対照 

    〔昭和5(1930)〕-〔昭和6(1931)〕  2枚 

 

国国国国    勢勢勢勢    調調調調    査査査査 
 

  臺灣総督府官房臨臺灣総督府官房臨臺灣総督府官房臨臺灣総督府官房臨時国勢調査部時国勢調査部時国勢調査部時国勢調査部 

   大正１４年国勢調査結果表大正１４年国勢調査結果表大正１４年国勢調査結果表大正１４年国勢調査結果表    
       大正14年10月 1日施行 

    昭和2(1927)    1175ｐ 

 

単単単単    行行行行    書書書書    ････    叢叢叢叢    書書書書 
 

  臺灣総督府臺灣総督府臺灣総督府臺灣総督府 

   最近の臺灣最近の臺灣最近の臺灣最近の臺灣    始政３０年記念始政３０年記念始政３０年記念始政３０年記念 

    大正14(1925)   34ｐ 

 

  臺灣総督府国民精神研修所臺灣総督府国民精神研修所臺灣総督府国民精神研修所臺灣総督府国民精神研修所                                                                                                                                                                
    国民精神研修叢書国民精神研修叢書国民精神研修叢書国民精神研修叢書 

             第 3輯 錬成の道錬成の道錬成の道錬成の道----皇民錬成の指導について皇民錬成の指導について皇民錬成の指導について皇民錬成の指導について----    
        昭和17(1942)    32ｐ   

 

  臺灣総督府民政部文書課臺灣総督府民政部文書課臺灣総督府民政部文書課臺灣総督府民政部文書課                                                                                                                                                                        
          爪哇ト和蘭爪哇ト和蘭爪哇ト和蘭爪哇ト和蘭 

    大正元(1926)    339ｐ 

 

  臺灣総督府熱帯産業調査会臺灣総督府熱帯産業調査会臺灣総督府熱帯産業調査会臺灣総督府熱帯産業調査会                                                                                                                                                                
         熱帯産業調査会叢書熱帯産業調査会叢書熱帯産業調査会叢書熱帯産業調査会叢書 

     1. 海南島志海南島志海南島志海南島志   陳銘枢編 
          井出季和太調査 

      昭和11(1936)    410ｐ 

 

      2.    南洋瞥南洋瞥南洋瞥南洋瞥見見見見   玉手亮一著 

        昭和12(1937)   93ｐ 

 

      3.    香港経済調査委員報告書香港経済調査委員報告書香港経済調査委員報告書香港経済調査委員報告書 

        昭和12(1937)   86ｐ 

 

      6. 福州攷福州攷福州攷福州攷      野上英一著 

      昭和12(1937)   243ｐ 

 



 

   192 
 

  臺灣総督府殖産局臺灣総督府殖産局臺灣総督府殖産局臺灣総督府殖産局                                                                                                                                                                                                                                         
         林業要覧林業要覧林業要覧林業要覧 

     大正10(1921)   156ｐ 
 

    臺灣の養豚と豚肉加工業臺灣の養豚と豚肉加工業臺灣の養豚と豚肉加工業臺灣の養豚と豚肉加工業 

    昭和3(1928)    67ｐ 

 

   農業基本調査書農業基本調査書農業基本調査書農業基本調査書 

     11. 主要農産物経済調査主要農産物経済調査主要農産物経済調査主要農産物経済調査    其ノ 1 水稲 
           大正14年第2期作 

        昭和2(1927)   282ｐ 

 

     12. 主要農産物経済調査主要農産物経済調査主要農産物経済調査主要農産物経済調査 其ノ 2 苧麻 

        昭和2(1927)   33ｐ 

 

     13. 主要農産物経済調査主要農産物経済調査主要農産物経済調査主要農産物経済調査    其ノ 3 水稲 
         大正15年第1期作 

        昭和2(1927)   212ｐ 

 

     14. 主要農産物経済調査主要農産物経済調査主要農産物経済調査主要農産物経済調査 其ノ 4 甘藷 
           大正15年作 

        昭和2(1927)   65ｐ 

 

     20. 主要農産物経済調査主要農産物経済調査主要農産物経済調査主要農産物経済調査 其ノ10 茶 
           自大正15年夏茶至昭和2年春茶 

         昭和4(1929)   115ｐ 

 

     21.    主要農産物経済調査主要農産物経済調査主要農産物経済調査主要農産物経済調査 其ノ11 養豚 
           自昭和元年至昭和2年 

       昭和4(1929)   105ｐ 

 

    22. 主要農産物経済調査主要農産物経済調査主要農産物経済調査主要農産物経済調査    其ノ12 甘蔗 
           大正15年-昭和2年期 

       昭和4(1929)   158ｐ 

 

    23. 主要農産物経済調査主要農産物経済調査主要農産物経済調査主要農産物経済調査    其ノ13  甘蔗 
           昭和2年-3年期 

       昭和4(1929)   158ｐ 

 

    24. 主要農産物経済調査主要農産物経済調査主要農産物経済調査主要農産物経済調査    其ノ14 バナナ 
           自大正14年至昭和4年 

       昭和4(1929)   178ｐ 
 

    25. 耕地賃貸経済調査耕地賃貸経済調査耕地賃貸経済調査耕地賃貸経済調査    
                                        其ノ 1 両期作田、単期作田 

      昭和5(1930)    604ｐ 

 

     26. 耕地賃貸経済調査耕地賃貸経済調査耕地賃貸経済調査耕地賃貸経済調査    其ノ 2 普通畑茶園 

       昭和5(1930)   502ｐ 

 

     27. 米生産費調査米生産費調査米生産費調査米生産費調査    其ノ 1 昭和5年第2期作 

       昭和6(1931)   64ｐ 

 

    28.    米生産費調査米生産費調査米生産費調査米生産費調査 其ノ 2 昭和6年第1期作 

         昭和7(1932)   34ｐ 
 

     31.    耕地分配並ニ経営調査耕地分配並ニ経営調査耕地分配並ニ経営調査耕地分配並ニ経営調査 

       昭和9(1934)   65ｐ 

 

     33. 農業金融調査農業金融調査農業金融調査農業金融調査  昭和8年11月15日現在 

       昭和10(1935)   353ｐ 

 

  東部臺灣開発研究資料東部臺灣開発研究資料東部臺灣開発研究資料東部臺灣開発研究資料 

    1. 珈琲珈琲珈琲珈琲   桜井芳次郎著 

      昭和4(1929)   162ｐ 

 

 臺灣総督府殖産局特産課臺灣総督府殖産局特産課臺灣総督府殖産局特産課臺灣総督府殖産局特産課                                                                                                                                                                        
         内地主要産地に於ける柑橘調査内地主要産地に於ける柑橘調査内地主要産地に於ける柑橘調査内地主要産地に於ける柑橘調査 

   昭和2(1927)   195ｐ 

 

  鳳梨鳳梨鳳梨鳳梨 

   昭和6(1931)    318ｐ 

 

    海南島海南島海南島海南島 

昭和14(1939)    578,62p 
 

 臺灣総督府総督官房調査課臺灣総督府総督官房調査課臺灣総督府総督官房調査課臺灣総督府総督官房調査課                                                                                                                                                                
         南支那及南洋調査書南支那及南洋調査書南支那及南洋調査書南支那及南洋調査書 

    46. セレベス事情セレベス事情セレベス事情セレベス事情   永野光,柱本瑞俊調査 

       大正10(1921)    106ｐ  

 

      63. 香港の港勢と貿易香港の港勢と貿易香港の港勢と貿易香港の港勢と貿易   井出季和太調査 

       大正11(1922)    313ｐ 
 

     85. 支邦産業の現況支邦産業の現況支邦産業の現況支邦産業の現況 第 3巻 

        大正13(1924)   249ｐ 
          [農商公報,新聞報,申報及び上海週報の 
           抄訳第68輯の続篇] 
 

     86. 蘭領東印度諸島に関する地質学的研究の蘭領東印度諸島に関する地質学的研究の蘭領東印度諸島に関する地質学的研究の蘭領東印度諸島に関する地質学的研究の    
                                            沿革沿革沿革沿革     エル･ルテン､ファン･エス著 

        大正13(1924)  57ｐ 
          原書名：L.Rutten,L.van 
                  Es:KoninklijkeAkademie van  
                  Wetenschappened.: Geology.  
                  Amsterdam,1923.[第87輯の序 
                  論]  

 

    87. 蘭領東印度諸島西半分に関す蘭領東印度諸島西半分に関す蘭領東印度諸島西半分に関す蘭領東印度諸島西半分に関する地質学的る地質学的る地質学的る地質学的    
                                            研究研究研究研究 

       大正13(1924)  278ｐ 
          原書名：De Tektonitk van de Westelijke 
                  Hellf van den Oost-Indischen 
                  Archipel.[蘭領東印度鉱務局年 
                  報(1917)中に記載] 
 

     88. 雲南省事情雲南省事情雲南省事情雲南省事情    其 1   糟谷謙二調査 

       大正13(1924)   179ｐ 

 

     89.    雲南省事情雲南省事情雲南省事情雲南省事情 其 2   糟谷謙二調査 

        大正13(1924)   206ｐ 

 

     90.    雲南省事情雲南省事情雲南省事情雲南省事情    其 3   糟谷謙二調査 

       大正13(1924)   158ｐ 

 

      91. 英領印度現行統治組識英領印度現行統治組識英領印度現行統治組識英領印度現行統治組識    



 

   193 
 

                                        附:南洋各植民地立法制度 
         ホーン講述 

          大正11(1922)   273,83ｐ 
          原書名:E.A.Horne:The Political system 
                 of Britisch India. 
 

     93. 蘭領東印度に於けるカカオの栽培蘭領東印度に於けるカカオの栽培蘭領東印度に於けるカカオの栽培蘭領東印度に於けるカカオの栽培    
                            ヴェー・ループケ著 

       大正14(1925)   211ｐ 
          原書名:Cacao,1919.  [植民地農業叢書]    

 

     94. 支那の漁業支那の漁業支那の漁業支那の漁業 

        大正14(1925)   56ｐ 
        [申報の記事訳出] 
 

     95.    蘭領東印度の茶業蘭領東印度の茶業蘭領東印度の茶業蘭領東印度の茶業   田辺一郎調査 

        大正14(1925)   132ｐ 

 

     96.    英帝國領土内に於けるバナナの生産状況英帝國領土内に於けるバナナの生産状況英帝國領土内に於けるバナナの生産状況英帝國領土内に於けるバナナの生産状況 

        大正14(1925) 53ｐ 
          原書名:The Banana and its cultivation, 
              with special reference to the 
         British Empire. Report 
         (Imperial Institute). 
 

     97. 比律賓統計要覧比律賓統計要覧比律賓統計要覧比律賓統計要覧   1923年 

       大正14(1925)   322ｐ 
          原書名:Statistical Bulletin of the  
                 Philippine Islands.1923. 
 

      98. 西貢米の調査西貢米の調査西貢米の調査西貢米の調査      高橋惇調査 

       大正14(1925)    243ｐ 

 

     99. パインアップルパインアップルパインアップルパインアップル   桜井芳次郎調査 

       大正14(1925)    444ｐ 

 

     115. マンゴーマンゴーマンゴーマンゴー      Wester著   田中秀夫訳 

       大正15(1926)    117ｐ 
          原書名:P.J.Wester: The Mango. 
                 [比律賓農務資源省調査報告 18] 
 

     116. 支那地質調査報告類集支那地質調査報告類集支那地質調査報告類集支那地質調査報告類集   第2巻 

       大正15(1926)    223ｐ 
          [北京政府農商部,農商公報の地質及び鉱 
           業に関する記事] 
 

     117.    比律賓に於けるカポック事業比律賓に於けるカポック事業比律賓に於けるカポック事業比律賓に於けるカポック事業    
                           セールビー著 

       大正15(1926)    62ｐ 
          原書名:Murad M.Saleeby:The Kapok 
                 Industry.  
          [比律賓農業資源局調査報告 第26輯] 
 

    118.    南洋に於ける邦人の事業南洋に於ける邦人の事業南洋に於ける邦人の事業南洋に於ける邦人の事業      色部米作著 

       大正15(1926)    70ｐ 
 

     119.    印度の幣制改革問題印度の幣制改革問題印度の幣制改革問題印度の幣制改革問題    
         附:印度の棉花及カラチ事情 

       大正15(1926)    113ｐ 
 

    121. 南洋各地邦人栽培企業要覧南洋各地邦人栽培企業要覧南洋各地邦人栽培企業要覧南洋各地邦人栽培企業要覧 

       大正15(1926)    31ｐ 附:地図 
 
 122. 蘭領東印度に於ける各種会社利益配当率蘭領東印度に於ける各種会社利益配当率蘭領東印度に於ける各種会社利益配当率蘭領東印度に於ける各種会社利益配当率    

                                            一覧一覧一覧一覧 

       大正15(1926)    21ｐ 
          [改訂再版:昭和5(1930)  19ｐ] 
 

     123. 南洋各地栽培企業可能性比較一覧南洋各地栽培企業可能性比較一覧南洋各地栽培企業可能性比較一覧南洋各地栽培企業可能性比較一覧 

       大正15(1926)    1枚 

 

     124.    英領馬來に於ける各種会社利益配当率一英領馬來に於ける各種会社利益配当率一英領馬來に於ける各種会社利益配当率一英領馬來に於ける各種会社利益配当率一    
                                            覧覧覧覧 

        大正15(1926)    23ｐ 
          [Share Circulan 1919. (by Fraser ＆ 
           Co.)より作成] 
 

     125.    南支那南支那南支那南支那,,,,佛領印度支那漁業試験報告佛領印度支那漁業試験報告佛領印度支那漁業試験報告佛領印度支那漁業試験報告    
                            大熊保道,青木赳雄報告 

       大正15(1926)   111ｐ 

 

    126.    英領馬來の漁業英領馬來の漁業英領馬來の漁業英領馬來の漁業    
                           David  G. Stead 編   木村友吉訳 

       大正15(1926)   462ｐ 
          原書名：Genaral Report upon the 
                  Fisheries of British Malaya  
                  1923. 
 

     127. 暹羅に於ける各種会社利益配当率一覧暹羅に於ける各種会社利益配当率一覧暹羅に於ける各種会社利益配当率一覧暹羅に於ける各種会社利益配当率一覧 

        大正15(1926)   〔3ｐ〕 

 

    128. 蘭領東印度に於ける外国人の投資蘭領東印度に於ける外国人の投資蘭領東印度に於ける外国人の投資蘭領東印度に於ける外国人の投資 

       大正15(1926)   35ｐ 
       原書名：Mededeelingen der Regeering 
              omtrent Enkele Onderwerpen 
          van Algemeen Belang. 
          [蘭領東印度政府が本国議会に対して提 
      出するKoloniaal Verslag (植民地事情 
      報告)の巻頭報告] 
 

     130. 英領北ボルネオ英領北ボルネオ英領北ボルネオ英領北ボルネオ,,,,タワオ地方に於ける椰タワオ地方に於ける椰タワオ地方に於ける椰タワオ地方に於ける椰    
                                            子栽培業子栽培業子栽培業子栽培業    
          附:企業参考資料及英領ボルネオ労働法 
          鶴仲寿美報告 

       昭和2(1927)   69,35,24ｐ 

 

    131. 支那地質調査報告類集支那地質調査報告類集支那地質調査報告類集支那地質調査報告類集   第3巻 

       昭和2(1927)    110ｐ 
          [北京政府農商部｢農商公報｣の記事の翻 
           訳] 
 

    132. 暹羅研究暹羅研究暹羅研究暹羅研究      第1篇   グレ－ム著 

       昭和2(1927)    174ｐ 
        原書名:W.A.Graham: Siam.(1923) 
 

     134. 支那関税特別会議の経過支那関税特別会議の経過支那関税特別会議の経過支那関税特別会議の経過    



 

   194 
 

                                  井手季和太調査 

       昭和2(1927)    261ｐ 

 

     135. 比律賓に於けるコプラ及ココ椰子油の取比律賓に於けるコプラ及ココ椰子油の取比律賓に於けるコプラ及ココ椰子油の取比律賓に於けるコプラ及ココ椰子油の取    
                                            引引引引 

       昭和2(1927)    279ｐ 
          原書名:Trade in Phillippine Copra and 
                 Coconut oil. Trade Promotion 
                 Series 11. 
 

     136. 新汕頭新汕頭新汕頭新汕頭      内田五郎著 

          昭和2(1927)    48ｐ 

 

    137.    比律賓の米比律賓の米比律賓の米比律賓の米   カムス著 

       昭和2(1927)    133ｐ 
          原書名:Jose S.Camus:Rice in the 
                 Philippine. 
          [比律賓農務富源部農務局彙報 37] 
 

     138.    南支那及南洋の園芸南支那及南洋の園芸南支那及南洋の園芸南支那及南洋の園芸      桜井芳次郎講演 

       昭和2(1927)    85ｐ 

 

    139.    英領馬來事情英領馬來事情英領馬來事情英領馬來事情   ジャ－マン著 

       昭和2(1927)    408ｐ 
          原書名:R.L.German:Handbook to 
                 Britisch Malaya.                               
 
     141.    比律賓に於ける肉製品需給の状況比律賓に於ける肉製品需給の状況比律賓に於ける肉製品需給の状況比律賓に於ける肉製品需給の状況    

飯田吉英調査 

昭和2(1927)    62ｐ 

 

     142.    南支那に於ける養豚業と豚肉加工品需給南支那に於ける養豚業と豚肉加工品需給南支那に於ける養豚業と豚肉加工品需給南支那に於ける養豚業と豚肉加工品需給    
                                            の状況の状況の状況の状況    飯田吉英調査 

      昭和2(1927)    39ｐ 

 

    143.    支那の時局と支那貿易の消長支那の時局と支那貿易の消長支那の時局と支那貿易の消長支那の時局と支那貿易の消長    
井手季和太調査 

      昭和2(1927)    224,5ｐ 
          [170輯の姉妹篇] 
 

    144. 新嘉坡阿片新嘉坡阿片新嘉坡阿片新嘉坡阿片,,,,印度阿片印度阿片印度阿片印度阿片        阿片調査 其１ 
         鎌田正威著 

      昭和3(1928)    265ｐ 

 

    145. 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   桜井芳次郎調査 

      昭和3(1928)    346ｐ 

 

    146. 比律賓比律賓比律賓比律賓,,,,ボルネオ並にセレベス近海に於ボルネオ並にセレベス近海に於ボルネオ並にセレベス近海に於ボルネオ並にセレベス近海に於    
                                            ける漁業試験報告ける漁業試験報告ける漁業試験報告ける漁業試験報告   友安儀一等調査 

      昭和3(1928)    109ｐ 

 

    147. 爪哇ノ糖業政策及糖業機関爪哇ノ糖業政策及糖業機関爪哇ノ糖業政策及糖業機関爪哇ノ糖業政策及糖業機関    
                           土井季太郎著 

      昭和3(1928)  77ｐ 

 

    148. 波斯阿片波斯阿片波斯阿片波斯阿片,,,,土耳古阿片土耳古阿片土耳古阿片土耳古阿片        阿片調査  其2 
         鎌田正威著 

      昭和3(1928)   108ｐ 

 

   149. 支那の国民革命と国民政府支那の国民革命と国民政府支那の国民革命と国民政府支那の国民革命と国民政府 第1編 
         井手季和太調査 

       昭和3(1928)    238ｐ 

 

    150.    サラワク王國邦人企業一覧サラワク王國邦人企業一覧サラワク王國邦人企業一覧サラワク王國邦人企業一覧    
                            1928年1月末現在 

      昭和3(1928)     1枚 

 
    151. サラワク王國在留邦人の状況サラワク王國在留邦人の状況サラワク王國在留邦人の状況サラワク王國在留邦人の状況    
                                 松本辰蔵調査 

      昭和3(1928)   41ｐ 

 

     152. 支那の国民革命と国民政支那の国民革命と国民政支那の国民革命と国民政支那の国民革命と国民政府府府府 第2編 
         井手季和太調査 

       昭和3(1928)    276ｐ 

 

    153. 印度支那の甘蕉印度支那の甘蕉印度支那の甘蕉印度支那の甘蕉    
                              Ch. Crevost, Ch. Lemarie 著 

      昭和3(1928)   35ｐ 
          原書名:Catalogue des Produits de  
                 l'Indochine.1. :Bananiers. 
 

     154. 蘭領印度モロッカス群島近海の鰹漁業並蘭領印度モロッカス群島近海の鰹漁業並蘭領印度モロッカス群島近海の鰹漁業並蘭領印度モロッカス群島近海の鰹漁業並    
                                            に同地方沖繩に同地方沖繩に同地方沖繩に同地方沖繩県漁民の状況県漁民の状況県漁民の状況県漁民の状況  
          江川俊治調査 

      昭和3(1928)    23ｐ 

 

    155. 蘭領東印度立法行政法並選挙法蘭領東印度立法行政法並選挙法蘭領東印度立法行政法並選挙法蘭領東印度立法行政法並選挙法    
                                     附:蘭領印度の政党 

      昭和3(1928)    193ｐ 
          [第1篇:Wet op de staatsinrichting van 
           Ned.Indie,第2編:Volksraaskiesveror- 
           dening,第3編:Kiesordonnanatie- 
           Gemmenteraad. の訳] 
 

     156. ココ椰子ココ椰子ココ椰子ココ椰子      H.C.Sampson 著 

      昭和4(1929)    254ｐ 
          原書名:The Coconut Palm. 
 

     157. 海南島に於ける農産業調査海南島に於ける農産業調査海南島に於ける農産業調査海南島に於ける農産業調査    
                           平間惣三郎著 

      昭和4(1929)    79ｐ 

 

    158. 支那内国関税制度支那内国関税制度支那内国関税制度支那内国関税制度 其1 
         井出季和太著 

      昭和4(1929)    96ｐ 

 

    159. 国策としての南洋移民問題国策としての南洋移民問題国策としての南洋移民問題国策としての南洋移民問題    
                              隈川八郎著 

      昭和4(1929)    11ｐ 

 

    160. 比律賓ダバオ州に於ける邦人産業調査報比律賓ダバオ州に於ける邦人産業調査報比律賓ダバオ州に於ける邦人産業調査報比律賓ダバオ州に於ける邦人産業調査報    
                                            告告告告    
                                            附:同地在住邦人の保険に関する意見書 
       隈川八郎調査 

      昭和4(1929)    21,7,9ｐ 
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    161. 南洋に於ける養蚕業南洋に於ける養蚕業南洋に於ける養蚕業南洋に於ける養蚕業    
                                        附:比律賓ダバオ蚕業調査報告 

      昭和4(1929)    33,60ｐ 

 

    162.    佛領印度支那金融事情佛領印度支那金融事情佛領印度支那金融事情佛領印度支那金融事情    
                           田名瀬勝吉調査 

      昭和4(1929)    48ｐ 

 

    163. 支那最近の工業並に財政支那最近の工業並に財政支那最近の工業並に財政支那最近の工業並に財政 

      昭和4(1929)    288ｐ 
         [中國の内国公債の濫発及外債募集に関 
           する文献を編訳] 
 

     164. 比律賓群島の水産資源比律賓群島の水産資源比律賓群島の水産資源比律賓群島の水産資源    
                              アルバ－ト･ダブリュ－･ヘレ著 

      昭和4(1929)    90ｐ 
          原書名:Albert W.Here:Fichery 
                 Resources of the Philippine 
                 Island, 1927. 
 

     165. 新嘉坡に於ける漁業状況新嘉坡に於ける漁業状況新嘉坡に於ける漁業状況新嘉坡に於ける漁業状況      永福虎調査 

      昭和4(1929)    27ｐ 

 

    166.    馬來半島とスマトラとの栽培企業比較馬來半島とスマトラとの栽培企業比較馬來半島とスマトラとの栽培企業比較馬來半島とスマトラとの栽培企業比較    
                           増淵佐平調査 

      昭和4(1929)    108ｐ 

 

    167. 南洋各地物産南洋各地物産南洋各地物産南洋各地物産,,,,交通交通交通交通,,,,人口地図人口地図人口地図人口地図 

       昭和4(1929)   1枚 

 

    168. 南洋各地邦人栽培企業要覧南洋各地邦人栽培企業要覧南洋各地邦人栽培企業要覧南洋各地邦人栽培企業要覧 

      昭和4(1929)    36ｐ 附:地図 
          [改訂版:昭和5(1930)  52ｐ] 
 
    169. 支那に於ける列強の利権運動支那に於ける列強の利権運動支那に於ける列強の利権運動支那に於ける列強の利権運動    
                           徐之圭著 

      昭和4(1929)    65ｐ 
          原書名:列強在中国之経済侵略 

 

    170. 支那最近の時局と貿易関係支那最近の時局と貿易関係支那最近の時局と貿易関係支那最近の時局と貿易関係    
                              井出季和太著 

        昭和4(1929)   96ｐ 
          [143輯と姉妹篇] 
 

    172. 熱帯地に於ける煙草の栽培法熱帯地に於ける煙草の栽培法熱帯地に於ける煙草の栽培法熱帯地に於ける煙草の栽培法    
                           増淵佐平調査 

      昭和4(1929)   155ｐ 

 

     173. 英領印度英領印度英領印度英領印度,,,,馬來半島及爪哇に於けるマラ馬來半島及爪哇に於けるマラ馬來半島及爪哇に於けるマラ馬來半島及爪哇に於けるマラ    
                                            リア―特に其防遏作業及組織並に研究リア―特に其防遏作業及組織並に研究リア―特に其防遏作業及組織並に研究リア―特に其防遏作業及組織並に研究    
                                            機関機関機関機関   森下薫著 

      昭和4(1929)   87ｐ 

  
    174. 南支那漁業試験報告南支那漁業試験報告南支那漁業試験報告南支那漁業試験報告    
                                     附:漁業資料    大熊保道調査 

      昭和4(1929)    58ｐ 

 

    175.    佛領印度支那国情調査佛領印度支那国情調査佛領印度支那国情調査佛領印度支那国情調査    

                                      第1巻 佛領印度支那統治要覧 
         ド･ガランべ一ル著 

      昭和4(1929)   254ｐ 

 

    176. 支那内国関税制度支那内国関税制度支那内国関税制度支那内国関税制度   其2 
         井出季和太著 

      昭和4(1929)   169ｐ 

 

     177. 蘭領印度の鉄鉱蘭領印度の鉄鉱蘭領印度の鉄鉱蘭領印度の鉄鉱 

      昭和4(1929)    153ｐ 
          原書名:Beschouwing over de Stichting 
                 eener Staalindustrie op Midden 
                 Celebes,1919; Verslagen en 
                 Mededeelingen betreffende  
                 Indische delfs toffen en hare 
                 toepassing; 9 Ijzerertsafzett- 
                 ing in Borneo,1921. 7  
                 Ijzerertsen in Nederlandsch  
                 Indie,1919. 
 
    178. サラワク労働法サラワク労働法サラワク労働法サラワク労働法 

      昭和5(1930)    49,30ｐ 
          原書名:Netherlands Indian Labourer's  
                 Protection. (サラワク官報 
                1927.9.1）；Laboure Protection. 
                （1927.9.10.） 

 

    179. 蘭領東印度群島地質論蘭領東印度群島地質論蘭領東印度群島地質論蘭領東印度群島地質論    
         Ｈ･アルバート･ブラウァー著 
          丹桂之助訳 

      昭和5(1930)    175ｐ 
          原書名：H.Albert Brouwer: The Geology  
                  of Netherlands East Indies. 
 
     180. 支那農民の経済状態支那農民の経済状態支那農民の経済状態支那農民の経済状態 

      昭和5(1930)    87ｐ 
          [東方雑誌第25巻19号，第26巻9号に記載 
           の農民経済に関する記事]  
 

     181.    蘭領印度関税定率法及関係法規蘭領印度関税定率法及関係法規蘭領印度関税定率法及関係法規蘭領印度関税定率法及関係法規 

      昭和5(1930)    74ｐ 
          原書名:Indische Tariefwet. 1925. 
 

     182. 爪哇紅茶の製法爪哇紅茶の製法爪哇紅茶の製法爪哇紅茶の製法      デウイス著 

       昭和5(1930)    110ｐ 
          原書名:J.J.B.Duess: Handleiding voor 
                 de theebereiding. 
 

     183.    蘭領印度の政治並に其批評蘭領印度の政治並に其批評蘭領印度の政治並に其批評蘭領印度の政治並に其批評    
                           ハスケス･ベル著 

      昭和5(1930)    150ｐ 

 

    184.    南支那南支那南支那南支那の開港場の開港場の開港場の開港場    第 1編 
         井出季和太著 

      昭和5(1930)    228ｐ 

 

    185. 日本･臺灣対南洋貿易統計日本･臺灣対南洋貿易統計日本･臺灣対南洋貿易統計日本･臺灣対南洋貿易統計    
                                     附:南洋各国船舶統計   [改訂版] 
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      昭和8(1933)    82ｐ 

 

    191. 比律賓群島に於ける鳳梨事業比律賓群島に於ける鳳梨事業比律賓群島に於ける鳳梨事業比律賓群島に於ける鳳梨事業    
                           岡崎仁平著 

      昭和5(1930)    34ｐ 
 

    192. 支那重要貿易品解説支那重要貿易品解説支那重要貿易品解説支那重要貿易品解説 第2編 
         アーネスト･ウォトスン編   鮫島清訳 

      昭和6(1931)    160ｐ 
          原書名:The Principal Articles of 
                 Chinese Commerce. 1923. 
                 [支那海関統計局出版] 
 

    193. 南洋及印度に於ける養豚業と豚肉加工品南洋及印度に於ける養豚業と豚肉加工品南洋及印度に於ける養豚業と豚肉加工品南洋及印度に於ける養豚業と豚肉加工品    
                                            需給状況需給状況需給状況需給状況       飯田吉英著 

      昭和6(1931)    144ｐ 

 

    194. 蘭領印度行政関係法規及選挙法蘭領印度行政関係法規及選挙法蘭領印度行政関係法規及選挙法蘭領印度行政関係法規及選挙法 

      昭和6(1931)    506ｐ 
          原書名:Regeerings Almanak voor 
                 Nederlandsch-Indie.  所収の 
                 行政及選挙に関する諸法律． 

 

    195. 中華民國茶業史中華民國茶業史中華民國茶業史中華民國茶業史 

      昭和6(1931)    91ｐ 
        原書名:中華民國茶業史上海商業月報 
                  第10巻(4,5,7,8） 

 

     196. 暹羅の森林暹羅の森林暹羅の森林暹羅の森林 

      昭和6(1931)    236ｐ 

 

     197.    佛領植民地佛領植民地佛領植民地佛領植民地の関税政策の関税政策の関税政策の関税政策    
                               Arthur Girault著  
          昭和6(1931)    157p  
          原書名:The Colonial Tariff Policy of 
                 France.  Second Part. 
 

    198. 南支那の開港場南支那の開港場南支那の開港場南支那の開港場    第第第第 2編 
         井出季和太著 

      昭和6(1931)    286ｐ 
 

    199.    比律賓の現状比律賓の現状比律賓の現状比律賓の現状      渡辺薫著 

      昭和6(1931)    383ｐ 

 

    200.    蘭領東印度に於ける土人ゴム栽培蘭領東印度に於ける土人ゴム栽培蘭領東印度に於ける土人ゴム栽培蘭領東印度に於ける土人ゴム栽培    
                            テイラー、スティーヴンス調査 

      昭和6(1931)    100ｐ 
          原書名:V.A.Taylor,John stephens: 
                 Bulletin  1929. 9. 
          [蘭領印度農商工務省の報告9月号] 
 

    203. 蘭領印度に於ける金融状況蘭領印度に於ける金融状況蘭領印度に於ける金融状況蘭領印度に於ける金融状況    
                                        附:英領北ボルネオ金融概況 
         臺灣銀行調査 

      昭和6(1931)   17ｐ 

 

    204. 南支那の開港場南支那の開港場南支那の開港場南支那の開港場 第3編 
         井出季和太著 

      昭和6(1931)   212ｐ 

 

     208. 支那内国関税制度支那内国関税制度支那内国関税制度支那内国関税制度 其3 
         井出季和太著 

      昭和7(1932)   422ｐ 

 

     211. 蘭領印度に於ける欧人農鉱企業蘭領印度に於ける欧人農鉱企業蘭領印度に於ける欧人農鉱企業蘭領印度に於ける欧人農鉱企業 

      昭和8(1933)   114ｐ 

 

    213. 蘭領印度主要租税関係法規蘭領印度主要租税関係法規蘭領印度主要租税関係法規蘭領印度主要租税関係法規 

       昭和8(1933)   163,5ｐ 
          原書名:Regeerings Almanak voor  
                 Nederlandsch-Indie,1933. 
          [蘭領印度政府年鑑 第1巻附録各種現行 
           租税法規中主要なものの訳を官報にも 
           とづき修正] 
 

     217. シサル繊維シサル繊維シサル繊維シサル繊維      スミス著 

      昭和9(1934)   279ｐ 
          原書名:H.Hamel Smith:Sisal,Prodution 
                 and Preparation 1929. 
 

     218. 英領馬來に於けるタピオカ産業英領馬來に於けるタピオカ産業英領馬來に於けるタピオカ産業英領馬來に於けるタピオカ産業    
                               V.R.Greenstreet,J.Lambourne 著 

       昭和9(1934)    98ｐ 
          原書名:Tapioca in Malaya. 
 

     219. カツサバ栽培に関する研究カツサバ栽培に関する研究カツサバ栽培に関する研究カツサバ栽培に関する研究    
                           Ｃ.Ｅ.ファン･デル･サイル著 

       昭和9(1934)   161ｐ 
          原書名:C.E.van der Ziji:Verbetering 
                 der Cassavecultuur door midlel 
                 van Proefrelden. 
 

     220. 海南島奥地旅行報告海南島奥地旅行報告海南島奥地旅行報告海南島奥地旅行報告    
                              エム･ディ一ル報告  

       昭和9(1934)   25ｐ 
          [M.Diehr が Mitt.d.Sem.f.orien. 
           Sprachen. に1908年、報告したものを翻 
           訳] 
 

     221. カサバの栽培及びカサバ粉の製造法カサバの栽培及びカサバ粉の製造法カサバの栽培及びカサバ粉の製造法カサバの栽培及びカサバ粉の製造法  
          Bernegg編 

       昭和9(1934)   56ｐ 
          原書名:Andreas Sprecher von Bernegg 
                 ed.:Tropische und Subtropische 
                 Weltwirtschafts Pflanzen.  
                 vol.1. 
 

     226. 南洋各地統治組織及土民運動南洋各地統治組織及土民運動南洋各地統治組織及土民運動南洋各地統治組織及土民運動        
       昭和10(1935)  223ｐ 

 

     227. 南洋各地邦人栽培企業要覧南洋各地邦人栽培企業要覧南洋各地邦人栽培企業要覧南洋各地邦人栽培企業要覧    
                                     附:南洋邦人,林,鉱,水産業要覧 

       昭和10(1935)  74ｐ 

 

     230. 織物市場としての蘭領印度織物市場としての蘭領印度織物市場としての蘭領印度織物市場としての蘭領印度 第1輯 

       昭和10(1935)  460ｐ 
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     231. 織物市場としての蘭領印度織物市場としての蘭領印度織物市場としての蘭領印度織物市場としての蘭領印度 第2輯 

       昭和11(1936)  191ｐ 

 

     235. 最近に於ける日本経済の動向最近に於ける日本経済の動向最近に於ける日本経済の動向最近に於ける日本経済の動向    
                           高橋亀吉講演 

       昭和12(1937)  53ｐ 

 

     236.    臺灣と南支那臺灣と南支那臺灣と南支那臺灣と南支那 

        昭和12(1937)  182ｐ 

 

     237. 南洋経済地図南洋経済地図南洋経済地図南洋経済地図     

        昭和12(1937)   1枚 

 

     238. 南洋各地邦人企業要覧南洋各地邦人企業要覧南洋各地邦人企業要覧南洋各地邦人企業要覧 

       昭和12(1937)  99ｐ   
 

    [no.226以降:総督官房外事課] 
 

   臺灣総督府財務局臺灣総督府財務局臺灣総督府財務局臺灣総督府財務局                                                                                                                                                                                                                         
   南支南洋の関税と内国税南支南洋の関税と内国税南支南洋の関税と内国税南支南洋の関税と内国税 

     昭和10(1935)  436,91ｐ 

 

   臺灣の貿易臺灣の貿易臺灣の貿易臺灣の貿易 

      昭和10(1935)  158,12ｐ 

 

    臺灣の関税臺灣の関税臺灣の関税臺灣の関税 

      昭和10(1935)  192ｐ 

 

        臺灣総督府財務局税務課臺灣総督府財務局税務課臺灣総督府財務局税務課臺灣総督府財務局税務課                                                                                                                                                                                                             
   臺灣貿易四十年表臺灣貿易四十年表臺灣貿易四十年表臺灣貿易四十年表    自明治29年至昭和10年 

    昭和11(1936)  703ｐ 

 

        臺灣総督府税関臺灣総督府税関臺灣総督府税関臺灣総督府税関                                                                                                                                                                                                                                                 
   臺灣貿易三十年対照臺灣貿易三十年対照臺灣貿易三十年対照臺灣貿易三十年対照表表表表 自明治29年至大正14年  

    昭和2(1927)  641ｐ 

 

 

臺臺臺臺    灣灣灣灣    銀銀銀銀    行行行行 
    
逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

臺灣銀行調査課臺灣銀行調査課臺灣銀行調査課臺灣銀行調査課    
    臺灣金融経済月報臺灣金融経済月報臺灣金融経済月報臺灣金融経済月報    
        → 和雑誌の項を見よ 
 

単単単単    行行行行    書書書書    ････    叢叢叢叢    書書書書 
 

臺灣銀行総務部調査課臺灣銀行総務部調査課臺灣銀行総務部調査課臺灣銀行総務部調査課                                                                                                                                                                                                         
  南洋華僑ト金融機関南洋華僑ト金融機関南洋華僑ト金融機関南洋華僑ト金融機関 附:南洋事情小観 
   大正6(1917)    66ｐ 
 

  南洋ニ於ケル華僑南洋ニ於ケル華僑南洋ニ於ケル華僑南洋ニ於ケル華僑((((支那移住民支那移住民支那移住民支那移住民))))    
                附:為替関係     斉藤完治調査  
     大正3(1914)  172ｐ                                         
 
  臺灣の魚臺灣の魚臺灣の魚臺灣の魚 ((((養魚養魚養魚養魚))))に就てに就てに就てに就て    

   田里維章,志摩源三報告 

   大正15(1926)   78ｐ 

 

    臺灣銀行臺北調査部臺灣銀行臺北調査部臺灣銀行臺北調査部臺灣銀行臺北調査部                                                                                                                                                                                        
  濠洲聯邦の産業概要濠洲聯邦の産業概要濠洲聯邦の産業概要濠洲聯邦の産業概要      築山俊昭調査 

   昭和17(1942)  580ｐ 

 

   比島糖業調査報告比島糖業調査報告比島糖業調査報告比島糖業調査報告((((比島糖業審査会比島糖業審査会比島糖業審査会比島糖業審査会)))) 
   昭和19(1944)  108ｐ 

 

    新新新新西蘭の経済概況西蘭の経済概況西蘭の経済概況西蘭の経済概況         
     昭和17(1942)  72ｐ   
 

        臺灣銀行臺北頭取席調査課臺灣銀行臺北頭取席調査課臺灣銀行臺北頭取席調査課臺灣銀行臺北頭取席調査課                                                                                                                                                                
  蘭領印度貨幣制度及発券銀行蘭領印度貨幣制度及発券銀行蘭領印度貨幣制度及発券銀行蘭領印度貨幣制度及発券銀行    
       フッセリング著    半田積善等訳 

   昭和16(1941)   234ｐ 

 

    臺灣銀行東京調査部臺灣銀行東京調査部臺灣銀行東京調査部臺灣銀行東京調査部                                                                                                                                                                                        
  大東亜共栄圏ニ於ケル古々椰子生産物大東亜共栄圏ニ於ケル古々椰子生産物大東亜共栄圏ニ於ケル古々椰子生産物大東亜共栄圏ニ於ケル古々椰子生産物    
          芦谷憲二調査 

   昭和18(1943)   172ｐ 

 

     ソロモン群島の一般事情ソロモン群島の一般事情ソロモン群島の一般事情ソロモン群島の一般事情   芦谷憲二調査 

   昭和17(1942)   27ｐ 

 

  スマトラ概観スマトラ概観スマトラ概観スマトラ概観    其 1 一般事情 

   昭和18(1943)   63ｐ 

 

  スマトラ概観スマトラ概観スマトラ概観スマトラ概観 其 2 スマトラの農業 

   昭和18(1943)   150ｐ 

 

  スマトラ概観スマトラ概観スマトラ概観スマトラ概観    
                其 3 スマトラの牧畜業,林業及水産業 

   昭和18(1943)   52ｐ 

 

  スマトラ概観スマトラ概観スマトラ概観スマトラ概観 其 4 スマトラの工業 

   昭和18(1943)   108ｐ 
 

  スマトラ概観スマトラ概観スマトラ概観スマトラ概観    
                其 5 スマトラの工業及交易金融 

   昭和19(1944)   119ｐ 

 

    臺灣銀行東京頭取席調査部臺灣銀行東京頭取席調査部臺灣銀行東京頭取席調査部臺灣銀行東京頭取席調査部                                                                                                                                                                
     濠洲聯邦の金融事情濠洲聯邦の金融事情濠洲聯邦の金融事情濠洲聯邦の金融事情 

   昭和17(1942)   84ｐ 

 

  日印紡績争議ニ就テ日印紡績争議ニ就テ日印紡績争議ニ就テ日印紡績争議ニ就テ   田中行蔵調査 

   昭和元(1926)   141,27ｐ 

 

 

その他の機関その他の機関その他の機関その他の機関 
 

    台湾精糖株式会社東京出張所台湾精糖株式会社東京出張所台湾精糖株式会社東京出張所台湾精糖株式会社東京出張所 

    台湾精糖株式会社史台湾精糖株式会社史台湾精糖株式会社史台湾精糖株式会社史 

      昭和14(1939)    461p 
 

  臺灣拓殖株式臺灣拓殖株式臺灣拓殖株式臺灣拓殖株式会社文書課会社文書課会社文書課会社文書課 
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  臺灣拓殖株式会社事業概観臺灣拓殖株式会社事業概観臺灣拓殖株式会社事業概観臺灣拓殖株式会社事業概観 

   昭和15(1940)    170ｐ  地図 
      [別冊:海南島篇] 
 

 臺灣拓殖株式会社調査課臺灣拓殖株式会社調査課臺灣拓殖株式会社調査課臺灣拓殖株式会社調査課 

  臺調資臺調資臺調資臺調資 

   A 第九号 蘭印経済論叢蘭印経済論叢蘭印経済論叢蘭印経済論叢 

    昭和16(1941)    72ｐ 

 

  高雄州商工奨励館高雄州商工奨励館高雄州商工奨励館高雄州商工奨励館 

   調査資料調査資料調査資料調査資料 

    第 1輯 比律賓経済事情比律賓経済事情比律賓経済事情比律賓経済事情 

     昭和12(1937)   275ｐ         
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旧旧旧旧        満満満満        州州州州        関関関関        係（係（係（係（    含含含含    むむむむ    関関関関    東東東東    州州州州    ））））    
    
    

南南南南    滿滿滿滿    洲洲洲洲    鉄鉄鉄鉄    道道道道    株株株株    式式式式    会会会会    社社社社 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
    
        滿洲グ滿洲グ滿洲グ滿洲グラフラフラフラフ    
            → 和雑誌の項を見よ 
 
   滿洲経済統計月報滿洲経済統計月報滿洲経済統計月報滿洲経済統計月報    
   → 和雑誌の項を見よ 
 
  滿鉄調査月報滿鉄調査月報滿鉄調査月報滿鉄調査月報    
   → 和雑誌の項を見よ 
 
 撫順炭砿撫順炭砿撫順炭砿撫順炭砿 

  炭炭炭炭 読本読本読本読本     昭和11年版 

   昭和12(1937)    16,631p  図 

 

    地方部調査部地方部調査部地方部調査部地方部調査部           
  過去五箇年北支主要商品貿易調査表過去五箇年北支主要商品貿易調査表過去五箇年北支主要商品貿易調査表過去五箇年北支主要商品貿易調査表    
      自昭和8年至昭和12年                  
      昭和15(1940)    320ｐ 
    [滿鉄調査研究資料第 6編,北支調査資料秘第 
       2輯] 
 

    地方部商工課地方部商工課地方部商工課地方部商工課                                                                                                                                                                                                                                         
  滿洲商工事情滿洲商工事情滿洲商工事情滿洲商工事情  昭和8年,昭和10年-昭和11年 
      昭和8(1933)-昭和12(1937)   3冊 
    [昭和11年:産業部商工課 産業紹介資料第4 
       編] 
 

        地方部庶務課地方部庶務課地方部庶務課地方部庶務課                                                                                                                                                                                                                                         
   地方経営梗概地方経営梗概地方経営梗概地方経営梗概  昭和5年度  附:農業施設  

    昭和6(1931)   190,7ｐ 

 

  地方経営統計年報地方経営統計年報地方経営統計年報地方経営統計年報  大正14年度,昭和4年度  

      昭和2(1927)-昭和6(1931)    2冊 
 

  滿鉄沿線諸機関及施設一覧表滿鉄沿線諸機関及施設一覧表滿鉄沿線諸機関及施設一覧表滿鉄沿線諸機関及施設一覧表    
      昭和6年3月末現在 

      昭和6(1931)    1枚 

 

    日･滿･支塩業統計日･滿･支塩業統計日･滿･支塩業統計日･滿･支塩業統計  昭和12年 

      昭和14(1939)   63ｐ 

    
    哈爾濱事務所運輸課哈爾濱事務所運輸課哈爾濱事務所運輸課哈爾濱事務所運輸課 
  東支鉄道年報東支鉄道年報東支鉄道年報東支鉄道年報     1929年版 
   東支鉄道経済調査局編  田村武夫訳 
    昭和4(1929)   156,xviiiｐ 
      原書名:Статистический Ежегодник 
          на   1929г.    [哈運資料] 
 

    北支事務局北支事務局北支事務局北支事務局    
北支経済統計季報北支経済統計季報北支経済統計季報北支経済統計季報    

            → 和雑誌の項を見よ 

    
経済調査会経済調査会経済調査会経済調査会                                                                                                                                                                                                                        

     滿洲貿易詳細統計滿洲貿易詳細統計滿洲貿易詳細統計滿洲貿易詳細統計    
      昭和6年(南滿洲･北滿洲及東滿洲）  

      昭和 7(1932)   51,404ｐ 

 

  滿洲経済年報滿洲経済年報滿洲経済年報滿洲経済年報    
      1933年版,1935年版,昭和12年･上 

      昭和8(1933)-昭和12(1937)     3冊 
    [昭和12年･上:産業部]  

 

    滿洲経済統計年報滿洲経済統計年報滿洲経済統計年報滿洲経済統計年報  昭和9年 

      昭和11(1936)   124ｐ 
 
  滿洲工場名簿滿洲工場名簿滿洲工場名簿滿洲工場名簿    
         昭和8年末現在,昭和9年末現在 

   昭和10(1935)-昭和11(1936)    2冊 
    [關東局司政部殖産課 滿洲國実業部工商司 
       工務科共編,昭和8年末現在:経調資料第77編 
       昭和9年末現在:経調資料第122編] 
 

       滿洲工場統計滿洲工場統計滿洲工場統計滿洲工場統計  昭和8年(Aの1） 

   昭和10(1935)    73ｐ 
      [關東局司政部殖産課 滿洲國実業部工商司 
       工務科共編,経調資料第89編] 
 

    ソウェート聯邦年鑑ソウェート聯邦年鑑ソウェート聯邦年鑑ソウェート聯邦年鑑     1934年版 

   昭和9(1934)    666ｐ  

 

  経済調査会第一部第一班経済調査会第一部第一班経済調査会第一部第一班経済調査会第一部第一班     
        滿洲産業統計滿洲産業統計滿洲産業統計滿洲産業統計  昭和6年 
      昭和8(1933)    194ｐ 
 

  興業部滿蒙資源館興業部滿蒙資源館興業部滿蒙資源館興業部滿蒙資源館 

                滿蒙資源館要覧滿蒙資源館要覧滿蒙資源館要覧滿蒙資源館要覧  昭和4年,昭和7年                      
    昭和4(1929)-昭和7(1932)    2冊 
      [昭和7年:要覧]    
 

        産業部産業部産業部産業部 

     滿洲対北支貿易詳細統計滿洲対北支貿易詳細統計滿洲対北支貿易詳細統計滿洲対北支貿易詳細統計     昭和9年 

      昭和11(1936)     635ｐ 
 

        産業部資料室産業部資料室産業部資料室産業部資料室                                                                                                                                                                                                                
     北支那外国貿易統計年報北支那外国貿易統計年報北支那外国貿易統計年報北支那外国貿易統計年報    
         天津･青島･芝罘･秦王島･龍口･威海衛 

   昭和8年-昭和10年 

    昭和11(1936)-昭和12(1937)    3冊 
      [昭和9年:経済調査会第一部,昭和10年:天津 
       事務所調査課]  
 

上海事務所研究室上海事務所研究室上海事務所研究室上海事務所研究室    
    滿鉄支那月報滿鉄支那月報滿鉄支那月報滿鉄支那月報    
  → 和雑誌の項を見よ 
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        殖産部商工課殖産部商工課殖産部商工課殖産部商工課 

  滿洲商工概覧滿洲商工概覧滿洲商工概覧滿洲商工概覧 

   昭和5(1930)    730ｐ  

 

        総務部調査課総務部調査課総務部調査課総務部調査課 

     滿洲政治経済事情滿洲政治経済事情滿洲政治経済事情滿洲政治経済事情  昭和5年 

      昭和6(1931)    457,36ｐ 

 

        鉄道部鉄道部鉄道部鉄道部 

  特産物及石炭輸送統計特産物及石炭輸送統計特産物及石炭輸送統計特産物及石炭輸送統計  昭和6年度(出回) 
      昭和7(1932)    16ｐ 

 

        鉄道部貨物課鉄道部貨物課鉄道部貨物課鉄道部貨物課                                                                                                                                                                                                                                         
  大連港勢一斑大連港勢一斑大連港勢一斑大連港勢一斑  昭和9年版 

      昭和10(1935)    300ｐ 

 

        鉄道部庶務課鉄道部庶務課鉄道部庶務課鉄道部庶務課                                                                                                                                                                                                                                         
       大連港輸移出統計大連港輸移出統計大連港輸移出統計大連港輸移出統計  昭和6年度(出回） 

   昭和7(1932)    6ｐ    

 

  鉄路総局鉄路総局鉄路総局鉄路総局   
    鉄路総局概要鉄路総局概要鉄路総局概要鉄路総局概要                大同2年 

      大同3(1934)    129p  図  地図 

 

        東亜経済調査局東亜経済調査局東亜経済調査局東亜経済調査局 

      滿洲読本滿洲読本滿洲読本滿洲読本    
      昭和5年版 附:滿洲関係特殊条約抄 

   昭和5(1930)     367,13ｐ 図 地図 

 

  東亜経済調査局事業綱要東亜経済調査局事業綱要東亜経済調査局事業綱要東亜経済調査局事業綱要     昭和4年-昭和6年 

      昭和4(1929)-昭和6(1931)   2冊 

 

単単単単    行行行行    書書書書    ････    叢叢叢叢    書書書書 
 

    地方部大連図書館地方部大連図書館地方部大連図書館地方部大連図書館     

    梅楞章京筆記梅楞章京筆記梅楞章京筆記梅楞章京筆記  丁士源著 

   昭和17(1942)    122ｐ  
 

  南滿洲鉄道株式会社大連図書館和漢図書分類目南滿洲鉄道株式会社大連図書館和漢図書分類目南滿洲鉄道株式会社大連図書館和漢図書分類目南滿洲鉄道株式会社大連図書館和漢図書分類目    
                    録録録録     昭和8年12月31日現在 

      第 7編 産業 交通 通信 

   第 8編 滿洲 蒙古 

   昭和9(1934)-昭和11(1936)    2冊 

 

  南滿洲鉄道株式会社大連図書館和漢図書分類目南滿洲鉄道株式会社大連図書館和漢図書分類目南滿洲鉄道株式会社大連図書館和漢図書分類目南滿洲鉄道株式会社大連図書館和漢図書分類目    
                    録追録録追録録追録録追録 

   第 1編追録  総記（昭和2年4月1日-昭和11 
             年3月31日） 

   第 2編 〃   宗教 哲学 教育（  〃   ） 
   第 3編追録  文学 語学 （  〃   ） 

   第 4編 〃   歴史 伝記 地誌（  〃   ） 
   第 6編 〃   数学 理学 医学 工学 
                   兵事 美術 音楽 演芸 
                   運動  （昭和9年1月1日-昭和 
                        11年3月31日） 

   第 7編 〃   産業 交通 通信（  〃   ） 
   第 8編 〃   滿洲 蒙古（  〃   ） 

   昭和12(1937)-昭和13(1938)   7冊   

 

  南滿洲鉄道株式会社大連図書館増加図書分類目南滿洲鉄道株式会社大連図書館増加図書分類目南滿洲鉄道株式会社大連図書館増加図書分類目南滿洲鉄道株式会社大連図書館増加図書分類目    
                    録録録録     昭和14年度 

      昭和17(1942)   280,65,37,77ｐ 

 

     南滿洲鉄道株式会社各箇所備付定期刊行物総合南滿洲鉄道株式会社各箇所備付定期刊行物総合南滿洲鉄道株式会社各箇所備付定期刊行物総合南滿洲鉄道株式会社各箇所備付定期刊行物総合    
                    目録目録目録目録  昭和元年末日現在 

   昭和2(1927)   92,48ｐ 

 

   [大連図書館所属部局変遷:大正11年-昭和11年 
   地方部,昭和12年-昭和14年 産業部,昭和15年 
    -昭和17年  調査部] 
 

    地方部商工課地方部商工課地方部商工課地方部商工課                                                                                                                                                                                                                
  獨逸と滿洲大豆獨逸と滿洲大豆獨逸と滿洲大豆獨逸と滿洲大豆     永田久次郎調査 

   昭和10(1935)   157ｐ 

 

    倫敦駐在員調査報告倫敦駐在員調査報告倫敦駐在員調査報告倫敦駐在員調査報告 

   其の 2  歐州市場に於ける滿洲大豆の地位歐州市場に於ける滿洲大豆の地位歐州市場に於ける滿洲大豆の地位歐州市場に於ける滿洲大豆の地位    
                     永田久次郎報告 

    昭和11(1936)    86ｐ 

 

        調査部調査部調査部調査部 

     佛領印度支那文献目録佛領印度支那文献目録佛領印度支那文献目録佛領印度支那文献目録  昭和15年7月現在 
      滿鉄大連図書館編 

   昭和16(1941)    41ｐ 
    [｢滿鉄資料彙報」昭和16年7月抜刷] 
 

    北滿に於ける雇農の研究北滿に於ける雇農の研究北滿に於ける雇農の研究北滿に於ける雇農の研究    
             石田精一,藤田繁雄担当 

   昭和17(1942)    281ｐ  

 

       北支棉花総覧北支棉花総覧北支棉花総覧北支棉花総覧    
          田中義英,江上利雄,片山英夫著 

   昭和15(1940)    412ｐ  表 

 

  北支農村概況調査報告―彰徳県第一区宋村及侯北支農村概況調査報告―彰徳県第一区宋村及侯北支農村概況調査報告―彰徳県第一区宋村及侯北支農村概況調査報告―彰徳県第一区宋村及侯    
                    七里店―七里店―七里店―七里店―    
          服部滿江,小島大吉,若林幹司,韓濤, 
       趙光魯調査  服部滿,小島大吉執筆 

   昭和15(1940)    158p  表 

 

    北支那の農業と経済北支那の農業と経済北支那の農業と経済北支那の農業と経済    下巻  小島大吉等著 

   昭和17(1942)   ｐ329ー903 
 

  滿鉄調査研究資料滿鉄調査研究資料滿鉄調査研究資料滿鉄調査研究資料 

   第 9編 支那に於ける聚落支那に於ける聚落支那に於ける聚落支那に於ける聚落((((人口人口人口人口))))分布の研究分布の研究分布の研究分布の研究    
                                                        ----山東省山東省山東省山東省----     増田忠雄,竹下源治 

        昭和15(1940)    34ｐ  地図 

 

   第70編 清代食貨志訳稿清代食貨志訳稿清代食貨志訳稿清代食貨志訳稿 1. 戸口 
              附:清史稿の成立と其の性格 
      天海謙三郎訳 

    昭和18(1943)   50ｐ 
        [附:大谷健夫報告] 
 

  ソ聯研究資料ソ聯研究資料ソ聯研究資料ソ聯研究資料 

   第39号 ソ聯邦の石炭業ソ聯邦の石炭業ソ聯邦の石炭業ソ聯邦の石炭業     緒方惟昭著 
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    昭和14(1939)    52ｐ 

 

    東亜研究叢書東亜研究叢書東亜研究叢書東亜研究叢書 

   第 2巻 中國農村問題中國農村問題中國農村問題中國農村問題    
                     太平洋問題調査会編  杉本俊朗訳 

      昭和15(1940)    332ｐ 地図 

 

      第 3巻    支那の民族産業支那の民族産業支那の民族産業支那の民族産業    
      方顯廷著 平野義太郎編 
       笠原輝次,井上道人,松宮克也,澁谷環樹訳  
        昭和15(1940)    612ｐ 
        原書名:H. D. Fong : Grain Trade and  
               Milling in Tientsin 1934; 
               Tientsin Carpet Industry 1929; 
               Rayon and Cotton Weaving in 
               Tientsin 1930. (Industry Series  
               of the Nankai Institute of  
               Economics,Nankai University,  
               Tientsin, no.1,2, 3, 6) 
 

  調査課調査課調査課調査課 

  北滿洲経済調査資料北滿洲経済調査資料北滿洲経済調査資料北滿洲経済調査資料 

   上篇 農業及貨物集散事情農業及貨物集散事情農業及貨物集散事情農業及貨物集散事情    
                                  井坂秀雄,荘村秀雄調査 
   下篇 一般事情一般事情一般事情一般事情  井坂秀雄,荘村秀雄調査 

    明治43(1910)    312ｐ  地図 

 

    資料彙存資料彙存資料彙存資料彙存 

   第 1号 南滿洲ニ於ケル農法南滿洲ニ於ケル農法南滿洲ニ於ケル農法南滿洲ニ於ケル農法,,,,滿洲ニ於ケル滿洲ニ於ケル滿洲ニ於ケル滿洲ニ於ケル    
                                                            土地区画法土地区画法土地区画法土地区画法  荘村秀雄著 

    滿洲ニ於ケル大豆滿洲ニ於ケル大豆滿洲ニ於ケル大豆滿洲ニ於ケル大豆     野村潔己著 

     本溪県志本溪県志本溪県志本溪県志     安奉鉄道購地第一分局編 

    明治43(1910)    96ｐ  表 

 

      第 3号 營口ノ過炉銀營口ノ過炉銀營口ノ過炉銀營口ノ過炉銀     井坂秀雄調査 

        明治43(1910)    75ｐ 

 

      第 4号 遼河水運遼河水運遼河水運遼河水運     上田賢象調査 

    明治44(1911)    60ｐ  地図 

 

     [改題:第1号は｢東亜関係資料彙存東亜関係資料彙存東亜関係資料彙存東亜関係資料彙存｣,次号から 
      は｢資料彙存｣] 
 

        哈爾濱事務所哈爾濱事務所哈爾濱事務所哈爾濱事務所 

  哈事資料哈事資料哈事資料哈事資料 
   北満及哈爾濱の工業北満及哈爾濱の工業北満及哈爾濱の工業北満及哈爾濱の工業    
                     附:営業別在哈主要工場一覧表 
      スウリン著  資料室訳 
     昭和4(1929)    268,17ｐ 
        原書名:Протыщленностъ Северной  
                            Манъчжурии и Харбина 1928г. 
 

    呼海沿線密山県経済事情呼海沿線密山県経済事情呼海沿線密山県経済事情呼海沿線密山県経済事情    
      門野良造,宮本知行,大薮一一編 

   昭和4(1929)    100ｐ 

 

    哈爾濱事務所時報哈爾濱事務所時報哈爾濱事務所時報哈爾濱事務所時報 

   北滿に於ける獨逸の経済的勢力北滿に於ける獨逸の経済的勢力北滿に於ける獨逸の経済的勢力北滿に於ける獨逸の経済的勢力    

                  森田廣之編 

    昭和5(1930)    52ｐ 

 

      浦潮斯徳港浦潮斯徳港浦潮斯徳港浦潮斯徳港    
              浦潮商工局,烏蘇里鉄道商業部共編 

     昭和5(1930)    128ｐ 

 

        哈爾濱事務所調査課哈爾濱事務所調査課哈爾濱事務所調査課哈爾濱事務所調査課        
       哈調資料哈調資料哈調資料哈調資料 

   第32号 蒙古貿易と東支鉄道蒙古貿易と東支鉄道蒙古貿易と東支鉄道蒙古貿易と東支鉄道    
                                                        附:呼倫貝爾地方に於ける漁業 
      ア･バラノフ発表      弓場盛吉編  

        大正13(1924)    98ｐ 

 

        哈爾濱事務所運輸課哈爾濱事務所運輸課哈爾濱事務所運輸課哈爾濱事務所運輸課                                                                                                                                                                                        
  哈運資料哈運資料哈運資料哈運資料 

   東支鉄道年報東支鉄道年報東支鉄道年報東支鉄道年報     1929年版 
      東支鉄道経済調査局編  田村武夫訳 

    昭和4(1929)    156,xviiiｐ   

 

        哈爾濱事務所北支事務局調査部哈爾濱事務所北支事務局調査部哈爾濱事務所北支事務局調査部哈爾濱事務所北支事務局調査部                                                                                                                                                
     北支調査資料北支調査資料北支調査資料北支調査資料 

   第 2輯 通県棉作試験場試験成績概要通県棉作試験場試験成績概要通県棉作試験場試験成績概要通県棉作試験場試験成績概要    
                  伊東龍雄著 

    昭和13(1938)    82ｐ 地図 

 

      第 3輯 北支農業要覧北支農業要覧北支農業要覧北支農業要覧    
                  調査部農産係,政係著 

    昭和12(1938)    262ｐ 地図  

 

      第 6輯 世界植物油脂経済界に於ける棉実の世界植物油脂経済界に於ける棉実の世界植物油脂経済界に於ける棉実の世界植物油脂経済界に於ける棉実の    
                                                            地位と北支棉実利用問題地位と北支棉実利用問題地位と北支棉実利用問題地位と北支棉実利用問題 

    江上利雄著 

    昭和14(1939)    194ｐ 

 

      第 7輯 青島近郊に於ける農村実態調査報告青島近郊に於ける農村実態調査報告青島近郊に於ける農村実態調査報告青島近郊に於ける農村実態調査報告    
                                                            ----青島特別市李村区西韓哥荘青島特別市李村区西韓哥荘青島特別市李村区西韓哥荘青島特別市李村区西韓哥荘----    
                  福留邦雄等担当 

    昭和14(1939)    132,25ｐ  図表 

 

      第 9輯 北支那三省夏期並冬期作物耕作面積北支那三省夏期並冬期作物耕作面積北支那三省夏期並冬期作物耕作面積北支那三省夏期並冬期作物耕作面積    
                                                            及産量統計表及産量統計表及産量統計表及産量統計表     溝口房雄担当 

     昭和14(1939)   13枚 

 

      第10輯 包頭附近農村実態調査報告包頭附近農村実態調査報告包頭附近農村実態調査報告包頭附近農村実態調査報告    
                                                            ----鐙口郷鐙口村及東富村鐙口郷鐙口村及東富村鐙口郷鐙口村及東富村鐙口郷鐙口村及東富村----    
      長谷川稔著 

        昭和14(1939)    83ｐ 
        [北支農村実態調査報告北支農村実態調査報告北支農村実態調査報告北支農村実態調査報告第5号] 
 

      第11輯 天津為替相場表天津為替相場表天津為替相場表天津為替相場表    
                     茨木潔,長島盛造担当 

      昭和14(1939)    15ｐ   

 

      第12輯 北支主要畜産物輸出入統計表北支主要畜産物輸出入統計表北支主要畜産物輸出入統計表北支主要畜産物輸出入統計表    
                  山下政信担当 

    昭和14(1939)    26ｐ 
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        哈爾濱事務所調査室工業係哈爾濱事務所調査室工業係哈爾濱事務所調査室工業係哈爾濱事務所調査室工業係                                                                                                                                                                                                                 
     北支主要工場一覧表北支主要工場一覧表北支主要工場一覧表北支主要工場一覧表 

   昭和13(1938)   38ｐ 

 

        計画部地質調査所計画部地質調査所計画部地質調査所計画部地質調査所 

  滿洲主要鉱山出産額統計表滿洲主要鉱山出産額統計表滿洲主要鉱山出産額統計表滿洲主要鉱山出産額統計表    
                自昭和元年至昭和8年 

      昭和9(1934)    9ｐ 

 

        経済調査会経済調査会経済調査会経済調査会 

      経経経経調資料調資料調資料調資料 

    第 2編 A 紙幣論紙幣論紙幣論紙幣論  南郷龍音担当 

     昭和7(1932)    30ｐ 

 

      第 3編 B 貨幣相場編貨幣相場編貨幣相場編貨幣相場編  南郷龍音担当 

      昭和7(1932)    50ｐ  

 

      第23編 朝鮮に於ける自動車運送事業につい朝鮮に於ける自動車運送事業につい朝鮮に於ける自動車運送事業につい朝鮮に於ける自動車運送事業につい    
                                                            てててて  上野清編 

     昭和8(1933)    451ｐ 図 地図 

 

      第33編 滿洲に於ける糧桟滿洲に於ける糧桟滿洲に於ける糧桟滿洲に於ける糧桟 再版 
              附:主要各地糧業交易章程 
      齊藤征生担当 

     昭和8(1933)    76,26ｐ 図 

 

      第60編 滿洲交通統計集成滿洲交通統計集成滿洲交通統計集成滿洲交通統計集成    
                  江口康光,松浦満編 

     昭和10(1935)    299ｐ 地図 表 

 

    第73編 支那ボイコットの研究支那ボイコットの研究支那ボイコットの研究支那ボイコットの研究    
                     Dorothy G. Orchard, C. F. Remer著 

     昭和10(1935)    391ｐ 図 
       原書名:China's Use of the Boycott as a 
                Political Weapon, by Dorothy G. 
                Orchard. A Study of Chinese  
                Boycotts,with Special Reference 
                to Their Economic Effectiveness 
                , Baltimore,1933,by C. F. Remer. 
 

      第77編 滿洲工場名簿滿洲工場名簿滿洲工場名簿滿洲工場名簿  昭和8年末現在 
      關東局司政部殖産課 滿洲國実業部工 
         商司工務科 滿鉄経済調査会共編 

       昭和10(1935)    275ｐ 

 

      第89編 滿洲工場統計滿洲工場統計滿洲工場統計滿洲工場統計    (Aの1)   昭和8年 
        關東局司政部殖産課 滿洲國実業部工商司 
         工務科 滿鉄経済調査会共編 

       昭和10(1035)    73ｐ 

 

      第110編  中國大豆生産統計表中國大豆生産統計表中國大豆生産統計表中國大豆生産統計表 昭和6-9年 
      上田仭三著 

     昭和11(1936)    40ｐ 図表22  

 

      第122編  滿洲工場名簿滿洲工場名簿滿洲工場名簿滿洲工場名簿     昭和9年末現在 
        關東局司政部殖産課 滿洲國実業部 臨時 
         産業調査局 滿鉄経済調査会共編 

        昭和11(1936)    293ｐ 

 

      第123編  日滿支に於ける工業製品需給状況日滿支に於ける工業製品需給状況日滿支に於ける工業製品需給状況日滿支に於ける工業製品需給状況    
                                                                    調査調査調査調査 第1巻 
                 附:支那に於ける工業関係諸製 
                     品の対外貿易状況 
      第二部工業班担当 

        昭和11(1936)    616ｐ  図 

 

     興業部中央試験所興業部中央試験所興業部中央試験所興業部中央試験所     
    大豆便覧大豆便覧大豆便覧大豆便覧 

      昭和4(1929)    427p 
 

   業務提要業務提要業務提要業務提要 

    昭和3(1928)    1枚  

 

    業績の大要業績の大要業績の大要業績の大要 改訂第 8版  

      昭和3(1928)    71,20ｐ 図 

 

        興業部商工課興業部商工課興業部商工課興業部商工課                                                                                                                                                                                                                
   滿蒙の産業滿蒙の産業滿蒙の産業滿蒙の産業 

   昭和2(1927)    109ｐ 地図 

 

    滿洲特産物取引指針滿洲特産物取引指針滿洲特産物取引指針滿洲特産物取引指針  中西瀧三郎著 

   大正13(1924)    407p 
      [滿蒙文化協会発行] 
 

        臨時経済調査委員会臨時経済調査委員会臨時経済調査委員会臨時経済調査委員会 

  資料資料資料資料 

   第 1編 滿蒙に於ける荷馬車滿蒙に於ける荷馬車滿蒙に於ける荷馬車滿蒙に於ける荷馬車    
                     住吉平治調査 

    昭和3(1928)    315ｐ  

 

      第 5編    経済上より観たる滿蒙の道路経済上より観たる滿蒙の道路経済上より観たる滿蒙の道路経済上より観たる滿蒙の道路    
                  住吉平治調査 

    昭和4(1929)    710ｐ  

 

      第 9編 在滿法人現状調査要覧在滿法人現状調査要覧在滿法人現状調査要覧在滿法人現状調査要覧    
                     臨時経済調査委員会第4部編  
        昭和4(1929)    80ｐ 

 

      第10編    吉敦沿線水田候補地調査報告書吉敦沿線水田候補地調査報告書吉敦沿線水田候補地調査報告書吉敦沿線水田候補地調査報告書    
                                        附:日本内地,朝鮮,臺灣産米増殖に関す 
              る方策(要約）  峰籏良充等調査 

        昭和4(1929)    241,34ｐ 地図 表 
 

      第13編 吉林省ニ於ケル土地整理ニ関スル法吉林省ニ於ケル土地整理ニ関スル法吉林省ニ於ケル土地整理ニ関スル法吉林省ニ於ケル土地整理ニ関スル法    
                                                            律律律律     板倉眞五調査 

    昭和4(1929)    179ｐ 

 

      第14編 日本内地に於ける家畜資料の需給日本内地に於ける家畜資料の需給日本内地に於ける家畜資料の需給日本内地に於ける家畜資料の需給    
                  佐伯新之等調査 

    昭和4(1929)    261ｐ 

 

      第20編 本邦及朝鮮に於ける無煙炭の需給並本邦及朝鮮に於ける無煙炭の需給並本邦及朝鮮に於ける無煙炭の需給並本邦及朝鮮に於ける無煙炭の需給並    
                                                            滿洲産無煙炭に関する調査滿洲産無煙炭に関する調査滿洲産無煙炭に関する調査滿洲産無煙炭に関する調査 

    藤平田文吉著 

     昭和4(1929)    268ｐ 
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    産業部産業部産業部産業部 

  経済調査会立案調査書目録経済調査会立案調査書目録経済調査会立案調査書目録経済調査会立案調査書目録 

   第 2巻 逐次出版物並叢書目録逐次出版物並叢書目録逐次出版物並叢書目録逐次出版物並叢書目録 

    昭和12(1937)    30, 478ｐ 

 

        産業部資料室産業部資料室産業部資料室産業部資料室                                                                                                                                                                                                                                         
  産業調査資料産業調査資料産業調査資料産業調査資料 

   第 9編 滿洲漢人植民地域滿洲漢人植民地域滿洲漢人植民地域滿洲漢人植民地域  入江久夫著 

    昭和12(1937)    43ｐ 地図 

 

      第16編 營口軍政誌抄營口軍政誌抄營口軍政誌抄營口軍政誌抄  滿鉄營口図書館編 

    昭和12(1937)    511ｐ 

 

        産業部商工課産業部商工課産業部商工課産業部商工課                                                                                                                                                                                                                                         
  産業紹介資料産業紹介資料産業紹介資料産業紹介資料 

   第 4編 滿洲商工事情滿洲商工事情滿洲商工事情滿洲商工事情 昭和11年 
      鄭瑞麟編 

    昭和12(1937)    118ｐ 

 

        産業部東京出張所産業部東京出張所産業部東京出張所産業部東京出張所                                                                                                                                                                                                                         
  フエルト帽体工業ニ関スル一資フエルト帽体工業ニ関スル一資フエルト帽体工業ニ関スル一資フエルト帽体工業ニ関スル一資料料料料    
          市川泰次郎担当 

   昭和12(1937)    23 leaves 
 

    本邦パルプ工業ノ現状ニ関スル一調査本邦パルプ工業ノ現状ニ関スル一調査本邦パルプ工業ノ現状ニ関スル一調査本邦パルプ工業ノ現状ニ関スル一調査(続 1) 
     将来十年間ニ於ケル自給可能量ノ一推定 
      附:各国木材パルプ需給表 
    市川泰次郎担当 

     昭和12(1937)    47 leaves 
 

        上海事務所上海事務所上海事務所上海事務所 

  上海滿鉄時局資料上海滿鉄時局資料上海滿鉄時局資料上海滿鉄時局資料 

   第 1編 中支占領地区農業経済概観中支占領地区農業経済概観中支占領地区農業経済概観中支占領地区農業経済概観    
                  刈屋九太郎担当 

    昭和13(1938)    66ｐ 

 

      第 2編 再建過程の中支那経済再建過程の中支那経済再建過程の中支那経済再建過程の中支那経済    
                  米澤秀夫編 

    昭和13(1938)    66ｐ 

 

    上海事務所調査室上海事務所調査室上海事務所調査室上海事務所調査室     
  極東に於ける獨逸の権益と政策極東に於ける獨逸の権益と政策極東に於ける獨逸の権益と政策極東に於ける獨逸の権益と政策    
             クルト･ブロッホ編  河野新訳 

   昭和15(1940)    112ｐ 
      原書名:Kurt Bloch:German Interests and  
             Policies in the Far East. 
    
        上海事務所研究室上海事務所研究室上海事務所研究室上海事務所研究室                                                                                                                                                                                                                                         
  上海滿鉄調査資料上海滿鉄調査資料上海滿鉄調査資料上海滿鉄調査資料 

   第 6編 浙江財閥浙江財閥浙江財閥浙江財閥     志村悦郎著 

    昭和4(1929)    146ｐ  

 

      第 7編 国民党第三回中央執行委員会国民党第三回中央執行委員会国民党第三回中央執行委員会国民党第三回中央執行委員会    
                                                        第三次全体会議第三次全体会議第三次全体会議第三次全体会議  里見甫訳   

    昭和5(1930)    73ｐ 
        [滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌特刊] 
 

   第 8編 上海に於ける本邦加工綿布業の現況上海に於ける本邦加工綿布業の現況上海に於ける本邦加工綿布業の現況上海に於ける本邦加工綿布業の現況    

                  坂西多郎著 

    昭和5(1930)    73ｐ 
        [滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌特刊] 
 

   第 9編 中國漸進的金本位通貨実施法草案及中國漸進的金本位通貨実施法草案及中國漸進的金本位通貨実施法草案及中國漸進的金本位通貨実施法草案及    
                                                            びその理由報告書びその理由報告書びその理由報告書びその理由報告書    
                  三井雄三郎,和田喜一郎訳 

        昭和5(1930)    193ｐ 
        原書名:Edwin Walter Kemmerer:Project of  
               Law for the Gradual Introduction 
               of a Goldstandard Currency System 
               in China,Together with a Report 
               in Support Thereof.（中華民國国 
               民政府財政専門家委員会より1929 
               年11月11日財政部長に提出） 

            [滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌特刊] 
 

      第10編 中華民國中華民國中華民國中華民國19191919年年年年11111111月月月月1111日より同日より同日より同日より同8888日まで日まで日まで日まで    
                                                            南京に於いて開かれたる全国工商南京に於いて開かれたる全国工商南京に於いて開かれたる全国工商南京に於いて開かれたる全国工商    
                                                                会議会議会議会議         里見甫著 

    昭和5(1930)    60ｐ 
        [滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌特刊] 
 

   第14編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書 第 1輯 豚毛 
      下田有文訳 

    昭和13(1938)    46ｐ 

 

      第15編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書    
                     第 2輯 アンチモニー及びタングステン  
        張家佑著 前島正道,熊谷康訳 

    昭和13(1938)    35,31ｐ 
        原書名:中國 鉱之生産貿易及経営(中國銀 
               行経済研究室中行月刊．民国27年5 
               月号),中國 鉱之検討(中行月刊, 
               民国27年8月号） 

 

      第16編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書    
                     第 3輯 腸(豚,羊,牛） 
      前島正道 中下 訳 

     昭和13(1938)    32ｐ 
        原書名:上海腸衣業(実業部国際貿易局｢国 
               際貿易情報｣ 第1巻第28期,民国25 
               年7月所載） 

 

   第17編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書 第 4輯 禽毛 
      前島正道 熊谷康訳 

    昭和14(1939)    72ｐ 
        原書名:鵝鴨毛絨(実業部国際貿易局｢国際 
               貿易情報｣ 第2巻第19期-第26期,民 
               国26年4月-6月所載） 

 

   第19編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書    第 5輯 錫 
      張家佑著 前島正道 近藤鐘元訳 

        昭和14(1939)    42ｐ 
        原書名:中国錫之概況(｢中國月刊｣民国27年 
               10月所載） 

 

   第20編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書 第 6輯 麻 
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      中下 訳 

    昭和14(1939)    98ｐ 
        原書名:麻(商品叢書之 1)(実業部貿易局, 
               民国26年） 

 

      第21編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書    
                     第 7輯 生皮(水牛,黄牛,山羊)  前島正
道 

    昭和14(1939)    88ｐ 
        原書名:生皮(実業部国際貿易局｢国際貿易 
               情報｣第1巻 第27期-第31期所載よ 
               り編纂） 

 

      第22編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書    
                     第 8輯 卵及び卵製品  熊谷康担当 

    昭和14(1939)   108ｐ  

 

      第24編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書 第 9輯 胡麻 
      熊谷康訳 

    昭和14(1939)    47ｐ 
        原書名:芝麻(実業部国際貿易局｢国際貿易 
               情報｣第1巻 32期-第38期,民国25年 
               10月-11月所載） 

 

      第25編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書    
                     第10輯 米 -無錫米市場を中心として- 
      岸本清三郎,井田三郎訳 

    昭和14(1939)    139ｐ 
      原書名:無錫米市場調査(社会経済調査所 
               ｢社会経済月報｣第3巻第7期,第8期, 
               民国25年7月,8月） 

 

      第26編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書    
                     第11輯 茶 -其の1 徽州茶- 
      天野元之助,今井長二郎 訳 

    昭和14(1939)    139ｐ 
      原書名:屯渓茶業調査｢国際貿易導報｣第9巻 
               第4号 民国26年4月15日,皖浙新案 
               江流域之茶業｢国際貿易導報｣第6巻 
               第7号 民国23年7月10日,上屯渓緑 
               茶産地検験｢国際貿易導報｣第9巻第 
               5号 民国26年5月15日号の抄訳 

 

      第27編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書    
                     第12輯 茶実及び茶油 
      中下 ,近藤鐘元担当 

    昭和14(1939)    28ｐ  

 

      第29編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書 第14輯 葉煙草  
       熊谷康訳 

    昭和14(1939)    118ｐ 統計 

 

    社長室調査課社長室調査課社長室調査課社長室調査課 

     滿鉄調査資料滿鉄調査資料滿鉄調査資料滿鉄調査資料 

   第8編の2 米國の対支通商政策米國の対支通商政策米國の対支通商政策米國の対支通商政策    
                        道正安治郎著 

    大正11(1922)    92ｐ  

 

      第115編 北滿ニ於ケル大豆ト麻袋ノ採算北滿ニ於ケル大豆ト麻袋ノ採算北滿ニ於ケル大豆ト麻袋ノ採算北滿ニ於ケル大豆ト麻袋ノ採算 

    昭和5(1930)    198ｐ  

 

      第120編 滿州に於ける支那銀行の概要滿州に於ける支那銀行の概要滿州に於ける支那銀行の概要滿州に於ける支那銀行の概要    
                  藤井諒著 

    昭和5(1930)    165ｐ 

 

      第142編 大連を中心として観たる銀市場と大連を中心として観たる銀市場と大連を中心として観たる銀市場と大連を中心として観たる銀市場と    
                                                                銀相場の研究銀相場の研究銀相場の研究銀相場の研究  南郷龍音担当 

    昭和5(1930)   151,38ｐ 表 

 

   第143編 北滿地方に於ける特産物の取引及北滿地方に於ける特産物の取引及北滿地方に於ける特産物の取引及北滿地方に於ける特産物の取引及    
                                                                採算採算採算採算        加悦秀二担当 

    昭和5(1930)    74ｐ 

 

      第153編 滿蒙鉄道の社会及経済に及ぼせる滿蒙鉄道の社会及経済に及ぼせる滿蒙鉄道の社会及経済に及ぼせる滿蒙鉄道の社会及経済に及ぼせる    
                                                                影響影響影響影響    
                                                     前編:滿蒙鉄道概論 
      星野信隆 平野博著 

    昭和6(1931)    516ｐ  図 

 

   第167編 北支事情総覧北支事情総覧北支事情総覧北支事情総覧    
                  土井章 殿生文男著 河野正直編 

    昭和11(1936)    392ｐ 地図 表 

 

     [第115,120編:庶務部調査課 第142,143,153 
      編:総務部調査課 第167編:総務部資料課] 
 

        商事部商事部商事部商事部 

    滿州に於ける炭鉱と其の石炭市場滿州に於ける炭鉱と其の石炭市場滿州に於ける炭鉱と其の石炭市場滿州に於ける炭鉱と其の石炭市場    
             附:世界,日本及支那に於ける石炭概況 
    阿片久五郎担当 

     昭和8(1932)    107,100ｐ  表 

 

        庶務部調査課庶務部調査課庶務部調査課庶務部調査課                                           
    南滿洲鉄道株式会社二十年略史南滿洲鉄道株式会社二十年略史南滿洲鉄道株式会社二十年略史南滿洲鉄道株式会社二十年略史 

      昭和2(1927)    365ｐ 

 

    南滿洲鉄道株式会社第二次十年史南滿洲鉄道株式会社第二次十年史南滿洲鉄道株式会社第二次十年史南滿洲鉄道株式会社第二次十年史 

   昭和3(1928)    1352ｐ  図50 表13 地図
23 
 

  露亜経済調査叢書露亜経済調査叢書露亜経済調査叢書露亜経済調査叢書    第 1編 

      大正15(1926)    6,283p 
      [露亜経済調査叢書,労農露國研究叢書編纂目 
    録8p] 
 

    労農露國研究叢書労農露國研究叢書労農露國研究叢書労農露國研究叢書 

   第 1編 露國の統治組織及機関露國の統治組織及機関露國の統治組織及機関露國の統治組織及機関    露國の各連露國の各連露國の各連露國の各連    
                                                            盟共和国概要盟共和国概要盟共和国概要盟共和国概要     高橋克己等訳 

    大正14(1925)    454p 
 

      第 2編 労農露國に於ける外国人の法律的地労農露國に於ける外国人の法律的地労農露國に於ける外国人の法律的地労農露國に於ける外国人の法律的地    
                                                            位位位位    
                        デ･エム･レーヰン著 内山彼得 訳 

    露國に於ける私営事業及私有財産権露國に於ける私営事業及私有財産権露國に於ける私営事業及私有財産権露國に於ける私営事業及私有財産権    
                                          内山彼得,佐藤有二訳 

    露國の工業組織露國の工業組織露國の工業組織露國の工業組織  小山猛男訳 
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    最高国民経済院及び産業復興局の直轄する最高国民経済院及び産業復興局の直轄する最高国民経済院及び産業復興局の直轄する最高国民経済院及び産業復興局の直轄する    
                                    トラスト模範定款トラスト模範定款トラスト模範定款トラスト模範定款  山下義雄訳 

           露國工業法概要露國工業法概要露國工業法概要露國工業法概要(上)(下)  内山彼得訳 

    露國に於ける労働需給関係露國に於ける労働需給関係露國に於ける労働需給関係露國に於ける労働需給関係    
                                             ミンツ著 戸泉憲溟,小山猛男訳 

    大正14(1925)    514p 
 

     第 3編    革命後の露國農村経済状態革命後の露國農村経済状態革命後の露國農村経済状態革命後の露國農村経済状態    
                                          市川倫,戸泉憲溟訳 

    露國の農村経済統計露國の農村経済統計露國の農村経済統計露國の農村経済統計    
                                          クレピコフ著 柳澤新一郎訳 

       露國の国営事業露國の国営事業露國の国営事業露國の国営事業    
                                          太田三孝,佐藤有二郎訳 

    露領極東及西比利の経済事情露領極東及西比利の経済事情露領極東及西比利の経済事情露領極東及西比利の経済事情(上)(下) 
            高橋克己,市川倫訳 

       露國の自治共和国及自治州露國の自治共和国及自治州露國の自治共和国及自治州露國の自治共和国及自治州  高橋克己訳 

    大正14(1925)    495p 
 

     第 4編 ソヴェート聯邦通ソヴェート聯邦通ソヴェート聯邦通ソヴェート聯邦通商事情商事情商事情商事情(上)(下) 
            小山猛男訳 

    ソヴェート聯邦外国貿易の制度及組織ソヴェート聯邦外国貿易の制度及組織ソヴェート聯邦外国貿易の制度及組織ソヴェート聯邦外国貿易の制度及組織    
                                          田中有年調査 

    大正14(1925)   510p 
 

        総局旅客課総局旅客課総局旅客課総局旅客課 

  滿洲通信滿洲通信滿洲通信滿洲通信    冬の巻  佐藤眞美編 

   昭和16(1941)    30ｐ 

 

        総裁室弘報課総裁室弘報課総裁室弘報課総裁室弘報課 

     弘報資料弘報資料弘報資料弘報資料 

   第102号 開拓地ノ初等教育開拓地ノ初等教育開拓地ノ初等教育開拓地ノ初等教育  鈴木守編 

    昭和15(1940)    42 leaves 
 

      第106号 牡丹江省ト間島省牡丹江省ト間島省牡丹江省ト間島省牡丹江省ト間島省 

    昭和16(1941)    27 leaves 
 

    南滿洲鉄道株式会社三十年略史南滿洲鉄道株式会社三十年略史南滿洲鉄道株式会社三十年略史南滿洲鉄道株式会社三十年略史 

   昭和12(1937)    733ｐ 図70 表4 地図1 
 

    大陸資料大陸資料大陸資料大陸資料 

   滿洲に於ける鉄鋼配給機構と価格の値上げ問滿洲に於ける鉄鋼配給機構と価格の値上げ問滿洲に於ける鉄鋼配給機構と価格の値上げ問滿洲に於ける鉄鋼配給機構と価格の値上げ問    
                            題題題題 

    昭和15(1940)    8p 
 

         大連港の滞貨問題大連港の滞貨問題大連港の滞貨問題大連港の滞貨問題 

    昭和15(1940)    8p 
 

      滿人中小商工業経営業態滿人中小商工業経営業態滿人中小商工業経営業態滿人中小商工業経営業態 

    昭和15(1940)    8p 
 

         撫順炭鉱に於ける工人管理撫順炭鉱に於ける工人管理撫順炭鉱に於ける工人管理撫順炭鉱に於ける工人管理 

    昭和15(1940)    8p 
 

      滿洲農業政策の遂行線上に滿洲農業政策の遂行線上に滿洲農業政策の遂行線上に滿洲農業政策の遂行線上に於ける合作社の役於ける合作社の役於ける合作社の役於ける合作社の役    
                            割割割割 

    昭和15(1940)    8p 
 

         滿鉄の財政と営業状態滿鉄の財政と営業状態滿鉄の財政と営業状態滿鉄の財政と営業状態 

    昭和15(1940)    8p 
 

      開拓地小学校教育の現状開拓地小学校教育の現状開拓地小学校教育の現状開拓地小学校教育の現状 

    昭和15(1940)    8p 
 

      滿鉄々道運賃改正について滿鉄々道運賃改正について滿鉄々道運賃改正について滿鉄々道運賃改正について 

    昭和15(1940)    6p 
 

      日本人開拓農家適正規模日本人開拓農家適正規模日本人開拓農家適正規模日本人開拓農家適正規模 

    昭和15(1940)    8p 
 

         滿洲における資金問題滿洲における資金問題滿洲における資金問題滿洲における資金問題 

    昭和15(1940)    8p 
 

      關貿連の組織及び運用關貿連の組織及び運用關貿連の組織及び運用關貿連の組織及び運用 

    昭和16(1941)    14p 
 

         滿洲開拓医学と其の研究機関滿洲開拓医学と其の研究機関滿洲開拓医学と其の研究機関滿洲開拓医学と其の研究機関 

    昭和16(1941)    6p 
 

      財滿邦人財滿邦人財滿邦人財滿邦人((((産業人産業人産業人産業人))))の結核死亡率の推移と其のの結核死亡率の推移と其のの結核死亡率の推移と其のの結核死亡率の推移と其の    
                            予防予防予防予防 

    昭和16(1941)    8p 
 

         全滿省長会議の成果全滿省長会議の成果全滿省長会議の成果全滿省長会議の成果 

    昭和16(1941)    6p 
 

      滿鉄用度業務の現段階滿鉄用度業務の現段階滿鉄用度業務の現段階滿鉄用度業務の現段階 

    昭和16(1941)    8p 
 

      海運統制の展開と其の環境海運統制の展開と其の環境海運統制の展開と其の環境海運統制の展開と其の環境 

    昭和16(1941)    12p 
 

      滿洲農業政策滿洲農業政策滿洲農業政策滿洲農業政策の新段階の新段階の新段階の新段階 

    昭和16(1941)    6p 
 
         開拓農法の転換開拓農法の転換開拓農法の転換開拓農法の転換 

    昭和16(1941)    8p 
 

      義勇隊開拓団の発足義勇隊開拓団の発足義勇隊開拓団の発足義勇隊開拓団の発足 

    昭和16(1941)    9p 
 

         滿洲國基本国策大綱滿洲國基本国策大綱滿洲國基本国策大綱滿洲國基本国策大綱((((全文全文全文全文)))) 
    昭和17(1942)    14p  
        [康徳9年(昭和17年)12月8日発表] 
 

   滿洲國財政の発展滿洲國財政の発展滿洲國財政の発展滿洲國財政の発展 

    昭和18(1943)    8p 
 

      開拓政策の実績と第２期の展開開拓政策の実績と第２期の展開開拓政策の実績と第２期の展開開拓政策の実績と第２期の展開 

    昭和18(1943)    10p 
 

      滿洲重要日用品統制組合の全貌滿洲重要日用品統制組合の全貌滿洲重要日用品統制組合の全貌滿洲重要日用品統制組合の全貌 

    昭和18(1943)    6p 
 

         滿･關貿易連合会の設立滿･關貿易連合会の設立滿･關貿易連合会の設立滿･關貿易連合会の設立 

    昭和18(1943)    9p 
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      滿關雑貨統制組合の概要滿關雑貨統制組合の概要滿關雑貨統制組合の概要滿關雑貨統制組合の概要 

    昭和18(1943)    8p 
 
         戦時下の白系露人戦時下の白系露人戦時下の白系露人戦時下の白系露人    
                            ―主として滿洲國を中心として――主として滿洲國を中心として――主として滿洲國を中心として――主として滿洲國を中心として― 

    昭和18(1943)    8p 
 

      滿洲國に於ける主要必需品の配給事情滿洲國に於ける主要必需品の配給事情滿洲國に於ける主要必需品の配給事情滿洲國に於ける主要必需品の配給事情 

    昭和18(1943)    10p 
 

    東亜新書東亜新書東亜新書東亜新書 

   1.  東亜民族結合と外国勢力東亜民族結合と外国勢力東亜民族結合と外国勢力東亜民族結合と外国勢力     尾崎秀實 

     昭和16(1941)    102ｐ 

 

      2.  近代支那思想近代支那思想近代支那思想近代支那思想  藤原定 

     昭和16(1941)    113ｐ 

 

      4.  支那工業の発達支那工業の発達支那工業の発達支那工業の発達     尾崎庄太郎 

     昭和16(1941)    166ｐ  
 

      6.  北東アジアの諸民族北東アジアの諸民族北東アジアの諸民族北東アジアの諸民族  山本幡男 

     昭和16(1941)    124ｐ 

 

   7.  滿洲国境問題滿洲国境問題滿洲国境問題滿洲国境問題  増田忠雄 

     昭和16(1941)    133ｐ 

 

      8.  東亜とユダヤ問題東亜とユダヤ問題東亜とユダヤ問題東亜とユダヤ問題  小山猛夫 

     昭和16(1941)    128ｐ 

 

      9.  滿洲協和会の発達滿洲協和会の発達滿洲協和会の発達滿洲協和会の発達  小山貞知 

     昭和16(1941)   94ｐ 

 

     10.     滿洲の農業経営滿洲の農業経営滿洲の農業経営滿洲の農業経営  平野番 

     昭和16(1941)    138ｐ 

 

     11.  東亜の石炭方策東亜の石炭方策東亜の石炭方策東亜の石炭方策  久保孚 

     昭和16(1941)    112ｐ 

 

     13.  石炭液化工業の諸問題石炭液化工業の諸問題石炭液化工業の諸問題石炭液化工業の諸問題  阿部良之助 

     昭和16(1941)    86ｐ 

 

        天津事務所調査課天津事務所調査課天津事務所調査課天津事務所調査課 

  北支経済資料北支経済資料北支経済資料北支経済資料 

   第 2輯 山西省の産業と貿易概況山西省の産業と貿易概況山西省の産業と貿易概況山西省の産業と貿易概況    
                  伊澤公幸,大平正美著 

    昭和11(1936)    87ｐ 

 

      第 3輯 山西省河川測量報告書山西省河川測量報告書山西省河川測量報告書山西省河川測量報告書    
                                                            ((((潅漑及水電ニ関スル資料潅漑及水電ニ関スル資料潅漑及水電ニ関スル資料潅漑及水電ニ関スル資料))))    
                  トッド著  山口勇男 訳 

    昭和11(1936)    75ｐ 地図 

 

      第 6輯 山東の畜牛山東の畜牛山東の畜牛山東の畜牛    
                  水野薫,友清繁男報告 

    昭和11(1936)    100ｐ 

 

      第39輯 天津棉花運銷概況天津棉花運銷概況天津棉花運銷概況天津棉花運銷概況    
                                                        附:天津棉花統計 

      北支事務局調査班編  片山英夫訳 

    昭和12(1937)    119ｐ 
       原書名:金城銀行総経理天理調査部編:天津 
               棉花運銷概況 附:天津棉花統計 

 

   北支経済提要北支経済提要北支経済提要北支経済提要 

   第 1表 北支鉱産要覧北支鉱産要覧北支鉱産要覧北支鉱産要覧 

    昭和11(1936)   1枚 

 

      第 2表 北支港湾要覧北支港湾要覧北支港湾要覧北支港湾要覧 

    昭和11(1936)    1枚 

 

        鉄道部鉄道部鉄道部鉄道部 

  大連港大連港大連港大連港 

   昭和4(1929)    49ｐ 

 

        鉄道部貨物課鉄道部貨物課鉄道部貨物課鉄道部貨物課                                                                                                                                                                                                                
  混保十五年史混保十五年史混保十五年史混保十五年史 

   昭和11(1936)    300ｐ   表19  図35 
 

  鉄路総局鉄路総局鉄路総局鉄路総局                                                                                                                                                                                     
   滿洲国有鉄道の現在及将来滿洲国有鉄道の現在及将来滿洲国有鉄道の現在及将来滿洲国有鉄道の現在及将来  宇佐見寛爾講演 
    昭和8(1933)    21ｐ 
 

    敦化圖們間鉄道の完成と日滿関係敦化圖們間鉄道の完成と日滿関係敦化圖們間鉄道の完成と日滿関係敦化圖們間鉄道の完成と日滿関係                      
    昭和8(1933)    93ｐ                               
 

    鉄路総局哈爾鉄路総局哈爾鉄路総局哈爾鉄路総局哈爾濱図書館濱図書館濱図書館濱図書館                                                                                                                                                                                
  亜細亜文庫図書目録亜細亜文庫図書目録亜細亜文庫図書目録亜細亜文庫図書目録 
      昭和13(1938)    377ｐ 
      露文名:Каталог Книг Азиаго Отдела 
                        Хардинскй Бидлиотеки Ю.М.Ж.Д. 
 

    亜細亜文庫図書目録亜細亜文庫図書目録亜細亜文庫図書目録亜細亜文庫図書目録    追録第一 

   昭和17(1942)    68ｐ 

 

[哈爾濱図書館所属部局変遷:昭和12年-昭和14年 
 鉄道総局,昭和17年 新京支社] 
 

        東亜経済調査局東亜経済調査局東亜経済調査局東亜経済調査局 

  邦文パンフレット分類目録邦文パンフレット分類目録邦文パンフレット分類目録邦文パンフレット分類目録 

   大正15(1926)    147,20ｐ 

 

    邦文図書分類目録邦文図書分類目録邦文図書分類目録邦文図書分類目録 

   大正15(1926)    301ｐ 

 

       経済資料経済資料経済資料経済資料 

   第10巻第 2号 震災と本邦繊維工業震災と本邦繊維工業震災と本邦繊維工業震災と本邦繊維工業 

    大正13(1924)    107ｐ  

 

      第10巻第 6号 支那貿易の趨勢支那貿易の趨勢支那貿易の趨勢支那貿易の趨勢 上編(1) 
       大正13(1924)    151ｐ  図13 
 

      第10巻第 7号 支那貿易の趨勢支那貿易の趨勢支那貿易の趨勢支那貿易の趨勢 上編(2) 
        大正13(1924)    144ｐ 表42 
 

      第10巻第12号 日本に於けるマニラヘンプ加日本に於けるマニラヘンプ加日本に於けるマニラヘンプ加日本に於けるマニラヘンプ加    
                                                                                    工業工業工業工業 
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    大正13(1924)    89,21ｐ 

 
      第10巻第12号附録 円為替政策の研究円為替政策の研究円為替政策の研究円為替政策の研究    
                  永雄策郎著 

    大正13(1924)    34ｐ  

 

      第11巻第 1号 日滿関係の過去現在及将来日滿関係の過去現在及将来日滿関係の過去現在及将来日滿関係の過去現在及将来 

    大正14(1925)    248ｐ  表 

 

      第11巻第 2号 伊太利移民の研究伊太利移民の研究伊太利移民の研究伊太利移民の研究 

    大正14(1925)    132ｐ  表 

 

      第11巻第 3号 各国に於ける燃料問題各国に於ける燃料問題各国に於ける燃料問題各国に於ける燃料問題 

    大正14(1925)    141,23ｐ 

 

      第11巻第 3号附録 露國と亜細亜諸国との条露國と亜細亜諸国との条露國と亜細亜諸国との条露國と亜細亜諸国との条    
                                                                                                    約約約約 

    大正14(1925)    53ｐ 

 

      第11巻第 4号 本邦食料問題と肥料本邦食料問題と肥料本邦食料問題と肥料本邦食料問題と肥料 

    大正14(1925)    96,24ｐ 

 

   第11巻第 5号 支那に対する門戸開放主義支那に対する門戸開放主義支那に対する門戸開放主義支那に対する門戸開放主義 

    大正14(1925)    120,21ｐ 

 

      第11巻第 7号 国際的に見たる生活標準問題国際的に見たる生活標準問題国際的に見たる生活標準問題国際的に見たる生活標準問題 

    大正14(1925)    151,22ｐ 

 

      第11巻第 8号 本邦企業集権の現勢本邦企業集権の現勢本邦企業集権の現勢本邦企業集権の現勢 

    大正14(1925)    103,20ｐ 
 
   第11巻第 9号 新経済政策実施以後のロシア新経済政策実施以後のロシア新経済政策実施以後のロシア新経済政策実施以後のロシア    
                                                                                    経済経済経済経済(上) 
    大正14(1925)    116,15ｐ 

 

      第11巻第11号 不当廉売の研究不当廉売の研究不当廉売の研究不当廉売の研究 

    大正14(1925)    88,21ｐ 

 

      第11巻第12号 亜米利加合衆國関税制度の発亜米利加合衆國関税制度の発亜米利加合衆國関税制度の発亜米利加合衆國関税制度の発    
                                                                                    達達達達(上) 
    大正14(1925)    119,17ｐ  

 

      第12巻第 1号    南米の国際闘争南米の国際闘争南米の国際闘争南米の国際闘争 

    大正15(1926)    102,23ｐ  

 

      第12巻第 2号 我国の関税我国の関税我国の関税我国の関税 

    大正15(1926)    112,18ｐ 

 

      第12巻第 3号 支那の社会組織支那の社会組織支那の社会組織支那の社会組織 

    大正15(1926)    6,294ｐ  
 

      第12巻第 3号附録 支那の社会運動支那の社会運動支那の社会運動支那の社会運動 

    大正15(1926)    300,18ｐ 

 

      第12巻第 4号 本邦企業集権の現勢本邦企業集権の現勢本邦企業集権の現勢本邦企業集権の現勢    其2 
        大正15(1926)    94,20ｐ  

 

      第12巻第 6号 滿鉄を中心とする外交滿鉄を中心とする外交滿鉄を中心とする外交滿鉄を中心とする外交    

                                                                        ----東亜に於ける日米衝突の基調東亜に於ける日米衝突の基調東亜に於ける日米衝突の基調東亜に於ける日米衝突の基調----    
                     永雄策郎著 

    大正15(1926)    150,30ｐ 
 

      第12巻第 7号    支那の興国運動支那の興国運動支那の興国運動支那の興国運動 

    大正15(1926)    292,18ｐ 

 

      第12巻第 9号 支那の労働運動支那の労働運動支那の労働運動支那の労働運動 

    大正15(1926)    310ｐ 

 

      第12巻第10号    加奈陀太平洋鉄道の沿革加奈陀太平洋鉄道の沿革加奈陀太平洋鉄道の沿革加奈陀太平洋鉄道の沿革 其1 
      Harold A.Innis著   高野忠雄訳補  

    大正15(1926)    88,27ｐ 
        原書名:A History of the Canadian Pacific 
               Railway. 
 

      第12巻第11号 ロシアに於ける労働者状態ロシアに於ける労働者状態ロシアに於ける労働者状態ロシアに於ける労働者状態    
                                    ―新経済政策実施以後のロシア経済―新経済政策実施以後のロシア経済―新経済政策実施以後のロシア経済―新経済政策実施以後のロシア経済    中―中―中―中― 

    大正15(1926)    117,23ｐ  表7ｐ 

 

   第13巻第 1号 生活標準問題研究生活標準問題研究生活標準問題研究生活標準問題研究    
                                    ―国際的に見たる生活標準問題―国際的に見たる生活標準問題―国際的に見たる生活標準問題―国際的に見たる生活標準問題 下―下―下―下― 

    昭和2(1927)    71,21ｐ 

 

      第13巻第 2号 我国に於ける化学工業の発達我国に於ける化学工業の発達我国に於ける化学工業の発達我国に於ける化学工業の発達 

    昭和2(1927)    194,29ｐ 

 

      第13巻第 3号附録 支那に於ける新聞発達小支那に於ける新聞発達小支那に於ける新聞発達小支那に於ける新聞発達小    
                                                                                                    史史史史  伊藤武雄著 

    昭和2(1927)    56ｐ 

 

      第13巻第 4号 本邦基礎産業集中の現勢本邦基礎産業集中の現勢本邦基礎産業集中の現勢本邦基礎産業集中の現勢 其3 
    昭和2(1927)    97,6,36ｐ 

 

      第13巻第 5号 滿洲労働問題の数的一考察滿洲労働問題の数的一考察滿洲労働問題の数的一考察滿洲労働問題の数的一考察 

    昭和2(1927)    79,35ｐ 

 

   第13巻第 6号 世界列強の石油争奪戦世界列強の石油争奪戦世界列強の石油争奪戦世界列強の石油争奪戦 

    昭和2(1927)    82,34ｐ  

 

      第13巻第 6号附録 山西の石炭山西の石炭山西の石炭山西の石炭 

    昭和2(1927)    57ｐ 
        [湖南実業雑誌 第92,93号所載の｢山西之 
         煤礦｣上下篇の翻訳] 
 

   第13巻第 7号 滿洲物産の内地需要趨勢滿洲物産の内地需要趨勢滿洲物産の内地需要趨勢滿洲物産の内地需要趨勢 

    昭和2(1927)    171,34ｐ 

 

      第13巻第 8号 長江流域に於ける日本の経済長江流域に於ける日本の経済長江流域に於ける日本の経済長江流域に於ける日本の経済    
                                                                                    的地位的地位的地位的地位 

    昭和2(1927)    124,34ｐ 

      第13巻第 9号 上海の金融機関上海の金融機関上海の金融機関上海の金融機関 

    昭和2(1927)    100,38,30ｐ 

 

      第13巻第10号 本邦食料問題と滿洲本邦食料問題と滿洲本邦食料問題と滿洲本邦食料問題と滿洲 

    昭和2(1927)    105,27ｐ 

 

      第13巻第11号 L.M.S. L.M.S. L.M.S. L.M.S. 鉄道会社と従事員の鉄道会社と従事員の鉄道会社と従事員の鉄道会社と従事員の    
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                                                                                    待遇待遇待遇待遇 

    昭和2(1927)    147,19ｐ 

      第13巻第12号 華僑華僑華僑華僑 

    昭和2(1927)    218,27ｐ 

 

      第13巻第12号附録 支那に於ける英國の帝国支那に於ける英國の帝国支那に於ける英國の帝国支那に於ける英國の帝国    
                                                                                                    主義主義主義主義    
                  Elinor Burns著 

    昭和2(1927)    64ｐ 
      原書名:British Imperialism in China.  
               (Colonial Series,Labour Research 
                Department,London) 
 

   第14巻第 1号 世界人造絹糸の需給趨勢世界人造絹糸の需給趨勢世界人造絹糸の需給趨勢世界人造絹糸の需給趨勢 

    昭和3(1928)    94,25ｐ  

 

      第14巻第 2号 東部吉林省経済事情東部吉林省経済事情東部吉林省経済事情東部吉林省経済事情 

    昭和3(1928)    37,621,27ｐ 図3 地図 
 
      第14巻第 3号    在留支那貿易商在留支那貿易商在留支那貿易商在留支那貿易商 

    昭和3(1928)    64,23ｐ 

 

      第14巻第 4号 植民地鉄道の世界経済的及世植民地鉄道の世界経済的及世植民地鉄道の世界経済的及世植民地鉄道の世界経済的及世    
                                                                                    界政策的研究乃至植民地鉄界政策的研究乃至植民地鉄界政策的研究乃至植民地鉄界政策的研究乃至植民地鉄    
                                                                                        道道道道の外的研究の外的研究の外的研究の外的研究(1) 
        第 1編 植民地鉄道及植民地鉄道政策の意植民地鉄道及植民地鉄道政策の意植民地鉄道及植民地鉄道政策の意植民地鉄道及植民地鉄道政策の意    
                                                                    義義義義 

    第 2編 植民地鉄道の世界経済的及世界政植民地鉄道の世界経済的及世界政植民地鉄道の世界経済的及世界政植民地鉄道の世界経済的及世界政    
                                                                    策的乃至植民地鉄道の外的研究策的乃至植民地鉄道の外的研究策的乃至植民地鉄道の外的研究策的乃至植民地鉄道の外的研究    
        永雄策郎著 

    昭和3(1928)    280,28ｐ 

 

      第14巻第 5号 植民地鉄道の世界経済的及世植民地鉄道の世界経済的及世植民地鉄道の世界経済的及世植民地鉄道の世界経済的及世    
                                                                                    界政策的研究乃至植民地鉄界政策的研究乃至植民地鉄界政策的研究乃至植民地鉄界政策的研究乃至植民地鉄    
                                                                                        道の外的研究道の外的研究道の外的研究道の外的研究(2)  

    第 3編 滿鉄を中心とする外交｢太平洋問滿鉄を中心とする外交｢太平洋問滿鉄を中心とする外交｢太平洋問滿鉄を中心とする外交｢太平洋問    
                                                                    題に関する特殊重要研究｣題に関する特殊重要研究｣題に関する特殊重要研究｣題に関する特殊重要研究｣ 
    昭和3(1928)    183,27ｐ 地図 

 

      第14巻第 6号 極東の鉱産業極東の鉱産業極東の鉱産業極東の鉱産業(1) 
                     -東洋文明の発達に及ぼす 
                      重要鉱産資源の影響- 
       H.Foster Bain著   

    昭和3(1928)    93,27ｐ 
      原書名:Ores and Industry in the Far East  
               the Influence of the Key Mineral  
               Resources on the Development of 
               Oriental Civilization.   

 

      第14巻第 7号 ロシアに於ける協同組合ロシアに於ける協同組合ロシアに於ける協同組合ロシアに於ける協同組合    
                                                                            新経済政策実施以後のロシア新経済政策実施以後のロシア新経済政策実施以後のロシア新経済政策実施以後のロシア    
                                                                                    経済経済経済経済 下 

    昭和3(1928)    120,32ｐ 

 

      第14巻第 8号 内地化学工業に対する滿洲の内地化学工業に対する滿洲の内地化学工業に対する滿洲の内地化学工業に対する滿洲の    
                                                                                    価値価値価値価値 

    昭和3(1928)    123,26ｐ                                         
 

      第14巻第 9号  支那に於ける国際財団支那に於ける国際財団支那に於ける国際財団支那に於ける国際財団    
                                                                                    ((((小沿革小沿革小沿革小沿革)))) 
        昭和3(1928)    109,52,30p 
 

      第14巻第10号 獨逸国有鉄道会社研究獨逸国有鉄道会社研究獨逸国有鉄道会社研究獨逸国有鉄道会社研究 

    昭和3(1928)    129,25ｐ 

 

   第14巻第11号 極東の鉱産業極東の鉱産業極東の鉱産業極東の鉱産業(2) 
                     -東洋文明の発達に及ぼす 
                      重要鉱産資源の影響- 
        H.Foster Bain 著  

        昭和3(1928)    184,31ｐ 
        [第 4章 石油篇:W.B.Heroy 著] 
 

   第14巻第12号 支那貿易の趨勢支那貿易の趨勢支那貿易の趨勢支那貿易の趨勢 下編(1) 
        昭和3(1928)    134,26ｐ 

 

      第15巻第 1号 亜細亜露西亜鉄道亜細亜露西亜鉄道亜細亜露西亜鉄道亜細亜露西亜鉄道政策政策政策政策    
                  Georg Cleinow 著 

    昭和4(1929)    62,6,33ｐ 地図 
        原書名:Eisenbahnbauten und-Plane in   
               Russisch-Asien. 
 

      第15巻第 2号 米國の中米政策米國の中米政策米國の中米政策米國の中米政策 第 1 
                    附:米國の対玖瑪投資 

    昭和4(1929)    134,34,21ｐ 地図  
 

    第15巻第5･6号 支那の制度より見たる蒙古支那の制度より見たる蒙古支那の制度より見たる蒙古支那の制度より見たる蒙古 

    昭和4(1929)    251,45ｐ 

 

   第15巻第5･6号附録 滿洲に於ける私帖滿洲に於ける私帖滿洲に於ける私帖滿洲に於ける私帖    
                                                                                                 附:私帖及類似券雛形 

    昭和4(1929)    38ｐ 図 6 
 

     第15巻第7･8号 支那産業革命概観支那産業革命概観支那産業革命概観支那産業革命概観    
                  李達著 

    昭和4(1929)    7,128ｐ  

 

      第15巻第10･11号 支那社会の史的分析支那社会の史的分析支那社会の史的分析支那社会の史的分析    
                                                附:士大夫身分と知識階級, 
                         支那社会史の一考察 
       陶希聖著 

    昭和4(1929)    191ｐ 

 

      第15巻第12号 世界人絹業の発達と米國生糸世界人絹業の発達と米國生糸世界人絹業の発達と米國生糸世界人絹業の発達と米國生糸    
                                                                                    及人絹の消費及人絹の消費及人絹の消費及人絹の消費    
                   附:生糸及人絹価格変動の本 
                       邦蚕糸業に及ぼす影響 

    昭和4(1929)    143ｐ  
      
      第16巻第4･5号 産業合理化の理論と実際産業合理化の理論と実際産業合理化の理論と実際産業合理化の理論と実際    
                  エル･アーヰック等著 

    昭和5(1930)    293,25ｐ 

 

      第16巻第 7号 世界綿業の危機世界綿業の危機世界綿業の危機世界綿業の危機 

    昭和5(1930)    124,36ｐ 

 

      第16巻第 8号 最近の関税問題最近の関税問題最近の関税問題最近の関税問題 
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    昭和5(1930)    134,55ｐ 地図 

 

      第16巻第 9号  軍縮会議とその波紋軍縮会議とその波紋軍縮会議とその波紋軍縮会議とその波紋 

    昭和5(1930)    113,41ｐ 

 

   第16巻第10号 労農聯邦の財政々策労農聯邦の財政々策労農聯邦の財政々策労農聯邦の財政々策 

        昭和5(1930)    91,46ｐ  

 

      第16巻第11号 失業対策研究失業対策研究失業対策研究失業対策研究 

    昭和5(1930)    134,39ｐ 

 
      第16巻第12号 世界海運業の不況世界海運業の不況世界海運業の不況世界海運業の不況 

    昭和5(1930)    143,41ｐ  

 

      第17巻第 1号 英英英英,,,,米米米米,,,,獨獨獨獨,,,,佛佛佛佛,,,,伊の金解禁経緯伊の金解禁経緯伊の金解禁経緯伊の金解禁経緯 

    昭和6(1931)    105,30ｐ 

 

      第17巻第 2号    数字を以て表せる世界のエネ数字を以て表せる世界のエネ数字を以て表せる世界のエネ数字を以て表せる世界のエネ    
                                                                                    ルギー経済ルギー経済ルギー経済ルギー経済    
             附:原動機の生産,使用及び外国貿易 
       Dr.Wilhelm Leisze著 

    昭和6(1931)    175,49ｐ 
        原書名:Die Energiewirtschaft der Welt in 
               Zahien.  [附:Gerhard Bolwin 著] 
 

   通巻第176  米國の対支経済政策米國の対支経済政策米國の対支経済政策米國の対支経済政策    
                  田中九一編 

    昭和6(1931)    182ｐ 

 

   通巻第178     我国木材需給と米材我国木材需給と米材我国木材需給と米材我国木材需給と米材,,,,滿洲材滿洲材滿洲材滿洲材    
                  枝吉勇調査 

    昭和7(1932)    183ｐ  [資源研究第 1] 
 

   通巻第179     支那紡績業の発達とその将来支那紡績業の発達とその将来支那紡績業の発達とその将来支那紡績業の発達とその将来    
                                                                        ―本邦紡績業より見たる――本邦紡績業より見たる――本邦紡績業より見たる――本邦紡績業より見たる― 

    山口辰六郎編 

    昭和7(1932)    140ｐ 

 

   通巻第180 本邦に於ける米の需給本邦に於ける米の需給本邦に於ける米の需給本邦に於ける米の需給    
                                                                 附:滿洲に於ける米 
      五十子宇平調査 

        昭和7(1932)    114ｐ  [資源研究第 2] 
 

      通巻第181  本邦に於ける棉花の需給本邦に於ける棉花の需給本邦に於ける棉花の需給本邦に於ける棉花の需給    
                附:滿洲に於ける棉花 
      五十子宇平調査 

        昭和7(1932)    163ｐ  [資源研究第 3] 
 

      通巻第182  本邦鉄鋼業の現勢本邦鉄鋼業の現勢本邦鉄鋼業の現勢本邦鉄鋼業の現勢  枝吉勇著 

    昭和8(1933)    215ｐ 
 

   通巻第183  銀及銀価低落の研究銀及銀価低落の研究銀及銀価低落の研究銀及銀価低落の研究    
      水野政直著 

    昭和8(1933)    119ｐ 
 

   通巻第184  本邦を中心とせる石炭需給本邦を中心とせる石炭需給本邦を中心とせる石炭需給本邦を中心とせる石炭需給    
                  竹内正己著 

    昭和8(1933)   310ｐ 

 

      通巻第185  本邦に於ける小麦の需給本邦に於ける小麦の需給本邦に於ける小麦の需給本邦に於ける小麦の需給    
                                                                 附:滿洲に於ける小麦 
      五十子宇平編 

        昭和8(1933)    179ｐ  [資源研究第 4] 
 

      通巻第186  日滿関税政策の研究日滿関税政策の研究日滿関税政策の研究日滿関税政策の研究    
                     細見健三編 

    昭和8(1933)    285ｐ 

 

   通巻第187  獨逸の国家企業獨逸の国家企業獨逸の国家企業獨逸の国家企業  岡崎次郎著 

    昭和8(1933)    158ｐ 

 

   通巻第188  列国の対支投資列国の対支投資列国の対支投資列国の対支投資 上巻 
      C.F.Remer著 平井鎮夫訳 

    昭和9(1934)    255ｐ 
     原書名:Foreign Investments in China. 
 

      通巻第189     列国の対支投資列国の対支投資列国の対支投資列国の対支投資 中巻 
      C.F.Remer著 平井鎮夫訳 

    昭和9(1934)    ｐ257-449 
 

      通巻第190     列国の対支投資列国の対支投資列国の対支投資列国の対支投資 下巻 
      C.F.Remer著 平井鎮夫訳 

    昭和9(1934)    ｐ451-734 
 

      通巻第191  支那近代農民経済史研究支那近代農民経済史研究支那近代農民経済史研究支那近代農民経済史研究    
                  薛農山 李一塵共著  田中忠夫訳      
        昭和10(1935)     387ｐ 

 

    通巻第192  蒙古慣習法の研究蒙古慣習法の研究蒙古慣習法の研究蒙古慣習法の研究    
                  ウエ･ア･リヤザノフスキイ著 米村正一訳 

    昭和10(1935)    450ｐ 

 

   通巻第193  支那農家経済研究支那農家経済研究支那農家経済研究支那農家経済研究 上巻 
      ロッシング･バック著 豊島英夫訳     

        昭和10(1935)    309ｐ 
      原著名:Chinese Farm Economy,1930. 
 

      通巻第194  イギリスの印度統治イギリスの印度統治イギリスの印度統治イギリスの印度統治    
                                                                        ―其経済諸政策の研究――其経済諸政策の研究――其経済諸政策の研究――其経済諸政策の研究―    
                  枝吉勇著 

    昭和10(1035)    304ｐ 

 

   通巻第195  ナチスの経済政策ナチスの経済政策ナチスの経済政策ナチスの経済政策    
                  小田忠夫著 

    昭和10(1935)    259ｐ 

 

   通巻第196  最近の比律賓最近の比律賓最近の比律賓最近の比律賓  濱野末太郎著 

    昭和11(1936)    388ｐ 図 地図 

 

   通巻第197  支那農家経済研究支那農家経済研究支那農家経済研究支那農家経済研究 下巻 
      ロッシング･バック著 

    昭和11(1936)    694ｐ 

 

   通巻第199  英國の対トルコ政策英國の対トルコ政策英國の対トルコ政策英國の対トルコ政策    
                     戸川英胤著 

     昭和16(1941)    169ｐ 
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   通巻第200  アラビア地域と歐州勢力アラビア地域と歐州勢力アラビア地域と歐州勢力アラビア地域と歐州勢力    
                  前嶋信次著 

    昭和16(1941)    213ｐ 地図 

 

   通巻第201  ビルマ仏教徒と慣習法ビルマ仏教徒と慣習法ビルマ仏教徒と慣習法ビルマ仏教徒と慣習法    
                     O.H.Mootham著 國本嘉平次訳 

    昭和17(1942)    213ｐ 
      原書名:Burmese Buddhist Law. 
 

      通巻第202  印度統治機構の史的概観印度統治機構の史的概観印度統治機構の史的概観印度統治機構の史的概観    
                                                             附:英國の印度統治機構重要年表 
       戸野原史朗著 

    昭和17(1942)    159ｐ 表 

 

   通巻第203  印度支那民族誌印度支那民族誌印度支那民族誌印度支那民族誌     山川壽著 

    昭和17(1942)    465ｐ 

 

   通巻第204     福建華僑の送金福建華僑の送金福建華僑の送金福建華僑の送金    
                     鄭林寛著 池田孝道訳 

    昭和18(1943)    212ｐ 図 表 

 

   別冊 支那ソヴェート運動の研究支那ソヴェート運動の研究支那ソヴェート運動の研究支那ソヴェート運動の研究    
                                                附:ソヴェート区に関する資料文献 
        雪竹榮之著 

    昭和9(1934)    459ｐ 図 地図 

 

   別冊 徳川時代の日暹国交徳川時代の日暹国交徳川時代の日暹国交徳川時代の日暹国交  郡司喜一著 

    昭和13(1938)    220ｐ 
       [｢17世紀に於ける日暹関係｣の第 5章の抽 
         出] 
 

  南洋叢書南洋叢書南洋叢書南洋叢書((((経済資料別冊) 
   第 1巻 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:蘭領東印度特殊法規 

    昭和12(1937)    506ｐ  図 地図 

 

   第 2巻 仏領印度支那篇仏領印度支那篇仏領印度支那篇仏領印度支那篇 改訂版 

    昭和16(1941)    887ｐ  図 地図 

 

   第 3巻 英領マレー篇英領マレー篇英領マレー篇英領マレー篇 

    昭和13(1938)    330ｐ  地図 

 

   第 4巻 シャム篇シャム篇シャム篇シャム篇 附:重要諸法規 

    昭和13(1938)    630ｐ  地図 

 

   第 5巻 比律賓篇比律賓篇比律賓篇比律賓篇 

    昭和14(1939)    439,75ｐ 
 

  南洋華僑叢書南洋華僑叢書南洋華僑叢書南洋華僑叢書 

   第 1巻 タイ國に於ける華僑タイ國に於ける華僑タイ國に於ける華僑タイ國に於ける華僑  宮原義登 

    昭和14(1939)    346ｐ 

 

      第 2巻   佛領印度支那に於ける華僑佛領印度支那に於ける華僑佛領印度支那に於ける華僑佛領印度支那に於ける華僑    
                          杉山茂顯,山川壽 

        昭和14(1939)    212,12,2p 
 

   第 3巻 比律賓に於ける華僑比律賓に於ける華僑比律賓に於ける華僑比律賓に於ける華僑    

                  井出季和太著 

    昭和14(1939)    195ｐ 

 

   第 4巻 蘭領印度に於ける華僑蘭領印度に於ける華僑蘭領印度に於ける華僑蘭領印度に於ける華僑    
                     岩隈博,竹林勲雄,後藤友治著 

    昭和15(1940)    404,33,22,39ｐ 地図 
       附:1. 主要都市華僑重要人物調査表 
           2. 華僑主要企業名鑑 
           3. 職業別華僑人口統計 
               (1930年度国勢調査） 

 

   第 5巻 英領馬來英領馬來英領馬來英領馬來,,,,緬甸及濠洲に於ける華僑緬甸及濠洲に於ける華僑緬甸及濠洲に於ける華僑緬甸及濠洲に於ける華僑    
                  井出季和太,須山卓,國本嘉平次著 

    昭和16(1941)    734ｐ 

 

   第 6巻 南洋華僑と福建･広東社会南洋華僑と福建･広東社会南洋華僑と福建･広東社会南洋華僑と福建･広東社会    
                  陳達著 雪竹榮訳 

    昭和14(1939)    328ｐ 
      原書名:南洋華僑與 粤社会 

 

  戦争戦争戦争戦争     アハマッド･ナハジャヴァーン著 
     八木龜太郎訳 

   昭和16(1941)    380ｐ 肖像 表 

 

  泰國の失地回復要求泰國の失地回復要求泰國の失地回復要求泰國の失地回復要求    
          盤谷失地回復期成同盟篇 

   昭和15(1940)    22ｐ 

 

  東亜経済調査局刊行書目録東亜経済調査局刊行書目録東亜経済調査局刊行書目録東亜経済調査局刊行書目録    
             自明治41年9月至昭和4年8月 

   昭和4(1929)    48ｐ 

 

  東亜経済調査局所蔵邦華文図書目録東亜経済調査局所蔵邦華文図書目録東亜経済調査局所蔵邦華文図書目録東亜経済調査局所蔵邦華文図書目録    
             昭和12年3月現在 
    附:東亜経済調査局刊行書 

   昭和12(1937)    507,xvｐ 

 

  東亜小冊東亜小冊東亜小冊東亜小冊 

   第 1 滿蒙に転向せられむとする排日運動滿蒙に転向せられむとする排日運動滿蒙に転向せられむとする排日運動滿蒙に転向せられむとする排日運動 

    昭和4(1929)    15ｐ 

 

   第 2 支那排日教材集支那排日教材集支那排日教材集支那排日教材集 東亜経済調査局訳篇 

    昭和4(1929)    153ｐ 

 

   第 3 太平洋会議について太平洋会議について太平洋会議について太平洋会議について  副島正道著 

    昭和4(1929)    47ｐ 
 

   第 6     国定教科書に於ける海外関係記事国定教科書に於ける海外関係記事国定教科書に於ける海外関係記事国定教科書に於ける海外関係記事 

    昭和5(1930)    127ｐ 

 

   第 7 人民自救の道人民自救の道人民自救の道人民自救の道    
                     杜天一著 江藤夏雄訳 

    昭和5(1930)    14ｐ 

 

   第 8    内外蒙古に対する内外蒙古に対する内外蒙古に対する内外蒙古に対する露國の活動露國の活動露國の活動露國の活動    
                  小川繁著 

    昭和5(1930)    80ｐ 
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   第10 間島問題の経緯間島問題の経緯間島問題の経緯間島問題の経緯 

    昭和6(1931)    38ｐ 地図 

 

   第12 我南洋貿易を阻害する華僑の真相我南洋貿易を阻害する華僑の真相我南洋貿易を阻害する華僑の真相我南洋貿易を阻害する華僑の真相    
                                                附:蘭領東印度の華僑  竹井十郎述 

    昭和7(1932)    91ｐ 

 

   第13 獨逸に於ける公団体の経済的活動獨逸に於ける公団体の経済的活動獨逸に於ける公団体の経済的活動獨逸に於ける公団体の経済的活動 

    昭和8(1933)    73ｐ 

 

   第14  佳木斯移民の実況佳木斯移民の実況佳木斯移民の実況佳木斯移民の実況     市川 平述 

    昭和8(1933)    32ｐ 図 地図 

 

   第15 ソウェート聯邦の極東政策現況ソウェート聯邦の極東政策現況ソウェート聯邦の極東政策現況ソウェート聯邦の極東政策現況    
      神田正種述 

    昭和9(1934)    19ｐ 

 

   第16  支那辺境概観支那辺境概観支那辺境概観支那辺境概観    
            附:新疆,西蔵,雲南関係重要条約 
      重光蔵著 

    昭和10(1935)    164ｐ 

 

   第17 支那経済発展の基礎と段階支那経済発展の基礎と段階支那経済発展の基礎と段階支那経済発展の基礎と段階    
      ウィットフォーゲル著 

    昭和10(1935)    67,5ｐ 
      原書名:K.A.Wittfogel;The Foundations  
               and States of Chinese Economic  
               History. Zeitschrift fur 
               Sozialforchung,Jahrgang  
               IV.1935.Heft 1.Paris 
 

      第18 支那に於ける銀と物価支那に於ける銀と物価支那に於ける銀と物価支那に於ける銀と物価 

    昭和11(1936)    103ｐ 図 
      [国民政府実業部銀物価討論委員会の研究 
         報告書 "Silver and Prices in China" の 
         第 1章｢銀と物価の関係｣の訳]   

 

   第19 支那国民政府の財政支那国民政府の財政支那国民政府の財政支那国民政府の財政    
                                                附:中華民國二十三年度財政報告 
      岡崎三郎著 

        昭和11(1936)    123ｐ 

 

   第20  比律賓重要人物批評比律賓重要人物批評比律賓重要人物批評比律賓重要人物批評  濱野末太郎著 

    昭和14(1939)    71ｐ 

 

  経済統制に関する資料経済統制に関する資料経済統制に関する資料経済統制に関する資料 

   第 1 ファシスト政府の経済政策ファシスト政府の経済政策ファシスト政府の経済政策ファシスト政府の経済政策    
                  枝吉勇編 

    昭和7(1932)    48ｐ  [未定稿] 
 

   第 2 英國炭坑国有問題英國炭坑国有問題英國炭坑国有問題英國炭坑国有問題    
                                             附:英國炭業其後の推移 
      竹内正己編 

    昭和7(1932)    91ｐ  [未定稿] 
 

   第 3 ドイツに於ける石炭統制ドイツに於ける石炭統制ドイツに於ける石炭統制ドイツに於ける石炭統制    
                                             附:石炭統制法及び同施行法条文抄  
       田中九一編 

    昭和7(1932)    45ｐ   [未定稿] 
 

   第 4 英國に於ける貿易統制諸提案英國に於ける貿易統制諸提案英國に於ける貿易統制諸提案英國に於ける貿易統制諸提案 

    昭和9(1934)     29ｐ   [未定稿] 
 

 

附附附附    置置置置    機機機機    関関関関 
 

    滿鉄社員会滿鉄社員会滿鉄社員会滿鉄社員会 

  社員会叢書社員会叢書社員会叢書社員会叢書 

      第 8輯 滿鉄社員健闘録滿鉄社員健闘録滿鉄社員健闘録滿鉄社員健闘録    昭和 7年度版 

    昭和9(1933)    694p  写真 
     [滿洲事変記念出版] 
 

  山本･松岡正副総裁の滿蒙に関する所見山本･松岡正副総裁の滿蒙に関する所見山本･松岡正副総裁の滿蒙に関する所見山本･松岡正副総裁の滿蒙に関する所見 

   昭和4(1929)    30ｐ 図 

 

    滿鉄社員消費組合本部滿鉄社員消費組合本部滿鉄社員消費組合本部滿鉄社員消費組合本部 

  滿鉄社員消費組合十年史滿鉄社員消費組合十年史滿鉄社員消費組合十年史滿鉄社員消費組合十年史     元木照五郎 

   昭和4(1929)    162p  図 

 

    滿鉄奨学資金財団滿鉄奨学資金財団滿鉄奨学資金財団滿鉄奨学資金財団 

  滿鉄奨学資金財団十年史滿鉄奨学資金財団十年史滿鉄奨学資金財団十年史滿鉄奨学資金財団十年史 

   昭和12(1937)    126ｐ 

 

    滿鉄図書館研究会滿鉄図書館研究会滿鉄図書館研究会滿鉄図書館研究会 

  日露戦争関係資料目録日露戦争関係資料目録日露戦争関係資料目録日露戦争関係資料目録((((滿鉄図書館所蔵滿鉄図書館所蔵滿鉄図書館所蔵滿鉄図書館所蔵))))    
             昭和13年末現在 

   昭和15(1940)    39ｐ 
    [滿鉄図書館研究会年報第 4輯附録]  
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関関関関        東東東東        州州州州        関関関関        係係係係    
 

 
關關關關        東東東東        庁庁庁庁 

 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

    關東庁關東庁關東庁關東庁 

    關東州貿易統計關東州貿易統計關東州貿易統計關東州貿易統計     昭和6年-昭和13年 

   昭和7(1932)-昭和15(1940)    8冊 
    [昭和8年-11年:關東州庁長官官房庶務課編  
      昭和12年,13年:關東局編] 
 

    關東庁長官官房文書課關東庁長官官房文書課關東庁長官官房文書課關東庁長官官房文書課                                                                                                                                                                                                         
   〔關東庁〕庁勢一斑庁勢一斑庁勢一斑庁勢一斑    
      昭和3年,昭和10年,昭和12年 

   昭和4(1929)-昭和12(1937)    3冊 
    [昭和10年,昭和12年:｢關東局局勢一班｣と改 
       題] 
 

    關東庁業態調査結果表關東庁業態調査結果表關東庁業態調査結果表關東庁業態調査結果表    
      第 1回(昭和2年),第 2回(昭和9年) 
   昭和4(1929)-昭和10(1935)    2冊 
    [第 2回以降:關東局官房文書課編｢關東局業 
       態調査結果表｣と改題] 
 

  關東庁管内現住人口統計關東庁管内現住人口統計關東庁管内現住人口統計關東庁管内現住人口統計        昭和7年-昭和11年 

    昭和8(1933)-昭和12(1937)    5冊 
    [昭和9年以降:關東局官房文書課編｢關東局管 
       内現住人口統計｣と改題] 
 

  關東庁労働統計書關東庁労働統計書關東庁労働統計書關東庁労働統計書  昭和2年 

   昭和4(1929)    329,38ｐ 

 

  關東庁統計書關東庁統計書關東庁統計書關東庁統計書    
         第19(大正13年)-第22(昭和2年), 
          第24(昭和4年)-第30(昭和10年)  
     大正14(1925)-昭和11(1936)    11冊 
    [第26-28:長官官房調査課編 第29-30以降: 
       關東局官房文書課編｢關東局統計書｣と改題] 
 

  關東庁統計要覧關東庁統計要覧關東庁統計要覧關東庁統計要覧    
   昭和4年-昭和9年,昭和13年 

   昭和5(1930)-昭和15(1940)    7冊 
    [昭和9年以降:關東局官房文書課編｢關東局統 
       計要覧｣と改題] 
 

  關東庁要覧關東庁要覧關東庁要覧關東庁要覧    
      大正14年,昭和3年,昭和8年-昭和10年, 
          昭和14年,昭和14年附図,昭和16年  

   大正14(1925)-昭和17(1942)    8冊 
    [昭和10年以降:關東局官房文書課編｢關東局 
       要覧｣と改題]  

 

  労働調査概報労働調査概報労働調査概報労働調査概報  昭和11年 

   昭和11(1936)    33ｐ 

 

    關東庁長官官房調査課關東庁長官官房調査課關東庁長官官房調査課關東庁長官官房調査課                                                                                                                                                                                
  關東庁人口動態統計關東庁人口動態統計關東庁人口動態統計關東庁人口動態統計  昭和6年 

   昭和7(1932)    154,23ｐ 

 

    關東庁奉天取引所關東庁奉天取引所關東庁奉天取引所關東庁奉天取引所                                                                                                                                                                                                
  奉天取引所要覧奉天取引所要覧奉天取引所要覧奉天取引所要覧  

   昭和4(1929)    18ｐ 表 

 

    關東庁開原取引所關東庁開原取引所關東庁開原取引所關東庁開原取引所                                                                                                                                                                                                
  〔關東庁開原取引所〕年報年報年報年報  第13号-第17号 

   昭和3(1928)-昭和7(1932)     5冊 

 

    關東庁逓信局關東庁逓信局關東庁逓信局關東庁逓信局                                                                                                                                                                                                                
  電気事業要覧電気事業要覧電気事業要覧電気事業要覧  第 5回 

   昭和8(1933)    211ｐ 図 

 

  電気事業要覧並瓦斯事業要覧電気事業要覧並瓦斯事業要覧電気事業要覧並瓦斯事業要覧電気事業要覧並瓦斯事業要覧    
      第 6回-第 7回 

   昭和9(1934)-昭和10(1935)    2冊 

 

    關東局在滿教務部關東局在滿教務部關東局在滿教務部關東局在滿教務部 

  在滿日本人教育施設要覧在滿日本人教育施設要覧在滿日本人教育施設要覧在滿日本人教育施設要覧  昭和17年度 

   昭和18(1943)    48,25ｐ 

 

    露西亜事情調査会露西亜事情調査会露西亜事情調査会露西亜事情調査会 

  ソウェート聯邦年鑑ソウェート聯邦年鑑ソウェート聯邦年鑑ソウェート聯邦年鑑  1931年版 

   昭和6(1931)    569ｐ 

 

国国国国    勢勢勢勢    調調調調    査査査査 
 

    關東庁長官官房文書課關東庁長官官房文書課關東庁長官官房文書課關東庁長官官房文書課 

  大正１４年国勢調査大正１４年国勢調査大正１４年国勢調査大正１４年国勢調査     第２回第２回第２回第２回    
      大正14年10月1日施行 

      關東庁国勢調査記述篇關東庁国勢調査記述篇關東庁国勢調査記述篇關東庁国勢調査記述篇    
                     附:描画図及比例表  大正14年 

    昭和2(1927)    72,15,117ｐ 

 

   国勢調査世帯及人口国勢調査世帯及人口国勢調査世帯及人口国勢調査世帯及人口  大正14年 

    大正15(1926)    13年 

 

  昭和５年国勢調査昭和５年国勢調査昭和５年国勢調査昭和５年国勢調査  第３回第３回第３回第３回    
            昭和5年10月1日施行 

   關東庁国勢調査比例篇關東庁国勢調査比例篇關東庁国勢調査比例篇關東庁国勢調査比例篇     昭和5年 

    昭和9(1934)    306ｐ 

 

   關東庁国勢調査結果表關東庁国勢調査結果表關東庁国勢調査結果表關東庁国勢調査結果表  昭和5年 

    第 1巻 世帯及住居 

    第 2巻 人口,体性,年令,配偶関係, 
                本籍民籍国籍,普通教育ノ有無, 
                出生地,来住ノ年 

    第 3巻 其ノ 1 職業,産業及失業 

        其ノ 2 職業,産業及失業 

    昭和8(1933)-昭和9(1934)    4冊 
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   關東庁国勢調査記述篇關東庁国勢調査記述篇關東庁国勢調査記述篇關東庁国勢調査記述篇    附:描画図 昭和5年 

    昭和9(1934)    215ｐ 

 

   国勢調査世帯及人口国勢調査世帯及人口国勢調査世帯及人口国勢調査世帯及人口  昭和5年 

    昭和6(1931)    17ｐ 

 

  昭和１０年国勢調査昭和１０年国勢調査昭和１０年国勢調査昭和１０年国勢調査  第４回第４回第４回第４回    
            昭和10年10月1日施行 

      国勢調査世帯及人口国勢調査世帯及人口国勢調査世帯及人口国勢調査世帯及人口  昭和10年 

    昭和11(1936)    29ｐ 

 

   [昭和５年国勢調査:關東庁長官官房臨時国勢調 
    査課,昭和１０年国勢調査:關東局官房文書課]  

 

単単単単    行行行行    書書書書    ････    叢叢叢叢    書書書書 
 

   關東庁長官官房文書課關東庁長官官房文書課關東庁長官官房文書課關東庁長官官房文書課 

    關東庁施政二十年史關東庁施政二十年史關東庁施政二十年史關東庁施政二十年史 

     大正15(1926)    45,1025ｐ 

 

 

關關關關        東東東東        局局局局 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

   關東局物価賃金調査月報關東局物価賃金調査月報關東局物価賃金調査月報關東局物価賃金調査月報    
            → 和雑誌の項を見よ 
        
        關東州貿易月報關東州貿易月報關東州貿易月報關東州貿易月報    
            → 和雑誌の項を見よ 
 

    關東局官房文書課關東局官房文書課關東局官房文書課關東局官房文書課 

  關東局業態調査結果表關東局業態調査結果表關東局業態調査結果表關東局業態調査結果表 

   → 「關東庁業態調査結果表」 

 

  關東局業態調査記述編關東局業態調査記述編關東局業態調査記述編關東局業態調査記述編 附:描画図  昭和9年 

   昭和11(1936)    388,39ｐ 

 

  關東局管内現住人口統計關東局管内現住人口統計關東局管内現住人口統計關東局管内現住人口統計 

   → 「關東庁管内現住人口統計」 

 

     關東局局勢一班關東局局勢一班關東局局勢一班關東局局勢一班 

      → 「〔關東庁〕庁勢一斑」 

 

  關東局統計書關東局統計書關東局統計書關東局統計書 

   → 「關東庁統計書」 

 

  關東局統計要覧關東局統計要覧關東局統計要覧關東局統計要覧 

      →  「關東庁統計要覧」 

 

  關東局要覧關東局要覧關東局要覧關東局要覧 

   → 「關東庁要覧」 

 

単単単単    行行行行    書書書書    ・・・・    叢叢叢叢    書書書書 
 

    關東局關東局關東局關東局 

  關東局施政三十年史關東局施政三十年史關東局施政三十年史關東局施政三十年史 

   昭和11(1936)    1109,229ｐ 表 図 
 

     關東局施政三十年業績調査資料關東局施政三十年業績調査資料關東局施政三十年業績調査資料關東局施政三十年業績調査資料 

   昭和12(1937)    724ｐ 

 

 

そそそそ    のののの    他他他他    諸諸諸諸    機機機機    関関関関 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

    大連市役所産業課大連市役所産業課大連市役所産業課大連市役所産業課 

  産業の大連産業の大連産業の大連産業の大連  昭和11年版 

   昭和12(1937)    185ｐ 

 

    大連商業会議所大連商業会議所大連商業会議所大連商業会議所 
大連商業会議所統計年報大連商業会議所統計年報大連商業会議所統計年報大連商業会議所統計年報    

      大正15年下編-昭和5年 
   昭和2(1929)-昭和6(1931)    9冊 
     [昭和2年以降:大連商工会議所編｢大連商工会大連商工会大連商工会大連商工会 
       議所統計年報議所統計年報議所統計年報議所統計年報｣と改題] 
 

    大連商工会議所大連商工会議所大連商工会議所大連商工会議所 

        大連経済年史大連経済年史大連経済年史大連経済年史  昭和3年-昭和6年 

   昭和4(1929)-昭和7(1932)    4冊 

 

  大連商工案内大連商工案内大連商工案内大連商工案内    
      昭和13年版,昭和15年版,昭和17年版 

   昭和13(1938)-昭和17(1942)    3冊 

    
大連商工会議所経済統計月報大連商工会議所経済統計月報大連商工会議所経済統計月報大連商工会議所経済統計月報    

            → 和雑誌の項を見よ 
    
大連商工会議所々報大連商工会議所々報大連商工会議所々報大連商工会議所々報    
    → 和雑誌の項を見よ 
   
大連商工月報大連商工月報大連商工月報大連商工月報    
    → 和雑誌の項を見よ 
 

  大連商工名録大連商工名録大連商工名録大連商工名録  昭和3年 

   昭和3(1928)    389ｐ 

 

  北支会社年鑑北支会社年鑑北支会社年鑑北支会社年鑑  昭和17年版 

   昭和17(1942)    201ｐ 
    [東亜商工経済特輯号 6巻 3号] 
 

     北支経済図説北支経済図説北支経済図説北支経済図説    
      昭和13年版,昭和15年版,昭和17年版 

   昭和13(1938)-昭和17(1942)    3冊 

 

  關東州事業成績分析關東州事業成績分析關東州事業成績分析關東州事業成績分析  第 1回(昭和16年度) 
   昭和17(1942)    41ｐ 
 

  關東州経済図説關東州経済図説關東州経済図説關東州経済図説  昭和14年版,昭和16年版 

   昭和14(1939)-昭和16(1941)    2冊 

 

  滿洲事業成績分析滿洲事業成績分析滿洲事業成績分析滿洲事業成績分析    
      第 2回(昭和13年度)-第 5回(昭和16年度) 
   昭和14(1939)-昭和18(1943)    4冊 
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  滿洲経済統計年報滿洲経済統計年報滿洲経済統計年報滿洲経済統計年報    
      昭和8年-昭和9年,昭和10年下編,昭和11年, 
         昭和12年,昭和15年,昭和16年  

    昭和9(1934)-昭和18(1943)    9冊 

 

  滿洲経済図表滿洲経済図表滿洲経済図表滿洲経済図表    
      昭和9年版-昭和13年版,昭和15年版 

   昭和9(1934)-昭和15(1940)    6冊 
    [昭和13年版以降:｢滿洲経済図説｣と改題] 
 

  滿洲経済図説滿洲経済図説滿洲経済図説滿洲経済図説 

   → 「滿洲経済図表」 

 

     滿洲工場要覧滿洲工場要覧滿洲工場要覧滿洲工場要覧  昭和9年,昭和10年 

   昭和11(1936)-昭和12(1937)    2冊 
 

  南方経済図説南方経済図説南方経済図説南方経済図説 

   昭和17(1942)    155ｐ 

  

大連取引所大連取引所大連取引所大連取引所    
大連取引所月報大連取引所月報大連取引所月報大連取引所月報    
    → 和雑誌の項を見よ 

 
 關東州経済会關東州経済会關東州経済会關東州経済会    
        關東州経済会会報關東州経済会会報關東州経済会会報關東州経済会会報    
            → 和雑誌の項を見よ 
 

単単単単    行行行行    書書書書    ････    叢叢叢叢    書書書書 
    
    大連商工会議所大連商工会議所大連商工会議所大連商工会議所 
  大連･營口両港に於ける支那沿岸貿易大連･營口両港に於ける支那沿岸貿易大連･營口両港に於ける支那沿岸貿易大連･營口両港に於ける支那沿岸貿易 
   昭和4(1929)    81ｐ 
 

  大連港輸入品大連港輸入品大連港輸入品大連港輸入品     第 2編 

   昭和5(1930)    232ｐ 

 

  大連港輸入品の現勢大連港輸入品の現勢大連港輸入品の現勢大連港輸入品の現勢  第 1編 

   昭和4(1929)    174ｐ 

 

  大連の発展と上水道水源問題に就て大連の発展と上水道水源問題に就て大連の発展と上水道水源問題に就て大連の発展と上水道水源問題に就て 

   昭和6(1931)    28ｐ 
 

     大連市に於ける営業分布に関する調査大連市に於ける営業分布に関する調査大連市に於ける営業分布に関する調査大連市に於ける営業分布に関する調査 

   昭和11(1936)    89ｐ 

 

  大連市主要大連市主要大連市主要大連市主要商店街商店照明調査報告商店街商店照明調査報告商店街商店照明調査報告商店街商店照明調査報告    
                    ((((浪速町浪速町浪速町浪速町,,,,磐城町磐城町磐城町磐城町,,,,連鎖街連鎖街連鎖街連鎖街)))) 
   昭和11(1936)    49ｐ 

 

     大連特産市場不振の原因と其対策大連特産市場不振の原因と其対策大連特産市場不振の原因と其対策大連特産市場不振の原因と其対策  

   昭和4(1929)    160ｐ 

 

  外国為替管理･貿易管理法規集外国為替管理･貿易管理法規集外国為替管理･貿易管理法規集外国為替管理･貿易管理法規集 

   昭和13(1938)    219ｐ 

 

  外国為替管理法規集外国為替管理法規集外国為替管理法規集外国為替管理法規集 

   昭和12(1937)    151ｐ 

 

  關東州実業組合令規集關東州実業組合令規集關東州実業組合令規集關東州実業組合令規集 

   昭和13(1938)    45ｐ 

 

  關東州関税制度改正方ニ関スル建議書關東州関税制度改正方ニ関スル建議書關東州関税制度改正方ニ関スル建議書關東州関税制度改正方ニ関スル建議書    
             附:大連海関設置並内水汽船航行ニ関スル協 
        定･膠州湾租界地ニ於ケル製造品ニ関スル 
        規則抜粋･關東州租借地関税仮規則･關東州 
        ノ生産ニ係ル物品ノ輸入税免除ニ関スル法 
        律 

   昭和7(1932)    38ｐ 

 

  關東州工業の現勢關東州工業の現勢關東州工業の現勢關東州工業の現勢 

   昭和3(1928)    14ｐ 

 

  關東州に於ける営業分布に関する調査關東州に於ける営業分布に関する調査關東州に於ける営業分布に関する調査關東州に於ける営業分布に関する調査    
      第 3回 

   昭和17(1942)    133ｐ 表 

 

  關東州に於ける会社業績關東州に於ける会社業績關東州に於ける会社業績關東州に於ける会社業績 

   昭和2(1927)    94ｐ 

 

  關東州に於ける生活必需品切符制度の現状關東州に於ける生活必需品切符制度の現状關東州に於ける生活必需品切符制度の現状關東州に於ける生活必需品切符制度の現状 

   昭和17(1942)    137ｐ 

 

  關東州の水に就て關東州の水に就て關東州の水に就て關東州の水に就て 

   昭和5(1930)    31ｐ 

 

  關東州特恵関税品目及通関手続關東州特恵関税品目及通関手続關東州特恵関税品目及通関手続關東州特恵関税品目及通関手続 

   昭和4(1929)    16ｐ 

 

     滿蒙事情滿蒙事情滿蒙事情滿蒙事情 

   昭和7(1932)    183ｐ 

 

  滿蒙の鉄道問題に就て滿蒙の鉄道問題に就て滿蒙の鉄道問題に就て滿蒙の鉄道問題に就て  竹内虎治講演 

   昭和3(1938)    53ｐ  

 

  滿蒙鉄道特定運賃制定方ニ関スル建議書滿蒙鉄道特定運賃制定方ニ関スル建議書滿蒙鉄道特定運賃制定方ニ関スル建議書滿蒙鉄道特定運賃制定方ニ関スル建議書    
             附:滿鉄線大連長春間特産価格対運賃諸掛解･ 
        四 線東支線経由大連昂々溪間特産価格対 
        運賃諸掛図解･東支南部線経由大連哈爾濱 
        間特産価格対運賃諸掛図解･滿鉄線大連長 
        春間輸入品価格対運賃諸掛図解 

   昭和7(1932)    11ｐ 

 

滿洲地売炭引下ニ関スル要請書滿洲地売炭引下ニ関スル要請書滿洲地売炭引下ニ関スル要請書滿洲地売炭引下ニ関スル要請書    大連港石炭輸大連港石炭輸大連港石炭輸大連港石炭輸
入制限撤去ニ関スル建議書入制限撤去ニ関スル建議書入制限撤去ニ関スル建議書入制限撤去ニ関スル建議書         附 :撫順炭      
滿洲地売値段表 

   昭和7(1932)    10ｐ 

 

  滿洲事変前に於ける我が権益侵害事例滿洲事変前に於ける我が権益侵害事例滿洲事変前に於ける我が権益侵害事例滿洲事変前に於ける我が権益侵害事例 

   昭和7(1932)    53ｐ 

 

  滿洲経済法令集滿洲経済法令集滿洲経済法令集滿洲経済法令集 

   第 3輯 滿洲國金融機関其他に関する法令滿洲國金融機関其他に関する法令滿洲國金融機関其他に関する法令滿洲國金融機関其他に関する法令 

        昭和8(1933)    70ｐ 

 

   第 4輯 暫行商租権登記法･商標登録令･其他暫行商租権登記法･商標登録令･其他暫行商租権登記法･商標登録令･其他暫行商租権登記法･商標登録令･其他    
                                                            関係法規関係法規関係法規関係法規 
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    昭和8(1933)    66ｐ 
 
   第 5輯 政府契約･民事訴訟･税関並郵局関係政府契約･民事訴訟･税関並郵局関係政府契約･民事訴訟･税関並郵局関係政府契約･民事訴訟･税関並郵局関係    
                                                            法規法規法規法規 

    昭和8(1933)    60ｐ 

 

   第 6輯 工業用塩輸出暫行弁法･産金買上法･工業用塩輸出暫行弁法･産金買上法･工業用塩輸出暫行弁法･産金買上法･工業用塩輸出暫行弁法･産金買上法･    
                                                        新規漁業の訓令･金輸出禁止法･出産新規漁業の訓令･金輸出禁止法･出産新規漁業の訓令･金輸出禁止法･出産新規漁業の訓令･金輸出禁止法･出産    
                                                        量石税法･暫行糧商営業税法其他量石税法･暫行糧商営業税法其他量石税法･暫行糧商営業税法其他量石税法･暫行糧商営業税法其他 

      昭和9(1934)    60ｐ 

 

   第 7輯 陸路里陸路里陸路里陸路里程表･糧石鉄道輸送手続要綱･程表･糧石鉄道輸送手続要綱･程表･糧石鉄道輸送手続要綱･程表･糧石鉄道輸送手続要綱･    
                                                            度量衡法･其他関係法度量衡法･其他関係法度量衡法･其他関係法度量衡法･其他関係法 

    昭和9(1934)    58ｐ 

 

      第 8輯 商租執照発給規則･度量衡法施行細商租執照発給規則･度量衡法施行細商租執照発給規則･度量衡法施行細商租執照発給規則･度量衡法施行細    
                                                            則其他則其他則其他則其他 

    昭和9(1934)    76ｐ 

 

   第10輯 關東州船舶安全令･木税法･金融合作關東州船舶安全令･木税法･金融合作關東州船舶安全令･木税法･金融合作關東州船舶安全令･木税法･金融合作    
                                                            社法･鉄道営業法社法･鉄道営業法社法･鉄道営業法社法･鉄道営業法 

    昭和9(1934)    77ｐ 

 

   第11輯 暫行滿華為替規則･石油類専売法･暫行滿華為替規則･石油類専売法･暫行滿華為替規則･石油類専売法･暫行滿華為替規則･石油類専売法･    
                                                        中央卸売市場法･消費税加税中央卸売市場法･消費税加税中央卸売市場法･消費税加税中央卸売市場法･消費税加税物件製物件製物件製物件製    
                                                        造取締法造取締法造取締法造取締法     
    昭和10(1935)    68ｐ 

 

   第12輯 外国労働者取締規則･石油類取締外国労働者取締規則･石油類取締外国労働者取締規則･石油類取締外国労働者取締規則･石油類取締    
                                                        規則･關東州及滿鉄附属地度量衡規則･關東州及滿鉄附属地度量衡規則･關東州及滿鉄附属地度量衡規則･關東州及滿鉄附属地度量衡    
                                                        取締規則取締規則取締規則取締規則        
                                                        附:滿洲経済法令集索引 
            自第1輯至12輯 

    昭和10(1935)    86,12ｐ 

 

   第13輯 關東州臨時利得税令･關東州及滿鉄關東州臨時利得税令･關東州及滿鉄關東州臨時利得税令･關東州及滿鉄關東州臨時利得税令･關東州及滿鉄    
                                                            附属地電気事業令･営業税法其他附属地電気事業令･営業税法其他附属地電気事業令･営業税法其他附属地電気事業令･営業税法其他  

        昭和10(1935)    58ｐ 

 

   第14輯 鉱業法･鉱業法施行細則･鉱業税法･鉱業法･鉱業法施行細則･鉱業税法･鉱業法･鉱業法施行細則･鉱業税法･鉱業法･鉱業法施行細則･鉱業税法･    
                                                            鉱業登録令･鉱業登録税法其他鉱業登録令･鉱業登録税法其他鉱業登録令･鉱業登録税法其他鉱業登録令･鉱業登録税法其他     

    昭和10(1935)     86ｐ 

 

   第15輯 屠宰場法･計量法･酒税法･家醸自用屠宰場法･計量法･酒税法･家醸自用屠宰場法･計量法･酒税法･家醸自用屠宰場法･計量法･酒税法･家醸自用    
                                                        酒税法･關東州輸出入植物取締規則･酒税法･關東州輸出入植物取締規則･酒税法･關東州輸出入植物取締規則･酒税法･關東州輸出入植物取締規則･    
                                                        地方税法地方税法地方税法地方税法 

    昭和10(1935)    84ｐ 

 

   第16輯 中央卸売市場法施行細則･鉱業登録中央卸売市場法施行細則･鉱業登録中央卸売市場法施行細則･鉱業登録中央卸売市場法施行細則･鉱業登録    
                                                        令施行細則･為替管理法其他令施行細則･為替管理法其他令施行細則･為替管理法其他令施行細則･為替管理法其他 

    昭和11(1936)    63ｐ 

 

   第17輯 商業登記法･商業登記税法･滿洲拓植商業登記法･商業登記税法･滿洲拓植商業登記法･商業登記税法･滿洲拓植商業登記法･商業登記税法･滿洲拓植    
                                                        株式会社法･滿洲火薬販売株式会社株式会社法･滿洲火薬販売株式会社株式会社法･滿洲火薬販売株式会社株式会社法･滿洲火薬販売株式会社    
                                                        法法法法 

        昭和11(1936)    61ｐ 

 

   第18輯 特許発明法･特許発明施行規則･特許特許発明法･特許発明施行規則･特許特許発明法･特許発明施行規則･特許特許発明法･特許発明施行規則･特許    

                                                            登録令･特許登録令施行規則登録令･特許登録令施行規則登録令･特許登録令施行規則登録令･特許登録令施行規則 

    昭和11(1936)    97ｐ 

 

   第19輯 意匠法･意匠法施行規則･特許収用意匠法･意匠法施行規則･特許収用意匠法･意匠法施行規則･特許収用意匠法･意匠法施行規則･特許収用    
                                                        法･拍売法･滿洲塩業株式会社法･法･拍売法･滿洲塩業株式会社法･法･拍売法･滿洲塩業株式会社法･法･拍売法･滿洲塩業株式会社法･    
                                                        地税法･契税法地税法･契税法地税法･契税法地税法･契税法  

        昭和11(1936)    90ｐ 

 

   第21輯 滿洲生命保険株式会社法･滿洲計器滿洲生命保険株式会社法･滿洲計器滿洲生命保険株式会社法･滿洲計器滿洲生命保険株式会社法･滿洲計器    
                                                        股股股股 有限公司法･地税法施行細則･契有限公司法･地税法施行細則･契有限公司法･地税法施行細則･契有限公司法･地税法施行細則･契    
                                                        税法施行細則･商租権整理法施行令･税法施行細則･商租権整理法施行令･税法施行細則･商租権整理法施行令･税法施行細則･商租権整理法施行令･    
                                                        電気通信法･其他電気通信法･其他電気通信法･其他電気通信法･其他 

        昭和11(1936)    88ｐ 

 

   第22輯 暫行郵便振替貯金規則･保税法･滿洲暫行郵便振替貯金規則･保税法･滿洲暫行郵便振替貯金規則･保税法･滿洲暫行郵便振替貯金規則･保税法･滿洲    
                                                        軽金属製造株式会社法･暫行農業自軽金属製造株式会社法･暫行農業自軽金属製造株式会社法･暫行農業自軽金属製造株式会社法･暫行農業自    
                                                        由移民取扱規則･質業取締法･同施行由移民取扱規則･質業取締法･同施行由移民取扱規則･質業取締法･同施行由移民取扱規則･質業取締法･同施行    
                                                        規則･通関代弁人法･同施行規則･屠規則･通関代弁人法･同施行規則･屠規則･通関代弁人法･同施行規則･屠規則･通関代弁人法･同施行規則･屠    
                                                        宰場法施行規則宰場法施行規則宰場法施行規則宰場法施行規則    其他其他其他其他 

    昭和12(1937)    110ｐ 

 

   第23輯 火柴専売法･塩専売法･禁煙特税法･火柴専売法･塩専売法･禁煙特税法･火柴専売法･塩専売法･禁煙特税法･火柴専売法･塩専売法･禁煙特税法･    
                                                        同施行規則･郵便法･電気通信施設規同施行規則･郵便法･電気通信施設規同施行規則･郵便法･電気通信施設規同施行規則･郵便法･電気通信施設規    
                                                        則･電気通信事業特許規則･省地方費則･電気通信事業特許規則･省地方費則･電気通信事業特許規則･省地方費則･電気通信事業特許規則･省地方費    
                                                        法･同施行規則･改正其他法･同施行規則･改正其他法･同施行規則･改正其他法･同施行規則･改正其他 

        昭和12(1937)    107ｐ 

 

   第24輯 郵政為替法･同規則･郵政振替法･郵政為替法･同規則･郵政振替法･郵政為替法･同規則･郵政振替法･郵政為替法･同規則･郵政振替法･    
                                                        同規則･郵政儲金法･同規則満日郵政同規則･郵政儲金法･同規則満日郵政同規則･郵政儲金法･同規則満日郵政同規則･郵政儲金法･同規則満日郵政    
                                                        為替規則為替規則為替規則為替規則    
                                                        附:滿洲経済法令集索引 
             自13輯至24輯 

    昭和12(1937)    103ｐ 

 

   第25輯 工場抵押法･工場財団登記税法･産金工場抵押法･工場財団登記税法･産金工場抵押法･工場財団登記税法･産金工場抵押法･工場財団登記税法･産金    
                                                        買上法･産金買上法施行規則・手形買上法･産金買上法施行規則・手形買上法･産金買上法施行規則・手形買上法･産金買上法施行規則・手形    
                                                        法・小切手法其他法・小切手法其他法・小切手法其他法・小切手法其他 

    昭和12(1937)    83ｐ 

 

   第26輯 商人通法商人通法商人通法商人通法･会社法･運送法･倉庫法･･会社法･運送法･倉庫法･･会社法･運送法･倉庫法･･会社法･運送法･倉庫法･    
                                                        海商法海商法海商法海商法 

    昭和12(1937)    204ｐ 

 

   第27輯 關東州所得税令･同施行規則･揮発油關東州所得税令･同施行規則･揮発油關東州所得税令･同施行規則･揮発油關東州所得税令･同施行規則･揮発油    
                                                        税令･同施行規則･セメント税令･同税令･同施行規則･セメント税令･同税令･同施行規則･セメント税令･同税令･同施行規則･セメント税令･同    
                                                        施行規則･麦粉税令･同施行規則其他施行規則･麦粉税令･同施行規則其他施行規則･麦粉税令･同施行規則其他施行規則･麦粉税令･同施行規則其他 

       昭和12(1937)    121ｐ 

 

   第28輯 關東州実業組合令･關東州重要産業關東州実業組合令･關東州重要産業關東州実業組合令･關東州重要産業關東州実業組合令･關東州重要産業    
                                                        統制令･關東州北支事件特別税令施統制令･關東州北支事件特別税令施統制令･關東州北支事件特別税令施統制令･關東州北支事件特別税令施    
                                                        行規則･郵政生命保険法･同行規則･郵政生命保険法･同行規則･郵政生命保険法･同行規則･郵政生命保険法･同規則･規則･規則･規則･    
                                                        滿洲合成燃料株式会社法･滿洲拓植滿洲合成燃料株式会社法･滿洲拓植滿洲合成燃料株式会社法･滿洲拓植滿洲合成燃料株式会社法･滿洲拓植    
                                                        公社設立協定公社設立協定公社設立協定公社設立協定 

        昭和12(1937)    110ｐ 

 

   第29輯 滿洲國に於ける治外法権の撤廃及滿洲國に於ける治外法権の撤廃及滿洲國に於ける治外法権の撤廃及滿洲國に於ける治外法権の撤廃及    
                                                        南滿洲鉄道附属地行政権の移譲に南滿洲鉄道附属地行政権の移譲に南滿洲鉄道附属地行政権の移譲に南滿洲鉄道附属地行政権の移譲に    
                                                        関する日本國滿洲國間条約及協定･関する日本國滿洲國間条約及協定･関する日本國滿洲國間条約及協定･関する日本國滿洲國間条約及協定･    
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                                                        関税法関税法関税法関税法 

    昭和13(1938)    138ｐ 

 

   第30輯 重要特産物検査法･棉花統制法･同施重要特産物検査法･棉花統制法･同施重要特産物検査法･棉花統制法･同施重要特産物検査法･棉花統制法･同施    
                                                        行規則･拒行規則･拒行規則･拒行規則･拒絶証書令･滿洲興業債権令絶証書令･滿洲興業債権令絶証書令･滿洲興業債権令絶証書令･滿洲興業債権令    
                                                        ･滿洲儲蓄債権法･外国法人法･滿洲儲蓄債権法･外国法人法･滿洲儲蓄債権法･外国法人法･滿洲儲蓄債権法･外国法人法 

        昭和13(1938)    123ｐ 

 

   第31輯 關東州臨時資金調整令･同施行規則･關東州臨時資金調整令･同施行規則･關東州臨時資金調整令･同施行規則･關東州臨時資金調整令･同施行規則･    
                                                        海商法施行法･会社法施行法･商人通海商法施行法･会社法施行法･商人通海商法施行法･会社法施行法･商人通海商法施行法･会社法施行法･商人通    
                                                        法施行法･工場取締規則･關東州輸出法施行法･工場取締規則･關東州輸出法施行法･工場取締規則･關東州輸出法施行法･工場取締規則･關東州輸出    
                                                        重要特産物検査規則重要特産物検査規則重要特産物検査規則重要特産物検査規則 

        昭和13(1938)    89ｐ 

 

      第32輯 商業登記法･同施行規則･法人登記法商業登記法･同施行規則･法人登記法商業登記法･同施行規則･法人登記法商業登記法･同施行規則･法人登記法    
                                                        ･同･同･同･同施行規則･不動産登記法･同施行施行規則･不動産登記法･同施行施行規則･不動産登記法･同施行施行規則･不動産登記法･同施行    
                                                        規則･不動産登録税法･不動産登録法規則･不動産登録税法･不動産登録法規則･不動産登録税法･不動産登録法規則･不動産登録税法･不動産登録法    
                                                        施行法･同施行規則･諸登記に関する施行法･同施行規則･諸登記に関する施行法･同施行規則･諸登記に関する施行法･同施行規則･諸登記に関する    
                                                        手数料に関する件手数料に関する件手数料に関する件手数料に関する件 

        昭和13(1938)    124ｐ 

 

   第33輯 利息制限法･契税法施行規則･勤労所利息制限法･契税法施行規則･勤労所利息制限法･契税法施行規則･勤労所利息制限法･契税法施行規則･勤労所    
                                                        得･自由職業･家屋･省地方費･取引各得･自由職業･家屋･省地方費･取引各得･自由職業･家屋･省地方費･取引各得･自由職業･家屋･省地方費･取引各    
                                                        税法並施行規則･酒精専売法･同施行税法並施行規則･酒精専売法･同施行税法並施行規則･酒精専売法･同施行税法並施行規則･酒精専売法･同施行    
                                                        規則保険業法･同施行規則･關東州重規則保険業法･同施行規則･關東州重規則保険業法･同施行規則･關東州重規則保険業法･同施行規則･關東州重    
                                                        要産業統制令施行規則其他要産業統制令施行規則其他要産業統制令施行規則其他要産業統制令施行規則其他 

        昭和13(1938)    140ｐ 

 

   第34輯 工場抵押法･同施行規則･工場財団登工場抵押法･同施行規則･工場財団登工場抵押法･同施行規則･工場財団登工場抵押法･同施行規則･工場財団登    
                                                        録税法･鉄鋼類統制法･同施行規則･録税法･鉄鋼類統制法･同施行規則･録税法･鉄鋼類統制法･同施行規則･録税法･鉄鋼類統制法･同施行規則･    
                                                        開港取締法･同施行規則･石油類専売開港取締法･同施行規則･石油類専売開港取締法･同施行規則･石油類専売開港取締法･同施行規則･石油類専売    
                                                        法施行規則其他法施行規則其他法施行規則其他法施行規則其他 

        昭和13(1938)    88ｐ 

 

   第35輯 輸出柞蚕糸検査法･同施行規則･關東輸出柞蚕糸検査法･同施行規則･關東輸出柞蚕糸検査法･同施行規則･關東輸出柞蚕糸検査法･同施行規則･關東    
                                                        州地租令･同施行規則･關東州臨時地州地租令･同施行規則･關東州臨時地州地租令･同施行規則･關東州臨時地州地租令･同施行規則･關東州臨時地    
                                                        租措置令･同施行規則･關東州家屋調租措置令･同施行規則･關東州家屋調租措置令･同施行規則･關東州家屋調租措置令･同施行規則･關東州家屋調    
                                                        査令･同施行規則･關東州漁業令･關査令･同施行規則･關東州漁業令･關査令･同施行規則･關東州漁業令･關査令･同施行規則･關東州漁業令･關    
                                                        東州苹果輸出取締規則･關東州臨時東州苹果輸出取締規則･關東州臨時東州苹果輸出取締規則･關東州臨時東州苹果輸出取締規則･關東州臨時    
                                                        営業税措置規則営業税措置規則営業税措置規則営業税措置規則 

        昭和13(1938)    74ｐ 

 

   第36輯 社債担保権信託法･同施行規則･毛皮社債担保権信託法･同施行規則･毛皮社債担保権信託法･同施行規則･毛皮社債担保権信託法･同施行規則･毛皮    
                                                        皮革類統制法･棉花統制法施行規則･皮革類統制法･棉花統制法施行規則･皮革類統制法･棉花統制法施行規則･皮革類統制法･棉花統制法施行規則･    
                                                        鉱業財団抵押法･同施行規則･鉱業財鉱業財団抵押法･同施行規則･鉱業財鉱業財団抵押法･同施行規則･鉱業財鉱業財団抵押法･同施行規則･鉱業財    
                                                        団登録税法･滿洲飛行機･滿洲団登録税法･滿洲飛行機･滿洲団登録税法･滿洲飛行機･滿洲団登録税法･滿洲飛行機･滿洲電気電気電気電気    
                                                        化学工業滿洲糧穀･滿洲硫安各株式化学工業滿洲糧穀･滿洲硫安各株式化学工業滿洲糧穀･滿洲硫安各株式化学工業滿洲糧穀･滿洲硫安各株式    
                                                        会社法会社法会社法会社法    
                                                     附:滿洲経済法令集索引 
             自第25輯至第36輯 

        昭和14(1939)    74ｐ 

 

   第37輯 滿日･伊貿易協定･滿獨貿易協定･滿日･伊貿易協定･滿獨貿易協定･滿日･伊貿易協定･滿獨貿易協定･滿日･伊貿易協定･滿獨貿易協定･    
                                                        米穀管理法･銀行法･銀行法施行規則米穀管理法･銀行法･銀行法施行規則米穀管理法･銀行法･銀行法施行規則米穀管理法･銀行法･銀行法施行規則    
                                                        ･諸税の改正其他･諸税の改正其他･諸税の改正其他･諸税の改正其他     
        昭和14(1939)    90ｐ 

 

   第38輯 労働統制法･同施労働統制法･同施労働統制法･同施労働統制法･同施行規則･捲行規則･捲行規則･捲行規則･捲 税法･税法･税法･税法･    

                                                        同施行規則･毛皮皮革類統制規則･同施行規則･毛皮皮革類統制規則･同施行規則･毛皮皮革類統制規則･同施行規則･毛皮皮革類統制規則･    
                                                        原棉綿製品統制法･同施行規則･關東原棉綿製品統制法･同施行規則･關東原棉綿製品統制法･同施行規則･關東原棉綿製品統制法･同施行規則･關東    
                                                        州家屋税令･關東州臨時原棉及綿製州家屋税令･關東州臨時原棉及綿製州家屋税令･關東州臨時原棉及綿製州家屋税令･關東州臨時原棉及綿製    
                                                        品統制規則品統制規則品統制規則品統制規則 

        昭和14(1939)    109ｐ 
 

  滿洲國輸出入税率表滿洲國輸出入税率表滿洲國輸出入税率表滿洲國輸出入税率表 康徳5年1月1日施行 

   昭和12(1937)    185ｐ 

 

  滿洲ニ於ケル制幣改革ニ関シ対策講究ノ件説明滿洲ニ於ケル制幣改革ニ関シ対策講究ノ件説明滿洲ニ於ケル制幣改革ニ関シ対策講究ノ件説明滿洲ニ於ケル制幣改革ニ関シ対策講究ノ件説明    
                    書書書書    日本商工会議所定期総会提出議案日本商工会議所定期総会提出議案日本商工会議所定期総会提出議案日本商工会議所定期総会提出議案 

   昭和3(1928)    72ｐ 

 

  滿洲輸入本邦品と他国品との競争事情滿洲輸入本邦品と他国品との競争事情滿洲輸入本邦品と他国品との競争事情滿洲輸入本邦品と他国品との競争事情 

   昭和7(1932)    167ｐ 

 

     日滿貿易振興の為め通関書類を是非改め下さい日滿貿易振興の為め通関書類を是非改め下さい日滿貿易振興の為め通関書類を是非改め下さい日滿貿易振興の為め通関書類を是非改め下さい  

   昭和5(1930)    25ｐ 

 

  大阪工業会滿蒙経済視察員座談会速記録大阪工業会滿蒙経済視察員座談会速記録大阪工業会滿蒙経済視察員座談会速記録大阪工業会滿蒙経済視察員座談会速記録 

   昭和7(1932)    108ｐ 

 

  硫安工業と滿蒙開発硫安工業と滿蒙開発硫安工業と滿蒙開発硫安工業と滿蒙開発 

   昭和7(1932)    64ｐ 

 

  商祖問題に就て商祖問題に就て商祖問題に就て商祖問題に就て  松木侠講演 

   昭和2(1927)    32ｐ 

 

  数字に現れたる滿洲財界の情勢数字に現れたる滿洲財界の情勢数字に現れたる滿洲財界の情勢数字に現れたる滿洲財界の情勢 

   昭和4(1929)    66ｐ 

 

  東亜経済東亜経済東亜経済東亜経済事情叢刊事情叢刊事情叢刊事情叢刊 

   第 1輯 滿洲の棉花問題滿洲の棉花問題滿洲の棉花問題滿洲の棉花問題  今市欽介著 

        昭和10(1935)    125ｐ 

 

   第 2輯 關東州の関税制度關東州の関税制度關東州の関税制度關東州の関税制度  千本木正治著 

    昭和10(1935)    128ｐ 

 

   第 3輯 滿洲國国税制度提要滿洲國国税制度提要滿洲國国税制度提要滿洲國国税制度提要  福原静雄著 

    昭和12(1937)    252ｐ 

 

   第 4輯 経済都市大連経済都市大連経済都市大連経済都市大連 

    昭和12(1937)    263ｐ 

 

   第 5輯 關東州の工業事情關東州の工業事情關東州の工業事情關東州の工業事情  坂本善三郎著 

    昭和14(1939)    210ｐ 

 

  東三省ニ於ケル官兵匪賊暴東三省ニ於ケル官兵匪賊暴東三省ニ於ケル官兵匪賊暴東三省ニ於ケル官兵匪賊暴挙実例挙実例挙実例挙実例    
             自9月19日至11月15日 

   昭和6(1931)    26ｐ 

 

    大連新聞社大連新聞社大連新聞社大連新聞社                                                                                                                                                                                                                        
  黎明滿蒙叢書黎明滿蒙叢書黎明滿蒙叢書黎明滿蒙叢書 

   第 1輯 黎明滿蒙の開発を語る黎明滿蒙の開発を語る黎明滿蒙の開発を語る黎明滿蒙の開発を語る 

    昭和7(1932)    78ｐ 

 

  写真と図解写真と図解写真と図解写真と図解    新滿洲國早わかり新滿洲國早わかり新滿洲國早わかり新滿洲國早わかり 

   昭和7(1932)    80ｐ 
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    [実業之日本第35巻第 7号附録] 
 

    大連取引所銭鈔信託株式会社大連取引所銭鈔信託株式会社大連取引所銭鈔信託株式会社大連取引所銭鈔信託株式会社 

  大連銭鈔市場資料大連銭鈔市場資料大連銭鈔市場資料大連銭鈔市場資料    
             自大正6年6月至昭和8年12月 

   昭和9(1934)    93ｐ 表 

 

    大連取引所信託株式会社大連取引所信託株式会社大連取引所信託株式会社大連取引所信託株式会社 

  滿洲の特産と大連取引所信託株式会社滿洲の特産と大連取引所信託株式会社滿洲の特産と大連取引所信託株式会社滿洲の特産と大連取引所信託株式会社     

   昭和6(1931)    20ｐ 

 

    大連油脂工業株式会社研究室大連油脂工業株式会社研究室大連油脂工業株式会社研究室大連油脂工業株式会社研究室 

  大豆硬化油の石鹸性に就て大豆硬化油の石鹸性に就て大豆硬化油の石鹸性に就て大豆硬化油の石鹸性に就て  

   昭和10(1935)    15ｐ 

 

    福昌華工株式会社福昌華工株式会社福昌華工株式会社福昌華工株式会社 

  碧山荘碧山荘碧山荘碧山荘 

   昭和4(1929)    17ｐ 

 

    關東州経済会關東州経済会關東州経済会關東州経済会 

  關東州経済の現勢關東州経済の現勢關東州経済の現勢關東州経済の現勢 

   昭和19(1944)    125ｐ 

 

  關東州に於ける生活必需品切符制度の現状關東州に於ける生活必需品切符制度の現状關東州に於ける生活必需品切符制度の現状關東州に於ける生活必需品切符制度の現状 

   昭和19(1944)    65ｐ 

 

  滿洲開拓政策と關東州報国農場滿洲開拓政策と關東州報国農場滿洲開拓政策と關東州報国農場滿洲開拓政策と關東州報国農場 

   昭和19(1944)    26ｐ 

 

    
    
    

満満満満        州州州州        國國國國        関関関関        係係係係
 

 
滿滿滿滿    洲洲洲洲    國國國國 

 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

    外交部政務司外交部政務司外交部政務司外交部政務司    
    極東蘇領事情極東蘇領事情極東蘇領事情極東蘇領事情    
  → 和雑誌の項を見よ 
 
経済部商務司關東局総務課経済部商務司關東局総務課経済部商務司關東局総務課経済部商務司關東局総務課    
    卸売物価月報卸売物価月報卸売物価月報卸売物価月報    
  → 和雑誌の項を見よ 
    
国務院実業部中央観象台国務院実業部中央観象台国務院実業部中央観象台国務院実業部中央観象台 

  滿洲國時憲書滿洲國時憲書滿洲國時憲書滿洲國時憲書    
      大同3年-康徳3年,康徳5年-康徳7年,康徳9年 

   大同3(1934)-康徳9(1942)    8冊 

 

    国務院経済部国務院経済部国務院経済部国務院経済部                                                                                                                                                                                                                                         
  滿洲國外国貿易統計年報滿洲國外国貿易統計年報滿洲國外国貿易統計年報滿洲國外国貿易統計年報  康徳4年 
   上篇,下篇 

   康徳6(1939)    2冊 

 

    国務院経済部商務司調査科国務院経済部商務司調査科国務院経済部商務司調査科国務院経済部商務司調査科 

    統制価格品目便覧統制価格品目便覧統制価格品目便覧統制価格品目便覧    
      康徳9年5月31日現在,康徳11年6月30日現在 

   康徳9(1942)-康徳11(1944)    2冊 
    [康徳11年6月30日現在:経済部商務司商事科] 
 

    国務院経済部商務司計画科国務院経済部商務司計画科国務院経済部商務司計画科国務院経済部商務司計画科                                                                                                                                                                                         
  小売物価統計年報小売物価統計年報小売物価統計年報小売物価統計年報  康徳8年度 

   康徳10(1943)    275ｐ 

 

    国務院民政部総務司資料科国務院民政部総務司資料科国務院民政部総務司資料科国務院民政部総務司資料科                                                                                                                                                                                         
  民政部要覧民政部要覧民政部要覧民政部要覧  康徳4年 

   康徳4(1937)    1冊 地図 

 

    国務院総務庁情報処国務院総務庁情報処国務院総務庁情報処国務院総務庁情報処                                                                                                                                                                                        
  滿洲國概覧滿洲國概覧滿洲國概覧滿洲國概覧  初版康徳元年,第4版康徳7年 

   康徳元(1934)-康徳7(1940)    2冊 
    [第4版:滿洲事情案内所編｢滿洲帝國概覧滿洲帝國概覧滿洲帝國概覧滿洲帝國概覧｣と 
       改題] 
 

    国務院総務庁統計処国務院総務庁統計処国務院総務庁統計処国務院総務庁統計処                                                                                                                                                                                        
  滿洲國年報滿洲國年報滿洲國年報滿洲國年報     第 1次-第 3次 

   大同2(1933)-康徳3(1936)    3冊 
    [第2次以降:｢滿洲帝國年報滿洲帝國年報滿洲帝國年報滿洲帝國年報｣と改題] 
 

  滿洲帝國国勢グラフ滿洲帝國国勢グラフ滿洲帝國国勢グラフ滿洲帝國国勢グラフ  康徳4年版 

   康徳3(1936)    140ｐ 

 

    国務院総務司文書科国務院総務司文書科国務院総務司文書科国務院総務司文書科                                                                                                                                                                                        
  滿洲國産業概観滿洲國産業概観滿洲國産業概観滿洲國産業概観 
   康徳3(1936)    208,86ｐ 表 図 

 

国国国国    勢勢勢勢    調調調調    査査査査 
 

    国務院総務庁臨時国勢調査事務局国務院総務庁臨時国勢調査事務局国務院総務庁臨時国勢調査事務局国務院総務庁臨時国勢調査事務局         

  康徳７年臨時国勢調査報告康徳７年臨時国勢調査報告康徳７年臨時国勢調査報告康徳７年臨時国勢調査報告 

   第 1巻 全国編 

    康徳10(1943)    199ｐ 図  

 

単単単単    行行行行    書書書書    ････    叢叢叢叢    書書書書 
 

    国務院文教部国務院文教部国務院文教部国務院文教部 
     全遼志全遼志全遼志全遼志 
      第 1巻  ：叙目録凡例図考 
      第 1巻  ：沿革山川 
      第 2巻  ：賦役歳運 
      第 2巻  ：邊防兵政馬政 
      第 3巻  ：選挙志 
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   第 3巻 ：職官志 
   第 4巻 ：典礼六物祥異風俗故蹟雑 
   第 4巻 ：官業人物 
   第 5巻 ：芸文上 
   第 5巻 ：芸文下 
   第 6巻 ：詩賦歌詞行謡対 
   第 6巻 ：外志序 
    〔大同3〕(1934)    12冊   
 

        国務院実業部臨時産業調査局国務院実業部臨時産業調査局国務院実業部臨時産業調査局国務院実業部臨時産業調査局                                                                                                                                                                                 
     産調資料産調資料産調資料産調資料 

   6.  絹及人絹織物に関する調査報告書絹及人絹織物に関する調査報告書絹及人絹織物に関する調査報告書絹及人絹織物に関する調査報告書    
                                            ----輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第 2 2 2 2篇篇篇篇----    
                                    伊地知敏調査 

     康徳3(1936)    21ｐ 

 

   7. 海産物に関する調査報告書海産物に関する調査報告書海産物に関する調査報告書海産物に関する調査報告書    
                                            ----輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第 3 3 3 3篇篇篇篇----    
                          高橋豊夫調査 

     康徳3(1936)    56ｐ 

 

   8. 石鹸に関する調査報告書石鹸に関する調査報告書石鹸に関する調査報告書石鹸に関する調査報告書    
                                            ----輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第 4 4 4 4篇篇篇篇----    
                          伊地知敏調査 

     康徳3(1936)    20ｐ 

 

   9.  フエルト帽子に関する調査報告書フエルト帽子に関する調査報告書フエルト帽子に関する調査報告書フエルト帽子に関する調査報告書    
                                            ----輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第 5 5 5 5篇篇篇篇----   
          伊地知敏調査 

     康徳3(1936)    18ｐ 

 

   10. 麦酒に関する調査報告書麦酒に関する調査報告書麦酒に関する調査報告書麦酒に関する調査報告書    
                                            ----輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第 6 6 6 6篇篇篇篇----    
                          松浦進調査 

          康徳3(1936)    28ｐ 

 

   11. 酒精に関する調査報告書酒精に関する調査報告書酒精に関する調査報告書酒精に関する調査報告書    
                                            ----輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第 7 7 7 7篇篇篇篇----    
                          松浦進調査 

     康徳3(1936)    28ｐ 

 

   13. 煙草に関する調査報告書煙草に関する調査報告書煙草に関する調査報告書煙草に関する調査報告書    
                                            ----輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第 9 9 9 9篇篇篇篇----    
                             村岡喜代人調査 

     康徳3(1936)    40ｐ 

 

   14.    毛織物に関する調査報告書毛織物に関する調査報告書毛織物に関する調査報告書毛織物に関する調査報告書    
                                            ----輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第10101010篇篇篇篇----    
                          神戸昌調査 

     康徳3(1936)    36ｐ 

 

   43. 滿洲ニ於ケル商会滿洲ニ於ケル商会滿洲ニ於ケル商会滿洲ニ於ケル商会[増補] 楊蘭洲等調査 

     康徳4(1937)    289ｐ 

 

   47. 安東省に於ける商会安東省に於ける商会安東省に於ける商会安東省に於ける商会    
        安東省公署実業庁工商科調査 

     康徳4(1937)    258ｐ 
        [産調資料43｢滿洲に於ける商会[増補]の 

           続編｣] 
 

   50. 特産取引事情特産取引事情特産取引事情特産取引事情    上巻(康徳2,3年度) 
        始関伊平等調査 

     康徳4(1937)    864ｐ 

 

   51. 葉煙草、煙草並に煙草工業に関する調査葉煙草、煙草並に煙草工業に関する調査葉煙草、煙草並に煙草工業に関する調査葉煙草、煙草並に煙草工業に関する調査    
                                            書書書書    
                                村岡喜代人調査 

     康徳4(1937)    151ｐ 

 

   53.  メリヤス製品並にメリヤス工業に関するメリヤス製品並にメリヤス工業に関するメリヤス製品並にメリヤス工業に関するメリヤス製品並にメリヤス工業に関する    
                                            調査書調査書調査書調査書  高橋豊夫,陳興文調査 

          康徳4(1937)    104ｐ 

 

    国務院産業部大臣官房資料科国務院産業部大臣官房資料科国務院産業部大臣官房資料科国務院産業部大臣官房資料科                                                                                                                                                        
  農村実態調査農村実態調査農村実態調査農村実態調査((((総合･戸別総合･戸別総合･戸別総合･戸別))))調査項目調査項目調査項目調査項目 

   康徳6(1939)    372ｐ 

 

     産業部資料産業部資料産業部資料産業部資料 

   1. 綿布並に綿織物工業に関する調査書綿布並に綿織物工業に関する調査書綿布並に綿織物工業に関する調査書綿布並に綿織物工業に関する調査書    
        稻澤一 著 

     康徳4(1937)    241ｐ      

 

  40の1. 滿洲に於ける小作関係滿洲に於ける小作関係滿洲に於ける小作関係滿洲に於ける小作関係    
                                        ----康徳元･二･三年度農村実態調査報告書康徳元･二･三年度農村実態調査報告書康徳元･二･三年度農村実態調査報告書康徳元･二･三年度農村実態調査報告書---- 
     愛甲勝矢著 

     康徳5(1938)    402ｐ 図 地図 

 

    国務院総務庁情報処国務院総務庁情報処国務院総務庁情報処国務院総務庁情報処 

  治外法権撤廃並滿鉄附属地行政権の調整乃至委治外法権撤廃並滿鉄附属地行政権の調整乃至委治外法権撤廃並滿鉄附属地行政権の調整乃至委治外法権撤廃並滿鉄附属地行政権の調整乃至委    
                    譲に対する滿洲國側の準備譲に対する滿洲國側の準備譲に対する滿洲國側の準備譲に対する滿洲國側の準備 

   康徳3(1936)    42ｐ 地図 2 
 

    地方行政制度改革記念特刊地方行政制度改革記念特刊地方行政制度改革記念特刊地方行政制度改革記念特刊 

   康徳元(1934)    20ｐ  [民政部共編]  

 

  滿洲國概観滿洲國概観滿洲國概観滿洲國概観  滿洲國通信社写真部編 

   康徳元(1934)    写真42ｐ 
 

  滿洲國仮節日滿洲國仮節日滿洲國仮節日滿洲國仮節日 

   康徳2(1935)    66ｐ 

 

  滿洲國大系滿洲國大系滿洲國大系滿洲國大系((((日文日文日文日文)))) 
   第12輯 施政綱要施政綱要施政綱要施政綱要  鄭孝胥 

    康徳元(1934)    63ｐ 

 

   第13輯 滿洲帝國組織法滿洲帝國組織法滿洲帝國組織法滿洲帝國組織法 

    康徳元(1934)    20ｐ 

 

   第14輯 康徳元年度予算に就て康徳元年度予算に就て康徳元年度予算に就て康徳元年度予算に就て    
                     松田主計処長 

    康徳元(1934)    26ｐ 

 

   第15輯 産業産業産業産業  康徳元年度版 
      張燕卿等著 

    康徳元(1934)    64ｐ 
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   第15輯 産業篇産業篇産業篇産業篇 康徳元年度版 
      張燕卿等著 

    康徳元(1934)    138ｐ  [改訂増補版] 
 

   第16輯 財政金融篇財政金融篇財政金融篇財政金融篇    
                                                     附:財政金融関係統計資料 
      星野直樹等著 

    康徳元(1934)    98,47ｐ 

 

   第17輯  司法制度篇司法制度篇司法制度篇司法制度篇  康徳元年度版 

    康徳元(1934)    35ｐ 
      [滿洲國司法制度に就て  馮涵清著] 
 

   第18輯 交通篇交通篇交通篇交通篇 康徳元年度版 
      迫喜平次,森田成之,直木倫太郎 

    康徳元(1934)    47ｐ 

 

   第19輯 文化篇文化篇文化篇文化篇 康徳元年度版 
      西山政猪,陳懋鼎,岩間 也 

    康徳元(1934)    46ｐ 

 

   第20輯 都市（特別市）篇都市（特別市）篇都市（特別市）篇都市（特別市）篇 康徳元年度版 
      金壁東,阮振鐸,呂榮寰 

    康徳元(1934)    159ｐ 
 

   第21輯 民政篇民政篇民政篇民政篇    康徳元年度版 
      清水良策等著 

    康徳2(1935)    87ｐ 

 

   第22輯    外交篇外交篇外交篇外交篇 康徳元年度版 
      川崎寅雄,神吉正一 

    康徳2(1935)    26ｐ 

 

   第23輯 軍政篇軍政篇軍政篇軍政篇 康徳元年度版 

    康徳2(1935)    82ｐ 
      [李盛唐著 滿洲國軍政部概要] 
 

   第24輯 康徳二年度予算に就て康徳二年度予算に就て康徳二年度予算に就て康徳二年度予算に就て 

    康徳2(1935)    31ｐ 

 

   第25輯    民政民政民政民政 康徳二年度版 

    康徳2(1935)    102ｐ 

 

   第26輯 康徳三年度予算に就て康徳三年度予算に就て康徳三年度予算に就て康徳三年度予算に就て 

    康徳3(1936)    33ｐ 

 

   第27輯 我国通貨政策と日滿為替安定問題に我国通貨政策と日滿為替安定問題に我国通貨政策と日滿為替安定問題に我国通貨政策と日滿為替安定問題に    
                                                            就て就て就て就て  財政部理財司調査科著 

        康徳3(1936)    45ｐ 

 

   第28輯 金融合作社に就て金融合作社に就て金融合作社に就て金融合作社に就て 

    康徳3(1936)    88ｐ 

 

   第30輯 産業産業産業産業    康徳3年度版 

    康徳3(1936)    218ｐ 

 

   第31輯 外交外交外交外交 

    康徳3(1936)    38ｐ 

 

  蒙旗行政制度改革紀念特刊蒙旗行政制度改革紀念特刊蒙旗行政制度改革紀念特刊蒙旗行政制度改革紀念特刊         

   康徳元(1934)    23ｐ 

 

  王道管窺王道管窺王道管窺王道管窺((((中文中文中文中文))))     鄭孝胥撰 

   康徳元(1934)    15ｐ 

 

王道主義研究資料王道主義研究資料王道主義研究資料王道主義研究資料 

  第 3号  滿洲國与儒教之新使命滿洲國与儒教之新使命滿洲國与儒教之新使命滿洲國与儒教之新使命    
     中山久四郎著 

大同2(1933)    9p 
 

  省政彙覧省政彙覧省政彙覧省政彙覧((((日文日文日文日文)))) 
   第 1輯 吉林省篇吉林省篇吉林省篇吉林省篇 

    康徳2(1935)    303ｐ 

 

   第 2輯 龍江省篇龍江省篇龍江省篇龍江省篇 

    康徳2(1935)    353ｐ 

 

   第 4輯 三江省篇三江省篇三江省篇三江省篇    
                                                        附:日本拓務省特別農業移民概況 

    康徳3(1936)    292,30ｐ 

 

    国務院情報庁弘報処国務院情報庁弘報処国務院情報庁弘報処国務院情報庁弘報処                                                                                                                                                                                    
  治外法権撤廃読本治外法権撤廃読本治外法権撤廃読本治外法権撤廃読本  産業行政篇 

   康徳5(1938)    214ｐ 

 

    国務院民政部総務司調査科国務院民政部総務司調査科国務院民政部総務司調査科国務院民政部総務司調査科                                                                                                                                                                
  蒙務行政ノ沿革蒙務行政ノ沿革蒙務行政ノ沿革蒙務行政ノ沿革  石橋清担当 

   大同3(1934)    42ｐ 

 

 

そそそそ    のののの    他他他他    諸諸諸諸    機機機機    関関関関 

 
逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 

 
        安東商業会議所安東商業会議所安東商業会議所安東商業会議所 

  安東商業会議所統計年報安東商業会議所統計年報安東商業会議所統計年報安東商業会議所統計年報    
      大正15年度-昭和5年度,昭和7年度-昭和9年度 
     上編,昭和11年度上編 

    昭和2(1927)-昭和12(1937)    9冊 
  [昭和2年度以降:安東商工会議所編｢安東商工会 
     議所統計年報｣と改題] 
 

        安東商工会議所安東商工会議所安東商工会議所安東商工会議所 

  安東経済時報安東経済時報安東経済時報安東経済時報    
   → 和雑誌の項を見よ 

    
安東商工案内安東商工案内安東商工案内安東商工案内  昭和4年度 

   昭和4(1929)    101,20,38ｐ 

 

  安東商工会議所統計年報安東商工会議所統計年報安東商工会議所統計年報安東商工会議所統計年報 

   → 「安東商業会議所統計年報」 

 

    安東商工名録安東商工名録安東商工名録安東商工名録  昭和12年版 

    昭和12(1937)    80,8ｐ 
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        安東商工公会安東商工公会安東商工公会安東商工公会 

   安東経済月報安東経済月報安東経済月報安東経済月報    
            →和雑誌の項を見よ 
 

安東商工案内安東商工案内安東商工案内安東商工案内  康徳6年版 

    昭和14(1939)    244,85ｐ 

 

    安東商工公会統計年報安東商工公会統計年報安東商工公会統計年報安東商工公会統計年報  康徳4年度下編 

   昭和14(1939)    85ｐ 

 

    撫順商工会撫順商工会撫順商工会撫順商工会 

  撫順経済年報撫順経済年報撫順経済年報撫順経済年報  康徳5年度 

   康徳6(1939)    35ｐ 

 

    海拉爾商工公会海拉爾商工公会海拉爾商工公会海拉爾商工公会 

  海拉爾商工名鑑海拉爾商工名鑑海拉爾商工名鑑海拉爾商工名鑑  康徳7年度 

   康徳7(1940)    190ｐ 

 

  海拉爾統計年報海拉爾統計年報海拉爾統計年報海拉爾統計年報  康徳6年 

   康徳7(1940)    44ｐ  

 

    哈爾濱商工公会哈爾濱商工公会哈爾濱商工公会哈爾濱商工公会 

  哈爾濱経済年鑑哈爾濱経済年鑑哈爾濱経済年鑑哈爾濱経済年鑑    
      康徳5年上半期,下半期,康徳6年上半期 

  康徳5(1938)-康徳6(1939)    3冊 
  [康徳5年下半期以降:｢哈爾濱市況年鑑哈爾濱市況年鑑哈爾濱市況年鑑哈爾濱市況年鑑｣となる] 
 

  哈爾濱商工公会会報哈爾濱商工公会会報哈爾濱商工公会会報哈爾濱商工公会会報    
   → 和雑誌の項を見よ 
    
哈爾濱商工名録哈爾濱商工名録哈爾濱商工名録哈爾濱商工名録  康徳6年度,康徳8年度 

   康徳6(1939)-康徳8(1941)    2冊 

 

  北滿経済月報北滿経済月報北滿経済月報北滿経済月報    
   → 和雑誌の項を見よ 
 

滿洲國鉄滿洲國鉄滿洲國鉄滿洲國鉄道貨物運賃率表道貨物運賃率表道貨物運賃率表道貨物運賃率表        ----北鮮鉄道包括在内北鮮鉄道包括在内北鮮鉄道包括在内北鮮鉄道包括在内---- 
   康徳5(1938)    180ｐ 

 

    奉天市公署官房調査科奉天市公署官房調査科奉天市公署官房調査科奉天市公署官房調査科 

  奉天市統計年報奉天市統計年報奉天市統計年報奉天市統計年報  第 1回(康徳3年) 
   康徳4(1937)    193ｐ 

 

    奉天商工会議所奉天商工会議所奉天商工会議所奉天商工会議所 

  奉天商工月報奉天商工月報奉天商工月報奉天商工月報    
            → 和雑誌の項を見よ 
    
奉天商工会議所統計年報奉天商工会議所統計年報奉天商工会議所統計年報奉天商工会議所統計年報     昭和8年 

   昭和9(1934)    239ｐ 表 

 

奉天省工公会奉天省工公会奉天省工公会奉天省工公会    
    奉天省工公会月報奉天省工公会月報奉天省工公会月報奉天省工公会月報    
        → 和雑誌の項を見よ 
 
 奉天省工公会統計月報奉天省工公会統計月報奉天省工公会統計月報奉天省工公会統計月報    
        → 和雑誌の項を見よ 
 
奉天商工公会奉天商工公会奉天商工公会奉天商工公会    

    奉天商工公会調査月報奉天商工公会調査月報奉天商工公会調査月報奉天商工公会調査月報    
  → 和雑誌の項を見よ 
    
奉天商工公会調査科奉天商工公会調査科奉天商工公会調査科奉天商工公会調査科 

  奉天経済事情奉天経済事情奉天経済事情奉天経済事情  康徳5年版 

   康徳5(1938)    190ｐ 

 

    奉天商工公会調査課奉天商工公会調査課奉天商工公会調査課奉天商工公会調査課                                                                                                                                                                                        
  奉天経済統計年報奉天経済統計年報奉天経済統計年報奉天経済統計年報     康徳4年-康徳5年 

   康徳5(1938)-康徳6(1939)    2冊 

 

奉天省商工公会奉天省商工公会奉天省商工公会奉天省商工公会    
        奉天省経済季報奉天省経済季報奉天省経済季報奉天省経済季報    
            → 和雑誌の項を見よ 
 
華北貿易組合連合会華北貿易組合連合会華北貿易組合連合会華北貿易組合連合会    
    華北貿易総連合会報華北貿易総連合会報華北貿易総連合会報華北貿易総連合会報    
        → 和雑誌の項を見よ 
    
華北電信電話株式会社華北電信電話株式会社華北電信電話株式会社華北電信電話株式会社    
    華北電信電話株式会社研究雑誌華北電信電話株式会社研究雑誌華北電信電話株式会社研究雑誌華北電信電話株式会社研究雑誌    
  → 和雑誌の項を見よ 

 

華北事情案内所華北事情案内所華北事情案内所華北事情案内所 

  北京邦人生活費物価調北京邦人生活費物価調北京邦人生活費物価調北京邦人生活費物価調 

   昭和15(1940)    18ｐ 表 

 

    華北交通株式会社華北交通株式会社華北交通株式会社華北交通株式会社 

  主要農産物生産費調査報告書主要農産物生産費調査報告書主要農産物生産費調査報告書主要農産物生産費調査報告書  昭和17年度 

   昭和18(1943)    186ｐ 

    
    滿蒙知識社滿蒙知識社滿蒙知識社滿蒙知識社    
        滿蒙知識滿蒙知識滿蒙知識滿蒙知識    
         → 和雑誌の項を見よ 
    
滿洲中央銀行滿洲中央銀行滿洲中央銀行滿洲中央銀行    
    〔滿洲中央銀行〕調査彙報〔滿洲中央銀行〕調査彙報〔滿洲中央銀行〕調査彙報〔滿洲中央銀行〕調査彙報    
  → 和雑誌の項を見よ 
    
滿洲中央銀行調査部滿洲中央銀行調査部滿洲中央銀行調査部滿洲中央銀行調査部    
        国際事情国際事情国際事情国際事情        
            → 和雑誌の項を見よ 
    
滿洲中央銀行調査課滿洲中央銀行調査課滿洲中央銀行調査課滿洲中央銀行調査課    
        金融経済月報金融経済月報金融経済月報金融経済月報    
            → 和雑誌の項を見よ 
 

  金融経済統計年報金融経済統計年報金融経済統計年報金融経済統計年報  康徳4年-康徳6年 

   康徳5(1938)-康徳7(1940)    3冊 

 

     国際調査彙報国際調査彙報国際調査彙報国際調査彙報    
            → 和雑誌の項を見よ 
    
滿洲物価年報滿洲物価年報滿洲物価年報滿洲物価年報     康徳3年度-康徳6年度 

   康徳4(1937)-康徳7(1940)    4冊 

 

  滿洲物価労銀調滿洲物価労銀調滿洲物価労銀調滿洲物価労銀調    
            →→→→    和雑誌の項を見よ    
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滿洲物価調滿洲物価調滿洲物価調滿洲物価調    
        → 和雑誌の項を見よ 
    
滿洲中央銀行滿洲中央銀行滿洲中央銀行滿洲中央銀行     康徳7年版 

   康徳7(1940)    110ｐ 

 

    滿洲國通信社滿洲國通信社滿洲國通信社滿洲國通信社 

  滿洲開拓年鑑滿洲開拓年鑑滿洲開拓年鑑滿洲開拓年鑑     康徳8年･昭和16年版 

   康徳8(1941)    560ｐ 図 地図 

 

    滿洲日々新聞社滿洲日々新聞社滿洲日々新聞社滿洲日々新聞社 

  滿洲年鑑滿洲年鑑滿洲年鑑滿洲年鑑    
         康徳5年･昭和13年,康徳7年･昭和15年 

   昭和12(1937)-昭和14(1939)    2冊 
 

滿洲商工公会中央会滿洲商工公会中央会滿洲商工公会中央会滿洲商工公会中央会    
    滿洲商工経済滿洲商工経済滿洲商工経済滿洲商工経済    
  → 和雑誌の項を見よ 

 

滿洲炭坑株式会社滿洲炭坑株式会社滿洲炭坑株式会社滿洲炭坑株式会社    
    滿炭時報滿炭時報滿炭時報滿炭時報    
        → 和雑誌の項を見よ 
    
滿洲帝國国立中央博物館滿洲帝國国立中央博物館滿洲帝國国立中央博物館滿洲帝國国立中央博物館    
    滿洲帝國国立中央博物館論叢滿洲帝國国立中央博物館論叢滿洲帝國国立中央博物館論叢滿洲帝國国立中央博物館論叢    
  → 和雑誌の項を見よ 
    
滿洲帝國国立中央図書館滿洲帝國国立中央図書館滿洲帝國国立中央図書館滿洲帝國国立中央図書館    
    資料公報資料公報資料公報資料公報    
        → 和雑誌の項を見よ 
    
滿洲輸入組合連合会滿洲輸入組合連合会滿洲輸入組合連合会滿洲輸入組合連合会    
    滿洲輸入組合連合会会報滿洲輸入組合連合会会報滿洲輸入組合連合会会報滿洲輸入組合連合会会報    
  → 和雑誌の項を見よ 
    
蒙疆銀行蒙疆銀行蒙疆銀行蒙疆銀行    
    蒙銀経済月報蒙銀経済月報蒙銀経済月報蒙銀経済月報    
     → 和雑誌の項を見よ 
    
蒙疆銀行調査局蒙疆銀行調査局蒙疆銀行調査局蒙疆銀行調査局 

  蒙疆物価年報蒙疆物価年報蒙疆物価年報蒙疆物価年報  民国31年度 

   民国32(1943)    79ｐ 
 

    日滿実業協会滿洲支部日滿実業協会滿洲支部日滿実業協会滿洲支部日滿実業協会滿洲支部    
    滿洲経済情報滿洲経済情報滿洲経済情報滿洲経済情報    
        → 和雑誌の項を見よ 
 
 内外経済情報内外経済情報内外経済情報内外経済情報    
  → 和雑誌の項を見よ 
    
上海日本商工会議所上海日本商工会議所上海日本商工会議所上海日本商工会議所 

  上海外国人商工団体と商社一覧上海外国人商工団体と商社一覧上海外国人商工団体と商社一覧上海外国人商工団体と商社一覧  昭和19年版 

   昭和19(1944)    45ｐ 

 

    新京商工公会新京商工公会新京商工公会新京商工公会 

  新京経済季報新京経済季報新京経済季報新京経済季報    
   → 和雑誌の項を見よ 

 
  新京商工月報新京商工月報新京商工月報新京商工月報    
   → 和雑誌の項を見よ 
 
全滿及新京地区組合其他全滿及新京地区組合其他全滿及新京地区組合其他全滿及新京地区組合其他団体名簿団体名簿団体名簿団体名簿 

   康徳9年度 

    追録第 1版  康徳10(1943)    110ｐ 

    改訂第 2版  康徳 9(1942)    50ｐ 

 

単単単単    行行行行    書書書書    ････    叢叢叢叢    書書書書 
 

    安東商工会議所安東商工会議所安東商工会議所安東商工会議所 

  安東経済事情安東経済事情安東経済事情安東経済事情  阿部光次編 

   昭和12(1937)    68ｐ 

 

  安東の柞蚕業安東の柞蚕業安東の柞蚕業安東の柞蚕業 

   昭和5(1930)    76ｐ 

 

  工業地としての安東工業地としての安東工業地としての安東工業地としての安東  阿部光次編 

   昭和11(1936)    56ｐ 

 

  鴨緑江の木材と滿洲に於ける木材事情鴨緑江の木材と滿洲に於ける木材事情鴨緑江の木材と滿洲に於ける木材事情鴨緑江の木材と滿洲に於ける木材事情 

   昭和5(1930)    140,21ｐ 

 

    安東商安東商安東商安東商工公会工公会工公会工公会 

  安東経済概要安東経済概要安東経済概要安東経済概要 

   康徳5(1938)    81ｐ 

 

  工業地安東工業地安東工業地安東工業地安東 

   康徳6(1939)    42ｐ 

 

    安東商工公会調査科安東商工公会調査科安東商工公会調査科安東商工公会調査科                                                                                                                                                                                
  資料資料資料資料 

   第 3輯 柞蚕に関する研究柞蚕に関する研究柞蚕に関する研究柞蚕に関する研究    
                                                        附:蓖麻と蓖麻蚕 

    康徳8(1941)    194,23ｐ 

 

   第 8輯    安東産業経済概観安東産業経済概観安東産業経済概観安東産業経済概観 

    康徳9(1942)    172ｐ 

 

   第10輯 安東物価の実態安東物価の実態安東物価の実態安東物価の実態と推移と推移と推移と推移    
                                                     解説:安東の物価は高いか廉いか 

    康徳9(1942)    87ｐ 

 

   第11輯 安東省の葦蓆安東省の葦蓆安東省の葦蓆安東省の葦蓆    
                                                     附:安東省葦蓆検査規則 

    康徳9(1942)    64,10ｐ 

 

    中央儲備銀行中央儲備銀行中央儲備銀行中央儲備銀行 

       中央儲備銀行概要中央儲備銀行概要中央儲備銀行概要中央儲備銀行概要 

       民国31(1941)    123p 
 

    中支建設資料整備委員会中支建設資料整備委員会中支建設資料整備委員会中支建設資料整備委員会 

  業務概況業務概況業務概況業務概況  昭和16年 

   昭和16(1941)    46ｐ 

 

    哈爾濱商工公会哈爾濱商工公会哈爾濱商工公会哈爾濱商工公会 

  哈爾濱経済概観哈爾濱経済概観哈爾濱経済概観哈爾濱経済概観     長谷川調査科長 
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   康徳5(1938)    242ｐ 

 

  哈爾濱経済資料集哈爾濱経済資料集哈爾濱経済資料集哈爾濱経済資料集  第 1輯-第 2輯 

   康徳7(1940)-康徳8(1941)    2冊 

 

        奉天商工公会奉天商工公会奉天商工公会奉天商工公会 

  中小工業者転出座談会要領筆記録中小工業者転出座談会要領筆記録中小工業者転出座談会要領筆記録中小工業者転出座談会要領筆記録 

   康徳6(1939)    122ｐ   
[奉天商工公会調査月報第 2巻第6号附録] 

 

  奉天市に於ける統制団体並に商工関係組合一覧奉天市に於ける統制団体並に商工関係組合一覧奉天市に於ける統制団体並に商工関係組合一覧奉天市に於ける統制団体並に商工関係組合一覧 

   康徳8(1941)    300,20ｐ 

 

    奉天商工会議所奉天商工会議所奉天商工会議所奉天商工会議所 

奉天経済三十年史奉天経済三十年史奉天経済三十年史奉天経済三十年史 附:奉天重要政治経済年表
(自明治38年至昭和12年)  佐々木孝三郎 編 

   康徳7(1940)    710ｐ 

 

    華北事情案内所華北事情案内所華北事情案内所華北事情案内所 

  北支事情解説パンフレット北支事情解説パンフレット北支事情解説パンフレット北支事情解説パンフレット 

   第 3輯 山東省事情山東省事情山東省事情山東省事情 

    昭和14(1939)    100ｐ 

 

  華北事情紹介資料華北事情紹介資料華北事情紹介資料華北事情紹介資料 

   第 4輯 新生北支の建設現況新生北支の建設現況新生北支の建設現況新生北支の建設現況 

    昭和14(1939)    122ｐ  

 

   第 9輯 北支最近の経済事情北支最近の経済事情北支最近の経済事情北支最近の経済事情 

     昭和15(1940)    124ｐ 

 

   第12輯 北支に於ける経済統制の現状北支に於ける経済統制の現状北支に於ける経済統制の現状北支に於ける経済統制の現状 

     昭和16(1941)    208ｐ 

 

   第14輯 北支に於ける邦人衣食住状況北支に於ける邦人衣食住状況北支に於ける邦人衣食住状況北支に於ける邦人衣食住状況 

     昭和17(1942)    39ｐ 

 

    華北交通株式会社華北交通株式会社華北交通株式会社華北交通株式会社 

  北支河川要覧北支河川要覧北支河川要覧北支河川要覧(改訂版)  東條義治,三澤寅和
鹿 

    昭和16(1941)    305ｐ 
 
  華北交通株式会社東京支社華北交通株式会社東京支社華北交通株式会社東京支社華北交通株式会社東京支社  
         華北展望華北展望華北展望華北展望 

   昭和18(1943)    57ｐ 

 

    金融合作社連合金融合作社連合金融合作社連合金融合作社連合 

  金融合作社の全貌金融合作社の全貌金融合作社の全貌金融合作社の全貌 

   康徳5(1938)    40ｐ 

 

    滿洲貿易調査会滿洲貿易調査会滿洲貿易調査会滿洲貿易調査会 

  調査資料調査資料調査資料調査資料 

   第 1輯 日滿貿易論日滿貿易論日滿貿易論日滿貿易論  Tsai Kyung-we 
        昭和7(1932)    27ｐ 
      原書名:Japanese Trade with Manchuria. 
        (Chinese Economic Journal 1931 November) 
 

        滿洲文化協会滿洲文化協会滿洲文化協会滿洲文化協会 

     滿蒙講座滿蒙講座滿蒙講座滿蒙講座 

   7.  滿洲の農畜産業の現勢滿洲の農畜産業の現勢滿洲の農畜産業の現勢滿洲の農畜産業の現勢  三箇功著 

     昭和7(1932)    82ｐ 

 

   12. 滿洲の新興工業滿洲の新興工業滿洲の新興工業滿洲の新興工業  安村義一著 

     昭和8(1933)    96ｐ 

 

    滿洲中央銀行滿洲中央銀行滿洲中央銀行滿洲中央銀行 

  滿洲中央銀行滿洲中央銀行滿洲中央銀行滿洲中央銀行 写真集写真集写真集写真集 

   康徳7(1940)    20ｐ 
 
    滿洲事情案内所滿洲事情案内所滿洲事情案内所滿洲事情案内所 

  滿洲國の宗教滿洲國の宗教滿洲國の宗教滿洲國の宗教 

   康徳6(1939)    70ｐ 

 

  滿洲に於ける通貨･滿洲に於ける通貨･滿洲に於ける通貨･滿洲に於ける通貨･金融の過去及現在金融の過去及現在金融の過去及現在金融の過去及現在 

   昭和11(1936)    212ｐ 
    [滿洲事情案内所報告滿洲事情案内所報告滿洲事情案内所報告滿洲事情案内所報告36] 
 

  在滿主要会社要覧在滿主要会社要覧在滿主要会社要覧在滿主要会社要覧 

   昭和14(1939)    130ｐ 

 

    滿洲重工業開発株式会社滿洲重工業開発株式会社滿洲重工業開発株式会社滿洲重工業開発株式会社     

  滿洲重工業資源の開発と滿業の使命滿洲重工業資源の開発と滿業の使命滿洲重工業資源の開発と滿業の使命滿洲重工業資源の開発と滿業の使命 

   康徳6(1939)    27ｐ 表 

 

    滿洲経済研究会滿洲経済研究会滿洲経済研究会滿洲経済研究会 

  滿洲経済研究会叢書滿洲経済研究会叢書滿洲経済研究会叢書滿洲経済研究会叢書 

   第 1輯 滿洲経済建設の指導原理滿洲経済建設の指導原理滿洲経済建設の指導原理滿洲経済建設の指導原理    
                  岡野鑑記著 

    康徳9(1942)    97ｐ 

 

    滿洲興業銀行滿洲興業銀行滿洲興業銀行滿洲興業銀行 

  滿洲興業銀行誌滿洲興業銀行誌滿洲興業銀行誌滿洲興業銀行誌 

   康徳9(1942)     71ｐ 

 

  滿洲興業銀行調査課滿洲興業銀行調査課滿洲興業銀行調査課滿洲興業銀行調査課                                                                                                                                                                            
  統制経済調査資料統制経済調査資料統制経済調査資料統制経済調査資料 

   第 2号 滿洲に於ける農業統制滿洲に於ける農業統制滿洲に於ける農業統制滿洲に於ける農業統制 

    康徳8(1941)    130ｐ 

 

    滿洲國法学研究会滿洲國法学研究会滿洲國法学研究会滿洲國法学研究会 

  亜細亜民族大同団結論亜細亜民族大同団結論亜細亜民族大同団結論亜細亜民族大同団結論  趙欣伯著 

   昭和8(1933)    22ｐ 
    [日文:1～12ｐ 満文:13～22ｐ]  

 

    滿洲國官吏消費組合滿洲國官吏消費組合滿洲國官吏消費組合滿洲國官吏消費組合 

  滿洲國官吏消費組合五年史滿洲國官吏消費組合五年史滿洲國官吏消費組合五年史滿洲國官吏消費組合五年史 

   昭和15(1940)    250ｐ 図 表 

 

    滿洲滿洲滿洲滿洲公共機関連合会公共機関連合会公共機関連合会公共機関連合会 

  滿洲公共機関連合会決議事項滿洲公共機関連合会決議事項滿洲公共機関連合会決議事項滿洲公共機関連合会決議事項 

   昭和7(1932)    12ｐ 

 

    滿洲日々新聞社滿洲日々新聞社滿洲日々新聞社滿洲日々新聞社     

  滿日時局叢書滿日時局叢書滿日時局叢書滿日時局叢書 

   第 1輯 日本人発展報告書日本人発展報告書日本人発展報告書日本人発展報告書 

    昭和11(1936)    50ｐ 
      [滿洲國建国 4周年記念] 
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    滿日叢書滿日叢書滿日叢書滿日叢書 

   第 3輯 滿洲國は躍進す滿洲國は躍進す滿洲國は躍進す滿洲國は躍進す    
                                                            ----治外法権の一部撤廃とその影響治外法権の一部撤廃とその影響治外法権の一部撤廃とその影響治外法権の一部撤廃とその影響---- 
    昭和11(1936)    113ｐ 

 

    滿洲農産公社滿洲農産公社滿洲農産公社滿洲農産公社 

  縣城に於ける土着資本実態調査報告書縣城に於ける土着資本実態調査報告書縣城に於ける土着資本実態調査報告書縣城に於ける土着資本実態調査報告書    
                    3 計数編 

    康徳11(1944)    692ｐ 
     [康徳10年度調査資料第15号] 
 

  滿洲農産公社理事長室調査科滿洲農産公社理事長室調査科滿洲農産公社理事長室調査科滿洲農産公社理事長室調査科                                                                                                                                                                                                     
  農公調査資料農公調査資料農公調査資料農公調査資料 

   第 1輯 主要農産物生産費に関する調査報告主要農産物生産費に関する調査報告主要農産物生産費に関する調査報告主要農産物生産費に関する調査報告    
                                                            書書書書    
                              附:北滿一農村に於ける農産物価 
                   格形成事情 
              康徳8年度 

    康徳9(1942)    240ｐ 

 

    滿洲新滿洲新滿洲新滿洲新聞社聞社聞社聞社 

  黄土に芽ぐむもの黄土に芽ぐむもの黄土に芽ぐむもの黄土に芽ぐむもの 

   康徳8(1941)    120ｐ 

 

    滿洲市場株式会社滿洲市場株式会社滿洲市場株式会社滿洲市場株式会社 

  二十年史二十年史二十年史二十年史 

   康徳5(1938)    492ｐ 

 

    滿洲商業会議所連合会滿洲商業会議所連合会滿洲商業会議所連合会滿洲商業会議所連合会 

  滿洲金融制度並ニ政策改善ニ関スル要請書滿洲金融制度並ニ政策改善ニ関スル要請書滿洲金融制度並ニ政策改善ニ関スル要請書滿洲金融制度並ニ政策改善ニ関スル要請書 

     大正15(1926)    6ｐ 

 

  滿洲金融制度並ニ政策改善ニ関スル要請書滿洲金融制度並ニ政策改善ニ関スル要請書滿洲金融制度並ニ政策改善ニ関スル要請書滿洲金融制度並ニ政策改善ニ関スル要請書 

   昭和2(1927)    10ｐ 

 

    滿洲書院編輯部滿洲書院編輯部滿洲書院編輯部滿洲書院編輯部 

  滿洲國税関輸入税税則滿洲國税関輸入税税則滿洲國税関輸入税税則滿洲國税関輸入税税則 附:統税規呈 

     昭和7(1932)    84,30ｐ 

 

    滿洲商工会議所連合会滿洲商工会議所連合会滿洲商工会議所連合会滿洲商工会議所連合会 

  滿鉄及滿洲商工界根本建直滿鉄及滿洲商工界根本建直滿鉄及滿洲商工界根本建直滿鉄及滿洲商工界根本建直シニ関スル要請書シニ関スル要請書シニ関スル要請書シニ関スル要請書 

   昭和6(1931)    8ｐ 表 

 

    滿洲商工公会中央会滿洲商工公会中央会滿洲商工公会中央会滿洲商工公会中央会 

  滿洲國産業経済関係要綱集滿洲國産業経済関係要綱集滿洲國産業経済関係要綱集滿洲國産業経済関係要綱集  第 1輯 

   康徳11(1944)    194ｐ 

 

    滿洲煙草統制組合滿洲煙草統制組合滿洲煙草統制組合滿洲煙草統制組合 

  滿煙統資料滿煙統資料滿煙統資料滿煙統資料 

   第 1号 滿洲煙草事業小史滿洲煙草事業小史滿洲煙草事業小史滿洲煙草事業小史  高橋亘著 

    康徳10(1943)    68ｐ 

 

    滿洲炭鉱株式会社滿洲炭鉱株式会社滿洲炭鉱株式会社滿洲炭鉱株式会社 

  滿洲炭鉱株式会社概要滿洲炭鉱株式会社概要滿洲炭鉱株式会社概要滿洲炭鉱株式会社概要 

   康徳6(1939)    35ｐ 図 写真 

 

    滿洲輸入組合連合会商業研究部滿洲輸入組合連合会商業研究部滿洲輸入組合連合会商業研究部滿洲輸入組合連合会商業研究部 

  調査調査調査調査  

   第 1輯 滿洲に於ける金巾滿洲に於ける金巾滿洲に於ける金巾滿洲に於ける金巾,,,,粗布及大尺布粗布及大尺布粗布及大尺布粗布及大尺布    
                  桐澤信六著 

    昭和11(1936)    307ｐ  

 

   第 2輯 滿洲に於ける塩干魚滿洲に於ける塩干魚滿洲に於ける塩干魚滿洲に於ける塩干魚,,,,寒天寒天寒天寒天,,,,昆布事情昆布事情昆布事情昆布事情    
                  原道之著 

    昭和11(1936)    228ｐ 

 

   第 3輯 滿洲に於ける紙滿洲に於ける紙滿洲に於ける紙滿洲に於ける紙  永田平八郎著 

    昭和11(1936)  198ｐ 

 

   第 4輯 滿洲に於ける綾織綿布並加工綿布滿洲に於ける綾織綿布並加工綿布滿洲に於ける綾織綿布並加工綿布滿洲に於ける綾織綿布並加工綿布    
                  桐澤信六著 

    昭和11(1936)    498ｐ 

 

   第 5輯 滿洲に於ける食料品缶詰滿洲に於ける食料品缶詰滿洲に於ける食料品缶詰滿洲に於ける食料品缶詰    
                  原道之著 

    昭和11(1936)   220ｐ  

 

      第 6輯 滿洲に於ける紙製品滿洲に於ける紙製品滿洲に於ける紙製品滿洲に於ける紙製品    
                     永田平八郎著 

    昭和11(1936)    170ｐ 

 

   第 7輯    滿洲に於ける石鹸滿洲に於ける石鹸滿洲に於ける石鹸滿洲に於ける石鹸  相京實著 

    昭和11(1936)    149ｐ 

 

   第 8輯  滿洲に於ける電球滿洲に於ける電球滿洲に於ける電球滿洲に於ける電球  重田實著 

    昭和11(1936)    188ｐ 

 

   第11輯 滿洲に於ける小麦粉滿洲に於ける小麦粉滿洲に於ける小麦粉滿洲に於ける小麦粉  原道之著 

    昭和12(1937)    276ｐ 

 

   第13輯 滿洲に於ける染料滿洲に於ける染料滿洲に於ける染料滿洲に於ける染料  今和泉武雄著 

    昭和12(1937)    123ｐ 

 

   第14輯 滿洲に於ける滿洲に於ける滿洲に於ける滿洲に於ける護謨靴護謨靴護謨靴護謨靴  池田茂著 

    昭和12(1937)    135ｐ 

 

   第15輯 滿洲に於ける毛織物滿洲に於ける毛織物滿洲に於ける毛織物滿洲に於ける毛織物     風間鐵男著 

    昭和13(1938)    161ｐ 

 

   第16輯 滿洲に於ける果実並蔬菜滿洲に於ける果実並蔬菜滿洲に於ける果実並蔬菜滿洲に於ける果実並蔬菜    
                  今和泉武雄著 

    昭和13(1938)    209ｐ   
 

      第17輯 滿洲に於ける綿洋服及服地滿洲に於ける綿洋服及服地滿洲に於ける綿洋服及服地滿洲に於ける綿洋服及服地    
                  原道之著 

    昭和13(1938)    136ｐ 

 

   第18輯    滿洲に於ける麻滿洲に於ける麻滿洲に於ける麻滿洲に於ける麻  桐澤信六著 

    昭和13(1938)    247ｐ 

 

   第19輯 滿洲に於ける羊毛滿洲に於ける羊毛滿洲に於ける羊毛滿洲に於ける羊毛     風間鐵男著 

    昭和14(1939)    302ｐ 

 

   第21輯 滿洲に於ける莫大小製品滿洲に於ける莫大小製品滿洲に於ける莫大小製品滿洲に於ける莫大小製品    
                  風間鐵男著 
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    昭和14(1939)    171ｐ 

 

    蒙疆銀行調査課蒙疆銀行調査課蒙疆銀行調査課蒙疆銀行調査課 

  調査資料調査資料調査資料調査資料 

   甲28第 9号 宣化に於ける制帽工業宣化に於ける制帽工業宣化に於ける制帽工業宣化に於ける制帽工業    
                                                                            ----所謂所謂所謂所謂 帽業に就いて帽業に就いて帽業に就いて帽業に就いて----    
                  楮原忠人担当 

    民国28(1939)    23ｐ 
      [蒙疆工業調査資料第2輯] 
 

   甲28第10号 蒙疆に於ける質業と其の業態蒙疆に於ける質業と其の業態蒙疆に於ける質業と其の業態蒙疆に於ける質業と其の業態    
                                                                            ----所謂当舗業に就いて所謂当舗業に就いて所謂当舗業に就いて所謂当舗業に就いて---- 
    民国28(1939)    34ｐ 
      [蒙疆金融調査資料第1輯] 
 

   甲734年第12号 蒙疆主要会社法令及定款集蒙疆主要会社法令及定款集蒙疆主要会社法令及定款集蒙疆主要会社法令及定款集    
                                                                                 附:蒙疆主要会社一覧表 

    民国28(1939)    256ｐ 

 

   甲734年第13号 張家口を中心として観たる張家口を中心として観たる張家口を中心として観たる張家口を中心として観たる    
                                        各都市貿易概況各都市貿易概況各都市貿易概況各都市貿易概況((((民国民国民国民国27272727年度年度年度年度))))    
                  田丸慶次担当 

    民国28(1939)    49ｐ 

 

  蒙疆金融調査資料蒙疆金融調査資料蒙疆金融調査資料蒙疆金融調査資料 

   第 1輯 蒙疆蒙疆蒙疆蒙疆に於ける質業と其の業態に於ける質業と其の業態に於ける質業と其の業態に於ける質業と其の業態    
                                                            ----所謂当舗業に就いて所謂当舗業に就いて所謂当舗業に就いて所謂当舗業に就いて---- 
    民国28(1939)    34ｐ 
      [調査資料甲28第10号] 
 

  蒙疆工業調査資料蒙疆工業調査資料蒙疆工業調査資料蒙疆工業調査資料 

   第 2輯 宣化に於ける制帽工業宣化に於ける制帽工業宣化に於ける制帽工業宣化に於ける制帽工業    
                                                            ----所謂所謂所謂所謂 帽業に就いて帽業に就いて帽業に就いて帽業に就いて---- 
    民国28(1939)    23ｐ 
      [調査資料甲28第 9号] 
 

    新京商工公会新京商工公会新京商工公会新京商工公会 

  経済関係法令並布告集経済関係法令並布告集経済関係法令並布告集経済関係法令並布告集  第 1輯-第 7輯 

   康徳5(1938)-康徳7(1940)    7冊 

 

  新京商工事情新京商工事情新京商工事情新京商工事情 

   第 2輯 商工業編商工業編商工業編商工業編  康徳 9年 

    康徳9(1942)    167ｐ 

 

  新京を主としたる鉄道貨物運賃新旧比較新京を主としたる鉄道貨物運賃新旧比較新京を主としたる鉄道貨物運賃新旧比較新京を主としたる鉄道貨物運賃新旧比較 

   康徳5(1938)    70ｐ 

    
    
    

中中中中        國國國國        関関関関        係係係係    
    
    

青青青青        島島島島 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

    青島日本商工会議所青島日本商工会議所青島日本商工会議所青島日本商工会議所 

青島港貿易概況青島港貿易概況青島港貿易概況青島港貿易概況  昭和3年度-昭和6年度 

   昭和4(1929)-昭和7(1932)    4冊 
    [青島日本商工会議所統計月報附録 
      調査報告] 
 

  青島港貿易統計年報青島港貿易統計年報青島港貿易統計年報青島港貿易統計年報    
         自1926年至1928年,自1927年至1929年, 
       自1928年至1930年,1931年-1939年 

      昭和4(1929)-昭和15(1940)    11冊 

 

  青島経済統計月報青島経済統計月報青島経済統計月報青島経済統計月報    
            → 和雑誌の項を見よ 
    
青島日本商工会議所所報青島日本商工会議所所報青島日本商工会議所所報青島日本商工会議所所報    

   → 和雑誌の項を見よ 
    
青島の現勢青島の現勢青島の現勢青島の現勢    

  昭和14年,昭和15年版,昭和18年版 

   昭和14(1939)-昭和18(1943)    3冊 

 

  青島商工案内青島商工案内青島商工案内青島商工案内  昭和14年度版,昭和19年度版 

   昭和14(1939)-昭和19(1944)    2冊 

    
経済時報経済時報経済時報経済時報    
    → 和雑誌の項を見よ    

 

    航業航業航業航業連合協会芝罘支部連合協会芝罘支部連合協会芝罘支部連合協会芝罘支部 

  芝罘事情芝罘事情芝罘事情芝罘事情  昭和14年度版 

   昭和14(1939)    247ｐ 図14 地図 

 

    日華社日華社日華社日華社 

  青島案内青島案内青島案内青島案内 附:山東各地事情  昭和8年版 

   昭和8(1933)    266ｐ 図 地図 

 

単単単単    行行行行    書書書書    ････    叢叢叢叢    書書書書 
 

    青島日本商工会議所青島日本商工会議所青島日本商工会議所青島日本商工会議所 

  青島を中心とする交通対策青島を中心とする交通対策青島を中心とする交通対策青島を中心とする交通対策 

   昭和13(1938)    215ｐ 

 

     調査報告調査報告調査報告調査報告 

   第38号 山東労働者の移動状況山東労働者の移動状況山東労働者の移動状況山東労働者の移動状況 

    昭和3(1928)    49ｐ 
      [統計月報第32号附録] 
 

   第39号 山東之物産山東之物産山東之物産山東之物産    第 2篇 生牛 

    昭和4(1929)    104ｐ 
      [統計月報第34号附録] 
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   第43号 山東之物産山東之物産山東之物産山東之物産 第 3篇 石炭 

    昭和4(1929)    195ｐ 表 
      [統計月報第40号附録] 
 

   第46号 山東之物産山東之物産山東之物産山東之物産    
                     第 4篇 青島,芝罘,龍口,威海衛地方の漁業 
                 附: 島及利津沖の黄花魚漁業 

    昭和5(1930)    112ｐ 
       [統計月報第49号附録] 
 

  山東物産叢書山東物産叢書山東物産叢書山東物産叢書 

   第 1輯 山東の麦稈真田山東の麦稈真田山東の麦稈真田山東の麦稈真田 

    昭和15(1940)    45ｐ 

 

    青島新聞社青島新聞社青島新聞社青島新聞社 

  青島問題青島問題青島問題青島問題  鬼頭玉汝著 

   大正8(1919)    40ｐ 

 

    青島取引所青島取引所青島取引所青島取引所 

  山東ニ於ケル金融事情山東ニ於ケル金融事情山東ニ於ケル金融事情山東ニ於ケル金融事情  安藤榮次郎 

   昭和7(1932)    63ｐ 

 

    在青島日本帝國総領事館在青島日本帝國総領事館在青島日本帝國総領事館在青島日本帝國総領事館 

     青島概観青島概観青島概観青島概観 

   大正4(1925)    112ｐ 
 

 

北北北北        京京京京 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
    
華北貿易組合連合会華北貿易組合連合会華北貿易組合連合会華北貿易組合連合会    
    華北貿易総連合会報華北貿易総連合会報華北貿易総連合会報華北貿易総連合会報    
        → 和雑誌の項を見よ 

 
 

上上上上        海海海海 
    

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
     

滿洲鉄道株式会社上海事務所研究室滿洲鉄道株式会社上海事務所研究室滿洲鉄道株式会社上海事務所研究室滿洲鉄道株式会社上海事務所研究室    
    滿鉄支那月報滿鉄支那月報滿鉄支那月報滿鉄支那月報    
            → 旧満州関係の項を見よ        
    
上海日本商工会議所上海日本商工会議所上海日本商工会議所上海日本商工会議所 

  上海外国人商工団体と商社一覧上海外国人商工団体と商社一覧上海外国人商工団体と商社一覧上海外国人商工団体と商社一覧 

→ 満州國関係の項を見よ 
 

単単単単    行行行行    書書書書    ････    叢叢叢叢    書書書書 
    
滿洲鉄道株式会社滿洲鉄道株式会社滿洲鉄道株式会社滿洲鉄道株式会社    
上海事務所上海事務所上海事務所上海事務所 

上海滿鉄時局資料上海滿鉄時局資料上海滿鉄時局資料上海滿鉄時局資料 

→旧滿洲関係の項を見よ    
    
上海事務所調査室上海事務所調査室上海事務所調査室上海事務所調査室     

  極東に於ける獨逸の権益と政策極東に於ける獨逸の権益と政策極東に於ける獨逸の権益と政策極東に於ける獨逸の権益と政策    
    → 旧滿洲関係の項を見よ 

            
上海事務所研究室上海事務所研究室上海事務所研究室上海事務所研究室                                                                                                                                                                                                

  上海滿鉄調査資料上海滿鉄調査資料上海滿鉄調査資料上海滿鉄調査資料    
         → 旧滿洲関係の項を見よ 

 

 
天天天天        津津津津 

    
単単単単    行行行行    書書書書    ････    叢叢叢叢    書書書書 
    
滿洲鉄道株式会社滿洲鉄道株式会社滿洲鉄道株式会社滿洲鉄道株式会社 
天津事務所調査課天津事務所調査課天津事務所調査課天津事務所調査課 

  北支経済資料北支経済資料北支経済資料北支経済資料 

   → 旧滿洲関係の項を見よ 

   
北支経済提要北支経済提要北支経済提要北支経済提要 

   → 旧滿洲関係の項を見よ 

    
    
    

樺樺樺樺        太太太太        関関関関        係係係係    
 

 
樺樺樺樺        太太太太        庁庁庁庁 

 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

    樺太庁樺太庁樺太庁樺太庁 

  樺太庁治一班樺太庁治一班樺太庁治一班樺太庁治一班  第16回 

   大正13(1924)    498ｐ 

 

  樺太庁治要覧樺太庁治要覧樺太庁治要覧樺太庁治要覧    
      昭和3年-昭和4年,昭和8年-昭和9年 

   昭和5(1930)-昭和11(1936)    4冊 

 

  樺太庁統計書樺太庁統計書樺太庁統計書樺太庁統計書  昭和3年-昭和9年 

   昭和4(1929)-昭和10(1935)    7冊 
    [昭和8年以降:樺太庁長官々房調査課]  

 

  樺太概要樺太概要樺太概要樺太概要  昭和4年-昭和6年 

   昭和4(1929)-昭和5(1930)    3冊 

 

  樺太要覧樺太要覧樺太要覧樺太要覧    
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         大正14年-昭和8年,昭和10年-昭和11年 

   大正14(1925)-昭和12(1937)    11冊 

 

    樺太庁中央試験所樺太庁中央試験所樺太庁中央試験所樺太庁中央試験所                                                                                                                                                                                                                         
  業務概要業務概要業務概要業務概要     農業部,農事試験支所 
   昭和9年度-昭和10年度 

   昭和11(1936)-昭和13(1938)    2冊 

 

  業務概要業務概要業務概要業務概要    水産部 
   昭和7年度,昭和9年度-昭和10年度 

   昭和9(1934)-昭和13(1938)   3冊 
 
        樺太庁農事試験場樺太庁農事試験場樺太庁農事試験場樺太庁農事試験場                                                                                                                                                                                                                         
     事業報告事業報告事業報告事業報告  大正12年度 

   大正14(1925)    59,58,42ｐ 

 

国国国国    勢勢勢勢    調調調調    査査査査 
 

    樺太庁樺太庁樺太庁樺太庁 

  昭和５年国勢調査昭和５年国勢調査昭和５年国勢調査昭和５年国勢調査    昭和5年10月1日施行 

   国勢調査報告国勢調査報告国勢調査報告国勢調査報告 附:表  昭和5年 

    昭和9(1934)    78,59ｐ 

 

   国勢調査結果表国勢調査結果表国勢調査結果表国勢調査結果表  昭和5年  

        昭和9(1934)    925ｐ 

 

 

そそそそ    のののの    他他他他    諸諸諸諸    機機機機    関関関関 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

    樺太真岡商業会議所樺太真岡商業会議所樺太真岡商業会議所樺太真岡商業会議所     

  真岡商業会議所統計年報真岡商業会議所統計年報真岡商業会議所統計年報真岡商業会議所統計年報     大正13年 

   大正14(1925)    63ｐ 

 

単単単単    行行行行    書書書書 
 

    豊原商工会議所豊原商工会議所豊原商工会議所豊原商工会議所 

  憂ふべき将来の中小工商業問題と其の対策憂ふべき将来の中小工商業問題と其の対策憂ふべき将来の中小工商業問題と其の対策憂ふべき将来の中小工商業問題と其の対策 

   昭和9(1934)    27ｐ 
 
 

 

 

 

南南南南        洋洋洋洋        群群群群        島島島島        関関関関        係係係係 
 

 
南南南南        洋洋洋洋        庁庁庁庁 

 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
 

        南洋庁南洋庁南洋庁南洋庁 

  南洋庁統計年報南洋庁統計年報南洋庁統計年報南洋庁統計年報    
      第 1回(昭和8年)-第 7回(昭和14年) 
   昭和8(1933)-昭和14(1939)    7冊 
    [第 2回(昭和9年)以降:｢南洋庁統計年鑑｣と 
       改題] 
 

  南洋群島々勢調査報告南洋群島々勢調査報告南洋群島々勢調査報告南洋群島々勢調査報告 

   大正14年 

   昭和 5年 1. 総括編 

         2. 島民編 

         3.  邦人外国人編 

         4.  顛末編 

   昭和10年 1.  統計表 

        2.  顛末編    
   昭和2(1927)-昭和12(1937)    7冊 
    [昭和5年以降:｢南洋群島々勢調査書南洋群島々勢調査書南洋群島々勢調査書南洋群島々勢調査書｣と改題] 
 

  南洋群島要覧南洋群島要覧南洋群島要覧南洋群島要覧     昭和 9年版 

      昭和9(1934)    24,291p 
 

単単単単    行行行行    書書書書    ････    叢叢叢叢    書書書書 
 

    南洋庁長官々房南洋庁長官々房南洋庁長官々房南洋庁長官々房 

  南洋庁施政十年史南洋庁施政十年史南洋庁施政十年史南洋庁施政十年史 

   昭和7(1932)    476ｐ 図 地図 2 
 

    南洋庁長官々房調査課南洋庁長官々房調査課南洋庁長官々房調査課南洋庁長官々房調査課                                                                                                                                                                                
   ギルバート諸島ギルバート諸島ギルバート諸島ギルバート諸島 

   昭和14(1939)    9ｐ 図 

 

  南洋庁調査課資料南洋庁調査課資料南洋庁調査課資料南洋庁調査課資料 

     第 4輯 ニューギニア事情ニューギニア事情ニューギニア事情ニューギニア事情((((濠洲委任統治領濠洲委任統治領濠洲委任統治領濠洲委任統治領)))) 
    昭和14(1939)    406ｐ 

 

   第 6輯 英保護領ソロモン群島事情英保護領ソロモン群島事情英保護領ソロモン群島事情英保護領ソロモン群島事情 

    昭和15(1940)    193ｐ 地図 表 

 

  ヌメア案内ヌメア案内ヌメア案内ヌメア案内 

   昭和14(1939)    6ｐ 地図  

 

  海外研究所海外研究所海外研究所海外研究所 

    南洋群島人事録南洋群島人事録南洋群島人事録南洋群島人事録      
      昭和17(1942)    219p 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

書 名 索 引書 名 索 引書 名 索 引書 名 索 引                                                                    
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                                朝鮮関係書名索引朝鮮関係書名索引朝鮮関係書名索引朝鮮関係書名索引 

 

 
ＢＢＢＢ                                                                                              
                                                                                        

米価対策  遺された諸問題                 188 

米穀問題の経過並諸方策                   184 

米國の銀国有と支那経済                  184 

米國の銀政策と其の影響                   184 

米國聯邦農業貸付法及同改正法             185 

白耳義の平価切下と其の影響               184 

貿易より観たる日支提携の可能性に就て     184 

物品販売業調査                           187 

                                             

                                             

ＣＣＣＣ                                           

                                             

鎭南浦                                   186 

鎭南浦貿易統計                           186 

鎭南浦港貿易概況                         186 

鎭南浦港貿易概況統計                    186 

鎭南浦港貿易統計要覧                     186 

鎭南浦港湾設備概要                       186 

鎭南浦に於ける米と大豆                   186 

〔鎭南浦商工会議所〕時報                 187 

鎭南浦統計年報                           186 

鎭南浦を中心とせる冬期の大同江          186 

鎭南浦苹果の状況                         186 

青島の銭荘業に就て                       183 

調査報告（朝鮮銀行）              183 

調査資料（朝鮮総督府）                 182 

調査資料（京城商工会議所）              188 

調査資料索引（朝鮮殖産銀行）             185 

朝鮮貿易年表                             181 

朝鮮地方財政要覧                         181 

朝鮮銀行二十五年史                       183 

朝鮮博覧会記念写真帖                     182 

朝鮮事業成績 附：分析比率               185 

朝鮮事情                                 181 

朝鮮人の商業                             182 

朝鮮重要物産並特産物分布図               181 

朝鮮会社事業成績調                       185 

朝鮮景気の根底と其の持続性               184 

朝鮮経済の展望                           184 

朝鮮金融事情概観                         185 

朝鮮金融事項参考書                       182 

  朝鮮金融年報                              182 

  朝鮮工業基本調査概要                      187 

  朝鮮港湾要覧                     181  

  朝鮮年鑑                                  187 

  朝鮮に於ける（主として京城を中心とした       

   る）物資配給統制機構                    187 

  朝鮮に於ける中小工業金融の現況            188 

  朝鮮に於ける中小工業生産品に関する調査    184 

  朝鮮に於ける大工業の現在及将来            183 

  朝鮮ニ於ケル代用品一覧表                  185 

  朝鮮に於ける電気統制計画と其の帰趨        184 

  朝鮮に於ける工業会社の資本構成調査        185 

  朝鮮に於ける工業の現状                    184 

  朝鮮に於ける工産品の需給と其の将来        185 

  朝鮮に於ける内地資本の流出入に就て        183 

  朝鮮に於ける製粉業の現在及将来            183 

  朝鮮に於ける施設の一斑                    181 

  朝鮮に於ける失業調査 昭和7年6月末調      182 

  朝鮮に於ける主要都邑の現状                182 

  朝鮮に於ける都市金融組合の近状並之と         

   普通銀行及産業組合との関係             183 

  朝鮮の物産（調査資料19）                  182 

  朝鮮の物産（商工奨励館）                 181 

  朝鮮の円域貿易に就て                      185 

  朝鮮の巫覡 民間信仰第3部                 182 

  朝鮮の服装                                182 

  朝鮮の今昔  歴代篇                        182 

  朝鮮農業統計図表 昭和15年度              183 

  朝鮮の人口現象                            182 

  朝鮮の契                                 182 

  朝鮮の経済事情                            181 

  朝鮮の金融                                185 

  朝鮮の金融組合                            187 

  朝鮮の鉱物資源に就て                     182 

  朝鮮ノ米                                  185 

  朝鮮ノ港湾                                181 

  朝鮮ノ繭                                  186 

  朝鮮の繭に就て                            181 

  朝鮮ノ棉花                                185 

  朝鮮ノ明太                                185 

  朝鮮ノ木材                                185 

                                               
                                              
                                              



 

 228 

                                              

朝鮮の災害                               182 

朝鮮の産業                               181 

朝鮮の市場                               182 

朝鮮の市場経済                           182 

朝鮮の水産業                             182 

朝鮮の将来                               182 

朝鮮の対滿輸出貿易の将来                 183 

朝鮮の対支貿易に就て                    185 

朝鮮の逓信事業               181 

朝鮮の鉄道                               182 

朝鮮の窯業                               182 

朝鮮商品誌                               185 

朝鮮殖産銀行概覧                         185 

朝鮮殖産銀行二十年志                     185 

朝鮮殖産銀行と朝鮮の産業                 185 

朝鮮主要会社表                           188 

朝鮮総督府及所属官署主要刊行図書目録     181 

朝鮮総督府専売局年報                     181 

朝鮮総督府施政年報                       181 

朝鮮総督府逓信年報                       182 

朝鮮総督府逓信統計要覧                   182 

朝鮮総督府統計年報                       181 

朝鮮総督府統計要覧                       181 

朝鮮対滿洲貿易の推移と其の将来           185 

朝鮮逓信部内職員及傭人衛生統計           182 

朝鮮逓信部内職員衛生統計                 182 

朝鮮逓信事業沿革史                       183 

朝鮮鉄道状況                             182 

朝鮮鉄道史                              183 

朝鮮要覧                                 181 

長湍大豆                                187 

中国建設銀公司と其の国際性               184 

                                             

 

ＤＤＤＤ                                           

                                             

獨逸に於ける商工並に不動産金融に就て     184 

獨逸の国際モラ問題とマルク切下に就て     184 

                                             

                                             

ＥＥＥＥ                                           

                                             

英國五大銀行頭取の演説要旨               183 

                                             

  ＦＦＦＦ                                             

                                                 

  不動産抵当個人間貸借金利調                185   

 佛國の対印度支那政策と印度支那銀行の           

    組織改正に就て                         184   

 釜山案内                                  183 

  釜山港貿易概覧                           189 

  釜山港経済統計要覧                        188 

  釜山の産業                                188 

  釜山商工案内                              188 

  釜山商工人名録                            188 

  釜山商工会議所統計年報                    188 

  釜山優良製品協会案内                      189 

                                               

                                               

  ＧＧＧＧ                                           

                                               

  外人の観たる最近の朝鮮                    182 

  銀価低落を中心とする海外の論調            184 

  銀価低落を繞る諸問題                      184 

  郡山商業会義所統計年報                    189 

  牛皮ニ対スル金融ニ就テ                    186 

                                               

                                               

  ＨＨＨＨ                                           

                                               

  平壌,新義州                               183 

  法幣を繞る支那経済の動向                185 

  北支経済開発に関する資料                  184 

  北支政治経済の展望                        184 

                                               

                                               

  ＪＪＪＪ                                           

                                               

  時報（鎭南浦商工会議所）                  187 

  仁川白米                                  187 

  仁川ニ於ケル生産工業                      188 

  仁川商工会義所統計年報                    188 

  重要産業統制法の改正と外地施行問題に        

    就て                                    184 
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KKKK                                            
                                              

会員名簿（釜山商業会議所）                188 

開城ノ時辺ニ就テ                          186 

開城の商工                                187 

刊行物目録（朝鮮銀行）                    185 

京城府内中小商工業実態調査報告            187 

京城府産業要覧                            187 

京城商業会義所統計年報                    187 

京畿の多摩錦                              187 

京穀パンフレット                         187 

慶尚北道穀物検査所報告                    188 

検査の概要（京畿道穀物叺検査所）          187 

工業金融の現状と其の対策                  184 

黄海道信川,猪島間鉄道速成理由書           186 

穀物検査統計年報(慶尚道穀物検査所）      188 

穀類及穀粉類,蔬菜及果物ノ取引ニ関スル       

 調査                                    187 

米の鎭南浦                                187 

金剛山探勝案内                183 

工産額を中心とする朝鮮工業概観 (昭14)     185 

廣洲湾（佛國租借地）事情                  185 

旧慣制度調査書 社還米制度                182 

                                             

                                             

ＭＭＭＭ                                           

                                             

滿洲國に於ける股 有限公司一覧表 自大       

  同元年6月15日至康徳3年6月20日      185 

滿洲國の関税改正と朝鮮の対滿貿易に就て    185 

滿洲國の経済事情に就て                   188 

滿洲國の産業開発と新規事業計画            183 

滿洲國石油類専売法の実施と其の影響        184 

民間信仰                                  182 

蒙古地名辞典                              184 

蒙古事情寸解                              184 

木浦商業会議所統計年報                    189 

 

 

 

 

 

 ＮＮＮＮ                                           

                                              

 ナチス獨逸に於ける政治経済                184 

 南支南洋を巡る                            189 

 日本海ルートの現状とその将来              185 

 人参要覧                                  181 

 日支停戦協定の意義と今後の日支関係        183 

 農具に関する事業概要                      182 

 農家経済の概況と其の変遷                  181 

 農家経済概況調査                  181 

  

  

 ＯＯＯＯ                                            

                                                

 歐洲金ブロックの動向に就て                184 

                                                

                                                

 ＲＲＲＲ                                           

                                              

 労農露國の営業税と営業時間                185 

 露領沿海地方に於ける農業就中米作問題      183 

                                               

                                               

 ＳＳＳＳ                                            

                                               

 最近朝鮮に於ける大工業の躍進と其の資          

   本系統                                  184 

 最近に於ける滿商側商業資本の移動に就          

   て                                      184 

 最近の銀高と支那経済            184 

 最近の南方関係図書目録          188 

 濟州島とその経済                          189 

 生活状態調査 其 3  江陵郡         182 

 生活状態調査 其 4  平壌府          182 

 生活状態調査 其 5  朝鮮の聚落 前篇    183 

 生活状態調査 其 6  朝鮮の聚落 中篇    183 

 生活状態調査 其 7  慶州郡         183 

 生活状態調査 其 8 朝鮮の聚落  後篇      183 

 精米工業,ゴム工業ニ関スル調査             187 

 生産年度による穀物叺検査成績              187 

 清津商工案内                              186 

 清津商工会議所史                          186 

 石炭練炭（附骸炭）の需給状況              187 
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鮮滿工業の対立的関係と其の調整            183 

鮮内工業の現状と工業組合法実施の要否      183 

市街地の商圏                              182 

支那幣制改革後に於ける外国為替に就て      184 

支那抗日運動の分析                        184 

支那に於ける列強の勢力                    184 

支那の幣制改革に就て                      184 

支那新式銀行の現勢                      184 

新義州税関貿易要覧                        186 

施政三十年史                              182 

商品に関する記事目録                      183 

少年職業指導について                      187 

蘇聯油を繞る石油界の動向                  183 

 ＴＴＴＴ                                            

                                               

 大邱                                      188  

 天津に於ける金融機関に就て                185 

 鉄道局年報                                182 

 等外米の移出解禁と玄米の重量取引に就て   188 

 統計年報（元山商業会議所）         186  

 統計摘要（朝鮮総督府）                    181 

                                               

                                                

 ＺＺＺＺ                                           

                                               

 全鮮 田売買価格及収益調                  185 

 前進する朝鮮                              182 
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台湾関係書名索引台湾関係書名索引台湾関係書名索引台湾関係書名索引 

 
                                                 

ＣＣＣＣ    

    

調査資料（高雄州商工奨励館）         198 

中華民國茶業史                           196 

 

 

ＤＤＤＤ    

    

大東亜共栄圏ニ於ケル古々椰子生産物       197 

 

 

ＥＥＥＥ    

    

英領印度、馬來半島及爪哇に於けるマラ 

   リア ― 特に其防遏作業及組織並に  

   研究機関                              195 

英領印度現行統治組織                     192 

英領北ボルネオ、タワオ地方に於ける椰 

  子栽培業                               193 

英領馬來事情                             194 

英領馬來に於けるタピオカ産業             196 

英領馬來に於ける各種会社利益配当率一 

 覧                                    193 

英領馬來の漁業                           193 

英帝國領土内に於けるバナナの生産状況     193 

 

 

ＦＦＦＦ    

    

福州攷                                   191 

佛領印度支那金融事情                     195 

佛領印度支那国情調査              195 

佛領植民地の関税政策                    196 

 

 

ＧＧＧＧ                                          

                                             

濠洲聯邦の金融事情                       197 

濠洲聯邦の産業概要                       197 

  ＨＨＨＨ    

    

  比律賓、ボルネオ並にセレベス近海に於 

    ける漁業試験報告                        194 

  比律賓ダバオ州に於ける邦人産業調査報 

    告                                      194 

  比律賓群島に於ける鳳梨事業                196 

  比律賓群島の水産資源                      195 

  比律賓経済事情                            197 

  比律賓に於けるカポック事業                193 

  比律賓に於けるコプラ及ココ椰子油の取 

   引                                     194 

  比律賓に於ける肉製品需給の状況            194 

  比律賓の現状                              196 

  比律賓の米                                194 

  比律賓統計要覧                            193 

  比島糖業調査報告                          197 

  肥料要覧                                  190 

  香港経済調査委員会報告書                  191 

  香港の港勢と貿易                          192 

  本島耕地自小作別面積調査                  190 

  鳳梨                                      192 

 

 

  ＩＩＩＩ    

    

  印度の幣制改革問題                        193 

  印度支那の甘蕉                            194 

 

 

  ＪＪＪＪ  

 

  爪哇紅茶の製法                            195 

  爪哇ノ糖業政策及糖業機関                  194 

  爪哇ト和蘭                                191 

 

 

  ＫＫＫＫ    

    

  海南島                                    192 

  海南島に於ける農産業調査                  194 

  海南島奥地旅行報告                        196 

  海南島志                                  191 
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カサバの栽培及びカサバ粉の製造法         196 

カツサバ栽培に関する研究                 196 

珈琲                                     192  

ココ椰子                                 194  

耕地分配並ニ経営調査                     192  

耕地賃貸経済調査                         192  

国民精神研修叢書                         191  

国策としての南洋移民問題                 194  

国勢調査結果表 （大正14年）              191  

米生産費調査                             192  

                                              

                                              

ＭＭＭＭ                                            

                                              

マンゴー                                 193  

馬來半島とスマトラとの栽培企業比較       195  

南支那、佛領印度支那漁業試験報告         193  

南支那漁業試験報告                       195  

南支那に於ける養豚業と豚肉加工品需給          

 の状況                                 194 

南支那の開港場                          196  

南支那及南洋調査書                       192  

南支那及南洋の園芸                       194  

                                              

                                              

ＮＮＮＮ                                            

                                              

内地主要産地に於ける柑橘調査             192  

南支南洋鳳梨事業                         194  

南支南洋の関税と内国税                   197  

南洋瞥見                                 191  

南洋各地物産、交通、人口地図             195  

南洋各地邦人企業要覧                     197  

南洋各地邦人栽培企業要覧         193,195,196  

南洋各地栽培企業可能性比較一覧           193  

南洋各地統治組織及土民運動               196  

南洋華僑ト金融機関            197  

南洋経済地図                             197  

南洋年鑑                                 191  

南洋に於ける邦人の事業                   193  

南洋ニ於ケル華僑                         197  

南洋に於ける養蚕業                       195  

南洋及印度に於ける養豚業と豚肉加工品          

 需給状況                               196  

  熱帯地に於ける煙草の栽培法                195 

  熱帯産業調査会叢書(臺灣総督府）           191 

  日印紡績争議ニ就テ                        197 

  日本・台湾対南洋貿易統計                  195 

  農業基本調査書                            191 

  農業金融調査                              192 

  新西蘭の経済概況                  197 

                                               

                                               

  ＯＯＯＯ                                           

                                               

  織物市場としての蘭領印度                  197 

                                               

                                               

  ＰＰＰＰ                                           

                                               

  パインアップル                            193 

  波斯阿片,土耳古阿片                      194 

                                               

                                               

  ＲＲＲＲ                                           

                                               

  蘭印経済論叢                              197 

  蘭領東印度群島地質論                      195 

  蘭領東印度に於ける土人ゴム栽培           196 

  蘭領東印度に於ける外国人の投資            193 

  蘭領東印度に於けるカカオの栽培            193 

  蘭領東印度に於ける各種会社利益配当率        

   一覧                                   193 

  蘭領東印度の茶業                          193 

  蘭領東印度立方行政法並選挙法              194 

  蘭領東印度諸島に関する地質学的研究の         

    沿革                                    192 

  蘭領東印度諸島西半分に関する地質学的        

   研究                                    192 

  蘭領印度行政関係法規及選挙法              196 

  蘭領印度貨幣制度及発券銀行                197 

  蘭領印度関税定率法及関係法規              195 

  蘭領印度モロッカス群島近海の鰹漁業並         

   に同地方沖縄県漁民の状況                194 

  蘭領印度に於ける金融状況                  196 

  蘭領印度に於ける欧人農鉱企業              196 

  蘭領印度の政治並に其批評                  195 

  蘭領印度の鉄鉱                            195 
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蘭領印度主要租税関係法規                 196 

錬成の道ー皇民錬成の指導についてー       191 

林業要覧                                 192 

                                            

                                            

ＳＳＳＳ                                          
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39(8-13)(大13),40(4-7),41(1-4),57(4,9-12), 

58(昭18) 

 

中央労働時報  中央労働委員会 

1(1-2,4-11)(昭21）  

 

中央蚕糸報  蚕糸業同業組合中央会 

138(昭3)-188(昭7)  

 

中小企業  商工協同組合中央会 

1(1-5)(昭21),2(1,3-9),3(1,3,5-9)(昭23)  

 

Ｄ 
 

大学  東京大学新聞社出版部 

3(昭22.10)-6(昭23.9) 

 

大日本紡績連合会月報 

398(大14)-412,419-600(昭17)∥ 

後誌：東亜繊維工業  

 

大日本外国貿易月表   

→日本外国貿易月表 

 

大日本警防  大日本警防協会 

16(4)(昭17.4) 

 

〔大日本陶磁器輸出組合連合会〕会報 

7(昭10.6)-21(昭12.11) 

 

大連商工月報   

→大連商工会議所々報 

 

大連商工会議所経済統計月報 

173(昭4.11)-185,198-212,214：経済統計月報  

216-273,276-281,283-288,290-292,295-297,300,    

309,319-323,325-334(昭18.6) 

 

大連商工会議所々報 

173(昭5)-261(昭12)：大連商工月報  

278(昭13),280,282,284,290,292,294,300,304,306,     

308,310,312,317,319-320,322-325,329-331,382,     

388,390,392,394,406-407(昭18) 

 



 

 

大連取引所月報 

185(昭4.1)187,189-220,257-280(昭11.12)  

 

大東亜経済  大東亜経済社 

1(昭12)-5,6(1-2)(昭17)：東亜商工経済  

6(4-10)(昭17),7(1-4,6-10),8(6-9),9(1)(昭20) 

 

ダイヤモンド  ダイヤモンド社 

12(19-36)(大13),14(20-37),15(1-18,25),16-30,31 

 (16,8-36),32(1,3-24,26-30,32-34,36),33(1-3,5) 

,36(115,17-20)(昭23) 

 

電気協会雑誌 

232(昭16.4)-233,236-237,241-245(昭17.5) 

 

電気通信学会雑誌  電気通信学会 

196(昭14.7)-201(昭14.12) 

 

電球  日本電球協会 

1(昭13)-3(昭15) 

 

電信電話学会雑誌  

118(昭8.1)-129(昭8.12) 

 

読書人  東京堂 

2(12)(昭17),3(4-11)(昭18) 

 

同盟世界週報  同盟通信社   

15(24)( 昭 9.6),18(13-51),19-22,23(1-45,50-51),    

24(1-13)(昭18)：国際経済週報  

24(15-21,23-30,32-51)(昭18),25(5-7,9-10)(昭19)    

後誌：世界週報   

 

同盟通信  同盟通信社 

2465(昭17.10)-2467,2469-2474,2476-2479,2483- 

2488,2490-2497,2499-2502,2504-2509,2511-2516, 

2519-2523,2525-2530,2533-2537,2539-2544,2546- 

2549,2551,2553,2563-2565,2567-2572,2574-2579, 

2581-2586,2588-3256,3393-3394,3396-3398,3400- 

3405,3407-3412,3414-3419,3421-3426,3428-3433, 

3435-3440,3442-3447,3449-3454,3456-3461,3463- 

3467,3470-3471,3473-3475,3477-3482,3484-3488 

 (昭20.7) 

 

Ｅ 
 

エコノミスト  毎日新聞社 

4(13-24)(大15),5-16,17(1-2,4-5,7-9,11-16,19-30,     

32-36),18-19,20(1-36,38-46,48),21(1-4)(昭18) 

：エコノミスト  

21(5-10,12,14-38)(昭18),22(1-3,7-13,15-24), 

23(1-4)(昭20)：経済毎日  

25(8,20)(昭22), 26(11,18)(昭23) 

 

 

 

 

 

 

Ｆ 
 

藤本アナリスト  藤本ビルブローカー銀行調査部 

3(昭4),4(1-14,16-21,24)(昭5) 

 

藤本金融証券週報   

藤本ビルブローカー証券株式会社調査部  

184-215(昭16.5-11) 

 

〔福井県織物同業組合〕月報  

223(昭6)-224,226-227,240-241,244-289,291-293 

(昭11) 

 

福井之織物  福井県絹織物同業組合 

14(大2.9)   ［記念号］ 

 

福井商工会議所月報 

234(昭6)-247,249-272(昭9)：所報  

273(昭9)-277(昭10)：福井商工会議所所報  

279(昭10)-283,285-286,290,292(昭12)  

後誌：福井商工月報 

 

福井商工会議所所報 

→福井商工会議所月報 

 

釜山商工会議所月報 

73(昭6.4)-148,150-180(昭15) 

 

Ｇ 
 

外報摘要  三井合名会社調査課 

335(大14)-373,388-510(昭6) 

 

外交評論  日本外政協会 

4(8,12)(大13),5(2-4),6,7(3-12),8-15,16(1-6)(昭

11)：国際知識  

17(昭12),19(2),20(1,5-12),21(1)(昭16)：国際知識

及評論 

23(2)(昭18),24(5)(昭19) 

 

外国貿易  日本銀行調査局 

1926(9-12),1927-1937,1938(1-3) 

 

外国貿易月表   

→日本外国貿易月表 

 

外国鉄道調査資料  鉄道省運輸局 

1(昭2)-10,11(1-3,5-12),12(1,3-7)(昭13) 

 

外国雑誌重要記事索引  全国経済調査機関連合会 

60(大15.1)-74,96-170(昭10.3) 

 

外務省通商局日報 

昭10-昭18   ［欠：若干あり］ 

 



 

 

学燈  丸善 

47(5,11-12)(昭18),48(昭19)    

昭19-昭25:休刊］ 

 

現代の経済  慶応出版社 

1(昭12.11)-3(昭13.1);2(2-11),3(1-4)(昭14.4)  

 

原価計算  日本原価計算協会 

2(6,8-11)(昭17),3-4(昭19)  

 

銀行会社新設拡張計画登記済資本調   

三井銀行調査課 

5(昭5),6(1-6)(昭6) 

 

銀行研究  銀行研究社 

9(大14)-10,11(3-6),12-41,43-44,45(1-4,6-12), 

46(1-3)(昭19) 

 

銀行通信録  東京銀行集会所 

468(大14.1)-677(昭17.6)  

 

軍令部常報  海軍軍令部 

4( 昭 4)-7,8(1-3,5-6,8-9),9-14,15(2-12),16(1-6)    

(昭16) 

 

群山商工会議所月報  

118(昭7.1)-196(昭13.7) 

 

Ｈ 
 

函館商工会議所月報  

298( 昭 6)-308,311-327,329-335,338-395,397-401,    

403-427,429(昭16) 

後誌：函館商工会議所所報 

 

函館税関外国貿易月表  

5(昭5)-6(昭6)：函館税関管内外国貿易月表  

7(昭7)-8,10-13,14(1-9,11-12),15(1-9)(昭15) 

 

函館税関管内外国貿易月表 

→函館税関外国貿易月表 

 

浜松商工時報  浜松商工会議所 

5(昭17.2),10-12,14,16-24(昭18.9) 

 

浜松商工会議所報 

67(昭4)-79,81-82,99-118(昭10)：浜松商工会議所所 

報 

119(昭10) 

 

浜松商工会議所所報  

→浜松商工会議所報 

 

販売と経営   

→経営 

 

払込金調 

→〔日本勧業銀行〕払込金調 

原生糸月報  原合名会社生糸売込部 

13(大14)-15,18-47,50,52-62,66-138,140-188(昭 

14) 

 

哈爾浜商工公会会報 

66(昭11.7) 

 

皮革統制会報  皮革統制会 

2(1-7)(昭19.1-7)           

 

飛行  大日本飛行協会 

15(7-12)(昭15),16(1-9)(昭16) 

 

浜工省経済季報  浜工省商工公会 

1(2-4)(康徳8/昭16),2,3(1)(康徳10/昭18) 

 

〔広島株式取引所〕月報 

1(昭8)-56,58-98(昭17) 

 

非鉄金属統制時報  日本金属配給株式会社 

1(2-12)(昭16)-2(昭17)∥ 

 

法学協会雑誌 

42(7-12)(大13),45(5-12),46(1-6),47-48,49(7-12),    

50-61,62(1-3),64(3)(昭21) 

 

保険調査彙報  簡易保険局 

62(昭8)-70,72(昭9)  

 

保険年金時報  簡易保険局 

1(1-3)(昭22),2(1)(昭23) 

 

保険春秋  保険春秋社 

2(1-3,5-8,10-12)(昭8),3(1-4,6-11),4(1-6,10,12),   

5(1,3-7,11-12)(昭11) 

 

〔北海道農産物検査所〕調査時報  

356(昭7.12),391-405,407-409,411-415,418,421- 

432,434-452(昭10.12) 

 

北満経済月報  哈爾浜商工公会 

1(1)(康徳5/昭13),2,3(1-8,10-12)(康徳7/昭15)  

 

北支経済統計季報  

南満州鉄道株式会社北支事務局調査部 

4(昭14)-7(昭15)  

 

北洋漁業  露領水産組合 

2(6-12)(昭16.6),3,4(1-7)(昭18.7)∥ 

 

本邦財界情勢  三菱経済研究所 

3(昭3.9),4,5(1-8,10-12),6-7;45-100,113-182, 

184-197,200-207(昭20) 

後誌：経済情勢 

 

本邦財界大勢一覧表  三井銀行調査部 

16(1,7-9,12)(昭16),17(5-12)(昭17) 



 

 

法律時報  日本評論社 

2(3-7,9-12)(昭5),3-9,10(1-2,4-12),11,12(1-5,7-     

12),13(1-9,12),14-15,16(1-3,6-12),17(1-2)(昭 

20) 

 

法律新聞  法律新聞社 

2489(大15.1)-2503,2505-2524,2669-2680,2693- 

2746,2885-2920,3425-3460,3545-3594,3641-4108 

 (昭12.3) 

 

法政経済研究  満州法政経済研究会 

3(1)(昭3) 

 

包装  大日本荷造包装協会連合会 

1(2-6)( 昭

14),2(1-5,7-12),3(1-2,4-8,10-12),4(1-4,6,9,11)

,5(1-4,6-8,10-11)(昭18) 

 

包装荷造の研究  大阪包装荷造協会 

18(昭4)-22,24,29,33-34,36,38-39,41-43,48,52-63,    

65-67,69-76,78,80-81,83,85-86,89-92,94-95,97-1

12,114,116-117(昭14) 

 

奉天省経済季報  奉天省商工公会 

2(2-4)(康徳9/昭17),3(1)(昭18) 

前誌：奉天商工公会調査月報 

 

奉天商工月報  奉天商工会議所 

383(昭12)-390(昭13) 

後誌：奉天商工公会月報 

 

奉天商工公会調査月報  

2(康徳6/昭14),3(1-10)(康徳7/昭15) 

後誌：奉天省経済季報  

前誌：奉天商工公会月報  

 

奉天省工公会月報   

1(1-4,6)(康徳5.7-12/昭13) 

後誌：奉天省工公会調査月報 

前誌：奉天商工月報 

 

奉天省工公会統計月報  

1(1-8)(康徳5/昭13),2(1-11)(康徳6/昭14) 

 

Ｉ 
 

一宮の実業  一宮商工会議所 

100(昭4)：一宮商工会議所月報  

102(昭5)-133,135-142(昭10) 

 

一宮商工会議所月報 

→一宮の実業 

 

移民情報   

→ラテンアメリカ研究 

 

インヴェストメント  藤本ビルブローカー銀行 

2(1-6)(大14.7-12) 

 

〔糸価安定施設組合〕調査彙報 

1(昭13)-11(昭15) 

 

Ｊ 
 

時事経済問題  弘文堂書房 

33(大14)-89(昭4)  

 

人口問題  人口問題研究会 

5(1)(昭17.9) 

 

仁川商工会議所月報  

261( 昭

7)-284,286-289,291,293-344,353-355,357-378,380

-392,398-400(昭18) 

 

実業部月刊  実業部総務司 

1(大同１/昭7)-12(大同2/昭8) 

 

実業教育  実業教育振興中央会 

5(1,3-12)(昭18),6(5)(昭19) 

 

実業之日本  実業之日本社 

45(1,2,16)(昭17) 

 

自由通商   

→共栄経済 

 

重産協月報  重要産業統制団体協議会 

1(1)(昭17.6) 

 

住宅月報  大阪市社会部労働課 

6(昭7.4)-17,37-38(昭9.12)  

 

重要経済資料月報  大阪府立商品陳列所 

4(3-11)(昭4),5(昭5)     

[5(昭5)以降：大阪府立貿易館] 

 

重要経済統計月報  東京商業会議所 

15(6,8-11)(大15);1(12),2(1-5,7-12),3-8,9(1,7-8,     

10-12)(昭9) 

[2(12)(昭2)以降：東京商工会議所] 

 

重要商品需給一覧表  三井銀行調査課 

15(9-10)(昭15) 

 

Ｋ 
 

株価指数  東京株式取引所調査部 

1(昭3)-31(昭5)  

 

株式利廻調  日本勧業銀行調査課 

5(8)(昭5),6(4-12),7-15,16(1-10)：主要株式利廻調  

16(11-12)(昭16) 

 



 

科学知識  科学知識普及会 

8(昭3)-9(昭4) 

 

化学工業協会誌 

52(昭19.8)-55,59-60(昭19.11) 

 

鹿児島商工会議所月報 

109(昭6)-137,139-215,217-235(昭16) 

後誌：鹿児島商工会議所時報 

 

華北貿易総連会報  華北貿易組合総連合会 

1(昭17.6)-2,5-11,13,15-16(昭18.9)  

 

華北電信電話株式会社研究雑誌 

1(2-4)(昭16-17) 

 

海防  義勇財団防義会 

20(7-8)(昭17),21(1-2)(昭19)∥ 

 

海外時報  外務省情報部 

1(大13.4)-17(大13.12) 

後誌：｢国際事情｣と合併し｢国際時報｣ 

 

海外時報  三井合名会社調査部 

13(12)(昭13),14,15(1-8)(昭15) 

 

海外情報  横浜商業会議所 

17-24(大15.9-12) 

 

海外経済事情  外務省通商局 

1(昭3)-57;2-6;9(昭9)：週刊海外経済事情  

10(昭10)-17,18(1-10)(昭18) 

前誌：海外商報 

 

海外セメント事情   

日本ポルトランドセメント同業会調査部 

1(昭8)-9(昭16)∥ 

前誌：セメント貿易月報 

 

海外資料  安田保善社調査部 

15(1-2,4-12)(大15)  

 

海外商報  外務省通商局 

1(大14)-51,53-96,98-105,107,109-121,124-162, 

165-206,208-221,223-224,226-238,240-269,271- 

274,276-280,282-295,297-329,331-408,410-417, 

420-423,425-435,437-438,440-446,448-460,462- 

502,504-594,596-666,668-676,678-855,857-885, 

887-944,946,948-1023,1025-1051(昭2) 

前誌：通商公報 

 

会計  日本会計学会 

1(大6)-12,13(1-4,6),14-46,47(3-6),48-49,50(1- 

2),51(1-6),52(1-3,5-6),53(1-5),54(1-2,4-6), 

55(1)(昭18) 

 

回教事情  外務省調査部 

1(昭13)-3,4(1-3)(昭16)  

 

回教世界  大日本回教協会 

2(8-12)(昭15) 

海連会報  海外移住組合連合会 

5(昭11),6,7(1-9,11-12)(昭13) 

 

海運  日本海事振興会 

1(1-7)(昭18.5-11) 

[｢海運(日本海運集会所)｣,｢海運月報｣,｢船｣の合併

誌] 

 

海運  日本海運集会所 

104(昭6)-241,248-251(昭18)∥ 

後誌：｢海運月報｣,｢船｣と合併し｢海運(日本海事振 

     興会)｣ 

 

改造  改造社 

6(1-4,9-12)(大13),8,24(9-12),25(1-9,11-12), 

26(1-5),28(7),29(5),30(4-5,11),31(1),33(4)( 昭

27) 

 

華興商業銀行経済彙刊  

1(民国29/昭15),2(1-22),5(3-7)(民国33/昭19) 

 

華僑研究資料  外務省南洋局 

1-4,6-12,14-16,18〔昭17〕 

 

貨物情報  鉄道省運輸局   

1(大14)-3(昭2)：主要貨物情報  

8(昭7) 

 

神奈川経済  神奈川県商工経済会 

1(昭18.10)-3,5(昭19.2) 

 

神奈川県気象月報  神奈川県測候所 

14(5-8)(大14),15(1-4);2(5-12),3,8(昭8) 

 

神奈川県工場協会雑誌 

3(1-6,8-12)(昭5) 

 

神奈川県商工時報  神奈川県商工課 

9(大13)-15,19(昭4) 

 

神奈川県商工時報  神奈川県商工協会 

4(昭11.9)-19(昭13.8);4(2,4-6),5(1-9,11-12), 

6(1-5),7(1-2)(昭17) 

 

神奈川県統計時報    神奈川県知事官房 

1(大13.5)-8,10,14(昭4.3)    

[10以降:内務部統計課] 

 

金沢経済統計月報  石川県商工経済会 

18(12)(昭18),19(1,3)(昭19) 

 

金沢商工会議所月報 

42(1)(昭7.1)：金沢商工会議所所報  

42(2-12)(昭7),44-47,49(10),52(5-6)(昭17) 

 



 

金沢商工会議所所報 

→金沢商工会議所月報 

 

官庁刊行図書月報  内閣印刷局 

12(4-12),13-15,16(5-12),17(1)(昭18) 

 

〔簡易保険局〕調査彙報 

1(1-4)(昭10.6-12),2(1,3-6)(昭11.5-昭12.3) 

 

観光  国際観光協会 

2(1-3)(昭9),3,4(1-3),5-7(昭14)：国際観光  

8(昭15),9(1)(昭16) 

後誌：｢観光連盟情報｣と合併後｢観光(日本観光連 

盟)｣ 

 

観光  日本観光連盟 

1(昭16)-3(昭18)∥  

[「観光（国際観光協会）」と「観光連盟情報（日本

観光連盟）」の合併誌] 

 

関西信託時報  関西信託株式会社 

72(昭5)-110,112-116,118-129(昭9) 

 

関東局物価賃銀調査月報  

97(昭13)-99,101-127(昭15) 

 

関東州貿易月表  

2(昭2)-13(昭13)   

 

関東州経済会会報  

19(2-3,5-10)(昭19)  

 

経営  商店経営研究会 

1(1)(昭7.3)：販売と経営  

1(2-10)( 昭

7.4),2,3(2,5-12),4(1-7,9-12),5,6(1-7,9-12),7(1

-8,10-12),8(2-7,9-12),9(1-7)(昭15. 

7) 

 

経営経済研究  同文館 

2(昭4),13-18(昭10)  

 

京城彙報  京城府 

76(昭3)-94,96-99,112-119,121-163,165,167-171, 

173-204,206-221(昭15) 

 

京城商業会議所月報朝鮮経済雑誌 

→京城商工会議所経済月報 

 

京城商工会議所経済月報  

122(大15)-136,138-144(昭2)：京城商業会議所月報

朝鮮経済雑誌  

229(昭10)-299,301-334(昭18) 

 

計画資本・公債社債発行償還・払込金  

日本銀行調査局 

13(8,10)(昭13)：計画資本･公債社債発行償還･払込 

 金･登記資本･倉庫貨物  

13(11-12)(昭13),14-15,16(1-10)(昭16)：計画資本 

･公債社債発行償還･払込金･登記資本 

16(11)(昭16.11) 

 

計画資本・公債社債発行償還・払込金・登記資本  

→ 計画資本・公債社債発行償還・払込金 

 

計画資本・公債社債発行償還・払込金・登記資本・倉

庫貨物 

→ 計画資本・公債社債発行償還・払込金 

 

景気週報  時事新報景気研究所 

47(昭6)-53,55-68,84-101,119-168,170-245(昭10)  

 

経済安定  経済安定研究会 

1(1-2)(昭22.3-8) 

 

経済調査  野村経済調査局 

1(昭19.11)-3(昭20.1) 

 

経済調査時報  名古屋税務監督局 

4(下)(昭4),5,8(下),9-11,13(昭13) 

 

経済月報  日本商工会議所 

2(昭5)-10,11(1-10,12),12(1-6)(昭15) 

後誌：日本商工時報 

 

経済月報  三和銀行調査課 

49(昭13)-102,133,137-138,144(昭23) 

 

経済彙刊  華興商業銀行 

１（民国29/昭15)-2(1-22),5(3-7)(民国33/昭19) 

 

経済時報  青島日本商工会議所 

7(昭5)-10,12,14-30,32(昭19) 

 

経済情報  経済情報社 

5(10,12)(昭5),6(1,3-5),7,8(1-5,7-10,12-14)(昭

8) 

 

経済研究  中国経済研究会 

3(8-12)(民国31.4/昭17),4(1)(民国31.9/昭18) 

 

経済研究  岩波書店 

2(大13),4(1-3),5(1,3-4)(昭3) 

 

経済研究  経済研究社 

2(2-9)(昭9) 

 

経済毎日   

→エコノミスト 

 

経済日誌  三井銀行考査課 

6(1-5,7-12)(昭6),7-12,13(1-7)(昭13) 

 

経済之日本  経済之日本社 

15(1-10,12)(昭9),16-17,18(1-9,11-12),19-20, 

21(1-10)(昭16) 



 

 

経済往来：新経済学全集附録  日本評論社 

9(昭15)-19(昭18)∥      

 

経済連盟  日本経済連盟会 

2(2-6)(昭7),3-14,15(1-2)(昭20) 

 

経済史研究  日本経済史研究所 

1(1929.11)-50(1933);11-27,28(1,3-5),29,30(1-2, 

4-6),31(1-2)(1944) 

 

経済週報  景気研究所 

17(昭12)-58,60-160,162-189,191-193,195,197-198,     

200,202-236,238-259,261-270,272-304,306-348,35

1-381(昭19)∥ 

 

経済週報  野村証券株式会社調査部 

273(昭4)-351(昭5)∥  

 

経済タイムズ  経済タイムズ社 

17(2-5,7-12)(昭8),18(2-12),19,20(1-4,8-12), 

21(1-10),26(1-2,5-9,11-12),27(1,11)(昭18) 

 

建築統計月報  商工省大臣官房調査課 

11(10-12)(昭11),12-13,14(2-12),15(2-11)(昭15) 

 

研究資料   

→南洋経済研究  

 

企業と社会  同文館 

10-21(昭2.1-12)  

 

生糸経済研究  横浜生糸経済研究会 

1(昭2)-6(昭7)  

 

生糸経済研究所彙報  井上鎧三編 

1(1936)-7,9(1937) 

 

生糸の国  生糸の国社 

1(1-4,6-9,11)(昭4),2(1-10,12),3(1,3-12),4(2- 

12),5-8,9(2-12),10(昭13) 

後誌：蚕業日本 

 

機械学会誌  機械学会 

30(昭2)-32,36(昭8) 

 

企画  企画院 

1(昭13)-5(昭17)∥ 

 

季刊大学 

→大学 

 

季刊回教事情  

→回教事情 

 

絹物貿易  横浜絹人絹輸出組合 

1(昭13)-2,3(1-10)(昭15) 

 

勤労時報  厚生省勤労局 

4(昭2)-10,11(1,3-12),12-17,18(2-12),19(1-10) 

 (昭17)：労働時報[労働局]  

19(11-12)(昭17),20(1-3)(昭18) 

金曜会パンフレット  上海日本商工会議所 

27( 昭

5)-36,38-52,54-63,66-70,72,75,77-79,81-115,117

,119,121-123,125-159,161-163,174-184, 

186-189,191,197-209,211-222(昭14) 

 

金融  日本銀行調査局 

15(9-11)(大15);1(12),2-16,17(1-6)(昭17)∥ 

後誌：全国金融統制会統計週報 

 

金融経済月報  満州中央銀行調査課 

53(康徳4/昭12),55-94(康徳7/昭15) 

 
金融経済研究  金融研究会 

2(昭18.2) 

 

金融研究  白鳳社 

2(6-12)(大14) 

 

金融往来  金融往来社 

1(7-9)(昭8),2(1-4,6-11),3(1-6,10,12),4(1,3-7, 

11-12)(昭11) 

 

金融資料  金融研究会 

1(昭12)-34(昭18) 

[「金融研究会調書」(｢調査報告書｣に掲載)の別冊] 

 

金融統計月報  日本銀行統計局 

1-6(昭21.1-9) 

後誌：経済統計月報 

 

気象要覧  中央気象台 

377(昭6)-470,472-487(昭15) 

〔臨増:昭 6,8,10-13年〕 

 

興亜時報  兵庫県交易経済会 

2(昭19.9)-3(昭19.11)  

 

〔神戸銀行集会所〕月報   

9(昭9)-10(昭10) 

 

神戸港外国貿易月表  神戸税関 

5(5-12)(昭5),6(昭6) 

 

〔神戸商工会議所〕所報  

1(昭13)-37,39-49,52-56(昭17) 

後誌：「神戸商工会議所報」→「神戸商工だより」 

 

神戸税関外国貿易月表   神戸税関 

7(昭7),11(1-10,12),12-14,15(1-9)(昭15) 

 

交易  横浜輸出協会 

43(大15.3)-52,65-76,89-188,190-198,200-216, 

219-226,228-232,234(昭17.2) 



 

[65以降:横浜貿易協会] 

 

講演時報  時事通信社 

634(昭16),643,647-658,660-688,690-695,700-707,     

709,711(昭18) 

甲府市況  甲府商工会議所 

238(昭5)-241,243,245-255,257-260,274-284(昭8) 

 

工業  大阪工業会 

8(昭2)-12,14-17,31-53(昭5) 

 

工業科学雑誌  工業化学会 

34(1-6)(昭6),36-38,39(1-6)(昭11) 

 

工業経済研究  工業経済研究会 

1(昭7)-2,〔3〕(昭8) 

 

工業組合  工業組合中央会 

3(8-12)(昭16),4,5(1-6)(昭18) 

 

工業ト経済  日本工業協会 

102(昭16.6)-112(昭17.4) 

 

工場パンフレット  日東社 

324(大14.10),327,329-330,333,337(大14.11)  

 

国家学会雑誌  国家学会 

23(明42)-54(昭15) 

 

航空月報  逓信省航空局 

291(昭8)-320,324-356(昭10)：航空旬報  

357(昭10)-383(昭12) 

 

航空事情  航空会 

87-98(昭7) 

 

航空旬報   

→航空月報 

 

航空局資料  航空局 

4(昭13.7)-19(昭17.3) 

 

国際知識   

→外交評論 

 

国際知識及評論   

→外交評論 

 

国際調査彙報  満州中央銀行調査課 

1(康徳8.6/昭16)-24(康徳10.6/昭18) 

前誌：〔満州中央銀行〕調査彙報 

 

国際月報  外務省情報部 

1(昭12.4)-41(昭15.9)∥ 

 

国際月報  外務省情報局第3部 

1(昭16.1)-30,36(昭18.12) 

 

国際平和  国際連盟協会学生支部 

3(昭7.1) 

 

国際法外交雑誌  国際法学会 

24(大14)-40,41(6-12),42,43(1-5,8)(昭19) 

国際時報  外務省情報部 

1(8-17)(大15),2,3(1-12,14-24),4(1,3-6)(昭4) 

[「海外時報」と「国際事情」との合併誌] 

後誌：国際事情[外務省] 

 

国際事情  外務省情報部 

216(昭4)-437,〔438〕,439,442-449,451-467,469-481,     

483-522,524- 536,538-558,560-568(昭15)∥ 

[216号以降：｢海外時報｣を分離し,｢国際事情｣と復題,     

巻号を継承]  

前誌：国際時報  

 

国際事情  外務省情報局第3部 

1(昭16),6-13,15-33(昭17) 

[18以降:情報局] 

 

国際事情  満州中央銀行調査部 

1(康徳7.1/昭15) 

 

国際重要経済統計月報   

→世界経済統計 

 
国際観光   

→観光 

 

国際経済研究  国際経済調査所 

1(1-11)(昭15),2(1-5,10),3(4),5(1-3,10)(昭19) 

 

国際経済週報   

→同盟世界週報 

 

国際パンフレット通信  タイムス通信社   

677(昭9.4)-694,696-729,756-764,766-783(昭10.2) 

 

国際パンフレット通信：世界日誌  タイムス出版社 

31(昭6.11)-44,59-64(昭9.8) 

[33-36:国際パンフレット通信社,37以降:タイム通

信社] 

 

国際労働  

→世界の労働 

 

国策研究会報 

→新国策 

 

国策研究会週報    国策研究会出版部 

3(1-4,6-51)(昭16),4(1-9,11-18,20-51),5(1-6, 

8,10-26,28-51)(昭18) 

 

国勢グラフ  国勢社 

1(昭7)-11,12(1-8,10-12),13(3)(昭19)  

 

公民講座  国民会館 



 

124(昭10),126,128-131,133-175,182-188,191-197,   

199,201-216(昭17) 

 

 

 

公債社債統計月報  日本興業銀行調査部 

17(昭17),18(1-7,9-12),19(1-8),21(7-12),22, 

23(1-3)(昭23) 

[昭19-21:休刊] 

[昭22:創刊号からの通号を継承し、復刊] 

 

小売物価調査月報   

→全国小売物価月報 

 

小売物価月報  満州国経済部商務司 

11(1-4,9)(康徳11/昭19) 

 

小売物価月報  商工大臣官房統計課 

→全国小売物価月報 

 

港湾  港湾協会 

3(1-9)(大14),4(1-4,6-12),5-9,10(2-12),11-13, 

27(2)(昭24) 

 

講座  大村書店 

36(1926)-39(1926) 

 
組合銀行報告  横浜手形交換所 

3(昭3)-6(昭6) 

 

組合金融  組合金融統制会 

5(2-3,8-9,12)(昭8),6(1-4,6-12),13(6-11),14-15,    

16(1,3-4)(昭19) 

[附：統計組合金融  13(6-11)(昭16),14,15(1-6,8,                    

11/12),16(1,3-4)(昭19) 

 

共栄経済  大阪共栄経済協会 

6(2-8)(昭8),7(2-12),8-10,11(1-4,6-12),12-13, 

14(1-10),15(1-5)(昭17)：自由通商(大阪自由通商

協会)  

15(6-12)(昭17),16(1-5,7-12)(昭18) 

 

教育学術界   大日本学術協会 

50(4,6-7)(大14),51-52,53(1-3)(大15) 

後誌：教学 

 

極東蘇領事情  満州国外交部政務司 

1(1-3)(大同2/昭7),2(1-5)(康徳1/昭9)：サヴェート

連邦極東地方事情 

2(6)(康徳1.7/昭9);1-3(康徳2.1-5/昭10) 

 

京都経済月報  京都商工会議所 

1(1)(昭5.4)：〔京都〕経済時報  

1(2-12)(昭5.5);13-30,32-53,55-56,58-109(昭14. 

4):京都経済時報  

110(昭14)-129,131-150,153-157,159-160(昭18.8) 

 

京都経済時報   

→京都経済月報 

 

京都商工会議所月報 

11(1-10,12)(昭5.4-昭6.3) 

 

京都商工会議所旬報   

318(昭18.4)-320,325-328(昭18.9)∥ 

 

〔京都手形交換所,京都銀行集会所〕月報 

9(昭9)-10(昭10) 

 

Ｍ 
 

満蒙知識  満蒙知識社 

8(5-11)(昭7.6-12),9(1-5,7-11,14)(昭8) 

 

満州物価労銀調  満州中央銀行調査課 

4(5,7-12)(康徳4/昭12),5(康徳6/昭14)  

後誌：満州物価調 

 

満州物価調  満州中央銀行調査課 

6(昭14)-7,8(1-6,8-9,[10],11-12),9-10,11(1-4) 

 (昭19) 

前誌：満州物価労銀調  

 

〔満州中央銀行〕調査彙報  

1(康徳4.8/昭12)-10(康徳8.4/昭16)∥ 

後誌：国際調査彙報 

 

満州グラフ  南満州鉄道株式会社 

〔2(4)〕(昭9.7),3(1-2,4-5,9),4(1,3,8-10), 

5(2,4-6,8-11)(昭12.11) 

 

満州経済情報  日満実業協会満州支部 

1(1-3,5-21)(康徳3/昭11),5(4-12),6(1-3,5-11),  

7(康徳9/昭17) 

 

満州経済統計月報  南満州鉄道株式会社  

12(昭10)-13,14(1-2)(昭12)  

 

満州商工経済  満州商工公会中央会 

1(1-2)(康徳11/昭19) 

 

満州帝国国立中央博物館論叢   

2(康徳7.11/昭15)-4(康徳9.7/昭17) 

 

満州輸入組合連合会会報 

26(昭5)-28,30,39,42,46,48-56,58-61,63-71,74- 

80(昭11) 

 

満炭時報  満州炭鉱株式会社 

1(6-10)(康徳8/昭16),2(1-3,5-12)(康徳9/昭17) 

 

満鉄調査月報  南満州鉄道株式会社 

14(10-12)( 昭

9),15-16,17(1-8,10-12),18-22,23(1-8),24(2)( 昭

19) 

 



 

満鉄支那月報 南満州鉄道株式会社上海事務所研究室 

7(昭5)-8,9(1-2,5-12)(昭7) 

[昭12年4月「上海満鉄季刊」として復刊] 

 

マルクス主義  マルクス協会 

1(3)(大13.7),3(6)(大14.12) 

松下商店時報 

9(1-7,9)(昭6),10;3(16-17)(昭9.1-3);9(4-7,9-12),     

(昭9.4-12) 

 

松山商工会議所月報 

→松山商工会議所所報 

 

松山商工会議所所報 

78(昭7.1)-91,93-100,102-118,120-133(昭11.9) 

：松山商工会議所月報  

134(昭11.10)-155,157-164,170-171(昭14.11) 

 

棉花月報  日本棉花輸入協会 

1(3-5)(1946),2(3-6)(1947) 

 

綿工連   

→織布 

 

綿工連統計月報 日本綿織物工業組合連合会調査部 

10(9-12)(昭10);1(昭11.1)-52(昭15.5) 

 

綿糸紡績事情参考書  大日本紡績連合会調査部 

46(大14･下)-52(昭3･下) 

 

綿ス・フ統制会報  綿ス・フ統制会 

1(1-6)(昭18.2-7)  

 

南支那及南洋情報   

→南支南洋 

 

〔三井合名会社〕調査部報告 

555(昭7.1)-613(昭9.6)：〔三井合名会社〕調査課報

告 

614(昭9.7)-718(昭13.11) 

 

〔三井合名会社〕調査課報告 

→〔三井合名会社〕調査部報告 

 

蒙銀経済月報  蒙疆銀行 

1(1939)-12;2(2-9),3(4-6)(1941) 

 

門司商工会議所月報  

120(昭6.1)-189,191-194,197-200,202-208,210-216,    

218-222,224-225,227-229,242,247-248(昭17.12) 

 

蒙古  善隣協会 

8(3-4,7-12)(昭16),9(1-4,6-7,11-12),10(3-6)(昭

18) 

 

文部時報  文部省 

280(昭3.7)-297,709,714(2),730,769,774(昭17.10) 

 

文部通信  文部通信社 

1324-1361(昭9.4-6);1(15-15,20-40,42-58)(昭10. 

6-9);1(96-130)(昭11.1-3);4(39-106)(昭13.7-12) 

 

 

 

木浦商工会議所月報  

268(昭7.1)-275,277-279,283-313,315-370,372-399,    

405-407,410-413,418(昭19.7) 

 

村  農村更生協会 

8(5-8,10-12)(昭16),9(1-6,8-9,11-12),10(昭19) 

 

Ｎ 
 

長岡商工会議所月報  

80(昭6.2)-104,115-122(昭16.11) 

 

長崎県商工経済会会報 

2(昭18.12) 

前誌：長崎商工会議所経済月報 

 

長崎商工会議所経済月報 

144(昭7)-236,238-269,271-273,276-277,281(昭18) 

後誌：長崎県商工経済会会報 

 

長崎税関外国貿易月表   長崎税関 

4(昭4)-14,15(1-9)(昭15) 

 

名古屋株式取引所調査事報    名古屋株式取引所 

5(昭15)-7,8(1-6)(昭18) 

 

名古屋会議所時報 

94(昭18.1)-97,105-108,110(昭18.9)∥ 

 

名古屋経済統計月報  名古屋商工会議所 

1(昭4.1)-49,51-154,156-176(昭18.8) 

 

名古屋港貿易月報  愛知県名古屋港務所 

11(5-12)(昭11),12(1-9),13-14,15(3,7)(昭15) 

 

名古屋商業会議所月報 

→名古屋商工会議所月報 

 

名古屋商工会議所月報 

223-243(昭2.1-12)：名古屋商業会議所月報 

254(昭4.1)-288,290-365(昭14.4)∥ 

後誌：名古屋商工会議所所報 

 

名古屋税関外国貿易月表 

12(10-12)(昭12),13-14,15(1-7)(昭15) 

 

内外情報  台湾総督府官房調査課 

150(大14.8)-154,156-159(大14.12)∥ 

 

内外経済概観  野村合名会社調査部 

1(1-8)(昭6.4-11);6(12),7(1-9)(昭7)  

：〔野村合名会社調査課〕調査月報 



 

7(10-12)(昭7),8-10,11(1-4)(昭11) 

：〔野村合名会社調査部〕調査月報 

11(5-12)( 昭 15),12-13,14(1-8);102( 昭

14.9)-118,120-151(昭18.12) 

 

 

内外経済情報  日満実業協会満州支部   

1(1-4,6-11)(康徳2/昭10)  

 

内外経済界ノ状勢   

→内外経済界ノ情勢 

 

内外経済界ノ情勢  横浜正金銀行 

14(大14)-15(大15/昭元);2-3(昭3)：内外経済界ノ 

状勢 

4(昭4)-7,8(下),9-15(昭15) 

 

内外蚕糸業通信   

→蚕糸貿易通信 

 

内外商工時報  商工省貿易局 

21(昭9)-25,26(1-11),27(1-6)(昭15) 

 

内務省納本月報  図書研究会 

3(4-12)(昭8.1),4-6,7(1-2)(昭11.12) 

 

内燃機関  山海堂出版部 

4(1-5)(昭15.1-5)  

 

南方  南支調査会 

2(11)(昭15.12) 

 

南方院時報  大阪南方院 

437,439-442,444-445,447-453(昭19.2-12) 

 [｢東洋貿易研究｣と｢通商彙報｣との合併誌] 

 

南支南洋  台湾総督府官房外事課  

1(昭6)-153(昭13)：南支那及南洋情報   

154(昭13.4)-162,187-195(昭16.9) 

 

南洋  南洋協会  

26(昭15)-29,30(1-11)(昭19)  

 

南洋経済研究  南洋経済研究所 

3(6-10,12)(昭15),4(1-8,10-12),5(1-3)(昭17.3) 

：〔南洋経済研究所〕研究資料 

1(7-8)( 昭 17.7-8);5(10)( 昭 17.10),6(1-3)( 昭

18.1-3) 

 

〔南洋経済研究所〕研究資料 

→南洋経済研究 

 

〔日濠協会〕会報  

1(昭3.9)-4(昭9.8) 

 

日印協会会報  

39(昭元.12),55-56,59-70,75-83,86-88(昭19.11) 

 

日満実業協会通報  

13(昭10.9)-26(昭11.8) 

 

日蘭協会会報 

2(昭15.9) 

 

新潟商工会議所々報 

152(昭15.1)-165,167-175 :新潟商工会議所所報  

177-178,180-185(昭17.12) 

 

日刊海外商法 

 →海外商法 

 

日本外国貿易月表  大蔵省 

2(12)(昭2)：大日本外国貿易月表  

3(10-12)(昭3),4-14,15(1-3)(昭15)：外国貿易月表  

15(4-9)(昭15) 

後誌：日本貿易月表 

 

日本百貨店組合調査彙報 

13(2-12)(昭13),14-15,16(1,3-4,6-12)(昭16) 

前誌：日本百貨店商業組合調査彙報 

 

日本百貨店商業組合調査彙報 

2(2-12)(昭9),3-5,6(1)(昭13) 

後誌：日本百貨店組合調査彙報 

 

日本評論  日本評論社 

17(3,9-12)(昭17),18,19(2-3,7-9,11-12)(昭19) 

[派生後誌：｢経済往来｣,｢経済評論｣] 

 

〔日本勧業銀行〕調査彙報 

1(昭8)-5,7-9(昭11) 

 

〔日本勧業銀行〕払込金調 

6(12)(昭6),7,8(1,3-5,7-8),9-15,16(1-7)(昭16) 

 

日本金属学会誌   

3(1-6)(昭14.1-6) 

 

〔日本興業銀行〕調査月報 

9(昭9)-18,19(1,3)(昭19) 

後誌：興銀調査月報 

 

日本綿花週報  日本綿花株式会社   

497(大15.1)-507,509-547,600-646,648-649,652, 

654-667,669-670,672-693,695-730(昭5.7) 

 

日本能率  日本能率協会 

1(昭17)-2(昭18) 

後誌：｢事務能率｣と｢生産能率｣と合併し,｢マネジメ 

ント｣  

 

日本産業協会カイロ日本商品館館報  

103(昭11.12)-104,106-110(昭12.9) 

 

日本蚕糸総覧    

→東亜繊維総覧 



 

 

〔日本蚕糸統制株式会社〕調査彙報 

1(昭17.1)-5,8(昭18.12) 

 

 

 

日本製鉄参考資料  日本製鉄株式会社 

1(昭9.8)-7(昭15) 

後誌：製鉄技術総覧 

 

日本証券取引所調査月報    日本証券取引所調査部 

1(昭18.7)-2(昭18.8):調査月報  

3(昭18.9)-9(昭19.4) 

後誌：経済新誌 

 

日本証券取引所統計月報    日本証券取引所調査部 

1(昭18.6)-17,19(昭20.3) 

 

〔日本郵船株式会社〕調査資料   

3(1-9)(昭3),4(1-10),5(1-5)(昭5)  

 

日本輸出絹人絹織物組合連合会会報 

9(昭12.11),14-17(昭13.7) 

 

西陣  西陣織物同業組合 

15(7-12)(昭4),16(昭5) 

 

農業  大日本農会 

727(昭16.6)-761,764(昭19.7) 

 

農業経済研究  日本農業経済学会 

1(大14)-16,18(1-4),19(1-3)(昭18) 

 

農検時報  北海道農産物検査所  

530(昭15.6) 

 

〔野村合名会社調査部〕調査月報  

→内外経済概観  

 

〔野村合名会社調査課〕調査月報 

→内外経済概観 

 

〔農林省神戸生糸検査所〕調査時報    

1(昭9.1)-19,21-22(昭14.7) 

 

〔農林省横浜・神戸生糸検査所〕調査時報 

15(昭15),16(1-7)(昭16) 

 

農林統計月報  農林大臣官房統計課 

6(昭14.12) 

[麦統計表] 

 

農政研究  大日本農政学会 

4(7-12)(大14.7),5,6(3-7,9-10,12),7-10(昭6) 

[6(3)以降：農村文化協会] 

 

農村工業  農村工業協会 

2(6-12)(昭10),3(1-11),9-10,11(4,6)(昭19) 

 

Ｏ 
 

大垣商工時報  大垣商工会議所 

217(昭6.1)-221,223-257,259-265,267-290,292-307,    

309-312,325-360(昭17.12) 

大株月報  大阪株式取引所調査課 

34(昭9.4)-85,87-118,120-144(昭18.6)  

前誌：〔大阪株式取引所〕月報 

 

〔大蔵省理財局〕調査月報  

15(12)(大14),16,33(5-10)(昭18) 

[33(5-10)：外資局] 

 

織物統計月報   

→大阪織物同業組合旬報 

→大阪織物同業組合月報 

 

卸売物価調査月報   

→全国卸売物価月報 

 

卸売物価月報  満州国経済部商務司関東局総務課 

康徳11(1-4,9)(昭19) 

 

卸売物価月報   

→全国卸売物価月報 

 

卸売物価統計月報   

→全国卸売物価調査月報 

 

大阪銀行通信録  大阪銀行集会所 

329(大14.1)-540(昭17.8) 

 

〔大阪株式取引所〕月報 

6(7-12)(昭6),7,8(1-5,7-12),9(1-3)(昭9) 

後誌：大株月報  

 

大阪港外国貿易月報  大阪税関 

3-4(昭3-4) 

後誌：大阪税関外国貿易旬報 

 

大阪織物同業組合月報 

→大阪織物時報 

 

大阪織物同業組合旬報  

1(15-36)(昭8),2(1-6,8-26,28-36),3,4(1-9)(昭11) 

後誌：大阪織物同業組合月報                       

[附：織物統計月報]  

 

大阪織物時報  大阪織物同業組合 

1(昭11),2,3(1-3)(昭13)：大阪織物同業組合月報 

3(4-10,12)(昭13),4(1-8,12),5(2-10)(昭15) 

前誌：大阪織物同業組合旬報 

[大阪織物同業組合月報 附：織物統計月報] 

 

大阪市中央卸売市場月報 

15(4-12)(昭15),16(昭16) 

 



 

大阪市商工時報  大阪市産業部 

56(大14) 

 

大阪商工会議所月報  

272(昭5.1)-280,282-320,322-386,388-435(昭18.8) 

 

〔小樽商工会議所〕所報 

273(昭15.2)-280(昭16.10)  

 

〔小樽商工会議所〕統計  

14(昭14),15(1-9),16(昭16) 

 

Ｐ 
 

北京週報    極東新信社 

95(大13.1)-166(大14.6) 

 

波蘭  日波通商協会 

1(昭11)-3,4(1-6)(昭14)∥ 

 

ポリコン研究  ポリコン研究会 

1(昭6.1)-4(昭8.12) 

 

Ｒ 
 

ラテンアメリカ研究  ラテンアメリカ中央会 

1(昭4)-7(昭10)：移民情報  

15(5-12)(昭17),16,17(1-6)(昭19) 

 

列国政策彙報  内閣調査局 

2(3-11)(昭12.3-12) 

[2(6)以降：企画庁，2(11):企画院] 

 

労働月報  大阪市社会部調査課 

122(昭6)-143,145-163(昭9.11) 

[127以降：社会部労働課] 

 

労働評論  労働協会 

2(4-7,9,11-12)(昭22),3(1-6,8-11),4(1-9,11-12),     

5(1,4-12)(昭25)∥ 

 

労働時報   

→勤労時報 

 

労働科学研究  倉敷労働科学研究所 

1(4)(大14),2(3-4),3(1-3)(大15) 

 

労働統計  日本銀行調査局 

2(2-12)(昭2),3-14(昭14)∥ 

 

露西亜月報  外務省調査部第三課 

18(昭10.6)-27,30-39,41-55(昭13.8) 

 

露紙抄訳  日露協会 

164(昭9.1)-262(昭11.12) 

 

Ｓ 
 

佐賀商工会議所月報  

→佐賀商工会議所季報 

 

佐賀商工会議所季報   

126(昭7)-136,138-173,222-237(昭16.4) ：佐賀商工 

会議所月報  

238(昭16)-240,242-244(昭17) 

 

最近の経済史学界  日本経済史研究所  

12(1-7,12)(昭12),13-14,15(2-4,6-12),16(1-10, 

12),17(1-3,6)(昭17) 

 

酒田商工会議所報  

91(昭7)-138(昭10) 

 

産業  日本産業協会 

7( 昭

5)-9,10(1-3,5-9,12),11(1-9,11),12(1-9,11-12),1

3,14(1-2,4-12),15,16(1-7,9,11-12),17 

 (1,3,5,7-12),18(1,3,7,10-12),19(6)(昭17) 

 

産業合理化  日本商工会議所 

14(昭9)-15,17(昭10) 

 

産業組合現況  農林省経済更生部 

17(昭11.12)-19(昭12.12) 

 

産業組合繭糸  全国産業組合製糸組合連合会 

1(1-5)(昭8),2-3,4(1-9)(昭11)：産業組合製糸  

4(10-12)(昭11),5-7,8(1-9)(昭15.9);1-28(昭16) 

 

産業組合製糸   

→産業組合繭糸 

 

産業と教育  実業教育振興中央会 

1(1,3-4,6-12)(昭9),2(2-4,6-12),3(1-2,4-12), 

4,5(1-5,7-12)(昭13) 

 

参考資料報告  東京手形交換所 

114(昭2)-190,192(昭8) 

 

蚕糸  蚕糸雑誌株式会社 

239( 昭 4)-250,263-268,271-298,301-307,309-350,     

352-354,356-382(昭15) 

 

蚕糸貿易通信 

2151-2189(大14)：内外蚕糸業通信  

2190(大15)-2282,2284-2387,2389-2434,2436-2477,     

2479-2658,2660-2726,2728-2733,2735-2750,2752-    

2829,2831-2936,2938-2949,2951-2984,2986-3040,    

3042-3081,3083-3230,3232-3261,3263-3271,3273-     

3312,3314-3336,3338,3340-3373,3375,3378-3396,     

3398-3417,3420-3431,3433-3434,3436-3451,3453-    

3470,3472-3509,3511-3519,3521-3593,3596-3599,    

3601-3626,3628,3630-3636,3638-3677(昭5) 

  



 

蚕糸界報  大日本蚕糸会 

437(昭3.7)-622(昭18.12) 

 

札幌商工会議所月報 

128(昭11)-142,144-151,153-160,173-188,190-202,    

204-208(昭17) 

 

 

サヴェート連邦極東地方事情   

→極東蘇領事情 

 

生保研究時報  生命保険研究所 

24(昭2),29-31,33-62,64-74,145-176,178-179(昭6) 

 

政治経済時論  政治経済時論社 

9(1-4,6-11)(昭9),10(1-6,10,12),11(1,3-7,11-12)     

(昭11) 

 

生計費指数  内閣統計局 

14(9-10,12)(昭14),15,16(1-7)(昭16) 

 

生計費指数月報  神奈川県 

12(9-12)(昭12),13(1-2,5-12),14(1-11)(昭14) 

 

生命保険経営  生命保険経営学会 

1(昭4)-7,8(1-5),9(2)(昭12.4) 

 

製糸  全国製糸業組合連合会 

7(昭9),11-113(昭17) 

 

清津経済月報  清津商工会議所 

42(昭14)-52,54-85,94-95,97-100(昭19) 

 

製鉄技術総覧  日本製鉄株式会社技術研究所 

1(1-6)(昭16) 

前誌：日本製鉄参考資料  

 

製鉄所参考資料  製鉄所総務部  

20(大14.10)-59(昭8.12) 

 

世界貿易統計月表：中華民国，満州国，錫蘭，蘭領印 

度,北米合衆国  貿易局 

15(12)(昭15)  

前誌：世界貿易統計月表：中華民国,満州国,英領印 

度,錫蘭,蘭領印度,比律賓,北米合衆国  

 

世界貿易統計月表：中華民国,満州国,英領印度,錫蘭, 

蘭領印度,比律賓,北米合衆国   貿易局 

15(10)(昭15) 

後誌：世界貿易統計月表：中華民国,満州国,錫蘭, 

蘭領印度,北米合衆国    

 

世界経済彙報  世界経済調査会  

1(昭16.12),4(昭17.4)：彙報 

1(2-8)(昭17),2-3(昭19)  

 

世界経済日誌  タイムス通信社 

5(昭10.1)-6(昭10.2) 

 

世界経済統計  東京商工会議所調査課 

1(昭7)-2(昭8)：国際重要経済統計月報   

9(1)(昭9),10(2)(昭10)                   

 

世界の労働  国際労働局 

2(1,4,9)(大14)：国際労働  

3(2,4-5,8)(大15),7-13,14(1-5,7-12),15(昭13) 

世界政治外交日誌  タイムス通信社 

69(昭10.1)-70(昭10.2) 

 

世界資料  共同通信社 

1(1-2,4)(昭22)：月刊世界資料  

1(5-8,[9],10-12)(昭22),2(1A,2A,3-7,7B,8-12)(昭

23) 

 

世界と我等  日本国際協会    

16(1)(昭16.1) 

 

石油時報  帝国石油株式会社 

765(昭17.11)-778(昭18.12) 

 

セメント貿易月報 日本ポルトランドセメント同業会 

調査部 

1(3-7,9)(昭7),2(1-8)(昭8) 

後誌：海外セメント事情 

 

セメント界彙報  日本ポルトランドセメント同業会 

130(大15),132,134-140,142-143,145-196,198-200,     

202-211,226-232,234-301,304-306,309-333(昭10. 

12) 

 

仙台商工会議所所報 

149(昭6.1)-184(昭8.12) 

 

仙台鉄道局統計月報  

2(昭2.7-昭3.5) 

 

繊維統制会報 

1(1-2,4)(昭19) 

 

鮮満支財界彙報  朝鮮銀行調査課 

12(2-6,9-12)(昭12),13(1-5,7-8,10-12),14-15, 

16(1-4);5(5-12),6,7(1-10,12),8(1,3)(昭19) 

 

〔船舶運営会〕調査月報 

19,21(昭23) 

 

社会学  田辺寿利，古野清人編 

1(昭7)-5(昭8) 

 

社会学雑誌  日本社会学会 

13(大14.5)-77(昭5.9) 

 

社会保険時報  保険院社会保険局 

15(12)(昭16),16(1-8,11-12),17(1-4,5(上),6-20),     

18(1-2,4,7-11),19(10-11)(昭20) 

 



 

社会科学  改造社 

1(大14)-2(大15) 

 

社会教育  社会教育会 

8(2-12)(昭12),9(1,3-12),10(1-11),11(1-3,6-12),     

12(1-5,8-12),13(1-8,10-12),14(1-2,6-7,10-12), 

15(1)(昭19.1) 

 

社会学徒  社会学徒社 

17(3)(昭18.3) 

 

社会政策時報  協調会 

1(大9.9)-242,244-256,258-290(昭19.11) 

 

上海貨価季刊  国定税則委員会 

14(2-4)(民国14/大14),15,16(1-2)(民国16/昭2) 

 

史学雑誌  史学会 

16(明38)-35,36(1-11),37-40,41(2-12),42-47, 

48(2-12),49(1,3-12),50(1,3-12),51(昭15) 

 

資源  資源局 

1(昭6)-6,7(1-11)(昭12) 

 

支那貿易通報   

→東洋貿易研究 

 

新亜細亜  南満州鉄道株式会社東亜経済調査局 

1(昭14)-3,4(1-2,4-12),5(1-4,6-12),6(11-12), 

7(1)(昭20.1) 

 

新聞紙上の露西亜 南満州鉄道株式会社哈爾浜事務所 

1929(4-5) 

 

支那研究   

→東亜研究 

 

新着資料目録  南満州鉄道株式会社東亜経済調査局  

7(1-3)(昭11/12),8(1-4),9(1-5),10(2)(昭15.4) 

 

神栄時報   

→神栄生糸時報 

 

神栄生糸時報  神栄生糸株式会社調査部 

4(大14.11)-19(昭2.2)：神栄時報  

20(昭2.3)-41(昭3.12) 

 

新国策  国策研究会  

2(1-9)(昭13.2-6)：国策研究会報  

2(10-21)(昭13),3(1-2,10-33),4(1-35)(昭15) 

 

新京経済季報  新京商工公会 

1(1-4)(康徳8/昭16),2(1-3),3(1-3)(康徳10/昭18)  

前誌：新京商工月報 

 

新京商工月報  新京商工公会 

1(康徳5.8/昭13)-13,16-25,27(康徳7.12/昭15)∥  

後誌：新京経済季報  

 

新設及拡張事業計画資本  

大15-昭4 

 

信託協会会報   

→信託集会所会報 

 

 

信託集会所会報  信託集会所  

1(1,3)(昭2),2(3),3-4,6-8,9(1-5),10-15,16(1-13) 

(昭17)：信託協会会報 

16(4-6)(昭17),17(1-5)(昭18) 

後誌：信託統制会報 

 

新都市  都市計画協会 

1(5-12)(昭22.5),2(1)(昭23.1) 

 

シルク  志留久社 

6(55-64)(大12.1-12) 

 

資料公報   満州帝国国立中央図書館 

3(3,5-9,11),4(1,3-4)(康徳9/昭17-康徳10/昭18) 

 

思想  岩波書店 

1(大10)-41,45-163,170-187,189-223,227-235(昭 

16) 

 

自然科学  改造社 

2(昭2)-3(昭3) 

 

商業組合  商業組合中央会 

1(昭10)-5,6(4-12),7-8,9(1-6)(昭18) 

後誌：商工組合  

 

商事研究  文雅堂 

5(6)(大14.6),6(1-2)(大14.7-8) 

 

正金月報  横浜正金銀行 

9-11(昭21) 

前誌：正金週報  

後誌：東銀月報  

 

正金週報  横浜正金銀行調査課 

3(7-52)(昭3),4-17,18(1-26)(昭18) 

後誌：正金月報  

 

商工月報  東京商業会議所 

1(3-6)(大15),2(1),3-9,10(1-8)(昭9) 

前誌：東京商業会議所報  

後誌：東京商工会議所所報  

 

商工経済  東京商工会議所 

1(1)( 昭

11.6),2(2-3,5-6),3(1-2,4-6),4(1-3),5(3-6),6-14

,15(2-6),16(2-3),17(2-3,5-7)(昭19.7) 

 

商工金融  商工組合中央金庫調査部 

3(12)(昭15),4(1-9,11-12),5(2-4)(昭17) 



 

 

商工組合  商工組合中央会 

1(1-5)(昭19.2-6) 

前誌：商業組合  

 

商工倶楽部  日本商工倶楽部  

7(6-12)(昭16),8,9(1-3,5-12)(昭18) 

 

 

商工の大阪  商業組合中央会大阪支部，工業組合中 

 央会大阪支部 

6(昭16)-7(昭17)  

 

商工通報  商工省 

1(昭15.7)-9,11-12,15-72(昭18.6) 

 

織布  日本綿ス・フ織物工業組合連合会 

1(昭10)-2,4-61(昭15)：綿工連  

62(昭15.11)-74,77-87(昭17.12) 

 

殖銀調査月報   朝鮮殖産銀行調査部 

2(昭13.7)-63,65-67,74-75,77-78(昭19.11) 

 

職業時報  社会局職業課 

1(昭11.10)-12,17-18(昭13.5)  

[12号：社会局労務調整課,17号以降：厚生省職業部] 

 

職業時報  職業紹介事業協会(厚生省職業部内) 

2( 昭

14),3(1-4),4(3-6,8-12),5,6(1-6,9-11),7(1-7)(昭

19) 

 

職業紹介公報  中央職業紹介事務局 

55(昭3.5)-57,63-152(昭11.7)∥ 

 

商店街  神戸商店連盟 

1(1,3-6,9-12)(昭12),2(1-8,10-12)(昭13) 

 

昭和製鋼所調査月報   

→昭和製鋼所調査彙報 

 

昭和製鋼所調査彙報  

1(康徳6/昭14)-2,3(1,3,8)(康徳8/昭16)：昭和製 

鋼所調査月報 

1(1)(康徳8.10/昭16),2(3-4),3,4(1)(康徳11.1/昭

19) 

 

週報  情報委員会 

1(昭11.10)-4,6-23,25-32,[33],34-147,149-164, 

166-201,203-206,221-250,252-309,311-385,387-39

9,401-406(昭19.8) 

[50号以降：内閣情報部 → 情報局] 

 

週刊海外経済事情  

→海外経済事情 

 

宗教研究    宗教研究会 

1(1)(大13.9),10(1)(昭8.1) 

 

主要株式利廻調  

→株式利廻調 

 

主要貨物情報  

→貨物情報 

 

主要貨物統計月報：門司鉄道局  

3(10-12)(昭3),4(7-12),5,6(1-3),7(12)(昭7) 

 

主要貨物統計月報：名古屋鉄道局 

3(10-12)(昭3),4-5,6(1-3),7(12)(昭7) 

 

主要貨物統計月報：大阪鉄道局  

3(10-12)(昭3),4-5,6(1-3),7(12)(昭7) 

 

主要貨物統計月報：札幌鉄道局  

3(10-12)(昭3),4-5,6(1-3),7(12)(昭7) 

 

主要貨物統計月報：仙台鉄道局  

3(10-12)(昭3),4-5,6(1-3),7(12)(昭7) 

 

主要貨物統計月報：東京鉄道局  

3(10-12)(昭3),4-9,11(7-12)(昭11) 

 

主要債券利廻調  日本勧業銀行調査課 

5(8)(昭5),6(4-9,12),7-9,10(1-7,10-12),11-12, 

13(1-9,11-12),14,16(11)(昭16) 

 

ソヴェート連邦事情  南満州鉄道株式会社調査局 

14(5)(昭18.5) 

 

総合インド月報  総合インド研究室 

2(昭16)-12;2(9-12),3(1-8,10-12),4(1)(昭19) 

 

倉庫  日本倉庫協会 

1(昭14)-5(昭16) 

[5号:日本倉庫業会] 

後誌：倉庫時報 

 

倉庫時報  日本倉庫業会 

1(昭16)-3(昭18) 

前誌：倉庫  

 

損害保険研究  損害保険事業研究所 

1(1-2)(昭10),2(2-4),3-6,7(1-2,4),8(1-2,4),9(昭

18) 

 

Ｔ 
 

太平洋  太平洋協会 

1( 昭

13),2(2-3,5-8,10),3(1,4,6-12),4-5,6,(1,3-12),7

(1-2)(昭19)  

 

大邱米穀取引所月報   

2(昭7.3)-4,7,12-14,16-35(昭9.12) 

 



 

大邱穀物商組合月報 

112(昭6.12) 

 

台湾金融経済月報  台湾銀行調査課 

28(昭7)-105,107-158,163,165-170,172-180(昭19. 

10) 

 

太陽  博文館 

31(8-14)(大14) 

 

 

高松商工会議所報     高松商工会議所 

15(1-2)(昭10-11),16(1-2)(昭11-12) 

 

高岡商工月報  高岡商工会議所 

313(昭7)-324,337-344,346-372,409-420,422-444 

(昭17.12) 

 

竹原経済時報  竹原証券株式会社調査部 

23(昭4.1)-58(昭6.12)  

 

拓務時報  拓務省拓務局 

1(昭6)-60,63-81(昭12)  

 

拓殖論叢  日本拓殖協会 

1(1-3)(昭14.1-12)：拓殖奨励館季報   

3(1-3)(昭16),4,5(1,3/4)(昭18-19) 

 

拓殖奨励館季報   

→拓殖論叢 

 

帝人タイムス  帝国人造絹糸株式会社 

4(4-12)( 昭

4),5-6,8(1-3,5-12),9(1-9,11-12),10-12,15-17,18

(11)(昭18.11) 

 

帝国農会報    帝国農会 

16(1-7)( 大

15),17,18(1),30(4-7,12),31-32,33(1-9)(昭18) 

 

逓信経営月報  逓信省総務局 

23(2-4)(昭23) 

 

帝水  帝国水産会 

12(12)(昭8.12),13(2-5,7-12),14-17,18(1-4,6-12) 

,19-21(昭17)  

 

丁酉倫理会倫理講演集  丁酉倫理会 

255(大13)-278(大14) 

 

鉄鋼統制  鉄鋼統制会 

1(1-7)(昭16),2,3(1-4,6-12)(昭18) 

 

東亜文化圏：文化政策研究雑誌  青年文化協会 東 

亜文化圏社 

1(3-5,8-9)(昭17.4-10) 

 

東亜経済懇談会会報    東亜経済懇談会 

1(1)(昭17.11) 

 

東亜研究  東亜同文書院支那研究部 

8(大13.9)-12,14-62(昭17.3)：支那研究  

63(昭17.7)-65(昭18.3) 

 

東亜研究所報    東亜研究所 

1(昭14.5)-7,9,11-15,17-22(昭18.6) 

 

 

 

 

東亜連盟  東亜連盟中国総会広州分会出版社 

2(3)(民国31/昭17),3(2-3,11/12),4(2,5)(民国33/

昭19) 

[異誌名:東亜連盟月刊] 

 

東亜政情  満州帝国外交部 

1(康徳2.9/昭10)-6(康徳3.6/昭11) 

 

東亜繊維工業  大日本紡績連合会 

1(昭17.12)-2(18.1) 

前誌：大日本紡績連合会月報  

 

東亜繊維総覧  東亜繊維科学研究会 

1(1-9)(昭5),2-9,10(1-9,11-12),11,12(1-9,12), 

13(2)(昭17)：日本蚕糸総覧   

13(4-7,9-12)(昭17),14(1,11),15(1)(昭19.1) 

 

東亜商工経済   

→大東亜経済 

 

栃木商工会議所月報    栃木商工会議所 

134(昭5)-154(昭6.12) 

 

東銀月報  東京銀行 

 1(昭22)-2(1-11)(昭23)  

前誌：正金月報  

後誌：東京銀行月報  

 

統計学雑誌  統計学社  

454(大13.4),463,586-591,596,598,600,602-605, 

609-10,617-618,620-622,625-626,628,630,634-636

,658(昭16.4) 

 

統計月報  三井合名会社調査部 

14(昭14),15(1-7)(昭15) 

 

統計時報  国勢院 

4(大11),7-35,37-54,67-75,88-96(昭14.12) 

[7,8号:統計局，9号以降:内閣統計局] 

 

統計組合金融 

→組合金融 

 

統計集志  東京統計協会 

527(大14)-533,546-599,601-610,634-637,639-655,    

669(昭12.3) 



 

後誌：｢統計学雑誌｣と合併し｢大日本統計協会雑誌｣ 

 

特許と商標  弁理士会 

12(8-12)(昭18)  

 

東京物価調  日本銀行調査局 

15(9-11)(大15);1(12),2-9,12-15,16(1-4,6-12), 

17-18,19(1-2,6-8)(昭19) 

 

東京株式取引所売買月報     東京株式取引所調査課 

4(12)(昭4),5(1-8)(昭5) 

 

〔東京株式取引所〕調査彙報 

3(昭2.2)-97,99-149,151-187(昭18.6) 

 

東京株式取引所短期・実物取引売買表    

3(1)(昭3)：東京株式取引所短期清算実物取引売買 

表 

3(2-12)(昭3) 

 

東京株式取引所短期清算実物取引売買表 

→東京株式取引所短期・実物取引売買表 

 

東京株式取引所統計月報    東京株式取引所 

1(昭5.9)-62,64-114,116-153(昭18.5)∥ 

 

〔東京市電気局〕調査資料  

8(4-5)(昭2),9(1-5),10(1-3),11(2-6),12(1-4), 

13(1-8),14(1-5),15(1-3),16(1-4),17(1-2),18(1-4

),19(2)(昭13) 

 

東京市産業時報  東京市産業局 

1(昭10)-2,3(1-6,8-12),4,5(1,4-12),6(1-4)(昭15) 

 

東京市産業時報：号外 

1(昭10.11)-39,42-52,54-67(昭13.8) 

 

東京商業会議所報    東京商業会議所 

1(大7)-29,31-33(大10.1);4(2-3)(大2-3) 

後誌：商工月報 

 

東京商工会議所々報    東京商工会議所 

1(昭9.11)-15(昭13.7) 

前誌：商工月報 

 

東京手形交換所社員銀行週報 

1581( 昭 3)-1604,1606-1608,1610-1636,1638-1656,    

1658-1680,1682-1684(昭4) 

 

取引所研究  有斐閣 

1(5-6)(大14.5-6) 

 

取引条件統計表  日本雑貨欧阿近東輸出組合連合会 

1(1-2)(昭14),2(2-4),3(1)(昭15.9) 

 

統制経済  統制経済編集所 

3(6)(昭16),6(1-2,4-6),7(1-7),8(1-4)(昭19) 

 

都市問題  東京市政調査会 

1(1-8)(大14),2-29,30(1-3)(昭15) 

 

都心店  都心店協会 

3(1-3,5-12)(昭16),4(1-8),5(1-4)(昭18)∥ 

 

東洋貿易時報  大阪市産業部 

5(7-20,22-23,25-32,34-40,42-51)(昭4),6(1-49, 

51),7,8(1-18,25-52),9-10,11(1-25,27-32,34-35, 

38,40-42,47,50-51),12(1-47,49-50),13([1],2-51) 

,14(1-35,37-51)(昭13) 

 

東洋貿易研究  大阪市産業部 

20(大13)-39(大14)：支那貿易通報 

6(1-2,4-9,11)(昭2),8-19,20(1-20,22-24),21(2-9, 

13-14)(昭17) 

後誌：通商彙報(｢南方院時報」と合併後）  

 

東洋学報  東洋協会学術調査部  

13(3-4)(大12-13),14-15,16(1)(大15.1) 

 

豊橋商工会議所月報  豊橋商工会議所 

129(昭7)-148,150-212,225-260(昭17.12) 

 

東洋経済新報  東洋経済新報社 

1129(大14)-2022,2024,2026-2068,2070-2110,2113-     

2127,2129-2132,2134-2159,2161(昭20.2) 

後誌：東洋経済 

 

東洋経済統計月報  東洋経済新報社 

1(1-6)(昭14),5(1,4-12),6(1-8),7(4-11),8(1-6) 

(昭23) 

 

ツーリスト  ジャパン・ツーリスト・ビューロー 

21(昭8)-24(昭11) 

  

通商彙報  大阪府立貿易館 

334(昭10.5)-335,337-340,342-389,422-431,433- 

436(昭19.1)∥ 

後誌：南方院時報(｢東洋貿易研究｣と合併後) 

(昭19.2) 

 

通商公報  外務省通商局 

1156(大13.5)-1167,1169-1202(大13.9) 

後誌：海外商法 

 

Ｕ 
 

上田商工会議所月報    上田商工会議所 

72-83(昭6.1-12) 

 

海  大阪商船株式会社 

25(昭6)-56,58-75,88-111,137-143(昭18) 

 

宇都宮商工会議所月報    宇都宮商工会議所 

284(昭7.8)-294(昭8.12) 

 



 

Ｙ 
 

山形県商工経済会報    山形商工経済会 

1-2,5-6(昭19.1-8) 

 

山形商工月報  山形商工会議所 

178(昭7)-214,216-224,226-258,260-262,275-278, 

280-301,303,305-319(昭18) 

 

〔安田保善社〕調査月報 経済統計事項 

大15(1-8,10-12) 

 

〔安田保善社〕調査月報 商品事項 

大15(1-12) 

 

〔安田保善社〕調査月報 雑録 

大15(1-12) 

 

〔安田保善社〕調査彙報 

15(大14.10)-18(大15.1) 

 

四日市商工会議所月報 

210(昭7.1)-222,224-269(昭11.12) 

 

横浜自由通商協会報告   

10(2-12)(昭10),11(1-6)(昭11)   

 

横浜会議所時報  横浜商工会議所  

1(昭16.10)-27,29-30,32(昭18.2) 

 

横浜経済研究会会報  

1(1-4)(昭9),2(1-3)(昭10) 

 

横浜経済統計月報  横浜商工会議所 

1(昭10.2)-91(昭17.8) 

 

横浜港湾統計月報 

 →横浜港港湾統計月報 

 

横浜港外国貿易月報  横浜税関 

5(4-12)(昭5),6(昭6) 

後誌：横浜税関外国貿易月表 

 

横浜港港湾統計月報  横浜市港湾部 

15(3-6,8-11(大15);1(12),2(1-4);17-53：横浜港湾 

統計月報 

54-60(昭5.12) 

 

横浜市報  横浜市 

720(昭16)-742,744-803,805-808,871-873,875 

(昭19.4) 

 

横浜市産業時報  横浜市産業課 

1(昭12.6)-113,115-125(昭15.12) 

[49号以降:横浜市産業部] 

 

横浜市生活必需品価格月報   

神奈川県,横浜市,横浜商工会議所連合統計調査会 

1(1-5)(昭12),2,3(1-10,12),4(1-2,4-12),5, 

6(1)(昭17) 

 

横浜市生活用品小売価格指数月報  横浜市文書課 

1(昭13.7),3,40,44-62(昭18.8) 

[40号:総務部文書課, 44号以降:市民部調査課] 

 

横浜市商工奨励館時報    横浜市商工奨励館 

31(昭7.4)-51(昭8.12) 

 

横浜商業会議所月報 

→横浜商工月報 

横浜商工月報  横浜商工会議所,横浜商工奨励館 

2(大13.8)-17,19-22,24-42(昭2.12)：横浜商業会議 

所月報 

43(昭3.1)-45,48-85,87-118(昭9.5)：横浜商工会議 

所月報 

119(昭9.6)-125;1-6,8-56,58-102(昭18.9) 

 

横浜輸出絹物同業組合月報 

59(昭5.1)-72,74-86,88-105,108-126,128-140 

(昭11.10);1(昭12.2)-22(昭13.11) 

 

横浜税関外国貿易月表    横浜税関 

7(昭7)-14,15(1-8)(昭15) 

前誌：横浜港外国貿易月報 

 

輸出莫大小彙報  日本輸出莫大小工業組合連合会 

135(昭9.5)-195,197-210,212-236,238-239 

(昭17.12) 

 

輸出繊維雑品  日本繊維雑品貿易振興株式会社 

2(4-12)(昭15),3-4,5(1-4)(昭18)∥ 

 

Ｚ 
 

財界科学  野村証券株式会社調査部 

1(1-5)(昭4-5) 

 

財界観測  野村証券株式会社調査部 

1(2-7)(大15),2-10(昭6)：財界研究 

11(昭6)-17,18(1-6)(昭10) 

 

財界研究 

→財界観測 

 

財界要報  大阪商事株式会社調査部 

111(昭7.1)-128,130-190,192-194,196-243,245-248,     

250-253(昭18.10)∥   

 

財産運用  景気研究所 

12-88(昭11)     

[研究編(偶数号),指導編(奇数号)] 

 

財政  大蔵財務協会 

6(昭16),7(1-5),8(12)(昭18) 

 

財政経済時報  財政経済時報社 



 

11(13-17,19-20,22-23)( 大

13),13(7-15),14,15(1-4,6-12),16-19,20(1-11),22

-24,25(1-2,4-12), 

26(1-8,12),27(1-10,12),28(1-6)(昭16) 

 

全国賃銀統計月報  商工大臣官房統計課 

15(10-11)(大15);1(12),2-7,8(1-4,6-12),9-12, 

13(1-5)(昭13)：賃銀統計月報 

13(6-12)(昭13),14,15(1-2)(昭15)  

[14巻6号以降:商工大臣官房調査課] 

 

 

全国金融統制会統計週報     全国金融統制会調査部 

31(昭17)-70(昭18.12) 

前誌：金融 [日本銀行調査部] 

 

全国小売物価月報  商工大臣官房統計課 

5(昭5),6(1-5)(昭6)：小売物価調査月報  

6(6-12)(昭6),7,8(1-6,9-12),9-12,13(1-5)(昭13) 

：小売物価月報 

13(6-12)(昭13),14,15(1-8)(昭15) 

[第14巻6号以降:商工大臣官房調査課] 

 

全国卸売物価月報  商工大臣官房統計課 

14(4-12)(大14),15(1-11);1(12),2-4(昭4)：卸売物 

価統計月報  

5(昭5),6(1-5)(昭6)：卸売物価調査月報 

6(6-11)(昭6),7-9,10(3-12),11-12,13(1-5)(昭13) 

：卸売物価月報 

13(6-12)(昭13),14,15(1-7)(昭15) 

[第14巻5号以降：商工大臣官房調査課] 
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太平洋文庫 

 

 

  凡  例 

 

  １．収録範囲  

       太平洋貿易研究所の収集資料、約１，４００点を収録した。 

 

  ２．排 列 

       和漢書については五十音順とし、欧文については、書名・誌名のアルファベット順とし 

    た。 

 

  ３．記載事項 

 

 

           

           

           

           

 

 

        (1) 書名は太字

 

    (2) 巻次につい

 

        (3) 版表示は初

 

        (4) 出版年は西

 

        (5) 原書名及び

 

        (6) 推定による

 
  ３．構成 

       この太平洋文庫
   書名 巻次 / 編著者・発行機関名等 版表示 

    出版地 : 出版者, 出版年 

    頁(冊)数 ; 大きさ （シリーズ・双書名） 

 書名 ; 所蔵巻次 / 編著者・発行機関名等. ― 版表示 

  出版地 : 出版者, 出版年 

  頁(冊)数 ; 大きさ. ―（シリーズ・双書名） 

  注記 

    注記 

で印字した。 

て、各巻書名のある場合はそれぞれを注記に記載した。 

版の場合は省略した。 

暦で統一した。 

別タイトルのあるものは、判明する限り対照事項の後に記載した。 

情報の場合は [  ] の中に記載した。 

の目録は、「和漢書」「欧文」より成っている。 
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ああああ    

 
アイヌ政策史アイヌ政策史アイヌ政策史アイヌ政策史 / 高倉新一郎著   
東京 : 日本評論社 , 1942.12 
2, 106, 718p. : 図版 ; 22cm 
04691746 / T316.8||6  

 
亞細亞横斷記亞細亞横斷記亞細亞横斷記亞細亞横斷記 / 滿鐡・弘報課編   
東京 : 滿洲日日新聞社東京支社出版部, 1942.5  
363p ; 18cm 
04694107 / T292||1  

 
亜細亜探訪記亜細亜探訪記亜細亜探訪記亜細亜探訪記 / クローディア・クランストン著 ; 天野
正男訳   
東京 : 人文閣 , 1942 
23, 360p ; 19cm 
04341287 / T935||1  

 
亞細亞年鑑亞細亞年鑑亞細亞年鑑亞細亞年鑑 ; 南洋版 1941－42 /亜細亜年鑑発行所    
東京 : 亞細亞年鑑発行所 , 1941   
xv, 173p ; 22cm 
別タイトル : Asia directory : a complete and up-to- 
date guide to the exporters, importers, merchants,  
agents, shipping companies, banks, hotels, comer- 
cial and governmental organizations, etc 
04710126 / T059||3 

 
アジアの諸民族アジアの諸民族アジアの諸民族アジアの諸民族 / 厚生省人口問題研究所篇   
東京 : 人口問題研究會 , 1942.3 
259p : 図版 ; 21cm 
原書名 : The peoples of Asia 
04688587 / T389||6  

 
アジア民族誌アジア民族誌アジア民族誌アジア民族誌 / F.ラッツェル著 ; 向坂逸郎譯   
東京 : 生活社 , 1942.12 
54, 388p : 図版 ; 22cm 
04688450 / T389||10  

 
亜細亜民族と太平洋亜細亜民族と太平洋亜細亜民族と太平洋亜細亜民族と太平洋 / 松本悟朗著   
東京 : 誠美書閣 , 1942 
349p ; 18cm 
04689716 / T319.7||7  

 
新らしき國新西蘭と濠洲新らしき國新西蘭と濠洲新らしき國新西蘭と濠洲新らしき國新西蘭と濠洲 / 生江孝之著   
東京 : 新生堂 , 1929.2 
510, 400p ; 19cm 
04692065 / T297.2||3  

 
アメリカ經濟史アメリカ經濟史アメリカ經濟史アメリカ經濟史 / E・L・ボガート著 ; 細野武男訳   
東京 : 生活社 , 1941.12 
1, 313, 755p ; 22cm 

原書名 : Economic history of the United States 
04689223 / T332.5||3  

 
アメリカ戦時経済の基礎構造アメリカ戦時経済の基礎構造アメリカ戦時経済の基礎構造アメリカ戦時経済の基礎構造 / ソ聯邦科学アカデミー 
編纂 ; 筒井史郎訳編   
東京 : 慶応書房 , 1941.11 
316p ; 22cm 
04689286 / T332.5||2  

 
アメリカの生産能力アメリカの生産能力アメリカの生産能力アメリカの生産能力 ; 下巻(1900-30年) / E・G・ノース 
著 ; 武石勉訳 
東京 : 博文館 , 1942.12 
4, 390p. ; 22cm 
原書名 : America's capacity to produce, by Edwin G 
Nourse and Asscciates, Washington, D.C. The 
Brookings Institution, 1934. 
04691188 / T502.5||1  

 
安全運動の重點安全運動の重點安全運動の重點安全運動の重點 / 倉戸三郎著   
東京 : 鐵道時報局 , 1940.9 
188, 30p ; 22cm 
注記 : 附録:工場法・工場危害予防・衛生規則:30p 
04690818 / T509.8||2  

 
安南通史安南通史安南通史安南通史 / 岩村成允著   
東京 : 冨山房 , 1941.8 
20, 494, 19, 6, 31p : 図版[13]枚, 折込み地図[9]枚 ;  
22cm 
04709226 / T223.3||1  

 
いいいい    

 
イギリス植民地經濟史イギリス植民地經濟史イギリス植民地經濟史イギリス植民地經濟史    ; 第1巻 － 第2巻 / L.C.A.ノー 
ルス著 ; 岡倉古志郎, 前橋正二譯 
東京 : 栗田書店 , 1943.7－1944.2 
2冊 ; 22cm 
原書名 : Economic development of the British over- 
seas empire 
第1巻  04689351 / T332.3||3-1  
第2巻  04689363 / T332.3||3-2  

 
石川縣絹業史石川縣絹業史石川縣絹業史石川縣絹業史 ; [正編] 

[金沢] : 石川県織物検査所 , 1937.12－1951.8 
136p. ; 23cm 
04687558 / T586.4||2  

 
伊勢崎織物同業組合史伊勢崎織物同業組合史伊勢崎織物同業組合史伊勢崎織物同業組合史 / 伊勢崎織物同業組合編   

[伊勢崎] : 伊勢崎織物同業組合 , 1931.11 
611p ; 23cm 
04390711 / T586.4||-3  
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移民調査報告移民調査報告移民調査報告移民調査報告    ; 第5回, 第8回, 第13回 / 外務省通商局 
東京 : 外務省通商局 , 1910－1914 
3冊 ; 26cm 
第5回   04688970 / T334.4||1-5  
第8回   04688982 / T334.8||1-8  
第13回  04688994 / T334.4||1-13  

 
印度印度印度印度 / 金子健二著   
大阪 : 湯川弘文社 , 1942.6 
4, 11, 394p ; 19cm 
04693070 / T225||14  

 
印度印度印度印度 / 辻直四郎[編]. – 再版 
東京 : 偕成社 , 1944.8 
830, 46p : 図版19枚 ; 22cm. － (南方民俗誌叢書, 5) 
04693881 / T225||23  

 
印度印度印度印度 / 淺井得一著   
東京 : 白揚社 , 1942.7 
281p ; 22cm. － (世界地理政治大系) 
04693206 / T292.5||9  

 
印度經濟の研究印度經濟の研究印度經濟の研究印度經濟の研究  / アンステイ著 ; 末高信訳 
東京 : 有光社 , 1942.12 
15, 554p ; 22cm 
04690073 / T332.2||54  

 
印度五千年史印度五千年史印度五千年史印度五千年史 / 山澤種樹著   
東京 : 遠藤書店 , 1942.11 
417p ; 19cm 
04693028 / T225||18  

 
印度五千年通史印度五千年通史印度五千年通史印度五千年通史 / 須田禎一著   
東京 : 白揚社 , 1942.9 
4, 4, 1, 328, 10p ; 19cm 
04693031 / T225||17  

 
印度産業貿易情勢印度産業貿易情勢印度産業貿易情勢印度産業貿易情勢    / 副島八十六編    
東京 : 日印協会 , 1935.10 
512p : 図版23枚 ; 23cm 
04690631 / T678.22||24  

 
インド史インド史インド史インド史 / 吉永壽著   
東京 : 弘學社 , 1942.8 
3, 4, 226p ; 19cm 
04693866 / T225||16  

 
印度資源論印度資源論印度資源論印度資源論 / P.A.ワディア, G.N.ジョシ著 ; 小生第四郎 
訳 
東京 : 聖紀書房 , 1942.12 
2, 1, 5, 463p ; 22cm 
04693272 / T292.5||15  

 
印度支那印度支那印度支那印度支那 : フランスの政策とその發展 / T.E.エンニス 
著 ; 大岩誠譯   
東京 : 生活社 , 1941.4 
313, 13p ; 22cm 

04709238 / T223.1||2  
    
印度支那印度支那印度支那印度支那 : 佛印・タイ・ビルマ・英領マレー  / 室賀信 
夫著   
東京 : 白揚社 , 1941.11 
2, 6, 2, 309p ; 22cm. － (世界地理政治大系) 
04688878 / T292.31||10  

 
印度支那と日本との關係印度支那と日本との關係印度支那と日本との關係印度支那と日本との關係 / 金永鍵著   
東京 : 富山房 , 1943.3 
2, 3, 2, 315p : 図版3枚 ; 22cm 
04694728 / T223.1||4  

 
印度支那に於ける邦人發展の研究印度支那に於ける邦人發展の研究印度支那に於ける邦人發展の研究印度支那に於ける邦人發展の研究 : 古地圖に印された 
る日本河に就いて / 杉本直治郎, 金永鍵共著   
東京 : 冨山房 , 1942.8 
5, 2, 33p : 図版21枚 , 折込1枚 ; 27cm 
04709280 / T223.1||5  

 
印度支那の原始文明印度支那の原始文明印度支那の原始文明印度支那の原始文明 / 禰津正志著   
東京 : 河出書房 , 1943.3 
4, 15, 445, 28p : 図版[23]p ; 22cm 
04709241 / T223.1||3  

 
印度支那民族誌印度支那民族誌印度支那民族誌印度支那民族誌 / 滿鐵東亞經濟調査局編 ; 中島宗一著   
東京 : 滿鐵東亞經濟調査局 , 1943.3 
3, 11, 465, 14p ; 22cm. － (經濟資料通巻 / 滿鐵東亞 
經濟調査局編, 第203) 
04688563 / T389||26  

 
印度支那労働調査印度支那労働調査印度支那労働調査印度支那労働調査 / 国際労働局編 ; 南洋経済研究所訳   
東京 : 栗田書店 , 1942.8 
2, 7, 412p ; 22cm 
04688676 / T366||8  

 
印度侵略悲史印度侵略悲史印度侵略悲史印度侵略悲史 / ラス・ビハリ・ボース, 石井哲夫 共著   
東京 : 東京日日新聞社 , 1942.6 
4, 341p ; 19cm 
04693067 / T225||12  

 
印度精神文化の研究印度精神文化の研究印度精神文化の研究印度精神文化の研究 : 特にヂャイナを中心として / 金 
倉圓照著    
東京 : 培風館 , 1944.2   
2, 5, 506p ; 22cm  
04709606 / T129||1  

 
印度地誌印度地誌印度地誌印度地誌 / 大谷光瑞著   
東京 : 有光社 , 1942.11 
2, 27, 666p : 図版 ; 22cm 
04691556 / T292.5||12  

 
印度と印度人印度と印度人印度と印度人印度と印度人 / 飯村英一著   
東京 : 四元社 , 1942.7 
6, 373p : 図版 ; 19cm 
04693055 / T225||13  

 
印度統治機構の史的概觀印度統治機構の史的概觀印度統治機構の史的概觀印度統治機構の史的概觀 / 滿鐵東亞經濟調査局編   
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東京 : 滿鐵東亞經濟調査局 , 1942.3 
159, 14p ; 22cm. － (経済資料, 第202) 
04693904 / T225||8  

 
印度読本印度読本印度読本印度読本 / 宮城駿介訳. – 再版 
東京 : 慶応書房 , 1942.7 
2, 6, 319p ; 22cm 
04693218 / T292.5||10    
04693221 / T292.5||10a  

 
インドネシアの回教インドネシアの回教インドネシアの回教インドネシアの回教 / オマル・ファイサル著   
東京 : 愛国新聞社出版部 , 1942.1 
169p, 図版 ; 19cm. － (大東亞共榮圏叢書, 第4篇) 
04692775 / T292.4||33  

 
インドネシアの點描インドネシアの點描インドネシアの點描インドネシアの點描 ;    外領編 / 高橋和世著 
東京 : 愛國新聞社出版部 , 1942.8 
280p ; 19cm 
04692763 / T292.4||40  

 
インドネシアンインドネシアンインドネシアンインドネシアン : 蘭印の實體 / 竹井十郎著   
東京 : 岡倉書房 , 1941.1 
2, 348p : 図版 ; 19cm 
04692926 / T292.4||9  

 
印度農業經濟論印度農業經濟論印度農業經濟論印度農業經濟論 / R. ムケルジイ著 ; 綜合インド研究室 
譯   
東京 : 綜合インド研究室 , 1943.4 
2, 6, 323p ; 19cm 
04687686 / T612.2||19  

 
印度の經濟構造印度の經濟構造印度の經濟構造印度の經濟構造 / M.ヴイスヴエバラヤ著 ; 綜合インド 
研究室譯   
東京 : 綜合インド研究室 , 1943.2 
3, 333p ; 19cm 
04690007 / T332.2||55  

 
インドの經濟資源インドの經濟資源インドの經濟資源インドの經濟資源 / 伊東敬著   
東京 : 東亜政經社 , 1943.6 
15, 501p ; 22cm. － (南方經濟資源總攬, 第八巻) 
04694538 / T292.3||1-8  

 
印度の經濟と勞働印度の經濟と勞働印度の經濟と勞働印度の經濟と勞働 / N・ガングリー著 ; 野田福雄譯 
東京 : 栗田書店 , 1944.1 
4, 1, 5, 6, 235p ; 19cm 
04689996 / T332.2||56  

 
印度の抗戦力印度の抗戦力印度の抗戦力印度の抗戦力 / 綜合印度研究室編 
東京 : 東晃社 , 1942.4 
2, (2), 328p ; 21cm. － (綜合印度問題研究, 第1輯) 
04693195 / T292.5||8  

 
インドの叫びインドの叫びインドの叫びインドの叫び / ボース・ラスビハリ著   
東京 : 三教書院 , 1938.2 
345p ; 19cm 
04693094 / T225||10  

 

印度の新太陽印度の新太陽印度の新太陽印度の新太陽 : ジャワハルラル・ネール / アヌープ・ 
シング著 ; 武井武夫譯   
東京 : 霞ケ關書房 , 1940.12 
3, 7, 272p : 図版 ; 20cm 
04694060 / T289||4  

 
インドの政治インドの政治インドの政治インドの政治と経済と経済と経済と経済 / [ラシュブルック・ウィリヤムズ, 
シェルヴァンカー著] ; 世界経済調査会[訳編]   
東京 : 世界経済調査会 , 1942.3 
3, 3, 411p ; 22cm 
原書名 : The problem of India 
04690061 / T332.2||53  

 
印度の統一印度の統一印度の統一印度の統一 / ジャワハラル・ネール著 ; 松本愼一訳 
東京 : 育生社弘道閣 , 1942 
5, 3, 305p : 地図 ; 19cm 
04693854 / T225||11  

 
印度の獨立印度の獨立印度の獨立印度の獨立 / 筈見一郎著   
東京 : 霞ケ關書房 , 1942.6 
6, 6, 330p ; 19cm 
04693016 / T225||15  

 
印度の分析印度の分析印度の分析印度の分析 / 竹内雄著   
東京 : 神榮館 , 1942.11 
5, 9, 481p ; 19cm 
04693260 / T292.5||14  

 
印度の民族運動印度の民族運動印度の民族運動印度の民族運動 / 綜合インド研究室編   
東京 : 綜合インド研究室 , 1943.1 
256p ; 22cm 
04691758 / T316.8||7  

 
印度の歴史と社会印度の歴史と社会印度の歴史と社会印度の歴史と社会 / T.W.ホリダーネス著 ; アフガニス 
タン協会訳   
東京 : 今日の問題社 , 1943 
305p ; 19cm 
04693928 / T225||21  

 
インド文化史インド文化史インド文化史インド文化史 / A.A. マクドネル著 ; 大澤貞蔵訳   
東京 : 地平社 , 1943.10 
6, 9, 324p : 図版 ; 20cm 
原書名 : India past : a survey of her literatures,  
religions, languages, and antiquities 
04693931 / T225||20  

 
印度未開民族印度未開民族印度未開民族印度未開民族 / 三森定男著   
東京 : 日光書院 , 1943.4 
3, 3, 2, 468, 18p ; 22cm 
04688031 / T389||32  

 
印度民族運動史印度民族運動史印度民族運動史印度民族運動史 / 加藤長雄著   
東京 : 東亜研究所 , 1942.12 
2, 6, 202p : 図版 ; 21cm. － (東研叢書, 10) 
04693043 / T225||26  
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印度遊記印度遊記印度遊記印度遊記 / 成瀬賢秀著   
東京 : 中西書房 , 1928.9 
6, 24, 34, 114, 616, 5, 2p : 地図, 図版 ; 20cm 
04693233 / T292.5||11  

 
うううう    

 
動く濠洲動く濠洲動く濠洲動く濠洲 / 井上昇三著   
東京 : 宝雲舎 , 1942 
293p : 図版 ; 19cm 
04692181 / T297.1||9  

 
動く大南洋の實相動く大南洋の實相動く大南洋の實相動く大南洋の實相 / 報知新聞社南方調査会編   
東京 : 高山書院 , 1940 
2, 5, 211p ; 19cm 
04709532 / T292.3||10  

 
美しき印度美しき印度美しき印度美しき印度 / ボンセルス ; 中岡宏夫譯   
東京 : 大日本出版 , 1942.5 
399p : 図版 ; 19cm 
04693183 / T292.5||13  

 
ええええ    

 
映画映画映画映画 / 吉岡重三郎著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1938.12 
2, 13, 274p ; 19cm. － (ダイヤモンド産業全書, 13) 
04691048 / T508||1-13  

 
營業及入國制限關係法規營業及入國制限關係法規營業及入國制限關係法規營業及入國制限關係法規 / 東登編 
スラバヤ : 蘭印日本人商業協會聯合會 , 1938.5 
427p ; 23cm. － (蘭印非常時條令集, 第3輯) 
04709455 / T320.92||1  

 
英国自由貿易運動史英国自由貿易運動史英国自由貿易運動史英国自由貿易運動史 : 反穀物法運動を中心として / 北 
野大吉著   
東京 : 日本評論社 , 1943.4 
511, 13p ; 22cm 
04389137 / T678.23||6  

 
英國發展史論英國發展史論英國發展史論英國發展史論 / シーリー [著] ; 古田保譯   
東京 : 第一書房 , 1942.10 
6, 3, 408p : 地図 ; 19cm 
04694122 / T233||6  

 
營團經濟の倫理營團經濟の倫理營團經濟の倫理營團經濟の倫理 / 杉村廣藏著   
東京 : 大理書房 , 1943.9 
6, 2, 274p ; 19cm 
04689452 / T332.1||22  

 
英帝國及英國人英帝國及英國人英帝國及英國人英帝國及英國人 / 伊東敬著   
東京 : 青年書房 , 1939.4 
467p ; 19cm 
04691416 / T233||4  

 
英領マレー英領マレー英領マレー英領マレー    / 南満州鉄道株式会社東亜経済調査局. – 再 

版 
東京 : 慶応書房, 1942.8  
1, 9, 330, 10, 3p ; 22cm. － (南洋叢書/滿鐵東亞經濟 
調査局編, 第3巻) 
04692852 / T292.39||5  

 
英領馬來に於けるタピオカ産業英領馬來に於けるタピオカ産業英領馬來に於けるタピオカ産業英領馬來に於けるタピオカ産業 / [V. R. Greenstreet, J.  
Lambourne共著] ; 臺灣總督官房調査課[譯]   
臺北 : 臺灣總督官房調査課 , [1934.6] 
4, 98p ; 23cm. － (南支那及南洋調査, 第218輯) 
04687674 / T616||4  

 
おおおお    

 
応永外寇の前後応永外寇の前後応永外寇の前後応永外寇の前後 : 中世の日鮮交渉 / 高木真太郎著 
東京 : 八木書店 , 1942 
191p ; 19cm 
04709012 / T210||11  

 
歐洲經濟史歐洲經濟史歐洲經濟史歐洲經濟史 ; 第一分冊 / 田中善治郎著 
東京 : 有斐閣 , 1939.12 
3, 4, 130p ; 22cm 
04709595 / T332.3||1a-1  

 
歐洲經濟史歐洲經濟史歐洲經濟史歐洲經濟史 / 田中善治郎著   
東京 : 有斐閣 , 1943.8 
3, 8, 339, 8p ; 22cm 
04689300 / T332.3||1  

 
歐洲殊に露西亜に於ける東洋研究史歐洲殊に露西亜に於ける東洋研究史歐洲殊に露西亜に於ける東洋研究史歐洲殊に露西亜に於ける東洋研究史 / ウエ・バルトリド 
著 ; 外務省調査部譯. － 〔再版〕 
東京 : 生活社 , 1939.6 
570p ; 23cm 
04708907 / T220||7  

 
歐洲諸國ノ拓殖行政歐洲諸國ノ拓殖行政歐洲諸國ノ拓殖行政歐洲諸國ノ拓殖行政 / [拓殖局譯]   

[出版地不明] : 拓殖局 , 1918 
309p ; 22cm 
04389850 / T334.7||7  

 
欧洲の現勢欧洲の現勢欧洲の現勢欧洲の現勢 : 戦局の展開と地政學 ; 下巻 / 金生喜造著 
東京 : 古今書院 , 1940.12 
3, 6, 5, 418p ; 23cm 
04694603 / T230||1  

 
オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア,,,,ニュージーランドの經濟資源ニュージーランドの經濟資源ニュージーランドの經濟資源ニュージーランドの經濟資源 / 金子鷹 
之助, 清川正二著   
東京 : 日本經國社 , 1943.3 
12, 638p : 図12p ; 22cm. － (南方經濟資源總攬, 第 
十二巻) 
04694565 / T292.3||1-12  

 
歐米に於ける支那研究歐米に於ける支那研究歐米に於ける支那研究歐米に於ける支那研究 / 石田幹之助著   
東京 : 創元社 , 1942.6 
488p ; 22cm 
04694716 / T222||15  
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欧米の対支経済侵略史欧米の対支経済侵略史欧米の対支経済侵略史欧米の対支経済侵略史 / 井村薫雄著   
東京 : 東亜同文会業務部 , 1941 
442p ; 22cm 
04690337 / T332.2||10  

 
オタワ英帝國經濟會議の考察オタワ英帝國經濟會議の考察オタワ英帝國經濟會議の考察オタワ英帝國經濟會議の考察 / 外務省調査部編   
東京 : 日本國国際協會会 , 1936.2 
17, 488p ; 23cm. － (日本國際協會叢書, 第163輯) 
04689348 / T332.3||2  

 
和蘭の南洋植民史和蘭の南洋植民史和蘭の南洋植民史和蘭の南洋植民史  
  → 「わ」の頁（317p）をみよ 
 
和蘭の東印度經略概史和蘭の東印度經略概史和蘭の東印度經略概史和蘭の東印度經略概史 / エー・ベー・キルストラ著 ; 村 
松薫訳編   
東京 : 大日本出版 , 1942.10 
3, 3, 225p : 地図 ; 22cm 
04690010 / T332.2||47  
04709428 / T224||8  

 
オリゲネス研究オリゲネス研究オリゲネス研究オリゲネス研究 : 神學的解釋學としての / 有賀鐵太郎 
著   
東京 : 長崎書店 , 1943.9 
11, 710p ; 22cm 
04709696 / T191||1  

 
かかかか    

 
海運海運海運海運 / 岡崎幸寿著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1938.6 
380p : 図版 ; 20cm. － (ダイヤモンド産業全書, 10) 
04691012 / T508||1-10  

 
海運より見たる太平洋諸島海運より見たる太平洋諸島海運より見たる太平洋諸島海運より見たる太平洋諸島 / 岩尾久弥著   
東京 : 二里木書店 , 1943 
359p ; 22cm 
04693156 / T297||5  

 
概観昭和交易史概観昭和交易史概観昭和交易史概観昭和交易史 / 小倉一郎著   
東京 : 翼書房 , 1944 
138p ; 18cm 
04389428 / T678.21||18  

 
概觀日本水産史概觀日本水産史概觀日本水産史概觀日本水産史 / 桑田透一著   
東京 : 海と空社 , 1943.3 
211, 31p ; 18cm 
04687623 / T660.2||1  

 
回教概論回教概論回教概論回教概論 / 大川周明著   
東京 : 慶應書房 , 1942.8 
13, 4, 258p : 挿図 ; 22cm 
04709660 / T167||4  

 
回教史回教史回教史回教史 / アミール・アリ著 ; 塚本五郎, 武井武夫譯   
東京 : 善隣社 , 1942.11 
564, 29, 10p ; 22cm 
04709657 / T167||3  

回教と蘭印群島回教と蘭印群島回教と蘭印群島回教と蘭印群島 / ストュテルヘイム著 ; 高村東介訳   
東京 : 生活社 , 1941.5 
2, 4, 4, 223, 9p, 図版4p ; 19cm 
04692698 / T292.4||22  

    
囘教の經濟倫理囘教の經濟倫理囘教の經濟倫理囘教の經濟倫理 / ヨハネス・クラウス著   
  東京 : 明治書房 , 1944.2 
  6, 3, 255, 2p ; 22cm  
  04709633 / T167||1  
 
回教民族運動史回教民族運動史回教民族運動史回教民族運動史 / ハンス・コオン著 ; 赤木春之譯   
大阪 : 国民出版社 , 1943.3 
219p ; 19cm 
04691811 / T316.8||9  

 
回教民族の活動と亞細亞の將來回教民族の活動と亞細亞の將來回教民族の活動と亞細亞の將來回教民族の活動と亞細亞の將來 / 渡邊巳之次郎著   
大阪 : 毎日新聞社 , 1923.12 
2, 2, 6, 569p ; 22cm 
04709645 / T167||2  

 
開国起原開国起原開国起原開国起原 ; 上 － 下 / 海舟全集刊行会 
東京 : 改造社 , 1927－1928    

 2冊 ; 23cm. － (海舟全集 / 勝安芳著 ; 海舟全集刊 
 行會編, 第 1－2巻) 
上 : 04710180 T081||1-1    
下 : 04710192 T081||1-2  

 
外國貿易政策外國貿易政策外國貿易政策外國貿易政策 / 油本豊吉著. － 増訂初版 
東京 : 巌松堂書店 , 1941 
454p ; 21cm 
04389595 / T678.1||27  

 
外国貿易の理論外国貿易の理論外国貿易の理論外国貿易の理論 / 藤井茂著   
東京 : 巌松堂 , 1942.3 
4, 5, 316p ; 22cm 
04389621 / T678.1||32    
04389633 / T678.1||32-a  

 
開拓民問題開拓民問題開拓民問題開拓民問題 / 入江久夫著 ; 滿鐵弘報課編  
東京 : 中央公論社 , 1941.6 
2, 1, 83p ; 19cm. － (東亜新書) 
04689856 / T334.7||3  

 
海南島とその開発海南島とその開発海南島とその開発海南島とその開発 / 馬場秀次著   
東京 : 武蔵書房 , 1941 
222p : 図版, 地図 ; 19cm 
04694844 / T292.2||11  

 
化學工學化學工學化學工學化學工學 / 内田俊一[外]共著   
東京 : 丸善 , 1940.12 
692p ; 27cm 
04390444 / T571||1  

 
化學商品辭典化學商品辭典化學商品辭典化學商品辭典 / 津田幹夫, 堀江不器雄共編. – 増補版 
東京 : 同文館出版部 , 1942.3 
3, 402, 173, 23, 18p ; 19cm 
04389900 / T570.3||1  
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科学物語世界の油田科学物語世界の油田科学物語世界の油田科学物語世界の油田 / 大村一藏著   
東京 : 東晃社 , 1941.7 
2, 7, 397p ; 図版[4]p ; 22cm 
04390456 / T568||9  

 
華僑華僑華僑華僑 / 井出季和太著   
東京 : 六興商会出版部 , 1942 
7, 362 p. ; 19 cm 
04689906 / T334.5||10  

 
華僑經濟論華僑經濟論華僑經濟論華僑經濟論 / 福田省三著   
東京 : 巌松堂書店 , 1939.6 
6, 500p ; 23cm 
04689045 / T334.5||2  

 
華僑史華僑史華僑史華僑史 / 成田節男著   
東京 : 螢雪書院 , 1941.8 
2, 4, 445p ; 19cm. － (歴史學叢書) 
04689918 / T334.5||12  

 
華僑の経済的地位華僑の経済的地位華僑の経済的地位華僑の経済的地位 : 東印度 / ケーター[著] ; 成田節男,  
吉村泰明共訳   
東京 : 日本公論社 , 1942.10 
362, 4p ; 22cm 
04689820 / T334.5||13  

 
華僑の研究華僑の研究華僑の研究華僑の研究 / 企畫院編纂. – 第３版 
東京 : 松山房 , 1942.5 
407p ; 21cm 
04689895 / T334.5||9  

 
華僑の国福建華僑の国福建華僑の国福建華僑の国福建 / 内藤隈南著   
東京 : 皇国青年教育協会 , 1942 
285p ; 19cm 
04689871 / T334.5||7  

 
華僑問題と世界華僑問題と世界華僑問題と世界華僑問題と世界 / 黄警頑著 ; 左山貞雄訳   
大阪 : 大同書院 , 1941 
262p : 図版 ; 19cm 
04694782 / T334.5||5  

 
カナダ産業の發展と英米依存カナダ産業の發展と英米依存カナダ産業の發展と英米依存カナダ産業の發展と英米依存 
東京 : 日本貿易振興協會 , 1943 
161p ; 21cm. － (調査彙報 / 日本貿易振興協会[編], 
第11輯. 加奈陀の貿易及び貿易政策 ; 前篇) 
04389241 / T678.25||1  

 
貨幣制度調査会報告貨幣制度調査会報告貨幣制度調査会報告貨幣制度調査会報告 ; [本編] － 附録 
  東京 : 貨幣制度調査会 , 1895.9 

2冊 ; 28cm 
本編  04691517 / T337||1-1  
附録  04691520 / T337||1-2  

    
罐詰罐詰罐詰罐詰 / 高碕達之助著 
 東京 : ダイヤモンド社 , 1938.12  
 208p : 図版 ; 20cm . － (ダイヤモンド産業全書, 14) 
 04691051 / T508||1-14  

 
きききき    

 
共栄圏経済建設論共栄圏経済建設論共栄圏経済建設論共栄圏経済建設論 / 高橋亀吉著   
東京 : 投資経済社 , 1942 
334p ; 22cm 
04689084 / T333.5||2  

 
共栄圏の経済建設共栄圏の経済建設共栄圏の経済建設共栄圏の経済建設 / 帆足計編   
大阪 : 日本出版社 , 1943.11 
203p ; 21cm 
04689464 / T332.1||23  

 
郷村織布工業の一研究郷村織布工業の一研究郷村織布工業の一研究郷村織布工業の一研究 / 呉知著 ; 發智善次郎[外]共譯 
東京 : 岩波書店 , 1942.5 
4, 3, 7, 392, 1, 3, 1, 230, 7p ; 21cm. － (東亜研究叢
書 
 / 東亜研究叢書刊行会編, 第9巻) 
04390925 / T586.2||5  

 
協力工場の能率増進協力工場の能率増進協力工場の能率増進協力工場の能率増進 / 村井勲著   
東京 : 高山書院 , 1943.5 
4, 4, 236p ; 22cm 
04690922 / T509.6||3  

 
機械採炭と切羽片磐の運搬機械採炭と切羽片磐の運搬機械採炭と切羽片磐の運搬機械採炭と切羽片磐の運搬    / 中久木潔著   
東京 : 修教社 , 1934.7 
2, 351p ; 22cm 
04694274 / T567||3  

 
技術経済学技術経済学技術経済学技術経済学 / Bernard Lester著 ; 松岡久雄訳. – 訂正
再 
版 
東京 : コロナ社 , 1943.2 
518p ; 22cm 
04690896 / T509||8  

 
技術と社會政策技術と社會政策技術と社會政策技術と社會政策    / 鶴田三千夫著   
東京 : 光書房 , 1941.8 
9, 264p ; 22cm 
04690821 / T509||6  

 
技術發達史技術發達史技術發達史技術發達史 / 加茂儀一著   
東京 : 商工行政社 , 1943.6 
418, 11p ; 19cm. － (技術文化大系) 
04391027 / T502||3  

 
近世インド産業發達史近世インド産業發達史近世インド産業發達史近世インド産業發達史 / ガドギル著 ; 鈴木正四訳 
東京 : 慶應書房 , 1943.1 
13, 458p ; 22cm 
 注記: 原著第 3版の翻訳 

04691140 / T502.2||10  
 
近世支那經濟史研究近世支那經濟史研究近世支那經濟史研究近世支那經濟史研究 / 小竹文夫著   
東京 : 弘文堂 , 1942.10 
3, 1, 293p ; 22cm 
04690290 / T332.2||18  
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近代支那經濟史近代支那經濟史近代支那經濟史近代支那經濟史 / 平瀬巳之吉著   
東京 : 中央公論社 , 1942.9 
3, 2, 388, 13p ; 22cm 
04690287 / T332.2||17-a  

 
近代支那財政史近代支那財政史近代支那財政史近代支那財政史 / 柏井象雄著   
東京 : 教育圖書 , 1942.4 
2, 3, 5, 196p ; 22cm 
04688195 / T342||1  

 
近代獨逸經濟史近代獨逸經濟史近代獨逸經濟史近代獨逸經濟史 : 1870年－1940年 / グスターフ・シュ
トルパー著 ; 大住龍太郎訳   
東京 : 紀元社 , 1941.7 
2, 4, 8, 263, 6p ; 22cm. － (世界経済選書, 1) 
04689250 / T332.3||5  

 
近代の超克近代の超克近代の超克近代の超克 / 河上徹太郎[外]著 ; 知的協力会議[編]  
東京 : 創元社 , 1943 
300p ; 19cm 
04341263 / T914.6||2  

 
近代ヨーロッパ史近代ヨーロッパ史近代ヨーロッパ史近代ヨーロッパ史 : 世界史の成立 / ブランデンブルグ 
著 ; 西村貞二譯   
東京 : 冨山房 , 1943.2 
2, 2, 276p ; 22cm 
04691393 / T230||2  

 
銀の経済的研究銀の経済的研究銀の経済的研究銀の経済的研究 / 田畑為彦著   
東京 : 柁谷書院 , 1942 
308p ; 22cm 
04406084 / T337||11  

 
勤勞文化勤勞文化勤勞文化勤勞文化 / 鈴木舜一著   
東京 : 東洋書館 , 1942.2 
5, 9, 354p ; 22cm. － (勞務管理全書, 第9巻) 
04687801 / T509.7||16  

 
勤勞母性保護勤勞母性保護勤勞母性保護勤勞母性保護 / 牧賢一著   
東京 : 東洋書館 , 1943 
352p ; 22cm. － (女子勤勞管理全書, 第7巻) 
04688423 / T509.7||10  

 
くくくく    

 
軍需資源論軍需資源論軍需資源論軍需資源論 / ブルクス・エメニイ著 ; 豊崎稔訳   
東京 : 河出書房 , 1939.10 
3, 8, 234, 9p : 図表 ; 23cm 
04390266 / T602.9||6  

 
軍票論軍票論軍票論軍票論 / 今村忠男著. – 5版   
東京 : 商工行政社 , 1941 
8, 3, 11, 342p ; 18cm 
04390774 / T337||12  

 
けけけけ    

 

計画経済の原理計画経済の原理計画経済の原理計画経済の原理 / G.H.コール著 ; 八木澤善次, 本田悦 
郎共訳   
東京 : 育生社 , 1940.8 
2, 4, 2, 337p ; 23cm 
04690593 / T333.1||1  

 
經濟及經濟學の再出發經濟及經濟學の再出發經濟及經濟學の再出發經濟及經濟學の再出發 / 神戸商大新聞部編   
東京 : 日本評論社 , 1944.1 
4, 3, 464p ; 21cm 
04690438 / T331||7  

 
經濟戦争史の研究經濟戦争史の研究經濟戦争史の研究經濟戦争史の研究 / 寺田弥吉著   
東京 : 富山房 , 1942.6 
3, 3, 223p ; 19cm. － (総力戦叢書, 第1冊) 
04689577 / T332.1||15  

 
月經と作業能力月經と作業能力月經と作業能力月經と作業能力 : 女子の生理的週期と作業能の波動に 
關する實驗並に統計的研究 / 桐原葆見著   
東京 : 東洋書館 , 1943.3 
2, 14, 394p ; 22cm. － (産業科學全書, 第1巻) 
04687825 / T509.7||19  

 
決戦下の工場能率増進決戦下の工場能率増進決戦下の工場能率増進決戦下の工場能率増進 / 香川元俊著   
東京 : 輝文堂書房 , 1943.7 
10, 210p ; 22cm 
04690872 / T509.6||2  

 
原始文化の探求原始文化の探求原始文化の探求原始文化の探求 / 古野清人著   
東京 : 白水社 , 1942.6 
242p ; 19cm. － (白水社科學選書, 6) 
04688474 / T389||3  

 
原始民族の心性と習俗原始民族の心性と習俗原始民族の心性と習俗原始民族の心性と習俗    / 山崎末彦著   
東京 : 東晃社 , 1943.4 
2, 4, 265p ; 19cm 
04688590 / T389||4  

 
現代アメリカの現代アメリカの現代アメリカの現代アメリカの分析分析分析分析 / 太平洋協會編   
東京 : 生活社 , 1941.6 
316p ; 22cm 
04694158 / T253||1  

 
現代印度の諸問題現代印度の諸問題現代印度の諸問題現代印度の諸問題 / 脇山康之助著   
東京 : 幸矢書房 , 1941.12 
3, 4, 378p ; 22cm 
04391232 / T362.2||8  

 
現代印度の諸問題現代印度の諸問題現代印度の諸問題現代印度の諸問題 / 脇山康之助著. － 改訂普及版 
東京 : 映画出版社 , 1942.6 
3, 300p ; 22cm 
04693916 / T225||7  

 
現代印度論現代印度論現代印度論現代印度論 : 英・印・ビルマ關係の再檢討 / 伊東敬著  
東京 : オリオン社 , 1940.12 
2, 12, 285p ; 20cm 
04693878 / T225||6  
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現代英國史現代英國史現代英國史現代英國史 / スペンダー著 ; 中村祐吉譯   
東京 : 冨山房 , 1942.3 
2, 8, 2, 5, 3, 1037, 3, 4, 49p : 図版, 折り込図 ; 22cm 
04691431 / T233||5  

 
現代英國論現代英國論現代英國論現代英國論 / [カール・ハウスホーファー外著] ; ハムブ 
ルグ世界経済研究所編 ; 木暮浪夫譯   
東京 : 刀江書院 , 1940.11 
215p ; 19cm 
04691428 / T233||2  

 
現代濠洲論現代濠洲論現代濠洲論現代濠洲論 / 伊東敬著   
東京 : 三省堂 , 1943.2 
343p : 口絵 ; 19cm 
04692053 / T297.1||19  

 
現代支那の土地問題現代支那の土地問題現代支那の土地問題現代支那の土地問題 / 中国農村經濟研究会編 ; 堀江邑 
一訳   
東京 : 生活社 , 1938.12 
2, 4, 317p ; 23cm 
04390040 / T611||10  

 
現代の南海現代の南海現代の南海現代の南海 : 太平洋諸島 / フェリックス・エム・キー 
シング原著 ; 原田禎正翻訳   
東京 : 南方出版 , 1942.7 
601, 25p ; 19cm 
04690542 / T297||4  

 
現代ビルマの全貌現代ビルマの全貌現代ビルマの全貌現代ビルマの全貌 / ジョン・ルロイ・クリスチャン著 ;  
日本外政協会太平洋問題調査部訳   
東京 : 同盟通信社 , 1943.9 
21, 535, 10p : 図版 ; 22cm 
04692891 / T292.38||11  

 
現代貿易政策現代貿易政策現代貿易政策現代貿易政策 / 谷口吉彦著   
東京 : 日本評論社 , 1942.2 
236p ; 19cm. － (經濟全書, 第11) 
04389657 / T678.1||31 
04389660 / T678.1||31-a  

 
現地報告今日の南洋現地報告今日の南洋現地報告今日の南洋現地報告今日の南洋 / 野口正章著   
東京 : 坂上書院 , 1941.4 
280p ; 19cm 
04691975 / T297.4||3  

 
研磨材工業研磨材工業研磨材工業研磨材工業 / 鈴木信一著 ; 工業化學懇談會編   
東京 : 平凡社 , 1944.8 
6, 1, 2, 509p ; 22cm. － (大東亞資源化學, 第4輯) 
04389948 / T532.5||1  

 
ここここ    

 
興亜貿易論興亜貿易論興亜貿易論興亜貿易論 / 古屋美貞著   
東京 : 同文館出版部 , 1941 
347p ; 22cm 
04389226 / T678.22||8  

 

廣域經濟と貨幣制度廣域經濟と貨幣制度廣域經濟と貨幣制度廣域經濟と貨幣制度 / 新庄博著 
 大阪 : 甲文堂書店 , 1943.7  
 250p ; 19cm   
 04689096 / T333.5||5  
 
廣域經濟の理論的研究廣域經濟の理論的研究廣域經濟の理論的研究廣域經濟の理論的研究 / 平尾彌五郎著 
東京 : 有斐閣 , 1943  
6, 10, 359p ; 22cm   
04689107 / T333.5||3      
04689110 / T333.5||3-a  

 
工業組合年報工業組合年報工業組合年報工業組合年報    ;    昭和17年版 / 工業組合中央會編 
東京 : 工業組合中央會 , 1943 
72p ; 26cm 
04690795 / T502.1||14  

 
工業材料便覧工業材料便覧工業材料便覧工業材料便覧 / 材料研究会編. – 改訂増補第4版 
東京 : 丸善出版 , 1943 
1408p ; 19cm 
04391030 / T501.5||2  

 
工業立地の研究工業立地の研究工業立地の研究工業立地の研究 / 川西正鑑著   
東京 : 日本評論社 , 1939.5 
13, 656p ; 23cm 
04691191 / T502.9||1  

 
工作機械工作機械工作機械工作機械 / 十川純夫著. － 改訂版 
東京 : ダイヤモンド社 , 1939.6 
4, 12, 294p : 図版 ; 20cm. － (ダイヤモンド産業全 
書, 4) 
04690958 / T508||1-4  

 
広域経済と南方開発広域経済と南方開発広域経済と南方開発広域経済と南方開発 / 楢崎敏雄著 
東京 : 東洋経済新報社出版部 , 1942.9 
6, 289p ; 22cm 
04689072 / T333.5||1  

 
航空機工業の能率増進航空機工業の能率増進航空機工業の能率増進航空機工業の能率増進 / 橋口義男著   
東京 : 山海堂 , 1943 
304p ; 22cm. － (産業能率増進叢書) 
04389963 / T538||1  

 
濠洲濠洲濠洲濠洲 / 兼松商店調査部編   
東京 : 国際日本協会 , 1943 
596p : 図版, 地図 ; 22cm 
04692041 / T297.1||18  

 
濠洲濠洲濠洲濠洲 / 上野巳世次著 ; 太平洋協会編   
東京 : 六興出版部 , 1944.2 
135p ; 20cm 
04692166 / T297.1||20  

 
濠洲濠洲濠洲濠洲((((南方大陸南方大陸南方大陸南方大陸))))及新西蘭及新西蘭及新西蘭及新西蘭((((長白雲長白雲長白雲長白雲)))) / 土屋元作著   
大阪 : 朝日新聞社 , 1916.4 
193, 170p : 図版 ; 23cm 
04692127 / T297.1||14  
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濠洲及其諸島濠洲及其諸島濠洲及其諸島濠洲及其諸島 / Arthur W. Jose著 ; 大日本文明協会編 
 ; [井上留治郎訳]   
東京 : 大日本文明協会 , 1914 
2, 4, 4, 524p ; 22cm 
04692115 / T297.1||10  

 
濠洲経済史研究濠洲経済史研究濠洲経済史研究濠洲経済史研究 / 市川泰治郎著 
大阪 : 象山閣 , 1944 
268p ; 21cm 
04689185 / T332.7||9  

 
濠洲経済論濠洲経済論濠洲経済論濠洲経済論 / コプランド著 ; 徳増栄太郎訳   
東京 : 経済図書 , 1943.9 
280p ; 19cm 
04689336 / T332.7||8  

 
濠洲史濠洲史濠洲史濠洲史 / 泉信介著   
東京 : 人文閣 , 1942 
285p ; 19cm 
04694173 / T271||3  

 
濠洲踏破記濠洲踏破記濠洲踏破記濠洲踏破記 / ハロルド・プリースト著 ; 大澤貞蔵訳  
東京 : 地平社 , 1942.4 
240p ; 19cm 
04692178 / T297.1||11  

 
濠洲年鑑濠洲年鑑濠洲年鑑濠洲年鑑 : 全譯 ; 1940年版 / 濠洲聯邦國勢調査統計局 
[編] ; 濠亞調査所譯 
東京 : 科學社 , 1943.3   
2, 36, 1279p ; 26cm  
原書名 : Commonwealth bureau of census and  
statistics : Official year book of the commonwealth  
of Australia  
別タイトル : 全訳濠洲年鑑  
04710177 / T059||13  

 
濠洲の現勢濠洲の現勢濠洲の現勢濠洲の現勢 / 伊藤孝一著   
東京 : 海洋文化社 , 1941 
2, 12, 244p ; 19cm. － (太平洋叢書) 
04708682 / T297.1||8  

 
濠洲の産業金融及貿易濠洲の産業金融及貿易濠洲の産業金融及貿易濠洲の産業金融及貿易 / 安西千賀夫著   
東京 : [出版社不明] , 1920.2 
736p ; 22cm 
04390901 / T602.7||1  
04390890 / T602.7||1-a      

 
濠洲の自然と社會濠洲の自然と社會濠洲の自然と社會濠洲の自然と社會 / 太平洋協會編   
東京 : 中央公論社 , 1943.1 
515, 24p ; 22cm 
04692038 / T297.1||17  

 
濠洲の社會と經濟濠洲の社會と經濟濠洲の社會と經濟濠洲の社會と經濟 / 岡倉古志郎著 
東京 : 電通出版部 , 1943.2 
322p ; 22cm 
04689274 / T332.7||6  

 

濠洲の政治經濟構造濠洲の政治經濟構造濠洲の政治經濟構造濠洲の政治經濟構造 / H.L.ハリス著 ; 横濱高商太平洋 
貿易研究所譯   
東京 : 富山房 , 1942 
7, 2, 217p : 地図 ; 19cm 
04689298 / T332.7||5  

 
濠州の戰時經濟濠州の戰時經濟濠州の戰時經濟濠州の戰時經濟 / イー・ロナルド・ウォーカー著 ; 中 
島正信訳   
東京 : 西東社 , 1943.4 
2, 2, 5, 221p ; 19cm 
04709583 / T332.7||7  

 
濠洲の地政學的考察濠洲の地政學的考察濠洲の地政學的考察濠洲の地政學的考察 : 白濠主義を中心として / 昭和通 
商株式会社調査部 

[出版地不明] : 昭和通商 , [1942] 
62p : 図版 ; 25cm 
04710064 / T297.1||15  

 
濠洲貿易ノ概観濠洲貿易ノ概観濠洲貿易ノ概観濠洲貿易ノ概観 : 中間報告 / [岡倉古志郎] 
東京 : 東亞研究所 , 1939.9印刷 
93p ; 25cm. － (資料 / 東亞研究所[編], 丙第38號C) 
04389051 / T678.2||3  

 
濠洲羊毛の研究濠洲羊毛の研究濠洲羊毛の研究濠洲羊毛の研究 / C.E.カウレー著 ; 水野一郎譯   
東京 : 生活社 , 1942.8 
10, 222, 21p : 図版 ; 22cm 
04687635 / T645||2  

 
濠洲聯邦濠洲聯邦濠洲聯邦濠洲聯邦 / 宮田峯一著   
東京 : 紘文社 , 1942 
360p : 地図 ; 19cm 
04692142 / T297.1||12     
04692154 / T297.1||12-a  

 
工場食工場食工場食工場食糧管理糧管理糧管理糧管理 / 有本邦太郎著   
東京 : 東洋書館 , 1944.3 
2, 5, 236p ; 21cm. － (勞務管理全書, 26巻) 
04688334 / T509.7||2  

 
工場保健衞生工場保健衞生工場保健衞生工場保健衞生 / 栗原操著   
東京 : 東洋書館 , 1943 
500p : 表 ; 22cm. － (勞務管理全書, 第23巻) 
04687724 / T509.9||1 

 
厚生施設厚生施設厚生施設厚生施設 / 和田隆造著   
東京 : 河出書房 , 1943.2 
317p ; 22cm. － (生産工學) 
04688435 / T509.7||11  

 
神戸開港三十年史神戸開港三十年史神戸開港三十年史神戸開港三十年史 ;    上巻 － 下巻 / 村田誠治編 
神戸 : 開港三十年紀念会 , 1898.5 
2冊 ; 23cm 
上巻: 乾  04694033 / T291||3-1  
下巻: 坤  04694045 / T291||3-2  

 
濠領ニウギニア風土誌濠領ニウギニア風土誌濠領ニウギニア風土誌濠領ニウギニア風土誌 / 白石誉夫著   
東京 : 岡倉書房 , 1942 
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245p ; 19cm. － (新東亞風土記叢書, 7) 
04691862 / T297.3||7 

 
國際經濟研究國際經濟研究國際經濟研究國際經濟研究 ; 第3輯, 第5輯, 第6輯 / 國際經濟調査所 
東京 : 國際經濟調査所 , 1941.6－1942.12 
3冊 ; 21cm 
第3輯  04709505 / T333.6||1-3  
第5輯  04709517 / T333.6||1-5 
第6輯  04709520 / T333.6||1-6 

 
国際経済の基本問題国際経済の基本問題国際経済の基本問題国際経済の基本問題 / 大野信三著  
東京 : 千倉書房 , 1941 
407p ; 21cm 
04688943 / T333.6||4  

 
國際經濟の理論と問題國際經濟の理論と問題國際經濟の理論と問題國際經濟の理論と問題 / 谷口吉彦著. – 新版 
東京 : 千倉書房 , 1941 
2, 4, 14, 440p ; 22cm 
04688931 / T333.6||5  

 
国際原料資源論国際原料資源論国際原料資源論国際原料資源論 / ユージン・ステーレー著 ; 太平洋協 
会調査部, 山田文雄訳   
東京 : 中央公論社 , 1940.2 
6, 6, 326p ; 23cm 
04390863 / T602.9||3  

 
國債史國債史國債史國債史 / 工藤重義著   
東京 : 博文館 , 1909.5 
4, 270p ; 23cm. － (帝國百科全書, 第196編) 
04390661 / T347||1  

 
國際貿易理論序説國際貿易理論序説國際貿易理論序説國際貿易理論序説 / 岩田仭著. – 改訂増補再版 
東京 : 巖松堂書店 , 1940.4 
216p ; 23cm 
04389672 / T678.1||16  

 
國際貿易理論序説國際貿易理論序説國際貿易理論序説國際貿易理論序説 / 岩田仭著   
東京 : 巖松堂書店 , 1942.10 
246p ; 23cm 
04389684 / T678.1||16a  

 
國防意思と地理學國防意思と地理學國防意思と地理學國防意思と地理學 : 風土及人間,空間及民族,戰爭及國防 
の諸問題に對する綜合研究 / エーヴァルト・バンゼ著 ; 
佐藤荘一郎譯   
東京 : 帝國出版 , 1944.10 
312p ; 22cm 
04694250 / T290||1  

 
國防經濟立地論國防經濟立地論國防經濟立地論國防經濟立地論 : 國土計畫策定の科學的基礎 / 川西正 
鑑著   
東京 : 日本評論社 , 1942.9 
2, 6, 328p ; 22cm 
04689390 / T332.1||16  

 
國防地政學國防地政學國防地政學國防地政學 / 岩田孝三著. – 再版   
東京 : 帝国書院 , 1944.7 
3,7,425p ; 22cm 

04688082 / T391||2  
 
国防貿易論国防貿易論国防貿易論国防貿易論 / 油本豊吉, 上坂酉三, 平野常治共著   
東京 : 巌松堂書店 , 1942 
378p ; 22cm. － (国防経済学大系) 
04389277 / T678.1||37    
04689134 / T333.3||8  

 
国民経済学の基本問題国民経済学の基本問題国民経済学の基本問題国民経済学の基本問題 / オイケン著 ; 大泉行雄訳   
東京 : 実業之日本社 , 1943.8 
399, 5p ; 22cm 
04690441 / T331||6  

 
國民經濟と廣域經濟國民經濟と廣域經濟國民經濟と廣域經濟國民經濟と廣域經濟 / 鈴木憲久著   
東京 : 一元社 , 1942.10 
6, 21, 552p ; 21cm 
04690480 / T331||4  

 
古代印度の研究古代印度の研究古代印度の研究古代印度の研究 / 佐保田鶴治著   
京都 : 立命館出版部 , 1944.6 
3, 1, 284p ; 22cm 
04693004 / T225||24  

 
国家資力の問題国家資力の問題国家資力の問題国家資力の問題 / 山口茂編   
東京 : 甲文堂書店 , 1944.1 
310p ; 22cm 
04689580 / T332.1||25  

 
ゴム工業ゴム工業ゴム工業ゴム工業 / 大村清, 河野武, 高橋九郎著 ; 工業化學懇 
談會編   
東京 : 平凡社 , 1943.1 
127, 163, 36, 36, 100p ; 22cm. － (大東亞資源化學,  
第1冊) 
04389520 / T578||1  

 
米米米米 : 世界、特に東南亜に於ける米作状況並びに、米穀貿 
易の経済地理的研究 / P.ブランケンブルク著 ; 高山洋 
吉訳   
東京 : 科学主義工業社 , 1943.2  
513p ; 22cm 
04694767 / T616||1  

 
ささささ    

 
最近の印度事情と貿易状況最近の印度事情と貿易状況最近の印度事情と貿易状況最近の印度事情と貿易状況 / 小俣明義著   

[東京] : [東京商工奨励館] , [1939] 
16p ; 23cm. － (資料叢書, 31) 
04690667 / T678.22||22  

 
最近の海外新市場最近の海外新市場最近の海外新市場最近の海外新市場 ; 上巻 － 下巻 / 朝日新聞社編 
大阪 : 朝日新聞社 , 1932 
2冊 ; 20cm 
上巻  04389645 / T678.1||36-1 
下巻  04389280 / T678.1||36-2  

 
最近の濠洲事情最近の濠洲事情最近の濠洲事情最近の濠洲事情 / 西川忠一郎著   
東京 : 三洋堂書店 , 1942.10 
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342p ; 22cm 
04692130 / T297.1||13  

 
最新支那大地理最新支那大地理最新支那大地理最新支那大地理 / 西山栄久著   
東京 : 大倉書店 , 1914.1 
2, 4, 4, 37, 2, 1124, 23, 227, 21p ; 23cm 
04693955 / T292.2||3  

 
最新馬來語速習最新馬來語速習最新馬來語速習最新馬來語速習 / 竹井十郎著   
東京 : 太陽堂 , 1939.2 
270p ; 19cm 
04341364 / T829.4||4  

 
再分割途上の世界資源再分割途上の世界資源再分割途上の世界資源再分割途上の世界資源 / 大阪毎日新聞社経済部編 
大阪 : 新正堂書店 , 1941 
283p : 図 ; 19cm 
04390851 / T602.9||7  

 
作業動作研究作業動作研究作業動作研究作業動作研究 : 作業に於ける動作と時間 / バーンズ 
著 ; 太城藤吉訳   
東京 : 東洋書館 , 1943.7 
278p ; 22cm. － (産業科學叢書, 第2巻) 
04688322 / T509.7||3  

 
索引政治經濟大年表索引政治經濟大年表索引政治經濟大年表索引政治經濟大年表    ;    索引篇 － 年表篇 / 東洋經濟研 
究所編 
東京 : 東洋經濟新報社 , 1943.9 
2冊 ; 27cm 
索引篇  04689666 / T330||1-2  
年表篇  04689678 / T330||1-1 

 
産業建築衛生産業建築衛生産業建築衛生産業建築衛生 / 伊藤正文著   
東京 : 東洋書館 , 1944 
234p ; 21cm. － (産業健康管理全書, 1巻) 
04687736 / T509.8||1  

 
産業厚生施設産業厚生施設産業厚生施設産業厚生施設 / 暉峻義等監輯,三好豊太郎著   
東京 : 日本醫書出版 , 1944.8 
286p ; 22cm. － (産業醫學叢書, 第6冊) 
04687700 / T509.9||3  

 
産業資本と支那農民産業資本と支那農民産業資本と支那農民産業資本と支那農民 / 陳翰笙著 ; 水田博訳   
東京 : 生活社 , 1941.3 
3, 5, 4, 8, 153, 15p : 図版 ; 19cm . － (東亞叢書) 
04390088 / T612.2||8  

 
産業人の工的錬成産業人の工的錬成産業人の工的錬成産業人の工的錬成 : 生産工学 / 清家正著 
東京 : 河出書房 , 1944.4 
7, 268p ; 22cm 
04688411 / T509.7||9  

 
産業心理學産業心理學産業心理學産業心理學 / 桐原葆見著   
東京 : 千倉書房 , 1938 
2, 7, 372p ; 23cm 
04687813 / T509.7||17  

 
産業心理學産業心理學産業心理學産業心理學 ; 1 / 淡路圓治郎[外]著  

東京 : 河出書房 , 1944.3 
1冊 ; 22cm. － (現代心理學, 第8巻) 
04687775 / T509.7||13-1  

 
産業年鑑産業年鑑産業年鑑産業年鑑    ; 昭和18年版(皇紀2603年版) / 産業日本社編 
東京 : 産業日本社, 1943.5 
1冊 ; 18cm 
04691330 / T505.9||1  

 
産金産金産金産金 / 山本勇三著. – 9版   
東京 : ダイヤモンド社 , 1940.12 
256p : 図版 ; 19cm. － (ダイヤモンド産業全書, 1) 
04694298 / T508||1-1  

 
しししし    

 
試験及測定用機器試験及測定用機器試験及測定用機器試験及測定用機器 / 三繩秀松. － 改訂版 
東京 : 山海堂 , 1944.2 
515, 17, 14p ; 26cm. － (精密機械工作法, 実施階梯 
2) 
04390622 / T501.5||1  

 
資源科學研究叢書資源科學研究叢書資源科學研究叢書資源科學研究叢書 ; 第1巻 / 資源科學研究所編 
東京 : 霞ヶ関書房 , 1943 
1冊 ; 26cm 
第1巻  04687992 / T460||1  

 
資源經濟地理資源經濟地理資源經濟地理資源經濟地理 ;    食料部門 / 石田龍次郎編著. － 再版 
東京 : 中興館 , 1942.5 
6, 5, 238p ; 19cm 
04689211 / T332.9||2  

 
資源經濟地理資源經濟地理資源經濟地理資源經濟地理 : 地圖と統計 / 石田龍次郎, 藤井英夫編 
著   
東京 : 成美堂書店 , 1943.9 
2, 6, 243p ; 19cm 
04689173 / T332.9||1  

 
資源戦下の日本産業資源戦下の日本産業資源戦下の日本産業資源戦下の日本産業 : 変貌しつゝある重要産業の現状  
/ 東亞工業新聞戰時産業研究會編   
東京 : 中川書房 , 1942.6 
481p ; 19cm 
04390991 / T502.1||1  

 
資源戦資源戦資源戦資源戦争争争争 / ワルター・パール著 ; 岩田孝三訳   
東京 : 誠文堂新光社 , 1941.5 
8,6,367p : 図版 ; 19cm 
04390281 / T602.9||4  

 
資源と工業資源と工業資源と工業資源と工業 ; 南方篇 / 工業通信社出版部 
大阪 : 工業通信社出版部 , 1942.7 
353p ; 27cm 
04691202 / T502.2||5  

 
自修東印馬来語自修東印馬来語自修東印馬来語自修東印馬来語 / 朝倉純孝著   
東京 : タイムス出版社 , 1942 
259p ; 19cm 
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04341391 / T829.4||5  
 
市場より見たる産米改良市場より見たる産米改良市場より見たる産米改良市場より見たる産米改良 : 東京市場を中心として / 鈴 
木直二著   
東京 : 巖松堂 , 1938 
2, 218, 14p ; 23cm 
04389746 / T611||5  

 
自然科學概論自然科學概論自然科學概論自然科學概論 / 石原純著   
東京 : 評論社 , 1948.9 
2, 5, 318p ; 22cm 
04687965 / T401||1  

 
實用速成海南語讀本實用速成海南語讀本實用速成海南語讀本實用速成海南語讀本 / 王錦繍, 陳紹宗共著   
台北 : 日光堂商会 , 1941.11 
5, 16, 283p ; 19cm 
04690628 / T827||1  

 
實用馬來語辭典實用馬來語辭典實用馬來語辭典實用馬來語辭典 / 増淵佐平著   
東京 : 平凡社 , 1941.9 
3, 3, 4, 346p ; 15cm 
04341388 / T829.4||2  

 
自動車自動車自動車自動車 / 山本惣治著. － ６版 
東京 : ダイヤモンド社 , 1938.6 
216p : 図版 ; 20cm. － (ダイヤモンド産業全書, 7) 
04690985 / T508||1-7  

 
支那及印度經濟論支那及印度經濟論支那及印度經濟論支那及印度經濟論 / 財部靜治著   
東京 : 日本評論社 , 1942.8 
284p ; 22cm 
04690301 / T332.2||19  

 
支那科學・經濟史支那科學・經濟史支那科學・經濟史支那科學・經濟史 / 支那地理歴史大系刊行会編   
東京 : 白揚社 , 1942.3 
531p ; 19cm. － (支那地理歴史大系 / 支那地理歴史 
大系刊行会編, 8) 
04688016 / T402.22||1  

 
支那化學工業史支那化學工業史支那化學工業史支那化學工業史 / 李喬苹著 ; 実藤恵秀訳   
東京 : 大東出版社 , 1941.8 
15, 262p ; 22cm. － (支那文化史大系, 第12巻) 
04391054 / T502.2||3  

 
支那家族の構造支那家族の構造支那家族の構造支那家族の構造 / 清水盛光著   
東京 : 岩波書店 , 1942.6 
2, 4, 582p ; 22cm 
04688625 / T367||3  

 
支那近代工業発達史支那近代工業発達史支那近代工業発達史支那近代工業発達史 ; 上巻 － 下巻 / 駿著 ; 中山五 
郎訳 
東京 : 生活社 , 1942.11 
2冊 ; 19cm. － (東亞叢書) 
上巻  04691101 / T502.2||4-1    
下巻  04691113 / T502.2||4-2  

 
支那近代百年史支那近代百年史支那近代百年史支那近代百年史 ; 上巻    / 佐野袈裟美著. – 再版 

東京 : 白揚社 , 1940.3 
13, 519p ; 23cm 
04694704 / T222||13-1  

 
支那經濟商業辭典支那經濟商業辭典支那經濟商業辭典支那經濟商業辭典 / 小林幾次郎著 
東京 : 大阪屋号書店 , 1942.5 
4, 31, 597, 10p ; 19cm 
04690325 / T332.2||13  

 
支那經濟の源流支那經濟の源流支那經濟の源流支那經濟の源流 / 原富男著   
東京 : 理想社 , 1941.8 
6, 7, 193p ; 22cm 
04690162 / T332.2||8  

 
支那經濟の構造支那經濟の構造支那經濟の構造支那經濟の構造 / 太田英一著   
東京 : 日本評論社 , 1943.4 
3, 4, 332, 5p ; 22cm 
04690364 / T332.2||22  

 
支那鉱業史支那鉱業史支那鉱業史支那鉱業史 / 芳賀雄著   
東京 : 電通出版部 , 1943 
365p ; 19cm 
04389544 / T569||9  

 
支那工業綜觀支那工業綜觀支那工業綜觀支那工業綜觀 ;    下巻 / 大塚令三監譯 
東京 : 生活社 , 1942.8 
4, 14, 868p ; 22cm 
04391066 / T502.2||2-2  

 
支那最近大事年表支那最近大事年表支那最近大事年表支那最近大事年表 / 小島昌太郎著   
東京 : 有斐閣 , 1942.5 
8, 2, 1, 980p (附共) ; 22cm 
04709292 / T222||16  

 
支那蠶糸業研究支那蠶糸業研究支那蠶糸業研究支那蠶糸業研究 / 東亜研究所[編]   
東京 : 大阪屋号書店 , 1943 
5, 622p ; 22cm 
04687608 / T630||1  

 
支那資源及産業総覧支那資源及産業総覧支那資源及産業総覧支那資源及産業総覧    ; 産業篇 － 資源篇 / 呉承洛著 ; 
木村増太郎校閲 ; 藤枝丈夫訳   
東京 : 支那文化協会 , 1940 
2冊 : 図 ; 23cm 
産業篇  04694018 / T292.2||5 
資源篇  04390506 / T569||2  

 
支那社會經濟史研究支那社會經濟史研究支那社會經濟史研究支那社會經濟史研究 / 玉井是博著   
東京 : 岩波書店 , 1942.4 
1, 4, 3, 618, 3p ; 22cm 
04690340 / T332.2||11  

 
支那社會經濟論支那社會經濟論支那社會經濟論支那社會經濟論 / 尾崎秀實著   
東京 : 生活社 , 1940 
240p ; 20cm. － (東亜叢書) 
04690224 / T332.2||5  

 
支那社會構成支那社會構成支那社會構成支那社會構成 / 秋澤修二著. － 5版. 
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東京 : 白揚社 , 1941.5 
VI, 12, 407p ; 23cm 
04688601 / T362.2||3  

 
支那商業史支那商業史支那商業史支那商業史 / 王孝通著 ; 關未代策訳 
東京 : 大東出版社 ,1940.6 , 
3,2,9,339p ; 23cm. － (支那文化史大系, 第5巻) 
04391143 / T672.2||1  

 
支那商業論支那商業論支那商業論支那商業論 / 山内喜代美著   
東京 : 巌松堂書店 , 1942 
345p ; 21cm 
04391128 / T672.2||2  

 
支那上代文化史支那上代文化史支那上代文化史支那上代文化史 / 久志卓眞著   
東京 : 寳雲舎 , 1943.1 
252p : 図版 ; 22cm 
04693777 / T222||11  

 
支那食糧史支那食糧史支那食糧史支那食糧史 / 郎 霄著 ; 井東憲訳   
東京 : 大東出版社 , 1941.5 
3, 4, 319p ; 22cm. － (支那文化史大系, [13巻]) 
04390192 / T612.2||3  

 
支那制覇戰と太平洋支那制覇戰と太平洋支那制覇戰と太平洋支那制覇戰と太平洋    ; 上巻 － 下巻 / カントロウイチ 
著 ; 廣島定吉訳   
東京 : 生活社 , 1938.10-12 
2冊 ; 22cm 
上巻  04693780 / T222||12-1  
下巻  04709176 / T222||12-2  

 
支那政治思想史支那政治思想史支那政治思想史支那政治思想史 / 楊幼炯著 ; 村田孜郎訳   
東京 : 大東出版社 , 1940.5 
2, 4, 5, 310p ; 23cm. － (支那文化史大系, 第2巻) 
04691657 / T312.2||1  

 
支那叢報解説支那叢報解説支那叢報解説支那叢報解説    ; 第1巻 － 第15巻 / 岩井大慧監修 ; 沼 
田鞆雄解説 
東京 : 丸善 , 1942.2－1944.2 
15冊 ; 22cm 
第1巻   04708872 / T222||1-1 
第2巻   04708860 / T222||1-2 
第3巻   04708857 / T222||1-3 
第4巻   04708744 / T222||1-4 
第5巻   04708756 / T222||1-5 
第6巻   04708768 / T222||1-6 
第7巻   04708771 / T222||1-7 
第8巻   04708783 / T222||1-8 
第9巻   04708795 / T222||1-9 
第10巻  04708806 / T222||1-10 
第11巻  04708818 / T222||1-11 
第12巻  04708821 / T222||1-12 
第13巻  04708833 / T222||1-13 
第14巻  04708845 / T222||1-14 
第15巻  04693741 / T222||1-15  

 
支那地史の研究支那地史の研究支那地史の研究支那地史の研究    ; 上巻 / ベイレー・ウイリス, エリオッ 
ト・ブラックウェルダー, サージェント著 ; 坂本峻雄編 

譯 
東京 : 岩波書店 , 1944.3 
3, 10, 30, 514, 28p : 図版28枚 ; 22cm. － (東亜研究 
叢書 / 東亜研究叢書刊行会編, 第11巻) 
04687938 / T455||3  

 
支那地方政制史支那地方政制史支那地方政制史支那地方政制史 / 鄭自明著 ; 富樫長榮訳   
東京 : 人文閣 , 1941 
223p ; 19cm. － (支那文化叢書) 
04689642 / T322.2||2  

 
支那地名辭典支那地名辭典支那地名辭典支那地名辭典 / 星斌夫著   
東京 : 富山房 , 1941.4 
2, 596, 4, 80p : 表1枚 ; 17cm 
04694731 / T292.2||6  

 
支那鐵道史支那鐵道史支那鐵道史支那鐵道史 / 吾孫子豊著   
東京 : 生活社 , 1942.3 
4, 6, 279p : 地図 ; 19cm. － (東亞叢書) 
04389063 / T686||2  

 
支那土壌地理学支那土壌地理学支那土壌地理学支那土壌地理学 : 分類・分布文化的意義 / ソープ[著] ;  
伊藤隆吉[外]訳   
東京 : 岩波書店 , 1940.11 
446, 4, 33p ; 23cm. － (東亜研究叢書 / 東亜研究叢 
書刊行会編, 第4巻) 
04687941 / T455||2  

 
支那と中央支那と中央支那と中央支那と中央アジアアジアアジアアジア / リヒトホーフェン[著] ; 望月勝海, 
佐藤晴生訳   
東京 : 岩波書店 , 1942 
389, 22p ; 22cm. － (東亜研究叢書 / 東亜研究叢書
刊 
行会編,第14巻. 支那; 1) 
04693827 / T222||8  
04693830 / T222||8-a  

 
支那南洋交通史支那南洋交通史支那南洋交通史支那南洋交通史 / 馮承鈞著 ; 井東憲譯   
東京 : 大東出版社 , 1940.2 
344p ; 23cm. － (支那文化史大系, 第7巻) 
04341402 / T683||4  

 
支那南洋に対する企業貿易論支那南洋に対する企業貿易論支那南洋に対する企業貿易論支那南洋に対する企業貿易論 / 木村増太郎著. － 再版 
東京 : 海外事情研究会 , 1924.11 
2, 6, 302p ; 22cm 
04389342 / T678.21||8  

 
支那に於ける租界の研究支那に於ける租界の研究支那に於ける租界の研究支那に於ける租界の研究 / 植田捷雄著 
東京 : 巖松堂書店 , 1941.9 
2, 16, 919p ; 22cm 
04689693 / T329||1  

 
支那の経済心理支那の経済心理支那の経済心理支那の経済心理 / ウイルヘルム著 ; 佐藤国一郎訳 
東京 : 生活社 , 1942.8 
3, 2, 142p ; 19cm. － (東亞叢書) 
04690275 / T332.2||16  
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支那の原始文化支那の原始文化支那の原始文化支那の原始文化 / アンダーソン著 ; 三森定男訳 
東京 : 四海書房 , 1941.11 
169p : 図版 ; 19cm 
04694693 / T222||18  

 
支那の工業機構支那の工業機構支那の工業機構支那の工業機構 / 尾崎五郎著 
東京 : 白揚社 , 1939.12 
8, 453p ; 23cm 
04391078 / T502.2||1  

 
支那の社會と經濟支那の社會と經濟支那の社會と經濟支那の社會と經濟 / 矢野仁一, 西山栄一共著 
東京 : 目黒書店 , 1942.4 
389p ; 19cm. － (アジア歴史叢書, 2) 
04690352 / T332.2||12  

 
支支支支那の人口と食糧問題那の人口と食糧問題那の人口と食糧問題那の人口と食糧問題 / 喬啓明, 蒋傑共著 ; 上松一光, 
 山本廣治共訳   
東京 : 日光書院 , 1942 
183p ; 22cm 
04688955 / T334.3||2  

 
支那の人的資源調査資料支那の人的資源調査資料支那の人的資源調査資料支那の人的資源調査資料 / 斎藤栄三郎著   
東京 : 伊藤書店 , 1942 
243p ; 22cm 
04688714 / T362.2||5  

 
支那の通貨と貿易支那の通貨と貿易支那の通貨と貿易支那の通貨と貿易 : 日本學術振興會滿蒙支經濟第二 
特別委員會支那通貨特別分科會報告 / 土方成美編纂 
東京 : 有斐閣 , 1942 
3, 9, 402p ; 22cm 
04691482 / T337||5  

 
支那の鉄・石炭と東亜支那の鉄・石炭と東亜支那の鉄・石炭と東亜支那の鉄・石炭と東亜 / 手塚正夫著   
東京 : 朱雀書林 , 1943.2 
3, 6, 370p ; 19cm 
04389532 / T569||8  

 
支那の農業経済支那の農業経済支那の農業経済支那の農業経済 / 田辺勝正著   
東京 : 日本評論社 , 1942.11 
2, 6, 345p ; 18cm. － (經濟全書, 16) 
04390177 / T612.2||4 
04390165 / T612.2||4a    

 
支那の農業と工業支那の農業と工業支那の農業と工業支那の農業と工業 / R.H.トーネイ著 ; 浦松佐美太郎,  
牛場友彦訳   
東京 : 岩波書店 , 1935.10 
6, 2, 229, 4p ; 22cm 
04390254 / T612.2||1  

 
支那の民族問題支那の民族問題支那の民族問題支那の民族問題 / 東亞調査會編纂   
東京 : 東京日日新聞社 , 1942.10 
324p ; 18cm 
04691761 / T316.8||5  

 
支那の歴史と文化支那の歴史と文化支那の歴史と文化支那の歴史と文化 ; 下巻 / ケネス=スコット=ラトウレ 
ット著 ; 岡崎三郎譯 
東京 : 生活社 , 1941.7 

356, 7p ; 22cm 
04694654 / T222||7-2  

 
支那の歴史と文化支那の歴史と文化支那の歴史と文化支那の歴史と文化 ; 上巻 － 下巻 / ケネス=スコット= 
ラトウレット著 ; 岡崎三郎譯. － 第３版 
東京 : 生活社 , 1942.2 
2冊 ; 22cm 
上巻  04693753 / T222||7-1  
下巻  04693815 / T222||7-2a  

 
支那文學藝術考支那文學藝術考支那文學藝術考支那文學藝術考 / 青木正兒著   
東京 : 弘文堂 , 1942.8 
3, 8, 474p : 図版 ; 22cm 
04341275 / T920.4||1  

 
支那文化談叢支那文化談叢支那文化談叢支那文化談叢 / 除村一學編   
東京 : 名取書店 , 1942.6 
258p : 図 ; 26cm 
04693792 / T222||10  

 
支那文化論叢支那文化論叢支那文化論叢支那文化論叢 / 陳衡哲編 ; 石田幹之助訳   
東京 : 生活社 , 1942 
454p : 図版 ; 22cm 
04693842 / T222||9  

 
支那貿易概要支那貿易概要支那貿易概要支那貿易概要 / 米谷栄一著   
東京 : 生活社 , 1942 
234p ; 19cm. － (東亜叢書) 
04389238 / T678.22||12  

 
支那法制史支那法制史支那法制史支那法制史    ; 上巻 / 陳顧遠著 ; 西岡弘訳 
東京 : 人文閣 , 1941.10 
327p ; 19cm. － (支那文化叢書) 
04689630 / T322.2||1-1  

 
支那民族構成史支那民族構成史支那民族構成史支那民族構成史 / 宋文炳著 ; 草野文男訳   
東京 : 人文閣 , 1940.2 
11, 284p ; 19cm. － (支那文化叢書) 
04688462 / T389||11  

 
支那民族生活史支那民族生活史支那民族生活史支那民族生活史 / 井坂錦江著   
東京 : 日本評論社 , 1943.6 
245p ; 22cm 
04688524 / T389||12  

 
支那民族の形成支那民族の形成支那民族の形成支那民族の形成 / 李濟著 ; 須山卓譯   
東京 : 生活社 , 1943.12 
3, 2, 6, 430p ; 22cm 
04688512 / T389||13  

 
支那民族の南方発展史支那民族の南方発展史支那民族の南方発展史支那民族の南方発展史 / 井出季和太著   
東京 : 刀江書院 , 1943 
415p ; 19cm. － (井上民族政策研究所研究叢書, 第2 
輯) 
04689805 / T334.5||15  

 
支那問題辭典支那問題辭典支那問題辭典支那問題辭典 / 支那問題辭典編輯部編   



 

 
 

283 
 

東京 : 中央公論社 , 1942.3 
20, 776, 13, 88, 88, 56p ; 26cm 
04709277 / T222||14  

 
シベリア資源研究シベリア資源研究シベリア資源研究シベリア資源研究 / ヴェー・アー・オブルチェフ著 ; 竹 
尾弌譯編   
東京 : 櫻木書房 , 1943.2 
327p ; 21cm 
04693132 / T292.9||3  

 
社會學辭典社會學辭典社會學辭典社會學辭典 / 新明正道編   
東京 : 河出書房 , 1944.8 
5, 6, 21, 801, 134p ; 22cm 
04391194 / T360.3||1  

 
ジャバの生活文化ジャバの生活文化ジャバの生活文化ジャバの生活文化 / H. W. ポンダー著 ; 矢吹勝二譯  
東京 : 龍吟社 , 1942 
6, 316p ; 19cm 
04692751 / T292.4||32  

 
ジャワ及屬島ジャワ及屬島ジャワ及屬島ジャワ及屬島 / 南方産業調査會編   
東京 : 南進社 , 1942.12 
4, 276p : 地図, 挿図 ; 19cm. － (南進叢書 / 南方産 
業調査會編, 12) 
04693310 / T292.42||4  

 
ジャワ村落論ジャワ村落論ジャワ村落論ジャワ村落論 / J.H.ブーケ著 ; 奥田 [外]共譯 
東京 : 中央公論社 , 1943.1 
5, 104p ; 22cm. － (太平洋問題研究叢書 / 太平洋協 
会編) 
04693307 / T292.42||5  

 
爪哇とセレベス爪哇とセレベス爪哇とセレベス爪哇とセレベス / 八木實通著   
東京 : 進省堂 , 1916 
4, 2, 10, 348p : 図版19枚 ; 23cm 
04694630 / T292.42||2  

 
上海共同租界工部局年報上海共同租界工部局年報上海共同租界工部局年報上海共同租界工部局年報 ; [1941年版] / 上海共同租界 
工部局編 ; 南満洲鉄道株式会社上海事務所調査室訳 
東京 : 生活社 , 1941.9 
2, 12, 324, 138p ; 26cm 
04710114 / T059||2  

 
上海史上海史上海史上海史    / ポット著 ; 土方定一,橋本八男訳 
東京 : 生活社 , 1940 
476p : 図版17枚 ; 19cm 
04694413 / T292.2||7  

 
上海史話上海史話上海史話上海史話 / 米沢秀夫著   
東京 : 畝傍書房 , 1942 
410p : 図版 ; 19cm 
04694678 / T292.2||8  

 
朱印船貿易史朱印船貿易史朱印船貿易史朱印船貿易史 / 川島元次郎著. – ４版 
大阪 : 巧人社 , 1942.8 
3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 16, 616p : 図版 ; 22cm 
04389443 / T678.21||14 

 
重慶経済調査重慶経済調査重慶経済調査重慶経済調査 ; 上巻 － 下巻 / 平漢鉄路管理局経済調 
査班編 ; 生活社訳編 
  東京 : 生活社 , 1940 

2冊 ; 22cm. － (支那經濟資料 / 社会経済調査所[編], 
2) 
上巻  04690186 / T332.2||4-1  
下巻  04690198 / T332.2||4-2  

 
重商主義經濟學説研究重商主義經濟學説研究重商主義經濟學説研究重商主義經濟學説研究 / 高橋誠一郎著. － 改訂版 
東京 : 改造社 , 1940.11 
6, 10, 890, 11p ; 23cm 
04690426 / T331||8  

 
重商主義とその歴史的意義重商主義とその歴史的意義重商主義とその歴史的意義重商主義とその歴史的意義 : 都市的・領域的および国家 
的経済政策 / シュモラー著 ; 正木一夫訳   
東京 : 伊藤書店 , 1944 
101p ; 19cm. － (飜譯學術論叢, 3) 
04690414 / T331||9  

 
重要輸出品の趨勢重要輸出品の趨勢重要輸出品の趨勢重要輸出品の趨勢 / 日本産業協會編   
東京 : 巖松堂書店 , 1925.5 
361p ; 23cm 
04389416 / T678.21||16 

  
十六世紀日歐交通史の研究十六世紀日歐交通史の研究十六世紀日歐交通史の研究十六世紀日歐交通史の研究 / 岡本良知著. – 再版（増補 
訂正） 
東京 : 六甲書房 , 1942 
859,49p : 図版15枚 ; 22cm 
04709125 / T210||7  

 
手漉和紙考手漉和紙考手漉和紙考手漉和紙考 / 王子製紙株式会社紙業史料室編   
東京 : 丸善 , 1944.2 
3, 2, 293p : 図版 ; 22cm 
04389571 / T585||1  

 
傷痍軍人勞務傷痍軍人勞務傷痍軍人勞務傷痍軍人勞務輔導輔導輔導輔導 / 牧村進, 辻村泰男共著   
東京 : 東洋書館 , 1942.8 
356p ; 22cm. － (勞務管理全書, 第20巻) 
04687840 / T509.7||18  

 
詳解詳解詳解詳解    比島事情比島事情比島事情比島事情 / 平塚武, 班目文雄著   
東京 : 非凡閣, 1942.10 , 
252p ; 19cm 
04692255 / T292.48||16  

 
上代日支交通史の研究上代日支交通史の研究上代日支交通史の研究上代日支交通史の研究 / 藤田元春著   
東京 : 刀江書院 , 1943.9 
455p ; 22cm 
04389012 / T682||2  

 
絛約改正史絛約改正史絛約改正史絛約改正史 / 山本茂著 
 東京 : 高山書院 , 1943.7  
 18, 780p ; 22cm   
 04709467 / T329||2  
 
昭和十四年の國際情勢昭和十四年の國際情勢昭和十四年の國際情勢昭和十四年の國際情勢 / 日本國際協会編纂   
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東京 : 日本国際協会 , 1941.3 
23, 992p ; 19cm 
04694615 / T319||2  

 
職長養成職長養成職長養成職長養成 / 大内經雄著   
東京 : 東洋書館 , 1942.10 
330p ; 22cm. － (勞務管理全書, 第8巻) 
04688373 / T509.7||6  

 
植民専制史論植民専制史論植民専制史論植民専制史論 / 百々巳之助著   
東京 : 科学社 , 1943 
538,4p ; 19cm 
04690554 / T334.7||14  

 
殖民地財政論殖民地財政論殖民地財政論殖民地財政論 / 小林丑三郎著   
東京 : 明治大學出版部 , 1913.2 
6, 8, 390p ; 22cm 
04691467 / T334.7||15  

 
植民地鐵道の世界經濟的及世界政策的研究植民地鐵道の世界經濟的及世界政策的研究植民地鐵道の世界經濟的及世界政策的研究植民地鐵道の世界經濟的及世界政策的研究 / 永雄策郎 
著. － ４版 
東京 : 日本評論社 , 1941.9 
2, 4, 4, 420p : 折り込地図2枚 ; 22cm 
04690643 / T686||3  

 
植民地統治法の基本問題植民地統治法の基本問題植民地統治法の基本問題植民地統治法の基本問題 / 中村哲著   
東京 : 日本評論社 , 1943 
180p ; 22cm 
04691494 / T334.7||16  

 
女子勤労管理の要諦女子勤労管理の要諦女子勤労管理の要諦女子勤労管理の要諦 / 軍事工業新聞編   
東京 : 軍事工業新聞出版局 , 1944.5 
125p ; 18cm 
04390013 / T509.7||21  

 
女子の職場配置女子の職場配置女子の職場配置女子の職場配置 / 狩野廣之著   
東京 : 東洋書館 , 1943.4 
297p ; 22cm. － (女子勤勞管理全書, 第3巻) 
04688346 / T509.7||1  

 
女子勞務の職業學的研究女子勞務の職業學的研究女子勞務の職業學的研究女子勞務の職業學的研究 / 阿部利雄著   
大阪 : 銀行信託社 , 1943 
4, 4, 386p ; 19cm 
04390001 / T509.7||22  

 
白川村の大家族白川村の大家族白川村の大家族白川村の大家族 / 江馬三枝子著   
東京 : 三國書房 , 1943.6 
350p ; 19cm. － (女性叢書) 
04688640 / T367||1  

 
シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール / 川端福一著   
東京 : 育生社 , 1940 
166p ; 18cm. － (新世代叢書, 5) 
04692888 / T292.39||1  

 
シンガポール三十五年シンガポール三十五年シンガポール三十五年シンガポール三十五年 / 西村竹四郎著   
東京 : 東水社 , 1941.8 

464p : 図版4枚 ; 19cm 
04692864 / T292.39||3  

 
シンガポールと大南方策戦シンガポールと大南方策戦シンガポールと大南方策戦シンガポールと大南方策戦            
東京 : 興亞書局 , 1942 
267p : 図 ; 21cm 
04691378 / T292.39||4  

 
新嘉坡と馬来半島新嘉坡と馬来半島新嘉坡と馬来半島新嘉坡と馬来半島 / 野村貞吉著   
東京 : 宝雲舎 , 1941 
296p : 図版 ; 19cm 
04692876 / T292.39||2  

 
新支那年鑑新支那年鑑新支那年鑑新支那年鑑    ; 第7回 / 一宮房治郎編 
東京 : 東亜同文会業務部 , 1942   
1210p ; 19cm     
04710141 / T059||6  

 
新修支那省別全誌新修支那省別全誌新修支那省別全誌新修支那省別全誌 ; 第1巻 － 第5巻 / 支那省別全誌 
刊行会編 
東京 : 東亜同文会 , 1941－1946 
５冊 ; 22cm 
第1巻: 四川省(上) 04693967 / T292.2||4-1  
第2巻: 四川省(下) 04693970 / T292.2||4-2 
第3巻: 雲南省 04693982 / T292.2||4-3  
第4巻: 貴州省(上) 04693994 / T292.2||4-4 
第5巻: 貴州省(下) 04694006 / T292.2||4-5 

 
新生ジヤワ新生ジヤワ新生ジヤワ新生ジヤワ    / 高橋和世著   
東京 : 愛國新聞社出版部 , 1942.12 
2, 16, 305p ; 19cm 
04709785 / T292.42||3  

 
新體制の指導原理新體制の指導原理新體制の指導原理新體制の指導原理 : 我國體に基く現代の革新 / 石川興 
二著   
東京 : 有斐閣 , 1940.12 
10, 6, 360p ; 23cm 
04691645 / T312.1||3  

 
新體制下の經濟新體制下の經濟新體制下の經濟新體制下の經濟 / 朝日新聞經濟部編   
大阪 : 朝日新聞社 , 1941.9 
15, 384p ; 22cm. － (朝日経済年史 / 朝日新聞社経
済 
部編, 昭和16年版) 
04689755 / T330||3  

 
新體制下の經濟新體制下の經濟新體制下の經濟新體制下の經濟 / 本位田祥男著   
東京 : 日本評論社 , 1940.11 
3, 5, 450p ; 23cm 
04689401 / T332.1||5  

 
新南方資源論新南方資源論新南方資源論新南方資源論 / 経済統計研究所編   
東京 : 長谷川書房 , 1942 
320p ; 22cm 
04693688 / T292.3||28  

 
新南洋地誌新南洋地誌新南洋地誌新南洋地誌 / 国松久弥著   
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東京 : 古今書院 , 1941.10 
279p ; 22cm 
04693551 / T292.3||19  

 
新民族論新民族論新民族論新民族論 / 芦谷瑞世著  
東京 : 教材社 , 1941.8 
5, 6, 274p ; 19cm 
04688486 / T389||2  

 
人絹人絹人絹人絹 / ダイヤモンド社編   
東京 : ダイヤモンド社 , 1938.2 
1, 7, 196p : 図版 ; 20cm. － (ダイヤモンド産業全書, 
6 ) 
04690973 / T508||1-6  

 
人絹年鑑人絹年鑑人絹年鑑人絹年鑑 ; 昭和13年版 / 同盟通信社編 
東京 : 同盟通信社 , 1938.6 
14, 1202, 253p ; 22cm 
04691125 / T579||1  

 
すすすす    

 
水産水産水産水産 / 杉浦保吉著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1939.10 
22, 508p : 図版 ; 19cm. － (ダイヤモンド産業全書,  
19) 
04690768 / T508||1-19  

 
水産經濟年報水産經濟年報水産經濟年報水産經濟年報 ; 第1輯 / 水産經濟研究所編 
東京 : 水産經濟研究所 , 1942.5 
15, 624p ; 21cm 
第1輯: 昭和17年上半期版  04694755 / T660.5||1  

 
數字より見たる世界と東亜數字より見たる世界と東亜數字より見たる世界と東亜數字より見たる世界と東亜 / 東亜研究所編   
東京 : 東亜研究所 , 1942 
206p ; 22cm. － (東研統計叢書, 6) 
04390293 / T602.9||10  

 
圖説敵國現勢圖説敵國現勢圖説敵國現勢圖説敵國現勢 / 同盟通信社外国経済部編   
東京 : 同盟通信社 , 1944.3 
251p ; 19×26cm 
04709707 / T209.6||2  

 
圖南經濟論圖南經濟論圖南經濟論圖南經濟論 / 楢崎敏雄著   
東京 : 千倉書房 , 1940.10 
8, 9, 321p ; 23cm 
04690200 / T332.2||28  

 
スフスフスフスフ / 小林正著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1940.11 
572p : 図版 ; 20cm. － (ダイヤモンド産業全書, 21) 
04690783 / T508||1-21  

 
西班牙古文書を通じて見たる日本と比律賓西班牙古文書を通じて見たる日本と比律賓西班牙古文書を通じて見たる日本と比律賓西班牙古文書を通じて見たる日本と比律賓 / 奈良静馬 
著   
東京 : 大日本雄弁会講談社 , 1942.3 
6, 2, 12, 301p ; 22cm 

04709758 / T210||5  
 
スマトラスマトラスマトラスマトラ / 筒井千尋著   
東京 : 大東亜出版 , 1943.3 
226p : 図版 ; 22cm 
04693358 / T292.41||4  

 
スマトラスマトラスマトラスマトラ / 南方産業調査會編   
東京 : 南進社 , 1944.1 
178p ; 19cm. － (南進叢書 / 南方産業調査會編, 14) 
04693346 / T292.41||5  

 
スマトラ重要統計スマトラ重要統計スマトラ重要統計スマトラ重要統計 / 筒井千尋[編]   
東京 : 大東亜出版 , 1943.4 
164p ; 22cm 
04688233 / T352||6  

 
スミス經濟學の生成と發展スミス經濟學の生成と發展スミス經濟學の生成と發展スミス經濟學の生成と發展 / 大道安次郎著   
東京 : 日本評論社 , 1940.11 
261p ; 22cm 
04690402 / T331||11  

 
せせせせ    

 
製紙製紙製紙製紙 / 西濟著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1941.5 
2, 10, 364p : 図版 ; 19cm. － (ダイヤモンド産業全 
書, 22) 
04690744 / T508||1-22  

 
政治・經濟・民族政治・經濟・民族政治・經濟・民族政治・經濟・民族 / 加田哲二著. － 改訂版  
東京 : 慶應書房 , 1942.2 
10, 359p ; 22cm 
04691797 / T312||2  

 
精神工學精神工學精神工學精神工學 / ミュンスタベルク著 ; 金子秀彬譯   
東京 : 東洋書館 , 1943.4 
6, 3, 3, 3, 187p ; 22cm. － (産業科學叢書, 第3巻) 
04688358 / T509.7||4  

 
精神測定精神測定精神測定精神測定 : その方法と規準 / 桐原葆見著   
東京 : 三省堂 , 1944 
2, 19, 444p ; 22cm 
04688117 / T371||1  

 
製鉄製鉄製鉄製鉄 / 中田義算著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1938.12 
298p : 図版 ; 19cm. － (ダイヤモンド産業全書, 15) 
04691063 / T508||1-15  

 
製麻製麻製麻製麻 / 森周一著. － 改訂版   
東京 : ダイヤモンド社 , 1941.3 
256p : 図版 ; 20cm. － (ダイヤモンド産業全書, 9) 
04691000 / T508||1-9  

 
西洋中世都市發達史西洋中世都市發達史西洋中世都市發達史西洋中世都市發達史 : 都市の起源と商業の復活 / アン 
リー・ピレンヌ著 ; 今来陸郎訳   
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東京 : 白揚社 , 1943.3 
1, 10, 1, 1, 206p ; 22cm. － (世界歴史選書) 
04391220 / T362.3||1  

 
西洋の没落西洋の没落西洋の没落西洋の没落    ; 第1巻 / シュペングラア著 ; 村松正俊訳 
東京 : 桜井書店 , 1944.5 
450p ; 22cm 
04709746 / T201.1||1  

 
世界各國貿易統計世界各國貿易統計世界各國貿易統計世界各國貿易統計 ;    1938年 / 外務省通商局編 
東京 : 八紘閣 , 1941.6 
1457p ; 26cm 
1938年: 各國對外貿易統計 04389087 / T678.9||1 

 
世界貨幣の前途世界貨幣の前途世界貨幣の前途世界貨幣の前途 / 富田勇太郎著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1942.12 
220p ; 22cm 
04690566 / T337||2  

 
世界經濟恐慌史世界經濟恐慌史世界經濟恐慌史世界經濟恐慌史 : 1848－1935年 ; 第1巻第1部 / ソヴ 
エート聯邦科學アカデミヤ世界經濟世界政治研究所 
 [編] ; 永住道雄譯. – ４版（改訂版） 
東京 : 慶應書房 , 1940.7 
15, 10, 206p ; 23cm 
04690682 / T336||1-1  

 
世界経済の現勢世界経済の現勢世界経済の現勢世界経済の現勢 : 戦後の発展と最近の動向 / 満鉄調査 
部編   
東京 : 改造社 , 1940.10 
2, 10, 523p ; 22cm 
04690530 / T332||3  

 
世界経済の再編成世界経済の再編成世界経済の再編成世界経済の再編成 / 猪谷善一著   
東京 : 一元社 , 1940 
306p ; 22cm 
04690527 / T332||4  

 
世界經濟の轉換過程世界經濟の轉換過程世界經濟の轉換過程世界經濟の轉換過程 / ユージン・ステーレイ著 ; 吉元 
正美譯   
東京 : 科學主義工業社 , 1941,11 
400p ; 21cm 
04709470 / T322||5  

 
世界經濟の轉換と建設世界經濟の轉換と建設世界經濟の轉換と建設世界經濟の轉換と建設 / フェルヂナンド・フリード著 ;  
池田林儀譯   
東京 : 冨山房 , 1942.2 
4, 7, 411p ; 22cm 
04690515 / T332||7  

 
世界鑛業論世界鑛業論世界鑛業論世界鑛業論 / フリーデンスブルク著 ; 岡崎次郎訳   
東京 : 生活社 , 1942.6 
5, 3, 12, 749, 104p ; 22cm 
04390584 / T569||3  

 
世界鉱産統計世界鉱産統計世界鉱産統計世界鉱産統計 : 1925－1940 / 東亜研究所第一部統計班
編 
東京 : 東亜研究所 , 1942.9 

196p ; 26cm. － (東研統計叢書, 4) 
04390420 / T569||4  

 
世界最終戰論世界最終戰論世界最終戰論世界最終戰論 / 石原莞爾著   
大阪 : 新正堂 , 1942.4 
210p ; 19cm 
04688067 / T392||2  

 
世界産業發達史研究世界産業發達史研究世界産業發達史研究世界産業發達史研究 / 藤田敬三編   
東京 : 伊藤書店 , 1943.3 
2, 2, 428p ; 22cm 
04391015 / T502||2  

 
世界資源論世界資源論世界資源論世界資源論 / 延兼數之助著   
東京 : 同文館出版部 , 1941.5 
2, 2, 347, 4p ; 22cm 
04390278 / T602.9||5  

 
世界情勢の分析世界情勢の分析世界情勢の分析世界情勢の分析 / ヴァルガ著 ; 三宅邦男譯   
東京 : 慶應書房 , 1941.2 
4, 5, 388p ; 21cm 
04691621 / T319||3  

 
世界植民地の資源と経済世界植民地の資源と経済世界植民地の資源と経済世界植民地の資源と経済 / 益田直彦著   
東京 : 千倉書房 , 1938.3 
348,15p : 折込図4枚 ; 23cm 
04390848 / T602.9||8  

 
世界政治・經濟精圖世界政治・經濟精圖世界政治・經濟精圖世界政治・經濟精圖 / A.ラドー著 ; 藤澤保太郎訳   
東京 : 育生社 , 1940.11 
2, 4, 197p ; 20×27cm 
04691847 / T312||1  

 
世界政治經濟年報世界政治經濟年報世界政治經濟年報世界政治經濟年報 ; 第1輯 － 第2輯 / 加田哲二編著 
東京 : 慶應書房 , 1940 
2冊 ; 19cm 
第1輯: 戦時下欧州の政治経済情勢  04691987 / T310||2-1 
第2輯: 太平洋問題特輯號     04691990 / T310||2-2  

 
世界石油資源世界石油資源世界石油資源世界石油資源 / 西田卯八著   
東京 : 東世社 , 1941 
272p ; 19cm 
04389924 / T568||11  

 
世界戰争經濟の構造世界戰争經濟の構造世界戰争經濟の構造世界戰争經濟の構造    ; 第1巻 / ソ聯科學アカデミー著 ;  
川村三郎譯 
東京 : 育生社弘道閣 , 1943 
3, 30, 545p ; 22cm 
04689060 / T333.3||9  

 
世界戦争と鉱物資源世界戦争と鉱物資源世界戦争と鉱物資源世界戦争と鉱物資源 / ア・シュピルト著 ; 松木勇訳 
東京 : 南北社 , 1942 
474p ; 19cm 
04389583 / T569||15  

 
世界地理風俗大系世界地理風俗大系世界地理風俗大系世界地理風俗大系    ; 南洋・インド / 鈴木良編. – 増補再 
版 
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東京 : 誠文堂新光社 , 1940.10 
9, 732p : 図版 ; 27cm 
04709544 / T292.3||4  

 
世界年鑑世界年鑑世界年鑑世界年鑑    ; 昭和16年版 / 日本国際問題調査会著 
東京 : 創美社, 1941 .9 
6, 10, 1367p ; 22cm     
04710102 / T059||1  

 
世界農産統計世界農産統計世界農産統計世界農産統計 : 1925－1940 
東京 : 東亞研究所 , 1943.3 
10, 5, 309p ; 26cm. － (東研統計叢書, 5) 
04390141 / T612||1  

 
世界貿易年鑑世界貿易年鑑世界貿易年鑑世界貿易年鑑 ; 昭和16年版 / 横濱貿易協會編 
横濱 : 横濱貿易協會 , 1941.7 
6, 783p ; 22cm 
04389606 / T678.1||28  

 
世界貿易の再建世界貿易の再建世界貿易の再建世界貿易の再建 / J.B.コンドリフ著 ; 国際経済調査所 
譯   
東京 : 刀江書院 , 1943.6 
375p ; 22cm 
04389253 / T678.1||39-a  

 
世界貿易論世界貿易論世界貿易論世界貿易論 / 西澤富夫訳   
東京 : 中央公論社 , 1943.4 
2, 11, 383p ; 22cm 
04389265 / T678.1||38  

 
世界の屑鉄世界の屑鉄世界の屑鉄世界の屑鉄 / 竹内謙二等著   
東京 : 山水社 , 1941 
137p ; 21cm 
04687712 / T564||1  

 
石炭石炭石炭石炭 / 岡新六著. － 改正版   
東京 : 共立出版 , 1939 
694, 43p ; 22cm 
04390572 / T568||18  

 
石炭液化石炭液化石炭液化石炭液化 / 阿部吉紹著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1938.2 
198p : 図版 ; 20cm. － (ダイヤモンド産業全書, 2) 
04690946 / T508||1-2  

 
石炭液化工業の諸問題石炭液化工業の諸問題石炭液化工業の諸問題石炭液化工業の諸問題 / 阿部良之助著   
東京 : 中央公論社 , 1941 
86p ; 19cm. － (東亜新書) 
04389505 / T575||1  

 
石炭と石油石炭と石油石炭と石油石炭と石油 / 石村幸四郎著   
東京 : 誠文堂新光社 , 1941 
186p ; 19cm. － (科學文化叢書, 1) 
04390521 / T567||1  

 
石油石油石油石油 / 水田政吉著. － ５版   
東京 : ダイヤモンド社 , 1939.6 

400p : 図版 ; 19cm. － (ダイヤモンド産業全書, 12) 
04691036 / T508||1-12  

 
石油經濟論石油經濟論石油經濟論石油經濟論 / 北澤新次郎, 宇井丑之助著   
東京 : 千倉書房 , 1941.6 
3, 3, 539p ; 22cm 
04390483 / T568||6  

 
石油戦石油戦石油戦石油戦 / アントン・チシュカ著 ; 山本新助訳   
東京 : 清和書店 , 1941.3 
400p ; 19cm 
04390468 / T568||3  

 
石油爭奪戦石油爭奪戦石油爭奪戦石油爭奪戦 / 近藤一郎著   
大阪 : 朝日新聞社 , 1941.4 
17, 269p ; 19cm 
04390471 / T568||4  

 
石油讀本石油讀本石油讀本石油讀本 / 宇井丑之助著   
東京 : 千倉書房 , 1941 
7, 7, 290p ; 19cm 
04390557 / T568||12  

 
セセセセレベスレベスレベスレベス / エル・ファン・ヒューレン著 ; 日本インド 
ネシア協會訳   
東京 : 帝國産業出版社 , 1942.12 
8, 16, 779p : 図版 ; 22cm 
04692270 / T292.45||1  

    
繊維年鑑繊維年鑑繊維年鑑繊維年鑑    ; 昭和18年版 / 吉本重洋編 
大阪 : 日本繊維研究會 , 1943.2 
253, 280, 159, 231, 178, 140, 308p ; 22cm 
04390370 / T586||1  

 
戰時工場管理戰時工場管理戰時工場管理戰時工場管理 / 大日本産業報国会編   
東京 : 皇国青年教育協会 , 1944.1 
130p ; 21cm 
04690910 / T509.5||1  

 
戰時生産論戰時生産論戰時生産論戰時生産論 / 松前重義著   
東京 : 旺文社 , 1943.6 
270p ; 22cm. － (日本思想戰大系) 
04690884 / T509||7  

 
戦時日本の石油業戦時日本の石油業戦時日本の石油業戦時日本の石油業 / 中野豊著   
東京 : 日本工業新聞社 , 1942.10 
2, 10, 311p ; 21cm 
04390596 / T568||17  

 
戰爭經濟學入門戰爭經濟學入門戰爭經濟學入門戰爭經濟學入門 / 武村忠雄著   
東京 : 慶應出版社 , 1943.1 
2, 4, 282p ; 18cm 
04689146 / T333.3||6  

 
戦争経済の動向戦争経済の動向戦争経済の動向戦争経済の動向 / 中山伊知郎著   
東京 : 大理書房 , 1944.2 
308p ; 19cm 
04689158 / T333.3||7  
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戰爭・食糧・農業戰爭・食糧・農業戰爭・食糧・農業戰爭・食糧・農業 / 四宮恭二著   
東京 : 日本評論社 , 1941.1 
5, 6, 356p ; 22cm 
04689425 / T332.1||3  

 
戦争・石油戦争・石油戦争・石油戦争・石油 / 神原泰著   
東京 : 東晃社 , 1941.3 
2, 264p ; 19cm 
04389912 / T568||2  

 
戰爭と電氣通信戰爭と電氣通信戰爭と電氣通信戰爭と電氣通信 / 中山龍次著   
東京 : 教育科學社 , 1944.3 
22, 318p : 図版 ; 19cm 
04389975 / T547||1  

 
そそそそ    

 
宋元經済史宋元經済史宋元經済史宋元經済史 / 王志瑞著 ; 荒木敏一訳   
東京 : 生活社 , 1941 
158, 27p ; 22cm. － (支那経済史, 4. 宋元時代) 
04690174 / T332.2||9  

 
曹達曹達曹達曹達 / 榎本修吉著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1938 
222p ; 20cm. － (ダイヤモンド産業全書, 11 ) 
04691024 / T508||1-11  

 
總力戰經濟の理論總力戰經濟の理論總力戰經濟の理論總力戰經濟の理論 / 東京商大一橋新聞部編 
東京 : 日本評論社 , 1942.11  
3, 3, 397p ; 22cm   
04689615 / T332.1||19     

    
屬領統治論屬領統治論屬領統治論屬領統治論 / George Cornewall Lewis著 ; 若木礼訳 
東京 : 叢文閣 , 1937  
214p ; 22cm   
04389847 / T334.7||4  

 
甦生佛領印度支那の全貌甦生佛領印度支那の全貌甦生佛領印度支那の全貌甦生佛領印度支那の全貌 / 金子鷹之助編著 
 東京 : 愛国新聞社出版部 , 1941  
 9, 1, 320p ; 22cm. － (大東亞共栄圏叢書, 第1編) 
 04692433 / T292.31||5  
 
ソ連解説ソ連解説ソ連解説ソ連解説 / 欧亜通信社編   
東京 : 欧亜通信社 , 1941.7 
2., 8, 331p ; 22cm 
04694134 / T238||2  

 
蘇聯の政治・經濟と東亜蘇聯の政治・經濟と東亜蘇聯の政治・經濟と東亜蘇聯の政治・經濟と東亜 / 橋本勝彦著   
東京 : 慶應出版社 , 1941.11 
153p ; 21cm. － (現代經濟新書) 
04694146 / T238||3  

 
蘇聯邦年鑑蘇聯邦年鑑蘇聯邦年鑑蘇聯邦年鑑 ;    1941年版－1942年版 / 日蘇通信社編  
東京 : 日蘇通信社, 1941.8－1942.9 
2冊 ; 22cm     
1941年版  04710203 / T059||11-1 

1942年版  04710215 / T059||11-2  
 
ソヴィエト経済論ソヴィエト経済論ソヴィエト経済論ソヴィエト経済論 / 平竹傳三著   
東京 : 第一公論社 , 1942 
277p ; 19cm 
04689324 / T332.3||10  

 
ソヴェート聯邦工業経済ソヴェート聯邦工業経済ソヴェート聯邦工業経済ソヴェート聯邦工業経済 : 計画経済と工業 ; 上巻 －  
下巻 / ソ聯邦科学アカデミー経済学部編著 ; 山田茂勝 
訳 
東京 : 東洋経済新報社出版部 , 1941.7－1941.8 
2冊 ; 22cm 
上巻  04691164 / T502.3||1-1  
下巻  04691176 / T502.3||1-2  

    
ソヴィエト聯邦の世界政策ソヴィエト聯邦の世界政策ソヴィエト聯邦の世界政策ソヴィエト聯邦の世界政策 / 遠藤一郎著   
東京 : 生活社 , 1942.5 
3, 7, 394p ; 23cm 
04689794 / T319.38||1  

 
たたたた    

 
第第第第1111回貿易會議準備資料回貿易會議準備資料回貿易會議準備資料回貿易會議準備資料 ; 1 － 4 / 外務省通商局第1課 
編 

[東京] : [外務省] , [1926.5] 
4冊 ; 23cm 
1: 第八  04709850 / T678.21||1-1  
2: 第七  04710025 / T678.21||1-2    
3: 第三  04710037 / T678.21||1-3 
4: 第一  04710040 / T678.21||1-4 

 
タイ王國タイ王國タイ王國タイ王國 / 松井政平著   
東京 : アルス , 1942 
1, 98p ; 19cm. － (アルス文化叢書, 16) 
04692457 / T292.37||8  

 
對外交通史論對外交通史論對外交通史論對外交通史論 / 武藤長藏著 
 東京 : 東洋経済新報社 , 1943.10  
 3, 8, 290p : 図版 ; 22cm 
 04389024 / T682||3  
 
タイ國タイ國タイ國タイ國 / 南方産業調査会編   
東京 : 南進社 , 1941 
172p ; 19cm. － (南進叢書 / 南方産業調査會編, 4) 
04691327 / T292.37||6  

 
タイ國概観タイ國概観タイ國概観タイ國概観 
東京 : 日本タイ協會 , 1940.12 
294p : 図版11枚 : 地図 ; 23cm 
04709303 / T223.7||1  

 
タイ國史タイ國史タイ國史タイ國史 / W・A・R・ウッド著 ; 郡司喜一譯 
東京 : 冨山房 , 1941.12 
21, 346, 5p : 図版 ; 19cm 
04709253 / T223.7||4  

 
泰國資源経済論泰國資源経済論泰國資源経済論泰國資源経済論 / 吉田栄太郎著   
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東京 : 三笠書房 , 1942.4 
267p ; 19cm. － (現代学芸全書, 133) 
04694235 / T332.2||40  

 
タイ國地誌タイ國地誌タイ國地誌タイ國地誌 / 能登志雄著   
東京 : 古今書院 , 1941.7 
6, 408, 13p ; 22cm 
04692421 / T292.37||3  

 
タイ國通史タイ國通史タイ國通史タイ國通史 / 日本タイ協會編   
東京 : 興亞日本社 , 1942.5 
3, 4, 299p : 図版 ; 19cm 
04709265 / T223.7||3  

 
泰國泰國泰國泰國と日本文化と日本文化と日本文化と日本文化 / 柳沢健著   
東京 : 不二書房 , 1943.4 
3, 210p : 図版 ; 19cm 
04709024 / T210||14  

 
泰國の産業貿易事情泰國の産業貿易事情泰國の産業貿易事情泰國の産業貿易事情 
東京 : 日本貿易振興協会 , 1942.1 
4, 4, 188, 68, 8, 50p : 地図 ; 21cm. － (調査彙報 /  
日本貿易振興協会[編], 第7輯) 
04390331 / T602.2||5  

 
大正十年府県別小作慣行調査集成大正十年府県別小作慣行調査集成大正十年府県別小作慣行調査集成大正十年府県別小作慣行調査集成    ; 上 － 下 / 土屋喬 
雄編 
東京 : 栗田書店 , 1942.10－1943.2 
2冊 ; 26cm 
上  04390138 / T611||1-1  
下  04390242 / T611||1-2  

 
大戰下の印度大戰下の印度大戰下の印度大戰下の印度 : 在印三年の記録 / 蘆田英祥著   
東京 : 汎洋社 , 1942.3 
300p ; 19cm 
04693082 / T225||9  

 
大東亞海運研究大東亞海運研究大東亞海運研究大東亞海運研究 / 日本經濟聯盟會調査課編   
東京 : 生活社 , 1942 
3, 2, 8, 422p ; 19m 
04358524 / T683||1  

 
大東亜化学工業論大東亜化学工業論大東亜化学工業論大東亜化学工業論 / 山本茂著   
東京 : 国際日本協会 , 1942 
305p ; 22cm 
04390343 / T570.2||1  

 
大東亞共榮圏植民論大東亞共榮圏植民論大東亞共榮圏植民論大東亞共榮圏植民論 / 住谷悦治著   
東京 : 生活社 , 1942 
7, 5, 261p ; 19cm 
04389886 / T334.7||10  

 
大東亞共榮圏綜合貿易年表大東亞共榮圏綜合貿易年表大東亞共榮圏綜合貿易年表大東亞共榮圏綜合貿易年表 ; 1, 3, 6, 8･上 － 8･下 / 東 
亞貿易政策研究會編 
新京 : 滿洲有斐閣 , 1942.2－1943.11 
5冊 ; 19×27cm 
注記 : 6より発行所が冨士房(東京)に変更 

1: 泰國                    04389482 / T678.22||2-1 
3: 中華民國總覽             04389494 / T678.22||2-3 
6: 佛領印度支那               04690717 / T678.22||2-6 
8･上: 大日本帝國 内地         04690720 / T678.22||2-8 
8･下: 大日本帝國 臺灣・朝鮮   04690732 / T678.22||2-9 

 
大東亞共榮圈の確立大東亞共榮圈の確立大東亞共榮圈の確立大東亞共榮圈の確立 / 山崎靖純著   
東京 : 文川堂 , 1944.1 
2, 317p ; 18cm 
04710052 / T312.1||4  

 
大東亞共榮圏の通貨工作大東亞共榮圏の通貨工作大東亞共榮圏の通貨工作大東亞共榮圏の通貨工作 / 斎藤榮三郎著   
東京 : 光文堂 , 1942.9 
368p ; 19cm 
04389874 / T337||9  

 
大東亞共榮圏の貿易と通貨大東亞共榮圏の貿易と通貨大東亞共榮圏の貿易と通貨大東亞共榮圏の貿易と通貨 / 竪山利忠著   
東京 : 日本出版社 , 1943.7 
243p ; 22cm 
04389303 / T678.22||7  

 
大東亜共栄圏の民族大東亜共栄圏の民族大東亜共栄圏の民族大東亜共栄圏の民族 / 前原光雄[外]著   
東京 : 六盟館 , 1942.10 
211, 30p ; 22cm. － (民族叢書, 2) 
04688575 / T389||9  

 
大東亞計畫貿易論大東亞計畫貿易論大東亞計畫貿易論大東亞計畫貿易論 / 藤井茂著   
東京 : 日本評論社 , 1943.8 
5, 6, 456p ; 22cm. － (大東亞經濟叢書 / 神戸商業大 
學商業研究所, 第1輯) 
04389292 / T678.22||6  

 
大東亜經濟建設大東亜經濟建設大東亜經濟建設大東亜經濟建設  / 本位田祥男著   
東京 : 日本評論社 , 1942.6 
4,413p ; 19cm 
04689553 / T332.1||13  

 
大東亞經濟建設の構想大東亞經濟建設の構想大東亞經濟建設の構想大東亞經濟建設の構想 / 藤岡啓著   
東京 : アルス , 1942 
3, 5, 203p ; 22cm 
04689375 / T332.1||18  

 
大東亜経済資源大観大東亜経済資源大観大東亜経済資源大観大東亜経済資源大観 / 竹村和夫著   
東京 : 日蘇通信社 , 1942 
1013p : 表 ; 22cm 
04390887 / T602.2||1  

 
大東亞經濟の理論大東亞經濟の理論大東亞經濟の理論大東亞經濟の理論 / 谷口吉彦著   
東京 : 千倉書房 , 1942.8 
4, 11, 486p ; 22cm 
04689387 / T332.1||17  

 
大東亞經濟地理大東亞經濟地理大東亞經濟地理大東亞經濟地理 / 藤野靖著   
東京 : 千倉書房 , 1942.9 
4, 12, 377, 8p ; 22cm 
04689208 / T332.9||3  

 
大東亞建設法の理念と構造大東亞建設法の理念と構造大東亞建設法の理念と構造大東亞建設法の理念と構造 / 岩田新著   
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東京 : 巌松堂書店 , 1942.9 
6, 336p ; 22cm 
04691660 / T312.1||5  

 
大東亜交易基本統計表大東亜交易基本統計表大東亜交易基本統計表大東亜交易基本統計表 / 日本貿易研究所東京調査部編  
東京 : 栗田書店 , 1943 
295p ; 27cm 
04389202 / T678.22||10  

 
大東亞國土計畫論叢大東亞國土計畫論叢大東亞國土計畫論叢大東亞國土計畫論叢 / 吉田秀夫著   
東京 : 官界公論社 , 1942 
489p ; 19cm 
04689197 / T332.9||4  

 
大東亜古代文化研究大東亜古代文化研究大東亜古代文化研究大東亜古代文化研究 / 石井周作著   
東京 : 建設社 , 1942.12 
378p : 地図 ; 19cm 
04708958 / T210||17  

 
大東亞産業貿易年報大東亞産業貿易年報大東亞産業貿易年報大東亞産業貿易年報 ; 第1輯 / 日本貿易報國聯盟編 
東京 : 商工行政社 , 1942.3 
4, 10, 323p ; 19cm 
04690705 / T678.22||1  

 
大東亞資源統計大東亞資源統計大東亞資源統計大東亞資源統計 / 國勢社編輯部編   
東京 : 國勢社 , 1942.10 
4, 4, 212p ; 19cm 
04694084 / T292||3  

 
大東亜資源読本大東亜資源読本大東亜資源読本大東亜資源読本 / 上村義夫著   
東京 : 千倉書房 , 1942 
366p ; 19cm 
04390875 / T602.2||2  

 
大東亜植物油資源論大東亜植物油資源論大東亜植物油資源論大東亜植物油資源論 / 小林良正著   
東京 : 日光書院 , 1943.4 
325p ; 22cm 
04389517 / T576||2  

 
大東亞新經濟と歐洲新經濟大東亞新經濟と歐洲新經濟大東亞新經濟と歐洲新經濟大東亞新經濟と歐洲新經濟 / 桑原晉著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1942.3 
16, 222p ; 22cm 
04689538 / T332.1||11  

 
大東亜新論大東亜新論大東亜新論大東亜新論 / 読売新聞社編   
東京 : 研進社 , 1942 
287p ; 19cm 
04341414 / T910||1  

 
大東亜戦争と経済建設大東亜戦争と経済建設大東亜戦争と経済建設大東亜戦争と経済建設 / 金子鷹之助著   
東京 : 万里閣 , 1942 
520p ; 18cm. － (国防文化撰書, 3) 
04689526 / T332.1||9  

 
大東亜地下資源論大東亜地下資源論大東亜地下資源論大東亜地下資源論 / 笹倉正夫著   
東京 : 中央公論社 , 1943 
128p ; 19cm. － (東亜新書, 20) 
04687888 / T455||1  

大東亞地理民族學大東亞地理民族學大東亞地理民族學大東亞地理民族學 / ジーグフリード・パッサルゲ著 ;  
高山洋吉譯   
東京 : 地平社 , 1942.8 
302p ; 22cm 
04688120 / T389||8  

 
大東亜南方圏地図帖大東亜南方圏地図帖大東亜南方圏地図帖大東亜南方圏地図帖 / 藤田元春著   
東京 : 日本統制地図 , 1944 
66, 34p(解説共) : 地図13図 ; 31cm 
04694312 / T292.3||5  

 
大東亞に於ける米大東亞に於ける米大東亞に於ける米大東亞に於ける米 / 鈴木政著   
東京 : 白揚社 , 1943.8 
3, 16, 314p ; 22cm 
04688168 / T616||2  

 
大東亞の資源と經營大東亞の資源と經營大東亞の資源と經營大東亞の資源と經營 / 滿鐵東亞經濟調査局『新亞細亞』 
編輯部編   
東京 : 大和書店 , 1942.8 
354p : 図版2枚 ; 19cm. － (新亞細亞叢書, 1) 
04693486 / T292.3||32  

 
大東亜の思想大東亜の思想大東亜の思想大東亜の思想 / 大串兎代夫著   
東京 : モダン日本社 , 1942   
289p ; 19cm  
04709618 / T121||2  

 
大東亜の特殊資源大東亜の特殊資源大東亜の特殊資源大東亜の特殊資源 / 佐藤弘編   
東京 : 大東亜出版 , 1943.9 
21, 442p ; 22cm 
04390798 / T602.2||4  

 
大東亜文化の建設大東亜文化の建設大東亜文化の建設大東亜文化の建設    : 文化の世界性 / 大東亜文化協会編 
東京 : 白揚社 , 1942.6   
7, 6, 306p ; 21cm  
04709137 / T121||1  

 
大東亞貿易新論大東亞貿易新論大東亞貿易新論大東亞貿易新論 : 共榮圏貿易の原理・構造・運營 / 中 
井省三著   
東京 : 共榮書房 , 1942.4 
3, 11, 7, 287p ; 22cm 
04389214 / T678.22||9  

 
大東亞民族問題大東亞民族問題大東亞民族問題大東亞民族問題 / 松岡壽八著   
東京 : 昭和書房 , 1942.6 
394p ; 22cm 
04691773 / T316.8||3  

 
泰と馬來の鑛山行脚泰と馬來の鑛山行脚泰と馬來の鑛山行脚泰と馬來の鑛山行脚 / 福田連著   
東京 : 昭晃堂 , 1942 
256p ; 19cm 
04389568 / T569||11  

 
大南一統志大南一統志大南一統志大南一統志 : [17巻] ; 第一輯 － 第二輯 / 印度支那研 
究會編 
東京 : 印度支那研究会, 1941 
2冊 ; 23cm 
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第一輯  04709327 / T223.1||1-1  
第二輯  04709342 / T223.1||1-2  

 
大南洋大南洋大南洋大南洋 / 澤田譲著   
東京 : 豊文書院 , 1940 
3, 6, 393p ; 20cm 
04692965 / T292.4||4  

 
大南洋大南洋大南洋大南洋 : 文化と農業 / 太平洋協會編   
東京 : 河出書房 , 1941.5 
7, 6, 496, 12, 23p : 図 ; 22cm 
04691900 / T297.4||2  

 
大南洋圏大南洋圏大南洋圏大南洋圏 / 南洋協会編   
東京 : 中央公論社 , 1941.2 
4, 458p : 図版4枚 ; 20cm 
04694437 / T292.3||12  

 
大南洋史大南洋史大南洋史大南洋史 / 白坂義直著   
東京 : 田中誠光堂 , 1942 
476p : 図版 ; 22cm 
04709164 / T223||3  

 
大南洋地名辭典大南洋地名辭典大南洋地名辭典大南洋地名辭典 ; 第一巻 / 三吉朋十著 ; 南洋経済研究
所編 
東京 : 丸善 , 1942.1 
3, 3, 668, 14p ; 22cm 
第一巻: 比律賓 04692332 / T292.48||7  

 
大南洋年鑑大南洋年鑑大南洋年鑑大南洋年鑑 ; 昭和17年版 / 南洋團體聯合會編 
東京 : 南洋團體聯合會，1942.6   
4, 2, 10, 859p ; 22cm     
04710076 / T059||8 
04710088 / T059||8-a 
04710091 / T059||8-b  

 
大ニウギニアの相貌大ニウギニアの相貌大ニウギニアの相貌大ニウギニアの相貌 / 井上義男著   
東京 : 興文社 , 1942.3 
9, 10, 304p ; 19cm. － (大東亞文庫) 
04691850 / T297.3||6  

 
第二次歐洲大戰誌第二次歐洲大戰誌第二次歐洲大戰誌第二次歐洲大戰誌 / 外務省欧亞局編纂   
東京 : 日本國際協會 , 1940.12 
218p ; 19cm. － (日本國際協會叢書, 第223輯) 
04691404 / T230||4  

 
第二次歐洲大戰とドイツの經濟力第二次歐洲大戰とドイツの經濟力第二次歐洲大戰とドイツの經濟力第二次歐洲大戰とドイツの經濟力 / [エス・ヴィシネフ 
著] ; 南満州鉄道株式会社調査部訳   
東京 : 博文館 , 1941.6 
191p ; 21cm 
04689262 / T332.3||6  

 
大日本外國貿易四十六年對照表大日本外國貿易四十六年對照表大日本外國貿易四十六年對照表大日本外國貿易四十六年對照表 : 自明治元年至大正二 
年 / 大蔵省編纂   
東京 : 鳳陽堂 , 1915.4 
lvi, 396p ; 27cm 
04709494 / T678.21||2  

大日本商業史大日本商業史大日本商業史大日本商業史 / 菅沼貞風著   
東京 : 岩波書店 , 1940.11 
6, 701, 40p ; 23cm 
04391116 / T672.1||1 

 
タイの經濟資源タイの經濟資源タイの經濟資源タイの經濟資源 / 宮原武雄著   
東京 : 東亜政經社 , 1943.8 
4, 10, 536p : 図版 ; 22cm. － (南方經濟資源總攬, 5) 
04694502 / T292.3||1-5  

 
タイの文化タイの文化タイの文化タイの文化 / 常岡悟郎著 
東京 : 六盟館 , 1942.9 
2, 251p ; 22cm 
04709330 / T223.7||2  

 
泰ビルマ印度泰ビルマ印度泰ビルマ印度泰ビルマ印度 / 東恩納寛惇著 
東京 : 大日本雄辯會講談社 , 1941 
406p : 地図 ; 19cm 
04693498 / T292.3||31  

 
泰・佛印の研究泰・佛印の研究泰・佛印の研究泰・佛印の研究 : 現地調査報告 / 國際經濟學會編 
東京 : 刀江書院 , 1942.3 
273p ; 22cm 
04692460 / T292.37||7  
04692472 / T292.37||7-a  

 
太平洋及び濠洲太平洋及び濠洲太平洋及び濠洲太平洋及び濠洲 / 滿川亀太郎著 
東京 : 平凡社 , 1933.4 
225p ; 20cm. － (世界の今明日, 第2巻) 
04693105 / T297||3  

 
太平洋經濟戰爭論太平洋經濟戰爭論太平洋經濟戰爭論太平洋經濟戰爭論 / 加田哲二著   
東京 : 慶応書房 , 1931.4 
4, 9, 279p ; 22cm 
04689681 / T319.7||2  

 
太平洋史太平洋史太平洋史太平洋史 / リーゼンバーグ著 ; 太平洋協会訳   
東京 : 朝日新聞社 , 1941.3 
5, 2, 420p : 図版 ; 21cm 
04692418 / T270||1  

 
太平洋資源論太平洋資源論太平洋資源論太平洋資源論 / 澤田謙著   
東京 : 高山書院 , 1939 
333p : 表, 図版 ; 19cm 
04390824 / T602.9||2  

 
太平洋諸島統計書太平洋諸島統計書太平洋諸島統計書太平洋諸島統計書 / 国際日本協会編   
東京 : 国際日本協会 , 1943.3 
358p, 図版 ; 22cm. － (大東亞統計叢書, 第1部 9) 
04688260 / T357||4  

 
太平洋諸島の労働事情太平洋諸島の労働事情太平洋諸島の労働事情太平洋諸島の労働事情 / J.A.デッカー著 ; 楊井克巳訳 
東京 : 生活社 , 1942.5 
360, 17p ; 19cm 
04688738 / T366||5  
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太平洋地域の交通太平洋地域の交通太平洋地域の交通太平洋地域の交通 / 米国太平洋問題調査会編 ; 山本広 
治訳   
東京 : 東亜研究所 , 1943 
216p ; 21cm. － (東研叢書, 11) 
04358512 / T682||5  

 
太平洋地域の人口と土地利用太平洋地域の人口と土地利用太平洋地域の人口と土地利用太平洋地域の人口と土地利用 / 太平洋問題調査会[編] ;  
東亜研究所訳   
東京 : 東亜研究所 , 1943.10 
6, 13, 466p ; 21cm. － (東研叢書, 12) 
04688967 / T334.3||3  

 
太平洋地政治學太平洋地政治學太平洋地政治學太平洋地政治學 : 地理歴史相互關係の研究 ; 上 － 下 
 / カルル・ハウスホーファー著 ; 日本青年外交協会研 
究部訳 
東京 : 日本青年外交協会出版部 , 1940 
2冊 ; 23cm 
上  04691684 / T312.9||1-1  
下  04691696 / T312.9||1-2  

 
太平洋に於ける英帝国の衰亡太平洋に於ける英帝国の衰亡太平洋に於ける英帝国の衰亡太平洋に於ける英帝国の衰亡 : 国際政治概観 / 角田順 
著   
東京 : 中央公論社 , 1942 
168, 18p ; 22cm. － (太平洋問題研究叢書 / 太平洋
協 
会編) 
04691618 / T319.33||2  

 
太平洋に於ける經濟的現勢太平洋に於ける經濟的現勢太平洋に於ける經濟的現勢太平洋に於ける經濟的現勢 / 清水博著   
東京 : 富士出版社 , 1941.9 
3, 394p ; 19cm 
04690503 / T332||6  

 
太平洋に於ける国際経済関係太平洋に於ける国際経済関係太平洋に於ける国際経済関係太平洋に於ける国際経済関係 /  三菱経済研究所   
東京 : 三菱経済研究所 , 1937.7 
13, 622p ; 27cm 
04689844 / T333.6||3  

 
太平洋の海洋と陸水太平洋の海洋と陸水太平洋の海洋と陸水太平洋の海洋と陸水 / 太平洋協會編   
東京 : 岩波書店 , 1943.12 
884, 2p ; 22cm. － (太平洋圈學術叢書) 
04687891 / T452||1  

 
太平洋の民族太平洋の民族太平洋の民族太平洋の民族====政治學政治學政治學政治學 / 平野義太郎, 清野謙次合著   
東京 : 日本評論社 , 1942.2 
4, 3, 6, 490, 24p : 図版 ; 22cm 
04688144 / T389||15  

 
太平洋民族學太平洋民族學太平洋民族學太平洋民族學 / 清野謙次著 ; 太平洋協會編   
東京 : 岩波書店 , 1943.5 
612p ; 22cm. － (太平洋圈學術叢書) 
04688548 / T389||17  

 
太平洋民族誌太平洋民族誌太平洋民族誌太平洋民族誌 / 松岡静雄著   
東京 : 岩波書店 , 1941.7 
329p ; 19cm 
04688780 / T389||16  

 
大陸年鑑大陸年鑑大陸年鑑大陸年鑑 ; 昭和16年版(民国30年版) / 大陸新報社年鑑 
編纂室編 
上海 : 大陸新報社 , 1940.2 
12, 564p ; 19cm 
04710227 / T059||12  

 
台湾経済年報台湾経済年報台湾経済年報台湾経済年報 ;    第1輯 (昭和16年版) / 台湾経済年報刊 
行会編 
東京 : 国際日本協会 , 1941.6 
4, 4, 12, 780, 63, 8, 94p ; 21cm 
04689743 / T330||2  

 
臺灣製糖株式會社史臺灣製糖株式會社史臺灣製糖株式會社史臺灣製糖株式會社史 / 伊藤重郎編   
東京 : 臺灣製糖株式会社 , 1939.9 
347, 111, 3p : 図版79枚 ; 27cm 
04390304 / T588.1||2  

 
ダバオ邦人開拓史ダバオ邦人開拓史ダバオ邦人開拓史ダバオ邦人開拓史 / 蒲原廣二著   
ダバオ : 日比新聞社 , 1938.4 
2, 2, 2, 22, 4, 1580p : 図版7枚, 折込図2枚 ; 23cm 
04692228 / T292.48||10  

 
多量生産研究多量生産研究多量生産研究多量生産研究    ; 上巻 － 下巻 / 小林吉次郎[外]著 
東京 : 軍事工業新聞出版局 , 1944 
2冊 ; 21cm 
上巻  04688307 / T509.6||4-1  
下巻  04688310 / T509.6||4-2  

 
ちちちち    

 
地域の経済理論地域の経済理論地域の経済理論地域の経済理論 / 伊藤久秋著   
東京 : 叢文閣 , 1940.12 
494p ; 23cm 
04690477 / T331||2  

 
知識民族としてのスメル族知識民族としてのスメル族知識民族としてのスメル族知識民族としてのスメル族 / 高楠順次郎著   
東京 : 教典出版 , 1944.10 
160, 86p : 図版3枚 ; 22cm 
04688043 / T389||33  

 
秩父織物工業組合史秩父織物工業組合史秩父織物工業組合史秩父織物工業組合史 
東京 : 大日本孝道宣揚會國民傳記編纂協會 , 1937.8 
157, 139p : 肖像 ; 20cm 
04390786 / T586.4||1  

 
西藏・印度の文化西藏・印度の文化西藏・印度の文化西藏・印度の文化 / 岩井大慧著   
東京 : 日光書院 , 1942.11 
325p : 図版 ; 19cm 
04694832 / T292.2||12 

 
中外蠶事要録中外蠶事要録中外蠶事要録中外蠶事要録 / 伊東茂右衛門著   
東京 : 伊東茂右衛門 ; 丸善,有隣堂,中近堂(買捌) , 
1886.3 
21, 81, 43, 34, 66, 58, 28, 64, 14, 23p, : 図版 ; 21cm 
04691571 / T635||1  
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中國田賦史中國田賦史中國田賦史中國田賦史 / 陳登原著 ; 東亞研究所譯   
東京 : 實業之日本社 , 1943.9 
12, 281p ; 22cm 
04390052 / T612.2||6  

 
中国封建社会中国封建社会中国封建社会中国封建社会 ; 上 / 瞿同祖著 ; 田島泰平訳   
東京 : 生活社 , 1942.6 
5, 3, 213p ; 19cm. － (東亞叢書) 
04688702 / T362.2||4-1  

 
中支那經濟年報中支那經濟年報中支那經濟年報中支那經濟年報 ; 第2集 / 中支那經濟年報刊行會編   
上海 : 中支那経済年報刊行会 , 1942.12 
26, 674p ; 19cm 
第2集: 昭和17年民国31年第3･4半期  04689704 / T330||4  

 
中支の民船業中支の民船業中支の民船業中支の民船業 : 蘇州民船実態調査報告 ; 本編 － 付録 
 / 南満州鉄道株式会社調査部[編]  
東京 : 博文館 , 1943.3 
2冊 ; 22cm 
本編     04388997 / T684||1  
付録: 實態調査基本諸表 04388997 / T684||1 

 
中小工業統制組織中小工業統制組織中小工業統制組織中小工業統制組織 / 磯部喜一編   
東京 : 有斐閣 , 1942.11 
7, 10, 472p ; 22cm. － (時局と中小工業 : 日本學術 
振興會第二十三小委員會報告, 5) 
04690833 / T509||5  

 
中小工業の将来性中小工業の将来性中小工業の将来性中小工業の将来性 / 山中篤太郎編   
東京 : 有斐閣 , 1942.4 
12, 7, 330p ; 22cm. － (時局と中小工業 : 日本學術 
振興會第二十三小委員會報告, 3) 
04690857 / T509||3  

 
中小蚕糸業者問題中小蚕糸業者問題中小蚕糸業者問題中小蚕糸業者問題 / 碓氷茂著   
東京 : 明文堂 , 1936 
190p ; 23cm. － (蚕糸業経済研究会叢書, no.7) 
04687597 / T639||1  

 
中世南島通交貿易史の研究中世南島通交貿易史の研究中世南島通交貿易史の研究中世南島通交貿易史の研究 / 小葉田淳著   
東京 : 日本評論社 , 1939.9 
6, 6, 538, 14p ; 23cm 
04389404 / T678.21||9  

 
中世モルッカ諸島の香料中世モルッカ諸島の香料中世モルッカ諸島の香料中世モルッカ諸島の香料 / 岡本良知著   
東京 : 東洋堂 , 1944.9 
8, 290p : 図版4枚 ; 21cm 
04688171 / T617||2  

 
朝鮮の経済朝鮮の経済朝鮮の経済朝鮮の経済 / 鈴木武雄著   
東京 : 日本評論社 , 1942.3 
14, 321p ; 19cm. － (經濟全書, 13) 
04689488 / T332.2||1  

 
朝鮮の市場朝鮮の市場朝鮮の市場朝鮮の市場 / 文定昌著   
東京 : 日本評論社 , 1941.7 
5, 4, 322p ; 22cm 

04391131 / T675||1  
 

つつつつ    
 
通航一覽通航一覽通航一覽通航一覽 ; 第一第二 － 第七第八 / 林 著 
東京 : 泰山社 , 1940.4 
4冊 ; 23cm 
第一第二  04389761 / T682||1-1  
第三第四  04389773 / T682||1-2 
第五第六  04389785 / T682||1-3 
第七第八  04389797 / T682||1-4 

 
通信兵器通信兵器通信兵器通信兵器 / 柴芝幸憲著   
東京 : 潮文閣 , 1944 
212p ; 18cm 
04389987 / T559.6||1  

 
てててて    

 
帝國議會年報帝國議會年報帝國議會年報帝國議會年報 ; 第76回 / 小畑虎之助編著   
東京 : 農村經濟調査局 , 1941.6 
565p ; 21cm 
04691722 / T314||1  

 
鉄綱及機械工業鉄綱及機械工業鉄綱及機械工業鉄綱及機械工業 : 生産・販売・組織の合理化と自給策 / 
田中貢著   
東京 : 栗田書店 , 1931.9 
366p ; 23cm 
04687787 / T564||3  

 
鐡・鋼・鋼材鐡・鋼・鋼材鐡・鋼・鋼材鐡・鋼・鋼材 / 児玉晋匡著. － 再版  
東京 : ダイヤモンド社 , 1938 
20, 474p ; 23cm 
04687790 / T564||2  

 
鉄鋼業論鉄鋼業論鉄鋼業論鉄鋼業論 / 小島精一著   
東京 : 千倉書房 , 1943.6 
512, 14p ; 22cm 
04687751 / T564||5  

 
鐡の歴史鐡の歴史鐡の歴史鐡の歴史 / ヨハンゼン著 ; 三谷耕作訳   
東京 : 慶応書房 , 1942.10 
2, 15, 328, 60p ; 26cm. － (科学選書) 
04390560 / T564||6  

 
電気機械電気機械電気機械電気機械 / 大谷元夫著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1940.9 
292p : 図版 ; 19cm. － (ダイヤモンド産業全書, 20) 
04690771 / T508||1-20  

 
電氣機械工業の能率増進電氣機械工業の能率増進電氣機械工業の能率増進電氣機械工業の能率増進 / 安川第五郎著   
東京 : 山海堂 , 1943.12 
174p ; 22cm. － (産業能率増進叢書) 
04690934 / T509.6||1  

 
轉業者及び女子勞務輔導轉業者及び女子勞務輔導轉業者及び女子勞務輔導轉業者及び女子勞務輔導 / 伊藤博, 村中兼松共著  
 東京 : 東洋書館 , 1942  
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 323p ; 22cm . － (勞務管理全書, 第22巻) 
 04688397 / T509.7||7  
 

とととと    
 
獨逸中世農業史獨逸中世農業史獨逸中世農業史獨逸中世農業史 / ゲオルグ・フォン・ベロウ著 ; 堀米 
庸三譯   
大阪 : 創元社 , 1944.1 
6, 2, 346p ; 19cm. － (史学叢書) 
04687561 / T612.3||2  

 
独逸の資源闘争独逸の資源闘争独逸の資源闘争独逸の資源闘争 / マクス・ヘッセンラント著 ; 木村捨 
象訳   
東京 : 辰巳書房 , 1940.11 
2, 6, 278p ; 20cm 
04390812 / T602.9||1  

 
東亜共榮圏資源科學文獻目録東亜共榮圏資源科學文獻目録東亜共榮圏資源科學文獻目録東亜共榮圏資源科學文獻目録 ; フィリッピン － 馬來 
半島 / 資源科學研究所 
東京 : 資源科學研究所 , 1942.12－1943.3  
2冊 ; 26cm   
フィリッピン  04708717 / T025.2||2-2 
馬來半島    04708705 / T025.2||2-1   

 
東亞共榮圏と南洋華僑東亞共榮圏と南洋華僑東亞共榮圏と南洋華僑東亞共榮圏と南洋華僑 / 芳賀雄著   
東京 : 刀江書院 , 1941 
2, 366p : 地図 ; 19cm 
04689883 / T334.5||8  

 
東亜共栄圏と比律賓東亜共栄圏と比律賓東亜共栄圏と比律賓東亜共栄圏と比律賓 / 三吉朋十著   
東京 : 刀江書院 , 1941.7 
5, 3, 296p, : 地図 ; 19cm. － (井上民族政策研究所研 
究叢書, 第1輯) 
04709378 / T224.8||4  

 
東亞共榮圏の諸問題東亞共榮圏の諸問題東亞共榮圏の諸問題東亞共榮圏の諸問題 : 特輯 / 小森田一記編   
東京 : 中央公論社 , 1941.7 
224, 10p ; 26cm. － (東亞政治と東亞經濟, 1) 
04694247 / T332.1||7-1  

 
東亞共榮圏の地理東亞共榮圏の地理東亞共榮圏の地理東亞共榮圏の地理 / 國松久彌著   
東京 : 柁谷書院 , 1943.4 
2, 4, 295p : 地図 ; 19cm 
04694096 / T292||2  

 
東亞鑛業統計東亞鑛業統計東亞鑛業統計東亞鑛業統計 
東京 : 東亜研究所 , 1944.3 
4, 12, 339p : 地図 ; 26cm. － (東研統計叢書, 7) 
04389990 / T560.59||1  

 
東亞語源志東亞語源志東亞語源志東亞語源志 / 新村出著   
東京 : 荻原星文館 , 1942.10 
2, 2, 3, 391p ; 22cm 
04341337 / T801||1  

 
東亜植民政策論東亜植民政策論東亜植民政策論東亜植民政策論 / 秋保一郎著   

東京 : 時潮社 , 1942 
266p ; 22cm 
04389862 / T334.7||8  
04406057 / T334.7||8-a  

 
東亞新經濟論東亞新經濟論東亞新經濟論東亞新經濟論 / 木村増太郎著   
東京 : 投資經濟社 , 1941.9 
326p ; 22cm 
04689565 / T332.1||14  

 
東亞侵略隊東亞侵略隊東亞侵略隊東亞侵略隊 : 英國東印度商會秘史 / R・H・モトラム著 ;  
美根安麿譯   
東京 : 肇書房 , 1942.2 
7, 319p, : 図版8枚 ; 19cm 
04690313 / T332.2||20  

 
東亜政治地図東亜政治地図東亜政治地図東亜政治地図 / G.F.ハドソン, [M.ライチマン]共著 ; 藤 
澤保太郎訳   
東京 : 育生社 , 1941.4 
1, 2, 2, 128p ; 15×22cm 
04691710 / T312.9||5  

 
東亜纎維需給の基礎資料東亜纎維需給の基礎資料東亜纎維需給の基礎資料東亜纎維需給の基礎資料 ; 第1輯 / 東亜纎維工業會編 
東京 : 慶應出版社 , 1943.12 
186p ; 26cm 
第1輯: 舊蘭領東印度   04691595 / T618||7  

 
東亜地政学の構想東亜地政学の構想東亜地政学の構想東亜地政学の構想 / 川西正鑑著 
東京 : 実業之日本社 , 1942 
404p ; 22cm 
04691707 / T312.9||6  

 
東亜同文書院大学東亜調査報告書東亜同文書院大学東亜調査報告書東亜同文書院大学東亜調査報告書東亜同文書院大学東亜調査報告書 ; 昭和15年度 
上海 : 上海東亜同文書院大学学生調査大旅行指導室, 
1940.6 
2, 933p ; 22cm 
04690212 / T332.2||7  

 
東亞と世界東亞と世界東亞と世界東亞と世界 : 新秩序への論策 / 蝋山政道著   
東京 : 改造社 , 1941.6 
4, 3, 381, 2p ; 19cm 
04709090 / T220||4  

 
東亜に関する條約と外交東亜に関する條約と外交東亜に関する條約と外交東亜に関する條約と外交 / 国際関係研究会編   
東京 : 大東書館 , 1942 
220p ; 19cm. － (国際関係研究叢書, 第2巻) 
04691633 / T319||5  

 
東亜の鑛産と鑛業東亜の鑛産と鑛業東亜の鑛産と鑛業東亜の鑛産と鑛業 : 東洋文明に及ぼせる鑛物資源の影 
響 / フォスター・ベィン著 ; 矢部茂閲 ; 加藤健訳   
東京 : 生活社 , 1940.12 
12, 5, 350, 23, 22p ; 23 cm. － (東亜研究叢書, 7) 
04390382 / T569||7  
04390394 / T569||7-a 

 
東亜の北邊東亜の北邊東亜の北邊東亜の北邊 / 安藤英夫著   
東京 : 科學主義工業社 , 1942.3 
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238p ; 19cm 
04693171 / T292.9||1  

 
東亞の民族東亞の民族東亞の民族東亞の民族 / 横尾安夫著   
東京 : 理想社 , 1942.10 
5, 3, 478p : 図版 ; 19cm 
04688132 / T389||7  

 
東亞佛教史東亞佛教史東亞佛教史東亞佛教史 / 金山正好著   
東京 : 理想社 , 1942.12 
2, 15, 509p ; 22cm 
04709672 / T180||1  

 
糖業より見たる広域経済の研究糖業より見たる広域経済の研究糖業より見たる広域経済の研究糖業より見たる広域経済の研究 / 日本貿易研究所編 
東京 : 栗田書店 , 1944.1 
5, 10, 462, 5p ; 22cm 
04391093 / T588.1||3  

 
統計図表の書き方統計図表の書き方統計図表の書き方統計図表の書き方 / 白崎享一著   
東京 : 国勢社 , 1944.1 
225p ; 19cm 
04688183 / T350||1  

 
東西交渉史の研究東西交渉史の研究東西交渉史の研究東西交渉史の研究 ; 南海篇 － 西域篇及附篇 / 藤田豊 
八著 ; 池内宏編 
東京 : 荻原星文館 , 1943.6 
2冊 : 折込み地図 ; 23cm 
南海篇        04708896 / T220||1-1 
西域篇及附篇  04708884 / T220||1-2  

 
東西文化の融合東西文化の融合東西文化の融合東西文化の融合    / 内藤智秀著   
東京 : 六盟館 , 1942.2 
448p : 図版6枚 ; 18cm 
04692992 / T227||1  

 
統制會必携統制會必携統制會必携統制會必携 ; 昭和19年版 / 重要産業協議會編   
東京 : 東邦社 , 1944.4 
2, 3, 1092p ; 19cm 
04690907 / T509.1||1  

 
統制經濟の原理統制經濟の原理統制經濟の原理統制經濟の原理 / 杉本榮一著   
東京 : 日本評論社 , 1943.8 
217p ; 22cm 
04689161 / T333.2||1  

 
東南亜細亜における外国投資東南亜細亜における外国投資東南亜細亜における外国投資東南亜細亜における外国投資 / H.G.キャリス著 ; 日本 
国際協会太平洋問題調査部訳   
東京 : 同盟通信社 , 1942.7 
2, 9, 224p ; 22cm 
04688928 / T333.8||1  

 
東南アジアに於ける労働事情東南アジアに於ける労働事情東南アジアに於ける労働事情東南アジアに於ける労働事情 / ハロルド・バトラー著 ; 
大橋静市訳   
東京 : 聖紀書房 , 1942 
174p ; 19cm 
04689057 / T366||7  

 

東南アジアの民族と文化東南アジアの民族と文化東南アジアの民族と文化東南アジアの民族と文化 / ハイネ・ゲルデルン著 ; 小 
堀甚二譯   
東京 : 聖紀書房 , 1942.12 
3, 4, 469p ; 22cm 
04688827 / T389||24  

 
東方紀行東方紀行東方紀行東方紀行 / オールダス・ハックスリイ著 ; 上田保訳  
東京 : 生活社 , 1941.12 
362p ; 18cm 
04693257 / T292.5||7  

 
東邦研究東邦研究東邦研究東邦研究 / 嘉治隆一著   
東京 : オリオン社 , 1940.12 
2, 5, 516p ; 20cm 
04341251 / T914.6||1  

 
東洋的社會の理論東洋的社會の理論東洋的社會の理論東洋的社會の理論 / ウィットフォーゲル著 ; 森谷克巳, 
平野義太郎譯編   
東京 : 日本評論社 , 1939.6 
6, 1, 6, 322, 54p : 図版 ; 23cm 
04391170 / T362.2||2  

 
東洋的生活圏東洋的生活圏東洋的生活圏東洋的生活圏 / 森谷克己著   
東京 : 育生社弘道閣 , 1942.12 
2, 9, 386p ; 22cm 
04709101 / T220||3  

 
東洋讀史地圖東洋讀史地圖東洋讀史地圖東洋讀史地圖 / 箭内亙編 ; 和田清補. － 〔改訂新版〕   
東京 : 冨山房 , 1941.1 
4, 8, 5, 3, 64p, : 図版[58]枚 ; 26cm 
04709087 / T220||6  

 
徳川時代の米穀配給組織徳川時代の米穀配給組織徳川時代の米穀配給組織徳川時代の米穀配給組織 / 鈴木直二著   
東京 : 巌松堂書店 , 1938.7 
2, 1, 19, 728, 43, 16p ; 図版65枚 ; 27cm 
04390230 / T611||8  

 
特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼 / 錦織清治著. － 9版 
東京 : ダイヤモンド社 , 1941.4 
148p : 図版 ; 20cm. － (ダイヤモンド産業全書, 16) 
04691075 / T508||1-16  

 
独習基本蘭印日馬会話独習基本蘭印日馬会話独習基本蘭印日馬会話独習基本蘭印日馬会話 : 一千語集 / 相馬剛著 
東京 : 文原堂 , 1941 
212p ; 16cm 
04389090 / T829.4||3  

 
ドバマドバマドバマドバマ : ビルマ人のビルマ / アマル・ラヒリ著 ; 矢吹 
勝二訳   
東京 : 興風館 , 1941.12 
300p ; 19cm 
04692371 / T292.38||3  
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内陸アジア内陸アジア内陸アジア内陸アジア ; 第1輯 / 蒙古善隣協會編   
東京 : 生活社 , 1941.6 
3, 344p ; 22cm 
04694820 / T292.2||13  

 
長崎三百年間長崎三百年間長崎三百年間長崎三百年間 : 外交變遷事情 / 福地源一郎著 
東京 : 博文館 , 1902.10 
4, 6, 218p ; 23cm 
04694072 / T291||2  

 
長崎夜話草長崎夜話草長崎夜話草長崎夜話草 / [西川如見著 ; 西川正休編輯] . 原城紀事 /  
[川北喜右衞門述]   

[長崎] : 長崎市役所 , 1926 
318p ; 23cm. － (長崎叢書, 1 ) 
04708910 / T210||16-1  

 
長崎略長崎略長崎略長崎略史 ; 上巻 － 下巻 / [金井俊行編纂]. － 増補 

[長崎] : 長崎市役所 , 1926 
2冊 ; 23cm. － (長崎叢書, 3－4) 
上巻  04708934 / T210||16-3  
下巻  04708946 / T210||16-4  

 
ナチス戦時経済講話ナチス戦時経済講話ナチス戦時経済講話ナチス戦時経済講話 : 戦費と財政政策 / シャハト,ワー 
ゲマン著 ; 中屋則義訳   
東京 : 八元社 , 1940.12 
9, 5, 218p ; 22cm 
04689312 / T332.3||7  

 
ナチス独逸の解剖ナチス独逸の解剖ナチス独逸の解剖ナチス独逸の解剖 / 森川覚三著   
東京 : コロナ社 , 1940.9 
379p : 図版 ; 19cm 
04691443 / T234||1  

 
ナチス農民政策ナチス農民政策ナチス農民政策ナチス農民政策 / 永川秀男著   
大阪 : 葛城書店 , 1943.3 
10, 486p ; 22cm 
04687573 / T612.3||1  

 
ナチス労務配置政策の発展ナチス労務配置政策の発展ナチス労務配置政策の発展ナチス労務配置政策の発展 / フリードリッヒ・ジールプ 
著 ; 木田徹郎譯   
東京 : 東洋書館 , 1943.12 
15, 278p ; 22cm 
04688385 / T509.7||8  

 
ナチ・ヨーロッパの資源と貿易ナチ・ヨーロッパの資源と貿易ナチ・ヨーロッパの資源と貿易ナチ・ヨーロッパの資源と貿易 / クレオネ・ルイス著 ;  
神野誠治訳   
東京 : 国際日本協会 , 1942.8 
216p ; 21cm 
04389140 / T678.23||7  

 
南海の魚南海の魚南海の魚南海の魚 / 三浦定之助著   
東京 : 畝傍書房 , 1941 
3, 416p, : 図版1p ; 19cm 
04688156 / T660.2||3  

南海の明暗南海の明暗南海の明暗南海の明暗 : 印度洋・アフリカ・内南洋・紀行写真 / 深 
尾重光著   
東京 : アルス , 1941 
図版318p (解説共) ; 22cm 
04389075 / T748||1  

 
南進政策の再認識南進政策の再認識南進政策の再認識南進政策の再認識 / 飯澤章治著   
東京 : 高山書院 , 1939 
3, 16, 452p ; 20cm 
04694401 / T292.3||9  

 
南進日本の先駆者たち南進日本の先駆者たち南進日本の先駆者たち南進日本の先駆者たち / 伝記学会編   
東京 : 六甲書房 , 1941.11 
298p : 地図 ; 19cm 
04694021 / T289||2  

 
南進の心構へ南進の心構へ南進の心構へ南進の心構へ / 井上雅二著   
東京 : 刀江書院 , 1941 
302p : 図版 ; 22cm 
04692647 / T292.4||21  

 
南島紀南島紀南島紀南島紀 / 大内恒著   
東京 : 春陽堂文庫出版 , 1942.11 
308p ; 22cm 
04693512 / T292.3||48  

 
南島巡航記南島巡航記南島巡航記南島巡航記 / [井上彦三郎, 鈴木經勲合著] ; 嘉治隆一解 
説校訂. － 複版   
東京 : 大和書店 , 1942.8 
6, 348p, : 図版[5]枚 ; 19cm 
04694223 / T297.4||8  

 
南蠻船貿易史南蠻船貿易史南蠻船貿易史南蠻船貿易史 / 外山卯三郎著   
東京 : 東光出版 , 1943.8 
2, 610p : 図版 ; 22cm 
04389467 / T678.21||15  

 
南蠻通交志南蠻通交志南蠻通交志南蠻通交志 / 松原晩香著   
東京 : 大日本出版 , 1942.7 
3, 4, 3, 242, 5p ; 19cm 
04709063 / T210||9  

 
南方アジヤ南方アジヤ南方アジヤ南方アジヤ / 大阪毎日新聞社編   
大阪 : 大阪毎日新聞社 , 1942.10 
363p : 図版 ; 19cm 
04693423 / T292.3||41  

 
南方亞細亞の文化南方亞細亞の文化南方亞細亞の文化南方亞細亞の文化 / 滿鐵東亞經濟調査局『新亞細亞』編 
輯部編監輯   
東京 : 大和書店 , 1942.11 
302p ; 19cm. － (新亞細亞叢書, 4) 
04709202 / T223||5  

 
南方亜細亜の民族と社会南方亜細亜の民族と社会南方亜細亜の民族と社会南方亜細亜の民族と社会 / 満鉄東亜経済調査局『新亜細 
亜』編輯部編   
東京 : 大和書店 , 1942 
296p ; 19cm. － (新亞細亞叢書, 2) 
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04688765 / T389||20  
 
南方概観・資源南方概観・資源南方概観・資源南方概観・資源 / 新経済社南方研究会編   
東京 : 新経済社 , 1942 
190p ; 18cm. － (南方経済研究, 1) 
04693601 / T292.3||23  

 
南方外交史話南方外交史話南方外交史話南方外交史話 / 中田千畝著   
東京 : 日本國際協會 , 1942.6 
2, 4, 2, 6, 576p ; 19cm 
04689782 / T319.1||2  

 
南方開發史南方開發史南方開發史南方開發史 / 井出季和太編   
東京 : 皇國青年教育協會 , 1942.12 
10, 560p : 図版 ; 22cm 
04693462 / T292.3||39  

 
南方開拓を語る南方開拓を語る南方開拓を語る南方開拓を語る / 井上雅二著   
東京 : 畝傍書房 , 1942.7 
4, 6, 438p : 図版4枚 ; 19cm 
04693676 / T292.3||27  

 
南方共榮圏南方共榮圏南方共榮圏南方共榮圏 : 視察と探訪 / 大谷敏治著   
東京 : 三省堂 , 1941.5 
402p : 図版 ; 18cm 
04693563 / T292.3||20  

 
南方共榮圈南方共榮圈南方共榮圈南方共榮圈 / 飯沢章治著   
東京 : 高山書院 , 1940.11 
297p : 折込地図2枚 ; 19cm 
04694387 / T292.3||7  

 
南方共榮圏讀本南方共榮圏讀本南方共榮圏讀本南方共榮圏讀本 / 松本悟朗著   
東京 : 新興亜社 , 1941 
7, 394p ; 19cm 
04694452 / T292.3||17  

 
南方共榮圈と華僑南方共榮圈と華僑南方共榮圈と華僑南方共榮圈と華僑 / 渡邊武史著   
東京 : 紙硯社 , 1942 
184p : 図版 ; 19cm 
04689868 / T334.5||6  

 
南方共栄圏とその性格南方共栄圏とその性格南方共栄圏とその性格南方共栄圏とその性格 / 早坂義雄著   
東京 : 霞ヶ関書房 , 1940 
2, 8, 332p, : 図版, 地図 ; 19cm 
04694425 / T292.3||11  

 
南方共榮圏の全貌南方共榮圏の全貌南方共榮圏の全貌南方共榮圏の全貌 / 佐藤弘編   
東京 : 旺文社 , 1942.12 
5, 9, 904, 14p ; 27cm 
04694336 / T292.3||3  

 
南方共栄圏の民芸南方共栄圏の民芸南方共栄圏の民芸南方共栄圏の民芸 / 岸本彩星童人著   
東京 : 造形芸術社 , 1943 
図版31枚(解説共), 15p ; 26cm 
04341340 / T759||1  

 

南方共榮圈の勞働問題南方共榮圈の勞働問題南方共榮圈の勞働問題南方共榮圈の勞働問題 / 協調會[編]   
東京 : 協調會 , 1942.12 
419p ; 22cm 
04391205 / T366||9-1  

 
南方共榮圏を語る南方共榮圏を語る南方共榮圏を語る南方共榮圏を語る / 高橋三吉著   
東京 : 大日本雄辯會講談社 , 1941.5 
4, 7, 281p : 地図 ; 19cm 
04694440 / T292.3||13  

 
南方經營の進路南方經營の進路南方經營の進路南方經營の進路 : 開發金庫の使命 / 藤井誠一著   
東京 : 鶴書房 , 1943.1 
4, 10, 326p ; 19cm 
04690108 / T332.2||36  

 
南方經營論南方經營論南方經營論南方經營論 / 高橋和世著   
東京 : 愛国新聞社出版部 , 1942 
2, 6, 375p ; 19cm 
04693411 / T292.3||38  

 
南方經濟資源開發概論南方經濟資源開發概論南方經濟資源開發概論南方經濟資源開發概論 / 山田文雄著   
東京 : 東亜政經社 , 1943.9 
3,6,557p ; 22cm. － (南方經濟資源總攬, 第3巻) 
04694488 / T292.3||1-3  

 
南方経済政策南方経済政策南方経済政策南方経済政策 / 田畑為彦著   
東京 : 霞ケ関書房 , 1941.6 
311p ; 18cm 
04690058 / T332.2||30  

 
南方經濟の指標南方經濟の指標南方經濟の指標南方經濟の指標 / 東京日日新聞社經濟部編   
東京 : 東京日日新聞社,大阪 大阪毎日新聞社 , 1942 
312p : 地図 ; 19cm 
04690123 / T332.2||35 
04690111 / T332.2||35-a  

 
南方経済の進路南方経済の進路南方経済の進路南方経済の進路 / 大形太郎著   
東京 : 高山書院 , 1942 
246p ; 19cm 
04690097 / T332.2||32  

 
南方經濟論南方經濟論南方經濟論南方經濟論 / 猪谷善一著   
東京 : 一元社 , 1940.8 
2, 5, 160, 11p : 図版3枚 ; 20cm 
04690263 / T332.2||27  

 
南方原住民の研究南方原住民の研究南方原住民の研究南方原住民の研究 / ヒューラー=ハイメンドルフ, ハン 
ス・ネーヴェルマン著 ; 高山洋吉譯   
東京 : 大阪屋號書店 , 1942.9 
10, 330p ; 22cm 
04688815 / T389||23  

 
南方建設と民族問題南方建設と民族問題南方建設と民族問題南方建設と民族問題 / 竹井十郎著   
東京 : 國際日本協會 , 1942.9 
3, 4, 10, 387, 15p : 図版[4p] ; 19cm 
04688753 / T389||21  
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南方建設の基本問題南方建設の基本問題南方建設の基本問題南方建設の基本問題 / 南方經濟懇談會編   
東京 : 内外書房 , 1942 
2, 9, 450p ; 18cm 
04690135 / T332.2||34  

 
南方圏統治概説南方圏統治概説南方圏統治概説南方圏統治概説 / 一原有常著   
東京 : 海洋文化社 , 1932 
210p ; 19cm 
04693575 / T292.3||34  

 
南方圈の現實と太平洋南方圈の現實と太平洋南方圈の現實と太平洋南方圈の現實と太平洋 / 山田文雄著   
東京 : 萬里閣 , 1941 
3, 4, 473p ; 19cm. － (國防文化撰書, 1) 
04692561 / T292.4||27  

 
南方圏の資源南方圏の資源南方圏の資源南方圏の資源    ; 第1巻 － 第3巻 / 小林碧著 
東京 : 日光書院 , 1942 
3冊 ; 22cm 
第1巻: マレー編 04693640 / T292.3||26-1  
第2巻: タイ編 04693652 / T292.3||26-2 
第3巻: 佛印編 04693664 / T292.3||26-3 

 
南方圏の水産南方圏の水産南方圏の水産南方圏の水産 / 齋藤宗一著   
東京 : 東京堂 , 1942.11 
283p, 図版6p ; 19cm. － (南方圏叢書) 
04687611 / T660.2||2  

 
南方圈の生活醫學南方圈の生活醫學南方圈の生活醫學南方圈の生活醫學 / 佐藤正著   
東京 : 東京堂 , 1942.7  
6, 230p ; 19cm. － (南方圏叢書) 
04709773 / T292.3||36  

 
南方圏の展開南方圏の展開南方圏の展開南方圏の展開 / 縄田正造著   
東京 : 明治図書 , 1942.10 
5, 5, 342p : 図版 ; 19cm 
04693637 / T292.3||49  

 
南方圏の動力經濟南方圏の動力經濟南方圏の動力經濟南方圏の動力經濟 : 印度・濠洲・新西蘭・セイロン島に 
於ける動力經濟の分析 / 里村春高著   
東京 : 伊藤書店 , 1944.2 
10, 614p ; 22cm 
04691152 / T502.2||11  

 
南方圏文化史講話南方圏文化史講話南方圏文化史講話南方圏文化史講話    / 板澤武雄[著]   
東京 : 盛林堂 , 1942.4 
4, 3, 208, 9p : 地図 ; 19cm 
04709152 / T223||2  

 
南方圏貿易統計表南方圏貿易統計表南方圏貿易統計表南方圏貿易統計表 / 南洋協會編   
東京 : 日本評論社 , 1943.2 
339p ; 22cm 
04389176 / T678.22||15  

 
南方圈要覽南方圈要覽南方圈要覽南方圈要覽 / 朝日新聞大阪本社編   
大阪 : 朝日新聞社 , 1942.7 
6, 410p : 地図1枚 ; 18cm 
04693435 / T292.3||43  

南方交易論南方交易論南方交易論南方交易論 / 浅香末起著   
東京 : 千倉書房 , 1943 
367p ; 22cm 
04389164 / T678.22||14  

 
南方鑛産資源總論南方鑛産資源總論南方鑛産資源總論南方鑛産資源總論 / 山根新次著   
東京 : 東亜政經社 , 1944.5 
4, 11, 624, 46p : 地図 ; 22cm. － (南方經濟資源總
攬,  
第2巻) 
04694476 / T292.3||1-2  

 
南方交南方交南方交南方交通論通論通論通論 / 島田孝一[著]   
東京 : 千倉書房 , 1943.12 
3, 5, 353p ; 22cm 
04341438 / T682||4  

 
南方産業技術要覧南方産業技術要覧南方産業技術要覧南方産業技術要覧 / 南方産業技術要覧編纂会編   
東京 : 山海堂 , 1944.6 
4, 12, 450p ; 26cm 
04691214 / T502.2||6  

 
南方資源經濟論南方資源經濟論南方資源經濟論南方資源經濟論 / 福田要著   
東京 : 千倉書房 , 1942.11 
2, 2, 20, 837p ; 22cm 
04693474 / T292.3||40  

 
南方資源統計要覧南方資源統計要覧南方資源統計要覧南方資源統計要覧 : 大南亜資源地図解説 / 岡本正一編 
著 
東京 : 霞ケ関書房 , 1942 
146, 54p ; 22cm 
04693447 / T292.3||44  

 
南方資源と日本經濟南方資源と日本經濟南方資源と日本經濟南方資源と日本經濟 / 金子鷹之助著   
東京 : 東京講演会出版部 , 1942.10 
388, 46p ; 19cm 
04694681 / T292.3||35  

 
南方資源の科学南方資源の科学南方資源の科学南方資源の科学 / 長井潤著   
神戸 : 上崎書店 , 1942 
273p : 図版 ; 21cm 
04693691 / T292.3||29  
04693702 / T292.3||29-a  

 
南方資源論南方資源論南方資源論南方資源論 / 産業統計研究所編   
東京 : 東亜堂 , 1940.12 
12, 298p ; 21cm 
04694390 / T292.3||8  

 
南方事情南方事情南方事情南方事情 : 資源開発と其経営 / 日本南方協会編   
東京 : 教育研究會 , 1942.3 
2, 2, 304p ; 21cm 
04693625 / T292.3||21  

 
南方宗教事情とその諸問題南方宗教事情とその諸問題南方宗教事情とその諸問題南方宗教事情とその諸問題 / 大日本佛教會編   
東京 : 東京開成館 , 1942.12  
2, 304p, 図版4枚, 折り込表2枚 ; 22cm  
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04709621 / T160||2  
南方諸国の資源と産業南方諸国の資源と産業南方諸国の資源と産業南方諸国の資源と産業 / 賀川英夫著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1942.1 
228p ; 22cm 
04390328 / T602.2||6  

 
南方諸国の統治南方諸国の統治南方諸国の統治南方諸国の統治 / R・エマソン著 ; 深沢正策訳   
東京 : 河北書房 , 1942 
281p ; 22cm 
04406060 / T334.7||9  

 
南方水産業南方水産業南方水産業南方水産業 / 渡邉東雄著   
東京 : 中興館 , 1942.9 
2, 3, 265p ; 22cm 
04687698 / T660.2||5  

 
南方政策を現地に視る南方政策を現地に視る南方政策を現地に視る南方政策を現地に視る / 日本外事協會[編]   
東京 : 日本外事協會 , 1936 
393p : 19cm 
04693587 / T292.3||25  

 
南方石油経済南方石油経済南方石油経済南方石油経済 / 宇井丑之助著   
東京 : 千倉書房 , 1942 
337p ; 22cm 
04390607 / T568||16  

 
南方地政論南方地政論南方地政論南方地政論 / 江澤讓爾[著]   
東京 : 千倉書房 , 1943 
281p ; 22cm 
04691672 / T312.9||4  

 
南方地名辭典南方地名辭典南方地名辭典南方地名辭典 / 南洋事情研究會編   
東京 : 婦女界社 , 1942.7 
395p : 図版,地図 ; 19cm 
04693714 / T292.3||30  

 
南方地理風俗南方地理風俗南方地理風俗南方地理風俗 : 附印度濠州 / 村松俊吉著   
東京 : 教育社 , 1942.10 
272p : 図 ; 19cm 
04693726 / T292.3||33  

 
南方通信南方通信南方通信南方通信 : 現地報告 / 田上旺作著   
東京 : 有光社 , 1941.11 
296p ; 19cm 
04692736 / T292.4||30  

 
南方統計要覽南方統計要覽南方統計要覽南方統計要覽    ; 上巻 － 下巻 / [東亞研究所編] 
東京 : 東亞研究所 , 1942 
2冊 ; 21cm. － (東研統計叢書, 2－3) 

 上巻  04688904 / T352||1-1 
 下巻  04688257 / T352||1-2  
    04688296 / T352||1-2a  
 
南方統治政策史論南方統治政策史論南方統治政策史論南方統治政策史論 / ファーニヴァル著 ; 濱田恒一訳 
東京 : 八木書店 , 1943.2 
170p ; 19cm 
04693765 / T223||1  

 

南方讀本南方讀本南方讀本南方讀本 / 臺灣南方協會編   
東京 : 三省堂 , 1941.11 
5, 6, 216p : 図版48枚(解説共) ; 22cm 
04694375 / T292.3||18  

 
南方年鑑南方年鑑南方年鑑南方年鑑 ; 昭和十八年版 / 南方年鑑刊行會編    
東京 : 東邦社 , 1943.9  
1冊 ; 26cm     
04710153 / T059||7  
04710165 / T059||7-a 

 
南方農林水産資源總論南方農林水産資源總論南方農林水産資源總論南方農林水産資源總論 / 近藤康男著   
東京 : 東亜政經社 , 1944.4 
4, 12, 513p ; 22cm. － (南方經濟資源總攬, 第1巻) 
04694464 / T292.3||1-1  

 
南方の商品南方の商品南方の商品南方の商品 / 新経済社南方研究会編   
東京 : 新経済社 , 1942.8 
240p ; 19cm. － (南方経済研究, 2) 
04693408 / T292.3||37  

 
南方の植産資源南方の植産資源南方の植産資源南方の植産資源 / 南方植産資源調査会編   
大阪 : 錦城出版社 , 1943.3 
330p ; 22cm 
04390091 / T612.2||9  

 
南方の生活科学南方の生活科学南方の生活科学南方の生活科学 / 南方生活研究會編纂   
東京 : 讀賣新聞社 , 1943.5 
3, 326p ; 18cm 
04709571 / T292.3||46  

 
南方の生態南方の生態南方の生態南方の生態 : 資源と鑑賞 / 高島春雄 [外] 共著   
東京 : 龍吟社 , 1942.5 
332p, : 図版8枚, 地図(折込)2枚 ; 19cm 
04693613 / T292.3||22  

 
南方の寶庫南方の寶庫南方の寶庫南方の寶庫 : 蘭印, スマトラ / 増淵佐平著   
東京 : 吉田書店 , 1941.3 
2, 6, 342p ; 19cm 
04692650 / T292.4||16  

 
南方發展大展覧會概況南方發展大展覧會概況南方發展大展覧會概況南方發展大展覧會概況 / [南方發展大展覧會編] 

[神奈川?] : [出版社不明] , [1942?] 
1冊 ; 20×27cm 
04694324 / T292.3||6  

 
南方文化講座南方文化講座南方文化講座南方文化講座 ; 民族と民族運動篇 / 小山榮三[外]執筆 
 ; 三省堂南方文化講座刊行係編 
東京 : 三省堂 , 1944.4 
4, 13, 615p ; 22cm 
04688803 / T389||25  

 
南方文化論南方文化論南方文化論南方文化論 / 坂本徳松著   
東京 : 大阪屋号書店 , 1942.6 
3, 244p ; 19cm 
04693590 / T292.3||24  
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南方文献目録南方文献目録南方文献目録南方文献目録  日本拓植協会編. – 増補  
大阪 : 大同書院 , 1944   
322p ; 21cm    
04708732 / T025.2||1-a 

 
南方文獻目録南方文獻目録南方文獻目録南方文獻目録  日本拓植協會編   
東京 : 日本拓殖協会 , 1942.9   
238p ; 21cm   
04708720 / T025.2||1 

 
南方報告南方報告南方報告南方報告 / 東亞調査會編   
東京 : 毎日新聞社 , 1943.3 
285p ; 18cm 
04693450 / T292.3||45  

 
南方民族運動南方民族運動南方民族運動南方民族運動 / 満鐵東亞經濟調査局『新亞細亞』編輯部 
編   
東京 : 大和書店 , 1943.2 
304p ; 18cm. － (新亞細亞叢書, 3) 
04691823 / T316.8||8  

 
南方民族運動史南方民族運動史南方民族運動史南方民族運動史 / 片山眞吉著   
東京 : モダン日本社 , 1942.8 
422p ; 19cm 
04691835 / T316.8||4  

 
南方民族誌南方民族誌南方民族誌南方民族誌 / 西村真次著   
東京 : 東京堂 , 1942.8 
6, 17, 375p ; 19cm 
04688500 / T389||22  

 
南方民族の婚姻南方民族の婚姻南方民族の婚姻南方民族の婚姻 : 高砂族の婚姻研究 / 増田福太郎著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1942.9 
2, 4, 226p ; 22cm 
04688613 / T367||4  

 
南方民族の生態南方民族の生態南方民族の生態南方民族の生態 / 清野謙次著 ; 太平洋協会編   
東京 : 六興商会出版部 , 1942.10 
118p ; 20cm. － (太平洋図書館 / 太平洋協会編) 
04688551 / T389||18  

 
南方問題號南方問題號南方問題號南方問題號 / 國際情勢研究會編   
東京 : 青年書房 , 1941.2 
2, 276, 5p ; 22cm. － (國際情勢年報, 2) 
04710242 / T319||1  

 
南方佛教の樣態南方佛教の樣態南方佛教の樣態南方佛教の樣態 / 龍山章眞著   
東京 : 弘文堂書房 , 1942.12 
2, 5, 322, 26, 26p, : 折り込地図1枚 : 図版 ; 22cm 
04709684 / T180||2  

 
南方勞働力の研究南方勞働力の研究南方勞働力の研究南方勞働力の研究 / 鈴木舜一著   
東京 : 東洋書館 , 1942.6 
298p ; 22cm 
04688741 / T366||6  

 
南洋案内南洋案内南洋案内南洋案内 / 南洋協會編   

東京 : 南洋協會 , 1942.1 
771p ; 18cm 
04692700 / T292.4||36  

 
南洋及印度經濟研究南洋及印度經濟研究南洋及印度經濟研究南洋及印度經濟研究 / 金田近二 [著]   
京都 : 晃文社 , 1942 
384p ; 19cm 
04689933 / T332.2||37  

 
南洋開拓拾年誌南洋開拓拾年誌南洋開拓拾年誌南洋開拓拾年誌 / 松江春次著   
東京 : 南洋興發 , 1932.12 
239p : 図版, 地図 ; 23cm 
04691912 / T297.4||6  

 
南洋華僑と経済南洋華僑と経済南洋華僑と経済南洋華僑と経済 / 大形太郎著   
東京 : 聖紀書房 , 1942.8 
354p ; 19cm 
04690147 / T332.2||33  

 
南洋群島の研究南洋群島の研究南洋群島の研究南洋群島の研究 / 矢内原忠雄著   
東京 : 岩波書店 , 1935.10 
4, 5, 6, 543, 9p ; 22cm 
04691924 / T297.4||7  

 
南洋經濟研究南洋經濟研究南洋經濟研究南洋經濟研究 / 浅香末起著   
東京 : 千倉書房 , 1941.6 
3, 11, 405p ; 22cm 
04690251 / T332.2||29  

 
南洋經濟時報南洋經濟時報南洋經濟時報南洋經濟時報 ; 第3巻 － 第5巻 / [南洋協會編] 

[東京] : [南洋恊會] , [19--?] 
3冊 ; 21cm 
第3巻  04709811 / T332.2||57-3  
第4巻  04709823 / T332.2||57-4  
第5巻  04709835 / T332.2||57-5  

 
南洋鑛産資源南洋鑛産資源南洋鑛産資源南洋鑛産資源 / 南洋協會調査部編   
東京 : 南洋協會 , 1940.4 
4, 10, 679p, : 地図 ; 23cm 
04390405 / T569||14  

 
南洋史入門南洋史入門南洋史入門南洋史入門 / 李長傅編著 ; 今井啓一訳補   
東京 : 葦牙書房 , 1942 
287p ; 19cm 
04709191 / T223||4  

 
南洋諸島南洋諸島南洋諸島南洋諸島 : 自然と資源 / 太平洋協會編   
東京 : 河出書房 , 1940.12 
432, 21, 13p ; 22cm 
04691936 / T297.4||1  

 
南洋諸島の古代文化南洋諸島の古代文化南洋諸島の古代文化南洋諸島の古代文化    / ゼ・チャーチワード著 ; 仲木貞 
一訳         
東京 : 岡倉書房 , 1942 
260p : 図版, 地図 ; 22cm 
04694208 / T276||2  
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南洋政治地理史考南洋政治地理史考南洋政治地理史考南洋政治地理史考 / 白坂義直著   
東京 : 田中誠光堂 , 1943.3 
99p, 図版34p ; 21cm 
04691734 / T312.9||7  

 
南洋叢書南洋叢書南洋叢書南洋叢書    ; 第1巻 / 満鉄東亜経済調査局編. － 再版 
東京 : 東亞經濟調査局 , 1940.12 
1, 12, 506, 11, 3p ; 23cm. － (経済資料, 別冊) 
第1巻 : 蘭領東印度篇  04691381 / T292.4||11  

 
南洋叢書南洋叢書南洋叢書南洋叢書    ; 第2巻 / 満鉄東亜経済調査局編. – 改訂再版 
東京 : 満鉄東亜経済調査局 , 1942.11 
16, 865, 20, 10, 5p ; 23cm 
第2巻 : 仏領印度支那篇  04688866 / T292.31||14  

 
南洋地理大系南洋地理大系南洋地理大系南洋地理大系 ; 第1巻 － 第8巻 / 飯本信之, 佐藤弘編 
東京 : ダイヤモンド社 , 1942 
8冊 ; 22cm 
第1巻: 南洋総論  04694577 / T292.3||2-1 
第2巻: 海南島･ﾌｨﾘｯﾋﾟﾝ･内南洋 04694580 / T292.3||2-2 
第3巻: ﾀｲ･仏印  04694592 / T292.3||2-3 
第4巻: ﾏﾚｰ･ﾋﾞﾙﾏ  04694794 / T292.3||2-4 
第5巻: 東印度 1 旧蘭印 1 04694805 / T292.3||2-5 
第6巻: 東印度 2 旧蘭印 2･旧英領ﾎﾞﾙﾈｵ･葡領ﾁﾓｰﾙ 
   04694348 / T292.3||2-6  
第7巻: 印度･ｾｲﾛﾝ島  04694351 / T292.3||2-7 
第8巻: 濠洲･ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ･太平洋諸島  
   04694363 / T292.3||2-8 

 
南洋と華僑南洋と華僑南洋と華僑南洋と華僑 / 井出季和太著   
東京 : 三省堂 , 1941.4 
4, 4, 304p. ; 19cm 
04689033 / T334.5||3  

 
南洋と華僑南洋と華僑南洋と華僑南洋と華僑 / 井出季和太著. – 改訂初版 
東京 : 三省堂 , 1942.6 
4, 4, 308p. ; 19cm 
04689006 / T334.5||3-a  

 
南洋に於ける日本の投資と貿易南洋に於ける日本の投資と貿易南洋に於ける日本の投資と貿易南洋に於ける日本の投資と貿易 / 樋口弘著   
東京 : 味燈書屋 , 1941 
308, 6, 4p ; 22cm 
04389455 / T678.21||11  

 
南洋年鑑南洋年鑑南洋年鑑南洋年鑑 ; 第三回版 / 台湾総督官房外事課編纂 
台北 : 南方資料館 , 1942.6   
4, 1707p ; 22cm  
04709990 / T059||15 
04710001 / T059||15-a 
04710013 / T059||15-b 

 
南洋の華僑南洋の華僑南洋の華僑南洋の華僑 / 後藤朝太郎著   
東京 : 高山書院 , 1942.5 
6, 3, 5, 393 p. ; 19cm 
04689018 / T334.5||17  
南洋の華僑南洋の華僑南洋の華僑南洋の華僑 / 南洋協会編纂. – 増訂３版 
東京 : 目黒書店 , 1942.9 
362p ; 21cm 

04689021 / T334.5||1  
 
南洋の五十年南洋の五十年南洋の五十年南洋の五十年 : シンガポールを中心に同胞活躍 / 南洋 
及日本人社著   
東京 : 章華社 , 1938 
730p ; 23cm 
04692914 / T292.39||10  

 
南洋の産業及其富源南洋の産業及其富源南洋の産業及其富源南洋の産業及其富源 / 松尾音治郎著 ; 農商務省商務局 
商事課編. – 増補六版  
東京 : 北文館 , 1918.3 
3, 12, 630, 58p ; 23cm 
04389823 / T602.2||8  

 
南洋の産業及其富源南洋の産業及其富源南洋の産業及其富源南洋の産業及其富源 / 農商務省編   
東京 : 農商務省 , 1912.12 
3, 12, 630p : 地図 ; 26cm 
04390800 / T602.2||8-a 

 
南洋の産業及其富源南洋の産業及其富源南洋の産業及其富源南洋の産業及其富源 / 農商務省編   
東京 : 北文館 , 1912.12 
3, 12, 630p : 地図 ; 23cm 
04389835 / T602.2||8-B  

 
南洋の資源と共栄圏貿易の将来南洋の資源と共栄圏貿易の将来南洋の資源と共栄圏貿易の将来南洋の資源と共栄圏貿易の将来 / 景山哲夫著 
東京 : 八紘閣 , 1941.2 
661p : 表 ; 19cm 
04389152 / T678.22||13  

 
南洋の新知識南洋の新知識南洋の新知識南洋の新知識 / 和田義隆著   
東京 : 高山書院 , 1941.4 
2, 13, 318p ; 19cm 
04692597 / T292.4||18  

 
南洋の民族南洋の民族南洋の民族南洋の民族 ; 上 / 水田信利[外]著   
東京 : 六盟館 , 1942.11 
204, 151, 36p ; 22cm. － (民族叢書, 7) 
04690806 / T389||34  

 
南洋の油田南洋の油田南洋の油田南洋の油田 / 大村一蔵著   
東京 : 古今書院 , 1942.3 
146p ; 21cm 
04390545 / T568||13 
04390533 / T568||13a  

 
南洋風土記南洋風土記南洋風土記南洋風土記 : 在南廿年の軆驗記録 / 岡田浩治著 
東京 : 南光書院 , 1942.11 
5, 331p ; 18cm 
04709568 / T292.3||42  

 
南洋｢ボル子オ｣ニ於ケル産業南洋｢ボル子オ｣ニ於ケル産業南洋｢ボル子オ｣ニ於ケル産業南洋｢ボル子オ｣ニ於ケル産業 / 農商務省山林局編纂 
 東京 : 大日本山林會 , 1918.9 

4, 266p : 図版 ; 26cm 
04709808 / T292.43||2  
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にににに    

 
日印貿易ノ特質日印貿易ノ特質日印貿易ノ特質日印貿易ノ特質 : 中間報告 / [松成義衛] 

[東京] : 東亞研究所 , 1939.9印刷 
131p ; 24cm. － (資料 / 東亞研究所[編], 丙第37號C. 
日印貿易ノ研究 ; 序論) 
04389327 / T678.21||7  

 
日・佛・安南語會話辭典日・佛・安南語會話辭典日・佛・安南語會話辭典日・佛・安南語會話辭典 / 金永鍵著 
東京 : 岡倉書房 , 1942.6 
270p ; 19cm 
04341376 / T829.3||2  

 
日・佛印通商史日・佛印通商史日・佛印通商史日・佛印通商史 / ジャン・モリス著 ; 尾上貞五郎訳 
東京 : 博文館 , 1942.6 
11, 329p : 図 ; 19cm 
04389393 / T678.21||12  

 
日葡貿易小史日葡貿易小史日葡貿易小史日葡貿易小史 / 外山卯三郎著 
東京 : 若い人社 , 1942.9 
1, 2, 3, 343p, 図版[6]枚 ; 22cm 
04709075 / T210||10  

 
日馬英會話日馬英會話日馬英會話日馬英會話 / 中目尚義, 大竹啓共著 
東京 : 日本講演協會 , 1942.6 
iii, 220p ; 19cm 
04389191 / T829.4||6  

 
日満産業構造論日満産業構造論日満産業構造論日満産業構造論    ; 第1巻 － 第2巻 / E.シュムペーター 
 ; 雪山慶正, 三浦正訳   
東京 : 慶応書房 , 1942.7－1943.11 
2冊 ; 21cm 
第1巻  04687852 / T502.1||12-1  
第2巻  04687864 / T502.1||12-2  

 
日蘭交渉三百年史日蘭交渉三百年史日蘭交渉三百年史日蘭交渉三百年史 / 大倉充夫著   
東京 : 新興亞社 , 1943.1 
364p ; 19cm 
04709036 / T210||12  

 
日蘭辭典日蘭辭典日蘭辭典日蘭辭典 / ファン・デ・スタット著   
東京 : 南洋協会 , 1934.12 
3, 1311p ; 19cm 
04389188 / T849.3||1  

 
日華大辭典日華大辭典日華大辭典日華大辭典 ; 第1巻 － 第3巻 / 平岡龍城等編. – 原型 
版 
東京 : 東洋文化未刊図書刊行会 , 1936－1938 
3冊 ; 26cm 
第1巻: A－I  04341301 / T823||1-1  
第2巻: J－M 04341313 / T823||1-2  
第3巻: N－Z 04341325 / T823||1-3  

 
日支交通史日支交通史日支交通史日支交通史 / 王輯五著 ; 今井啓一訳註   
京都 : 立命館出版部 , 1941 
368, 24p ; 19cm 

04709734 / T210||4  
 
日暹交通史考日暹交通史考日暹交通史考日暹交通史考 / 三木榮著   
東京 : 古今書院 , 1934.10 
3, 394, 4, 4p : 図版[6]枚 ; 19cm 
04709051 / T210||8  

 
日本海運史綱要日本海運史綱要日本海運史綱要日本海運史綱要 / 古田良一著   
東京 : 経済図書 , 1943.8 
176p ; 18cm 
04389036 / T683||2  

 
日本海外發展史日本海外發展史日本海外發展史日本海外發展史 / 西村眞次著   
東京 : 東京堂 , 1942.2 
6, 20, 507p ; 21cm 
04709710 / T210||6  
04709722 / T210||6-a  

 
日本海軍史日本海軍史日本海軍史日本海軍史 / 雄山閣編   
東京 : 雄山閣 , 1934 
420p : 図版 ; 22cm. － (歴史公論, 第3巻第7号) 
04694110 / T397.1||1  

 
日本外交文書日本外交文書日本外交文書日本外交文書 : 条約改正関係 ; 第1巻 － 第2巻 / 日本 
学術振興会編纂 ; 外務省調査部監修 
東京 : 日本國際協會 , 1941－1943 
2冊 ; 22cm 
第１巻  04689767 / T319.1||1-1  
第２巻  04689770 / T319.1||1-2  

 
日本化学工業史日本化学工業史日本化学工業史日本化学工業史 / 柴村羊五著   
東京 : 栗田書店 , 1943 
470p ; 22cm 
04390355 / T570.2||2  

 
日本科學古典全書日本科學古典全書日本科學古典全書日本科學古典全書    ; 第1巻, 第10巻, 第11巻 / 三枝博音 
編 
東京 : 朝日新聞社 , 1944 
3冊 ; 22cm 
第1巻   04687902 / T408||1-1  
第10巻  04687914 / T408||1-10  
第11巻  04687926 / T408||1-11  

 
日本家族制度と小作制度日本家族制度と小作制度日本家族制度と小作制度日本家族制度と小作制度 / 有賀喜左衛門著   
東京 : 河出書房 , 1943.12 
3, 732, 3, 33p, 図版 [2] p ; 21cm. － (社會學研究叢 
書 / 日佛社會學会編) 
04389710 / T611||2  

 
日本貨幣流通史日本貨幣流通史日本貨幣流通史日本貨幣流通史 / 小葉田淳著. – 改訂増補版 
東京 : 刀江書院 , 1943.5 
11, 5, 661p : 図版 ; 22cm 
04690616 / T337||3  

 
日本勤勞管理論日本勤勞管理論日本勤勞管理論日本勤勞管理論 / 南岩男著   
東京 : 八雲書店 , 1944 
274p ; 19cm 
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04687837 / T509.7||20  
 
日本経済沿革史日本経済沿革史日本経済沿革史日本経済沿革史 / 白柳秀湖著   
東京 : 千倉書房 , 1942 
566p ; 19cm 
04689541 / T332.1||12  

 
日本経済新論日本経済新論日本経済新論日本経済新論 : 近代日本の経済的発展 ; 前篇 / 加田哲 
二著   
東京 : 慶應出版社 , 1943.3 
392p ; 19cm 
04689440 / T332.1||21-1  

 
日本経日本経日本経日本経済の基本動向済の基本動向済の基本動向済の基本動向 / 土屋清著   
東京 : 中央公論社 , 1943 
487p ; 20cm 
04689627 / T332.1||20  

 
日本建築經濟史日本建築經濟史日本建築經濟史日本建築經濟史 / 原沢東吾著   
東京 : 冨山房 , 1944.3 
3, 2, 5, 16, 464p : 図版 ; 22cm 
04390037 / T521||1  

 
日本絹絲製絲要論日本絹絲製絲要論日本絹絲製絲要論日本絹絲製絲要論 / 風間金八著 ; 風間種子編   

[出版地不明] : [出版者不明] , [1933] 
2, 82, 17p ; 23cm 
04691544 / T632||2  

 
日本工業構成日本工業構成日本工業構成日本工業構成史史史史 / 森喜一著   
東京 : 伊藤書店 , 1943.3 
2, 380, 9p ; 22cm 
04390634 / T502.1||7  

 
日本鑛業誌日本鑛業誌日本鑛業誌日本鑛業誌 / 東京鉱山監督署編纂   
東京 : 大橋新太郎 , 1911.1 
9, 812p : 図版 ; 25cm 
04390432 / T569||6  

 
日本鑛業史要日本鑛業史要日本鑛業史要日本鑛業史要 / 西尾 次郎著   
東京 : 十一組出版部 , 1943.8 
6, 2, 188p, 図版 ; 18cm 
04390417 / T569||5  

 
日本工業前史日本工業前史日本工業前史日本工業前史 / 田村榮太郎著   
東京 : 東洋堂 , 1943.3 
4, 1, 335p ; 19cm 
04390988 / T502.1||3  

 
日本工業文化史日本工業文化史日本工業文化史日本工業文化史 / 田村榮太郎著   
東京 : 科學主義工業社 , 1943.3 
784p ; 22cm 
04391003 / T502||4  

 
日本工業労働力論日本工業労働力論日本工業労働力論日本工業労働力論 / 美濃口時次郎著   
大阪 : 甲文堂書店 , 1943.8 
195p ; 19cm 
04390976 / T502.1||2  

 

日本工業論日本工業論日本工業論日本工業論 / 中村静治著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1943.1 
344p ; 22cm 
04687876 / T502.1||9  

 
日本國勢圖會日本國勢圖會日本國勢圖會日本國勢圖會 ; 昭和16年, 昭和18年 / 矢野恒太, 白崎 
享一共編 
東京 : 国勢社 , 1940－1943 
2冊 ; 21－23cm 
昭和16年  04694856 / T351||1-1  
昭和18年  04694642 / T351||1-3 

 
日本國防國家建設の史的考察日本國防國家建設の史的考察日本國防國家建設の史的考察日本國防國家建設の史的考察 / 土屋喬雄著   
東京 : 科學主義工業社 , 1942.1 
4, 2, 334p ; 19cm 
04688070 / T391||1  

 
日本昆布業資本主義史日本昆布業資本主義史日本昆布業資本主義史日本昆布業資本主義史 : 支那輸出 / 羽原又吉著   
東京 : 有斐閣 , 1940.12 
2, 3, 299, 11p : 図版 ; 21cm. － (慶応義塾経済史学 
会紀要, 第2冊) 
04391104 / T667||1  

 
日本財政經濟史料日本財政經濟史料日本財政經濟史料日本財政經濟史料 ; 巻一 － 巻十 / 大藏省編纂. － 復 
興版 
東京 : 財政經濟學會 , 1924.5－1925.5 
10冊 ; 23cm 

  巻一 04690453 / T332.1||1-1  
巻二 04690465 / T332.1||1-2  
巻三 04691226 / T332.1||1-3  
巻四 04691238 / T332.1||1-4  
巻五 04691241 / T332.1||1-5  
巻六 04691253 / T332.1||1-6  
巻七 04691265 / T332.1||1-7  
巻八 04691277 / T332.1||1-8  
巻九 04691280 / T332.1||1-9  
巻十 04691292 / T332.1||1-10  

 
日本財政経濟史料日本財政経濟史料日本財政経濟史料日本財政経濟史料 ; 索引全 / 財政経濟學會編纂 
東京 : 財政經濟學會 , 1925.7 
1冊 ; 23cm 
04691303 / T332.1||1-11  

 
日本財政政策日本財政政策日本財政政策日本財政政策 / 汐見三郎著   
東京 : 千倉書房 , 1938.1 
495p ; 23cm. － (日本経済政策大系) 
04390762 / T343||1  

 
日本採炭機構論日本採炭機構論日本採炭機構論日本採炭機構論 / 小田正憙著   
東京 : 巌松堂書店 , 1944 
283p ; 22cm 
04390495 / T567.3||1  

 
日本産業機構研究日本産業機構研究日本産業機構研究日本産業機構研究 / 上林貞治郎[外]共著   
東京 : 伊藤書店 , 1943.3 
2, 2, 495, 5p ; 22cm 
04391042 / T502.1||6  
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日本産業論日本産業論日本産業論日本産業論 / 延兼數之助著   
東京 : 同文館出版部 , 1942.10 
328p ; 22cm 
04390964 / T502.1||4  

 
日本資源政策日本資源政策日本資源政策日本資源政策 / 松井春生著   
東京 : 千倉書房 , 1938.3 
2, 8, 310p ; 23cm 
04689502 / T332.1||8  
04689514 / T332.1||8-a  

 
日本社會政策日本社會政策日本社會政策日本社會政策 / 河田嗣郎著   
東京 : 千倉書房 , 1937 
2, 3, 546p ; 23cm 
04688664 / T364||1  

 
日本出版年鑑日本出版年鑑日本出版年鑑日本出版年鑑    ;    昭和18年版 /  協同出版社編纂部編輯 
東京 : 協同出版社, 1943.12 
1261p ; 19cm 
04708694 / T023.1||1 

 
日本商業史日本商業史日本商業史日本商業史 / 菅野和太郎著   
東京 : 日本評論社 , 1930.8 
4, 10, 352p ; 19cm 
04389811 / T672.1||3  

 
日本商業政策日本商業政策日本商業政策日本商業政策 / 向井鹿松著   
東京 : 千倉書房 , 1938 
538p ; 23cm 
04391167 / T672.1||2  

 
日本植民政策の動向日本植民政策の動向日本植民政策の動向日本植民政策の動向 / 永雄策郎   
東京 : 有斐閣 , 1944 
6, 14, 472p : 地図 ; 22cm 
04691505 / T334.7||17  

 
日本人口政策日本人口政策日本人口政策日本人口政策 / 上田貞次郎[著]   
東京 : 千倉書房 , 1937 
356p : 23cm 
04688916 / T334.3||1  

 
日本人と熱帯衛生日本人と熱帯衛生日本人と熱帯衛生日本人と熱帯衛生 / 小倉清太郎, 加藤道雄共著   
東京 : 畝傍書房 , 1942.10 
418p ; 22cm 
04687953 / T498.4||2  

 
日本生産機構入門日本生産機構入門日本生産機構入門日本生産機構入門 / 森喜一著   
東京 : 今日の問題社 , 1942.8 
329p ; 19cm 
04391081 / T502.1||13  

 
日本政治年報日本政治年報日本政治年報日本政治年報    ;    第一輯 － 第三輯 / 日本政治研究室 
編 
東京 : 昭和刊行会 , 1942－1943 
3冊 ; 22cm 
第一輯 昭和17年          04692002 / T310||1-1  
第一輯 昭和18年度        04694286 / T310||1-2  
第三輯 昭和18年度下期版  04692014 / T310||1-3  

日本石油史日本石油史日本石油史日本石油史 / 日本石油株式会社調査課編 
東京 : 日本石油 , 1914.8 
616p, 図版47枚 ; 23cm 
04390610 / T568||15  

 
日本戦時經濟論日本戦時經濟論日本戦時經濟論日本戦時經濟論 / 経済問題研究会著 ; 太平洋協会調査 
部編  
東京 : 中央公論社 , 1941.2 
4, 8, 510p ; 22cm 
04689413 / T332.1||4  

 
日本戰時計畫經濟論日本戰時計畫經濟論日本戰時計畫經濟論日本戰時計畫經濟論 / 高橋亀吉著   
東京 : 千倉書房 , 1939.7 
4, 13, 523p ; 23cm 
04689437 / T332.1||6  

 
日本戦時貿易政策と輸出入リンク制度論日本戦時貿易政策と輸出入リンク制度論日本戦時貿易政策と輸出入リンク制度論日本戦時貿易政策と輸出入リンク制度論 / 中井省三著   
東京 : 千倉書房 , 1939.4 
340p ; 23cm 
04691342 / T678.21||4  

 
日本戰時貿易論日本戰時貿易論日本戰時貿易論日本戰時貿易論 / 平尾彌五郎著   
東京 : 千倉書房 , 1939 
3, 8, 350p ; 23cm 
04389470 / T678.21||10  

 
日本染織商工史日本染織商工史日本染織商工史日本染織商工史    ; 上巻 － 続篇 / 泉俊秀著 
大阪 : 商業研究資料編輯所 , 1925.10－1929.7 
3冊 ; 20cm 
上巻  04390646 / T587||1-1  
下巻  04390673 / T587||1-2 
続篇  04390658 / T587||1-3 

 
日本炭礦誌日本炭礦誌日本炭礦誌日本炭礦誌 / 高野江基太郎著   
福岡 : 高野江基太郎 , 1908.9 
448p ; 27cm 
04390518 / T567||2  

 
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    /    加藤徳三郎[編]    
東京 : 茶業組合中央會議所 , 1935.2 
4, 3, 284p : 図版 ; 23cm 
04687662 / T617||1  

 
日本中小工業研究日本中小工業研究日本中小工業研究日本中小工業研究 / 小宮山琢二[著]   
東京 : 中央公論社 , 1941.7 
3, 8, 255p ; 22cm 
04690860 / T509||2  

 
日本中小商業の構造日本中小商業の構造日本中小商業の構造日本中小商業の構造 / 竹林庄太郎著   
東京 : 有斐閣 , 1941.10 
6, 5, 581p ; 22cm. － (大阪商科大学経済研究所調査 
彙報, 第17輯) 
04391155 / T672.1||4  

 
日本鉄鋼業概論日本鉄鋼業概論日本鉄鋼業概論日本鉄鋼業概論 / 麓健一著   
東京 : 科学主義工業社 , 1942 
301p ; 22cm 
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04389951 / T564||4  
 
日本糖業發達史日本糖業發達史日本糖業發達史日本糖業發達史 ; 生産篇 － 人物篇 / 河野信治著 
神戸 : 糖業發達史編纂事務所 , 1930－1931 
2冊 ; 23cm 
生産篇  04957882 / T588.1||1-1 
人物篇  04390708 / T588.1||1-2  

 
日本南方發展史日本南方發展史日本南方發展史日本南方發展史 : 沖繩海洋發展史 / 安里延著   
東京 : 三省堂 , 1941.11 
10, 9, 515p ; 22cm 
04708997 / T210.1||4  

 
日本に於ける農村問題日本に於ける農村問題日本に於ける農村問題日本に於ける農村問題 / 稲村隆一著   
東京 : 育生社 , 1938.10 
2, 6, 322p ; 22cm. － (日本政治・經濟研究叢書, 12) 
04389707 / T611||9  

 
日本の景氣變動日本の景氣變動日本の景氣變動日本の景氣變動 ; 上巻 － 下巻 / 東洋經濟新報社編纂 
東京 : 東洋經濟新報社 , 1931.6 
2冊 ; 23cm 
上巻  04689592 / T332.1||26-1  
下巻  04689603 / T332.1||26-2  

 
日本の勞務管理日本の勞務管理日本の勞務管理日本の勞務管理 / 廣崎眞八郎著   
東京 : 東洋書館 , 1941.6 
4, 18, 773p ; 22cm 
04687763 / T509.7||14  

 
日本布哇交流史日本布哇交流史日本布哇交流史日本布哇交流史 / 山下草園著   
東京 : 大東出版社 , 1943.1 
376p : 図版 ; 19cm. － (東亞文化叢書, 8) 
04694197 / T276||3  

 
日本標準機械工作便覽日本標準機械工作便覽日本標準機械工作便覽日本標準機械工作便覽 / 機械工作便覽編纂委員會編  
東京 : 共立社 , 1941.9 
10, 1991p ; 19cm 
04389936 / T530.3||1  

 
日本物價政策日本物價政策日本物價政策日本物價政策 / 高橋亀吉著   
東京 : 千倉書房 , 1938 
3, 13, 445p ; 23cm 
04688206 / T337||13  

 
日本文化團體年鑑日本文化團體年鑑日本文化團體年鑑日本文化團體年鑑    ;    昭和18年版 / 日本文化中央聯盟 
東京 : 日本文化中央聯盟 ,  1943.12 
2, 2, 29, 702, 16p ; 21cm     
04710138 / T059||5  

 
日本貿易政策日本貿易政策日本貿易政策日本貿易政策 / 谷口吉彦著   
東京 : 千倉書房 , 1937.12 
3, 14, 536p ; 23cm 
04389330 / T678.21||6  

 
日本紡績事業論日本紡績事業論日本紡績事業論日本紡績事業論 / 小島昌太郎, 西藤雅夫共著   
東京 : 千倉書房 , 1941.4 
4, 19, 598p ; 22cm 

04390723 / T586.2||3  
 
日本民族と海洋思想日本民族と海洋思想日本民族と海洋思想日本民族と海洋思想 / 木宮泰彦著 ; 日本文化中央聯盟 
編   
東京 : 刀江書院 , 1942.1 
197p ; 22cm 
04389048 / T683||3  

 
日本綿業發達史日本綿業發達史日本綿業發達史日本綿業發達史 / 三瓶孝子著   
東京 : 慶応書房 , 1941.10 
2, 4, 8, 514p ; 22cm 
04390913 / T586.2||4  

 
ニューカレドニア・その周邊ニューカレドニア・その周邊ニューカレドニア・その周邊ニューカレドニア・その周邊 / 太平洋協會編   
東京 : 太平洋協会 , 1944.5 
13, 487p ; 22cm 
04692092 / T297.3||2  

 
ニューカレドニヤ及ニューヘブライズ諸島概況ニューカレドニヤ及ニューヘブライズ諸島概況ニューカレドニヤ及ニューヘブライズ諸島概況ニューカレドニヤ及ニューヘブライズ諸島概況 
東京 : 薹灣銀行調査部 , 1942.12 
56p : 地図 ; 21cm 
04692080 / T297.3||1  

 
ニューギニアの自然と民族ニューギニアの自然と民族ニューギニアの自然と民族ニューギニアの自然と民族 / 太平洋協會編   
東京 : 日本評論社 , 1943.5 
682p ; 22cm. － (太平洋全集, 7) 
04691886 / T297.3||9  

 
ニューギニヤ研究ニューギニヤ研究ニューギニヤ研究ニューギニヤ研究 / 濠洲政府編 ; 西村勝比古翻譯   
東京 : 文明社 , 1944.4 
568p, 図版 5枚 ; 22cm 
04691898 / T297.3||10  

 
ニュー・ギネアの原始産業ニュー・ギネアの原始産業ニュー・ギネアの原始産業ニュー・ギネアの原始産業 / W. C. クライン編, 東亞會 
譯   
東京 : 大和書店 , 1943.3 
254p ; 22cm 
04691874 / T297.3||8  

 
ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド : その性格と東亜共栄圏との関係 /  
小関順平著 
東京 : 宝雲舎 , 1942 
261p 図版 ; 19cm 
04692193 / T297.2||1  

 
ニュージーランド統計年鑑ニュージーランド統計年鑑ニュージーランド統計年鑑ニュージーランド統計年鑑    ; 1941年版 / [ニュージーラ 
ンド国勢調査統計局] 編 ; 竹村和夫 [外] 訳   
東京 : 国際日本協会 , 1943.1 
33, 8, 931p : 地図 ; 22cm 
04688272 / T357||3  

 
ニューヘブリディーズ諸島ニューヘブリディーズ諸島ニューヘブリディーズ諸島ニューヘブリディーズ諸島 / 冨士原清一著   
東京 : 日本評論社 , 1944.11 
6, 6, 156p ; 22cm. － (太平洋全書) 
04692103 / T297.3||3  
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ねねねね    

 
熱帯醫學とフィリッピンの全貌熱帯醫學とフィリッピンの全貌熱帯醫學とフィリッピンの全貌熱帯醫學とフィリッピンの全貌 / 渡邊薫著   
東京 : 拓南社 , 1942.4 
339p : 図版 ; 19cm 
04692231 / T292.48||11  

 
熱帶衞生熱帶衞生熱帶衞生熱帶衞生 / 岡部庸三郎著   
東京 : 河出書房 , 1942.9 
12, 10, 398, 47p : 図版 ; 19cm 
04688094 / T498.4||1  

 
熱帯圏の農熱帯圏の農熱帯圏の農熱帯圏の農業と労働業と労働業と労働業と労働 / I.C.グリーヴス著 ; 花田正男訳 
東京 : ダイヤモンド社 ,1943.12  
258p ; 22cm 
04390076 / T612.2||10  

 
熱帯農業の基礎理論熱帯農業の基礎理論熱帯農業の基礎理論熱帯農業の基礎理論 / Frederic Martin著 ; 大橋宣二譯 
東京 : 光書房 , 1943.5 
292p ; 22cm 
04390180 / T612||2  

 
熱帯の景観熱帯の景観熱帯の景観熱帯の景観 / ウォーレス[著] ; 谷田専治訳   
東京 : 創元社 , 1942.3 
291p ; 19cm. － (創元科学叢書, 17) 
04688004 / T462||1  

 
はははは    

 
白日の印度白日の印度白日の印度白日の印度 / シェルヴァンカ [著] ; 江口芳樹譯   
東京 : 育生社弘道閣 , 1942.1 
1, 5, 378, 2p ; 19cm. － (新日本圏叢書, 11) 
04693245 / T292.5||6  

 
白人の南洋侵略史白人の南洋侵略史白人の南洋侵略史白人の南洋侵略史 / 柴田賢一著   
東京 : 興亜日本社 , 1940 
302p ; 19cm 
04708973 / T220||2  

 
漠北と南海漠北と南海漠北と南海漠北と南海 : アジア史における沙漠と海洋 / 松田壽男 
著   
東京 : 四海書房 , 1942.1 
2, 5, 252p ; 22cm. － (アジア史撰聚) 
04709113 / T220||5  

 
幕末維新回想記幕末維新回想記幕末維新回想記幕末維新回想記 / アーネスト・サトー著 ; 鹽尻清市訳   
東京 : 日本評論社 , 1943.8 
3,315p ; 19cm 
04708961 / T210||18  

 
幕末貿易史幕末貿易史幕末貿易史幕末貿易史 / 山口和雄著   
東京 : 中央公論社 , 1943.10 
4, 380p ; 22cm 
04389431 / T678.21||17  

 

支倉常長考支倉常長考支倉常長考支倉常長考 / 利倉幸一著   
東京 : 建設社出版部 , 1941 
297p ; 19cm 
04694057 / T289||3  

 
パルプパルプパルプパルプ / 成田努著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1938.6 
208p, 図版2枚 ; 20cm. － (ダイヤモンド産業全書, 
8) 
04690997 / T508||1-8  

 
ハロッド國際經濟學ハロッド國際經濟學ハロッド國際經濟學ハロッド國際經濟學 / R.F. ハロッド著 ; 藤井茂訳   
東京 : 實業之日本社 , 1943.9 
13, 6, 266p ; 22cm 
04694770 / T333.6||6  

 
ハワイ・アラスカ・パナマハワイ・アラスカ・パナマハワイ・アラスカ・パナマハワイ・アラスカ・パナマ / ウィリアム・H・ハアス著 ;  
大住龍太郎訳   
東京 : 東晃社 , 1942.9 
296p ; 18cm 
04691948 / T297.6||1  

 
布哇五十年史布哇五十年史布哇五十年史布哇五十年史 / 森田榮著   

[ハワイ] : [森田榮] , 1919.3序  
2, 5, 4, 2, 34, 1016p : 図版 ; 23cm 
04709847 / T276||1  

 
ハワイ諸島ハワイ諸島ハワイ諸島ハワイ諸島 / 南方産業調査會編   
東京 : 南進社 , 1944.3 
6, 184p ; 19cm. － (南進叢書 / 南方産業調査會編,  
15) 
04691963 / T297.6||3  

 
ハワイの歴史と風土ハワイの歴史と風土ハワイの歴史と風土ハワイの歴史と風土 / 家仲茂著   
東京 : 生活社 , 1943.4 
6,408p ; 19cm 
04691951 / T297.6||2  

 
ハンター印度史ハンター印度史ハンター印度史ハンター印度史 / W.W.ハンター著 ; 茂垣長作譯   
東京 : 室戸書房 , 1943.9 
9, 3, 451p ; 19cm 
04693893 / T225||22  

 
ひひひひ    

 
東印度東印度東印度東印度    / ヴァンデンボッシュ著 ; 大江専一訳   
東京 : 改造社 , 1943.4 
495, 14, 8p ; 21cm 
04709404 / T224||7  
04709416 / T224||7-a  

 
東印度及濠洲の點描東印度及濠洲の點描東印度及濠洲の點描東印度及濠洲の點描 / 小林織之助著   
東京 : 統正社 , 1942.4 
4, 10, 237p : 図版11枚 ; 19cm 
04692724 / T292.4||39  

 
東印度会社研究東印度会社研究東印度会社研究東印度会社研究 / 楊井克己著   
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東京 : 生活社 , 1943 
191p ; 19cm 
04690578 / T334.7||11  

 
東印度紀行東印度紀行東印度紀行東印度紀行 / 島崎新太郎著   
東京 : 那珂書店 , 1942.8 
307p : 図版 地図 ; 19cm 
04692787 / T292.4||41  

 
東印度群島地質論東印度群島地質論東印度群島地質論東印度群島地質論 / エッチ・エ・ブラウワー著 ; 早坂 
一郎譯   
東京 : 國際日本協會 , 1943.3 
3, 2, 10, 166p ; 22cm 
04687980 / T455||5  

 
東印度農業経済研究東印度農業経済研究東印度農業経済研究東印度農業経済研究 / 奥田 訳著   
東京 : 日本外政協会 , 1943.2 
8, 407, 4p ; 22cm 
04390227 / T612.2||12  

 
東印度の經濟建設東印度の經濟建設東印度の經濟建設東印度の經濟建設 / 目崎憲司著   
東京 : 有斐閣 , 1943.12 
3, 15, 406, 21p ; 22cm 
04689957 / T332.2||49  

 
東印東印東印東印度の工業と工業化問題度の工業と工業化問題度の工業と工業化問題度の工業と工業化問題 / 森澤元三郎著   
東京 : 新経済社 , 1942.12 
7, 16, 419, 6p : 図 ; 22cm 
04691137 / T502.2||8  

 
東印度の地理東印度の地理東印度の地理東印度の地理 / A.L.C.ベークマン著 ; 東亜研究所譯   
東京 : 東亜研究所 , 1942.11 
10, 4, 186, 14p : 図版 ; 21cm. － (東研叢書, 3) 
04693385 / T292.4||45  

 
東印度の文化東印度の文化東印度の文化東印度の文化 / 斎藤正雄著   
東京 : 宝雲舎 , 1940.12 
459p : 図版10枚 ; 19cm 
04709900 / T224||1  

 
東印度への進発東印度への進発東印度への進発東印度への進発 / 小倉一郎著   
東京 : 図書研究社 , 1942.11 
4, 10, 442p ; 19cm 
04693943 / T225||19  

 
比島史比島史比島史比島史 / 和田義隆著   
東京 : 創造社 , 1943.4 
311, 4, 14p : 図版 地図 ; 19cm 
04709366 / T224.8||11  

 
比島の危機比島の危機比島の危機比島の危機 / 佐藤剱之助著   
大阪 : 比律賓協會關西支部 , 1941.6 
5, 6, 348p ; 19cm 
04709975 / T224.8||5  

 
ヒリッピンに於ける資源及貿易ヒリッピンに於ける資源及貿易ヒリッピンに於ける資源及貿易ヒリッピンに於ける資源及貿易 / 日本貿易振興株式會 
社企畫部編   

東京 : 高山書院 , 1942.8 
4, 247p ; 22cm 
04389101 / T678.2||19  

 
比律賓比律賓比律賓比律賓    / 柴山武徳著 
東京 : 日本拓殖協會 , 1942.7 
4, 193p : 図版 ; 19cm. － (拓殖叢書, 第3輯) 
04709354 / T224.8||10  

 
比律賓紀行比律賓紀行比律賓紀行比律賓紀行 / 仲原善徳著   
東京 : 河出書房 , 1941 
371p : 図版6枚 ; 19cm 
04692320 / T292.48||8  

 
比律賓群島の民族と生活比律賓群島の民族と生活比律賓群島の民族と生活比律賓群島の民族と生活 / 仲原善徳著   
東京 : 南方出版社 , 1942.7 
341p : 図版 ; 19cm 
04692282 / T292.48||14  

 
比律賓史比律賓史比律賓史比律賓史 : 政治・經濟・社會史的研究 ; 上巻 / C・ベニ 
テス著 ; 東亞研究所訳   
東京 : 東亜研究所 , 1942.12 
8, 6, 278p ; 21cm. － (東研叢書, 8) 
04709963 / T224.8||12  

 
比律賓事情比律賓事情比律賓事情比律賓事情 / 三神敬長著   
東京 : 拓殖新報社 , 1922.4 
1, 2, 4, 2, 299p ; 22cm 
04692344 / T292.48||6  

 
比律賓ダバオ州に於ける邦人産業調査報告比律賓ダバオ州に於ける邦人産業調査報告比律賓ダバオ州に於ける邦人産業調査報告比律賓ダバオ州に於ける邦人産業調査報告 / 臺灣總督 
官房調査課編   
台北 : 臺灣總督官房調査課 , 1929.1 
2, 21, 7, 9p ; 23cm. － (南支那及南洋調査, 第160輯) 
04390203 / T612.2||16  

 
比律賓統計書比律賓統計書比律賓統計書比律賓統計書 / 法貴三郎,鈴木修二,神宮司瑞郎共編 
東京 : 国際日本協会 , 1942.4 
9, 10, 211p ; 22cm 
04688245 / T352||7  

 
比律賓独立と東亜問題比律賓独立と東亜問題比律賓独立と東亜問題比律賓独立と東亜問題 / ピヨ・デューラン著 ; 野本静 
一訳   
東京 : ダイヤモンド社 , 1942 
290p ; 19cm 
04709381 / T224.8||8  
04709393 / T224.8||8-a  

 
比律賓の現状比律賓の現状比律賓の現状比律賓の現状 / 渡邊薫著   

[臺北] : 南洋協會臺灣支部 , 1931.3 
9, 383p ; 23cm 
04709874 / T292.48||2  

 
比律賓の全貌比律賓の全貌比律賓の全貌比律賓の全貌 : 米國極東進出の據點 / 影山知二著   
東京 : 愛國新聞社出版部 , 1941.11 
270p 図版 ; 19cm. － (大東亜共栄圏叢書, 第3編)  
04694300 / T292.48||5  
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比律賓の早期獨立と其反響比律賓の早期獨立と其反響比律賓の早期獨立と其反響比律賓の早期獨立と其反響 / 渡邊薫述   
東京 : 東京輸出協会, 1937.11  
18p ; 22cm. － (資料叢書, 第15) 
04709862 / T224.8||3  

 
比律賓の土俗比律賓の土俗比律賓の土俗比律賓の土俗 / 三吉朋十著   
東京 : 丸善 , 1942.8 
6, 6, 527p : 図版 ; 19cm 
04692243 / T292.48||15  

 
比律賓の農業比律賓の農業比律賓の農業比律賓の農業 ; 上巻 / 福原友吉著 
東京 : 三省堂 , 1943.1 
3, 6, 5, 309p ; 22cm 
04687585 / T612.2||18  

 
比律賓民族史比律賓民族史比律賓民族史比律賓民族史 / 外務省調査部編   
東京 : 日本国際協会 , 1941.6 
8, 258p ; 22cm 
04688830 / T389||28 
04688536 / T389||28a  

 
比律賓民族誌比律賓民族誌比律賓民族誌比律賓民族誌 / 三吉朋十著   
東京 : 偕成社 , 1942.10 
3, 288p : 図版 ; 19cm 
04688792 / T389||29  

 
ビルマビルマビルマビルマ : 緬甸 / 大場忠著   
京都 : 芸艸堂 , 1942 
29p : 図版100p ; 27cm 
04692790 / T292.38||9  

 
ビルマ鑛産資源ビルマ鑛産資源ビルマ鑛産資源ビルマ鑛産資源    / H.L.チッバア原著 ; 南洋協会譯   
東京 : 日本公論社 , 1942.12  
432p ; 22cm 
04390367 / T569||12  

 
ビルマ地名要覧ビルマ地名要覧ビルマ地名要覧ビルマ地名要覧 / 伊藤斌編輯   
東京 : 東亜研究所 , 1942.5  
1114p ; 21cm 
04692801 / T292.38||8  

 
ビルマ統計書ビルマ統計書ビルマ統計書ビルマ統計書 / 日本ビルマ協会編   
東京 : 国際日本協会 , 1942.10  
234p : 図版 ; 22cm. － (大東亞統計叢書, 第1部 6) 
04688284 / T352||3  

 
ビルマ讀本ビルマ讀本ビルマ讀本ビルマ讀本 / 山田秀蔵著   
東京 : 寶雲舎 , 1942  
9, 8, 245p ; 19cm 
04692534 / T292.38||7  

 
緬甸の経済緬甸の経済緬甸の経済緬甸の経済 / J.S.ファーニヴァル著 ; 東亞研究所譯   
東京 : 東亜研究所 , 1942.9  
7, 8, 252, 6p : 図版 ; 21cm. － (東研叢書, 7) 
04690150 / T332.2||41  

 
 

ビルマの經濟資源ビルマの經濟資源ビルマの經濟資源ビルマの經濟資源 / 蒲池清著   
東京 : 東亜政経社 , 1942.9  
2, 8, 522p : 図[8]p ; 22cm. － (南方經濟資源總攬, 7) 
04694526 / T292.3||1-7 

 
ビルマの現實ビルマの現實ビルマの現實ビルマの現實 / 齋藤博厚著   
東京 : 海洋文化社 , 1941.10 
3, 20, 367p ; 19cm. － (太平洋叢書) 
04692383 / T292.38||2  

 
緬甸の自然と民族緬甸の自然と民族緬甸の自然と民族緬甸の自然と民族 / 中島健一著   
丹波(奈良県) : 養徳社創立事務所 , 1944.8  
6, 6, 312, 23p : 図版 ; 19cm 
04692395 / T292.38||5  

 
ビルマの農産資源ビルマの農産資源ビルマの農産資源ビルマの農産資源 / 東亜研究所編   
東京 : 東亜研究所 , 1942.11 
2, 14, 251p : 図版 ; 21cm. － (東研叢書, 6) 
04390064 / T612.2||11  

 
ビルマの幽境ビルマの幽境ビルマの幽境ビルマの幽境 / C.M.エリンク著 ; ビルマ研究会訳編  
東京 : 興文社 , 1942.2 
12, 218 p : 図版 ; 19 cm. － (大東亞文庫) 
04692406 / T292.38||6  

 
ビルマの歴史と現状ビルマの歴史と現状ビルマの歴史と現状ビルマの歴史と現状 / 張正藩原著 ; 国本嘉平次訳   
東京 : 大阪屋号書店 , 1941.12  
2, 5, 366p : 図版, 地図 ; 19cm 
04709912 / T223.8||1  

 
ビルマ佛教徒と慣習法ビルマ佛教徒と慣習法ビルマ佛教徒と慣習法ビルマ佛教徒と慣習法 / オー・エイチ・ムーサス著 ; 滿 
鐵東亞經濟調査局訳   
東京 : 滿鐵東亞經濟調査局 , 1942.1  
2, 3, 1, 2, 8, 213, 3p ; 21cm. － (經濟資料通巻 / 滿
鐵 
東亞經濟調査局編, 第201) 
04689654 / T324.9||2  

 
ビルマ・ロードビルマ・ロードビルマ・ロードビルマ・ロード / ニコール・スミス著 ; 木川正男訳   
東京 : 文明社 , 1941.11 
5, 383p : 図版 ; 19cm 
04692368 / T292.38||4  

 
ビルマ遊記ビルマ遊記ビルマ遊記ビルマ遊記 / 畑中俊応著   
東京 : 甲子社書房 , 1929  
762p : 図版 ; 20cm 
04692902 / T292.38||10  

 
疲勞と休養疲勞と休養疲勞と休養疲勞と休養 / 古澤一夫著   
東京 : 東洋書館 , 1942  
187p ; 21cm. － (勞務管理全書, 12巻) 
04688361 / T509.7||5  
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ふふふふ    

 
ファーニヴァル蘭印経済史ファーニヴァル蘭印経済史ファーニヴァル蘭印経済史ファーニヴァル蘭印経済史 / J.S.ファーニヴァル, 川又 
昇著 ; 南太平洋研究会訳   
東京 : 実業之日本社 , 1942.2  
8, 12, 655p ; 22cm 
04690046 / T332.2||44  

 
フィリッピンフィリッピンフィリッピンフィリッピン / 中屋健弌著   
東京 : 興亜書房 , 1942  
364p ; 19cm 
04692317 / T292.48||9  

 
フイリッピン史フイリッピン史フイリッピン史フイリッピン史    / D. P. バロウズ著 ; 法貴三郎譯   
東京 : 生活社 , 1941.9  
399p ; 19cm 
04709987 / T224.8||7  

 
フィリッピン圖説フィリッピン圖説フィリッピン圖説フィリッピン圖説 / 渡邊薫著   
東京 : 冨山房 , 1942.7  
2, 2, 2, 170p : 図版 ; 19cm 
04692294 / T292.48||13  

 
フイリッピン讀本フイリッピン讀本フイリッピン讀本フイリッピン讀本 / 奥間徳一著   
東京 : 改造社 , 1943  
280p ; 18cm 
04692267 / T292.48||18  

 
フィリッピン農業史フィリッピン農業史フィリッピン農業史フィリッピン農業史 / H.H.ミラー著 ; 法貴三郎譯   
東京 : 生活社 , 1942.12  
215, 86p ; 22cm 
04687650 / T612.2||17  

 
フィリッピンの經濟資源フィリッピンの經濟資源フィリッピンの經濟資源フィリッピンの經濟資源 / 大谷喜光著   
東京 : 東亜政經社 , 1942.11 
11, 618p : 図8p ; 22cm. － (南方經濟資源總攬, 9) 
04694541 / T292.3||1-9  

 
フィリッピンの研究フィリッピンの研究フィリッピンの研究フィリッピンの研究 : 人・文化・歴史 / 佐藤秀男著   
東京 : 清水書房 , 1941.5  
4, 322p : 図版 ; 19cm 
04709431 / T224.8||1  

 
フィリッピンの自然と民族フィリッピンの自然と民族フィリッピンの自然と民族フィリッピンの自然と民族 / 太平洋協会編   
東京 : 河出書房 , 1942.6  
6, 9, 611p : 折り込み地図 ; 22cm 
04692204 / T292.48||12  
04692216 / T292.48||12-a  

 
フィリッピンの性格フィリッピンの性格フィリッピンの性格フィリッピンの性格 / 今村忠助著  
東京 : 岡倉書房 , 1941.9  
301p ; 19cm. － (新東亞風土記叢書, 5) 
04692305 / T292.48||4  

 
フィリッピンの政治經濟問題フィリッピンの政治經濟問題フィリッピンの政治經濟問題フィリッピンの政治經濟問題 / 國際経済学会編   
東京 : 刀江書院 , 1940.12  

169p ; 22cm 
04689960 / T332.2||51  

 
フフフフィリッピン・マライ貨幣史ィリッピン・マライ貨幣史ィリッピン・マライ貨幣史ィリッピン・マライ貨幣史 / Edwin Walter 
 Kemmerer著 ; 大内兵衛訳   
東京 : 栗田書店 , 1943  
421p ; 19cm 
04691470 / T337||6  

 
フイルムフイルムフイルムフイルム / 富士写真フイルム会社研究所編   
東京 : ダイヤモンド社 , 1939  
144p : 図版, 表 ; 20cm. － (ダイヤモンド産業全書,  
17) 
04691087 / T508||1-17  

 
佛印佛印佛印佛印 : 大東亞戰爭畫文集 / 荻須高徳著   
東京 : 新太陽社 , 1944.9  
126p : 図版 ; 22cm 
04688881 / T292.31||16  

 
佛印概要佛印概要佛印概要佛印概要 / 秋保一郎著   
東京 : 海洋文化社 , 1942.1  
2, 6, 236, 17p : 図 ; 19cm. － (太平洋叢書) 
04692356 / T292.31||12  

 
佛印華僑の統治政策佛印華僑の統治政策佛印華僑の統治政策佛印華僑の統治政策 / ルヴァスール著 ; 成田節男譯   
東京 : 東洋書館 , 1944.4  
354p ; 22cm 
04689832 / T334.5||16  

 
佛印經濟の變貌佛印經濟の變貌佛印經濟の變貌佛印經濟の變貌 / 塚本貞之助著   
東京 : 同盟通信社 , 1943.12  
176p ; 18cm 
04689921 / T332.2||39  

 
佛印研究佛印研究佛印研究佛印研究 : 資源の王國と安南帝國 / 井出淺亀著   
東京 : 皇國青年教育協會 , 1941.7  
290p : 図版 ; 22cm 
04692484 / T292.31||6  

 
佛印事情佛印事情佛印事情佛印事情 / 田澤丈夫著   
東京 : 羽田書店 , 1940.12  
9, 295p : 19cm  
04693536 / T292.31||1  

 
佛印縦走記佛印縦走記佛印縦走記佛印縦走記 / 中野實著   
東京 : 大日本雄辯會講談社 , 1941  
227p ; 19cm 
04692510 / T292.31||8  

 
佛印と私佛印と私佛印と私佛印と私 / 酒井彌著   
大阪 : 大阪毎日新聞社 , 1942.1  
266p ; 19cm 
04709797 / T292.31||13  

 
佛印に於ける公田制度の研究佛印に於ける公田制度の研究佛印に於ける公田制度の研究佛印に於ける公田制度の研究 : 村落共有地の法律的、社 
會的、經濟的研究 / ヴ・ヴァン・イエン著 ; 中込武雄, 大 
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橋宣二譯   
東京 : 栗田書店 , 1944.4  
3, 4, 4, 281, 7p ; 22cm 
04390102 / T611||3  

 
佛印の企業佛印の企業佛印の企業佛印の企業 / 水谷乙吉著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1942.4  
5, 12, 252p, 図版2枚 ; 19cm 
04691090 / T502.2||7  

 
佛印の經濟資源佛印の經濟資源佛印の經濟資源佛印の經濟資源 / 逸見重雄著   
東京 : 日本經國社 , 1943.5  
4,12,576p : 図12p ; 22cm. － (南方經濟資源總攬, 4) 
04694491 / T292.3||1-4  

 
佛印の鑛産資源佛印の鑛産資源佛印の鑛産資源佛印の鑛産資源 / 渡邊源一郎著   
東京 : 国際日本協会 , 1942.2  
4, 8, 260p ; 21cm 
04389556 / T569||10  

 
佛佛佛佛印の住民と習俗印の住民と習俗印の住民と習俗印の住民と習俗 / 山川壽一著   
東京 : 偕成社 , 1942.5  
4, 4, 351p : 図2枚 ; 19cm 
04688777 / T389||27  

 
佛印の新經濟政策佛印の新經濟政策佛印の新經濟政策佛印の新經濟政策 / ポール・ベルナール著 ; 奥好晨訳 
東京 : 岡倉書房 , 1943.4  
228p ; 19cm. － (岡倉選書, 9) 
04689945 / T332.2||38  

 
佛印の棉花資源佛印の棉花資源佛印の棉花資源佛印の棉花資源 : フランスの研究資料より / 西澤基一, 
中込武雄譯編   
東京 : 中川書房 , 1942.5  
257p ; 19cm 
04691583 / T618||6  

 
佛印への途佛印への途佛印への途佛印への途 / 小松清著   
東京 : 六興商会出版部 , 1941.12  
290p ; 19cm 
04688893 / T292.31||11  

 
物價騰貴の研究物價騰貴の研究物價騰貴の研究物價騰貴の研究    / 教化團體聯合會編   
東京 : 教化團體聯合會 , 1924.12  
8, 106p ; 23cm. － (教化資料, 第11輯) 
04406072 / T336||3  

 
福建華僑の送金福建華僑の送金福建華僑の送金福建華僑の送金 / 鄭林寛著 ; 滿鐵東亞經濟調査局譯  
東京 : 滿鐵東亞經濟調査局 , 1943  
2, 4, 6, 212p ; 22cm. － (經濟資料通巻 / 滿鐵東亞經 
濟調査局編, 第204) 
04689817 / T334.5||14  

 
佛領印度支那概観佛領印度支那概観佛領印度支那概観佛領印度支那概観 / 日本印度支那協會編. － 再版 
東京 : 日本印度支那協會 , 1940  
158p : 図版22枚 ; 19cm 
04693524 / T292.31||2  

 

佛領印度支那經濟發達史佛領印度支那經濟發達史佛領印度支那經濟發達史佛領印度支那經濟發達史 / シャルル・ローブカン著 ; 
浦部清治譯   
東京 : 日本國際協會 , 1941.11  
10, 256p ; 22cm 
04690085 / T332.2||31  

 
佛佛佛佛領印度支那研究領印度支那研究領印度支那研究領印度支那研究 / 逸見重雄著   
東京 : 日本評論社 , 1941.6  
4, 8, 514p : 図版 ; 22cm 
04692496 / T292.31||7  
04692507 / T292.31||7-a  

 
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 
東京 : 日本貿易振興協会 , 1941.7  
161, 74p : 地図 ; 21cm. － (調査彙報 / 日本貿易振 
興協会[編], 第3輯) 
04389125 / T678.22||17 
04389113 / T678.22||17a  

 
仏領印度支那貿易概仏領印度支那貿易概仏領印度支那貿易概仏領印度支那貿易概観観観観 / 繊維製品輸出振興株式会社企 
画部編   
大阪 : 大同書院 , 1942  
291p ; 22cm 
04690670 / T678.22||18  

 
プラスティツクスプラスティツクスプラスティツクスプラスティツクス / 岡田時夫著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1939  
286p : 図版, 表 ; 19cm. － (ダイヤモンド産業全書,  
18) 
04690756 / T508||1-18  

 
ブロック經濟に關する研究ブロック經濟に關する研究ブロック經濟に關する研究ブロック經濟に關する研究 : 東亞ブロック經濟研究會 
研究報告 / 昭和研究會著   
東京 : 生活社 , 1939.10  
2, 9, 326p ; 23cm 
04689122 / T333.5||4  

 
へへへへ    

 
米価の変遷米価の変遷米価の変遷米価の変遷 / 石原保秀編. － 再版 
東京 : 乾浴長生会 , 1925.6  
148p ; 23cm 
04389734 / T611||4  

 
米穀統計米穀統計米穀統計米穀統計 ; 第2次 世界之部 
東京 : 農林省農務局 , 1925.8 
180p : 図表 ; 27cm. － (食糧調査資料, 10號) 
04390153 / T611||6  

 
米国戦争経済力の基礎研究米国戦争経済力の基礎研究米国戦争経済力の基礎研究米国戦争経済力の基礎研究 / 三菱經濟研究所編 
東京 : 三菱經濟研究所 , 1943.2  
408p ; 22cm 
04689235 / T332.5||4  

 
米國戰争經濟力の基礎研究米國戰争經濟力の基礎研究米國戰争經濟力の基礎研究米國戰争經濟力の基礎研究    / 三菱經濟研究所. － 増訂 
再版 
東京 : 三菱經濟研究所 , 1944.7  
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3, 8, 479p ; 22cm 
04689247 / T332.5||4-a  

 
米穀の自治的販賣統制米穀の自治的販賣統制米穀の自治的販賣統制米穀の自治的販賣統制 / 東畑精一, 大川一司共著 
東京 : 日本学術振興会 , 1938  
6, 4, 2, 207p ; 21cm. － (日本学術振興会学術部第6
小 
委員会報告, 第11冊) 
04389722 / T611||7  

 
米國の太平洋政策米國の太平洋政策米國の太平洋政策米國の太平洋政策 / 國際關係研究會編   
東京 : 東洋經濟新報社 , 1942.8  
549p ; 22cm 
04691606 / T319.53||2  

 
北京のギルド生活北京のギルド生活北京のギルド生活北京のギルド生活 / バーヂス著 ; 申鎮均訳   
東京 : 生活社 , 1942.5  
361, 7p ; 22cm 
04690236 / T332.2||15  

 
北京の支那家族生活北京の支那家族生活北京の支那家族生活北京の支那家族生活 / S.D.ギャムブル著 ; 福武直譯   
東京 : 生活社 , 1940.11  
2, 6, 5, 512p : 図版 ; 23cm 
04688637 / T367||2  

 
ベンガベンガベンガベンガル民族誌ル民族誌ル民族誌ル民族誌 / ボンネルジャ著 ; 民族學協會譯   
東京 : 三省堂 , 1944.7  
2, 2, 10, 203, 28, 10p ; 22cm 
04688055 / T389||31  

 
ほほほほ    

 
貿易經營概説貿易經營概説貿易經營概説貿易經營概説 / 浜谷源藏著   
東京 : 同文館 , 1937  
2, 10, 331p ; 23cm 
04389696 / T678.1||40  

 
貿易讀本貿易讀本貿易讀本貿易讀本 / 中井省三著   
東京 : 千倉書房 , 1941.4  
3, 6, 256p ; 22cm 
04389618 / T678.1||21  

 
貿易貿易貿易貿易問題資料問題資料問題資料問題資料 ; [正], 続篇 / 衆議院調査部 [編]  

[東京] : 衆議院調査部 , 1938－1939  
2冊 ; 21cm. － (調査資料, 第23, 26輯) 
[正]  04389366 / T678.21||19-1  
続篇 04389378 / T678.21||19-2  

 
宝庫スマトラ宝庫スマトラ宝庫スマトラ宝庫スマトラ / 末廣清信著   
京都 : 立命館出版部 , 1942.9 
283p : 図版 ; 22cm 
04693361 / T292.41||3  

 
寶庫スマトラの全貌寶庫スマトラの全貌寶庫スマトラの全貌寶庫スマトラの全貌 / 辻森民三著   
京都 : 立命館出版部 , 1934.6 
16, 342p : 図版[16]p ; 23cm 
04693373 / T292.41||2  

 
邦人海外發展史邦人海外發展史邦人海外發展史邦人海外發展史    ;    上巻 / 入江寅次著   
東京 : 海外邦人史料會 , 1936.10  
3, 30, 538p ; 23cm 
04709761 / T210.1||3-1  

 
邦人を待つ佛印の寶庫邦人を待つ佛印の寶庫邦人を待つ佛印の寶庫邦人を待つ佛印の寶庫 / 日下頼尚著   
東京 : 文明社 , 1941.10  
360p ; 19cm 
04692522 / T292.31||9  

 
浦鹽と沿海州浦鹽と沿海州浦鹽と沿海州浦鹽と沿海州 / 山内封介著   
東京 : 日本電報通信社出版部 , 1943 
327p : 図 ; 19cm 
04693120 / T292.9||4  

 
北支商品綜覽北支商品綜覽北支商品綜覽北支商品綜覽 / 南滿洲鐵道株式會社調査部編   
東京 : 日本評論社 , 1943.2  
10, 568p ; 21cm 
04390316 / T602.2||3  

 
北支農業經濟論北支農業經濟論北支農業經濟論北支農業經濟論 : 特に棉花生産と合作社の問題を中心 
として / 村上捨己著   
東京 : 日光書院 , 1942.5  
5, 361p ; 22cm 
04389758 / T612.2||2  

 
葡領チモールの全貌葡領チモールの全貌葡領チモールの全貌葡領チモールの全貌 / 栗林徳一著 ; 日葡協會編   
東京 : 協和書房 , 1942.12  
6, 3, 142p, 写真 ; 22cm. － (葡萄牙叢書, 第3輯) 
04691568 / T292.42||8  

 
ボルネオ紀行ボルネオ紀行ボルネオ紀行ボルネオ紀行 : その生活と資源を探る / 小倉清太郎著 
東京 : 畝傍書房 , 1941.11  
320p ; 19cm 
04693284 / T292.43||3  

 
ボルネオ事情ボルネオ事情ボルネオ事情ボルネオ事情 / 若林文次郎著   
奈良 : 天理時報社 , 1942.4  
273p : 図 ; 19cm 
04693296 / T292.43||4  

 
ボルネオ・セレベスボルネオ・セレベスボルネオ・セレベスボルネオ・セレベス,,,,ニューギニアの經濟資源ニューギニアの經濟資源ニューギニアの經濟資源ニューギニアの經濟資源 / 細田秀 
造著   
東京 : 東亜政經社 , 1944.1  
12, 522p : 図8p ; 22cm. － (南方經濟資源總攬, 11) 
04694553 / T292.3||1-10  

 
香港香港香港香港 / 小椋広勝著   
東京 : 岩波書店 , 1942  
207p ; 18cm. － (岩波新書, 88) 
04694666 / T292.2||9  

 
香港・海南島の建設香港・海南島の建設香港・海南島の建設香港・海南島の建設 / 秀島達雄著   
東京 : 松山房 , 1942  
4, 10, 369, 34, 2p ; 22cm 
04694743 / T292.2||10  
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本邦通商政策條約史概論本邦通商政策條約史概論本邦通商政策條約史概論本邦通商政策條約史概論 / 川島信太郎著   
東京 : 巖松堂書店 , 1941  
2, 15, 595, 24p ; 23cm 
04389354 / T678.21||3  

 
本邦鐵道の社會及經濟に及ぼせる影響本邦鐵道の社會及經濟に及ぼせる影響本邦鐵道の社會及經濟に及ぼせる影響本邦鐵道の社會及經濟に及ぼせる影響    ;    上巻 － 下巻  
/ 鉄道院[編]  

[東京] : 鉄道院 , 1916  
2冊 ; 23cm 
上巻  04358536 / T686||1-1  
下巻  04389000 / T686||1-2 

 
本邦都市發達の動向と其の諸問題本邦都市發達の動向と其の諸問題本邦都市發達の動向と其の諸問題本邦都市發達の動向と其の諸問題 ; 上 － 下 / 全國都 
市問題會議編   
東京 : 全國都市問題會議事務局 , 1940 
2冊 ; 21cm. － (總會文献 / 全國都市問題會議編, 第 
7回2) 
上  04688688 / T362.1||1-1  
下  04688691 / T362.1||1-2  

 
本邦の貿易と新秩序本邦の貿易と新秩序本邦の貿易と新秩序本邦の貿易と新秩序 / 山内庸僊著   
東京 : 大東書館 , 1942  
218p ; 19cm. － (国際関係研究叢書, 第1巻) 
04389381 / T678.21||13  

 
本邦綿絲紡績史本邦綿絲紡績史本邦綿絲紡績史本邦綿絲紡績史 ; [1] – [4] / 絹川太一著 
大阪 : 日本綿業倶楽部 , 1937.6－1939.2  
4冊 ; 23cm 
[1]  04390735 / T586.2||1-1 
[2]  04390697 / T586.2||1-2  
[3]  04390747 / T586.2||1-3 
[4]  04390750 / T586.2||1-4 

 
まままま    

 
マライの經濟資源マライの經濟資源マライの經濟資源マライの經濟資源 / 大谷敏治著   
東京 : 東亜政經社 , 1943.1  
4, 5, 672p : 図12p ; 22cm. － (南方經濟資源總攬, 6) 
04694514 / T292.3||1-6  

 
マライの鑛業とイギリスの政策マライの鑛業とイギリスの政策マライの鑛業とイギリスの政策マライの鑛業とイギリスの政策 / C.G.ウァーンフォー 
ド・ロック著 ; 小西善治訳   
東京 : 東世社 , 1943.2  
325p : 図版29p : 地図 ; 22cm 
04389898 / T569||13  

 
馬來語大辭典馬來語大辭典馬來語大辭典馬來語大辭典 / 武富正一著   
東京 : 旺文社 , 1942.4 
8, 1074p ; 27cm 
04341290 / T829.4||1  

 
馬來諸島馬來諸島馬來諸島馬來諸島 / A.R.ウォーレス著 ; 内田嘉吉訳 ; 南洋協會 
編. – 改訂再版 
東京 : 南洋協會 , 1942.11 
688, 26, 26p ; 22cm 
04693322 / T292.4||43  

 
馬來統計書馬來統計書馬來統計書馬來統計書 / 國際日本協會編   
東京 : 國際日本協會 , 1942 
134p, 図版2枚 : 折込み地図 ; 22cm. － (大東亞統計 
叢書, 第1部 4) 
04688218 / T352||4  

 
マレーの研究マレーの研究マレーの研究マレーの研究 / 内藤英雄著   
東京 : 愛国新聞社出版部 , 1942.9  
370p ; 22cm. － (大東亞共栄圏叢書, 第5編) 
04692825 / T292.39||9  

 
マレーマレーマレーマレーの實相の實相の實相の實相 / 吉岡利起著   
大阪 : 朝日新聞社 , 1942.8  
196p, 図版10p ; 19cm 
04692840 / T292.39||7  

 
マレーの民族マレーの民族マレーの民族マレーの民族 / 酒井寅吉著   
東京 : 興亜日本社 , 1942  
260p ; 18cm 
04692837 / T292.39||6  

 
マレーの歴史・自然・文化マレーの歴史・自然・文化マレーの歴史・自然・文化マレーの歴史・自然・文化 / ウィンステッド著 ; 野口 
勇譯   
東京 : 有光社 , 1943.1  
2, 1, 9, 315p ; 19cm 
04709936 / T223.9||2  

 
馬來編年史研究馬來編年史研究馬來編年史研究馬來編年史研究 : スヂャラ・マラユ / 西村朝日太郎著 
東京 : 東亜研究所 , 1942.8 
2, 2, 245, 13p ; 21cm. － (東研叢書, 4) 
04709924 / T223.9||1  

 
馬來夜話馬來夜話馬來夜話馬來夜話 / 野村貞吉著   
東京 : 寳雲舎 , 1942 
348p ; 19cm 
04691354 / T292.39||11  

 
馬来より馬来へ馬来より馬来へ馬来より馬来へ馬来より馬来へ / ブルース・ロックハート著 ; 山崎慶 
一訳   
東京 : 日本電報通信社出版部 , 1942.9 
8, 457p : 図版, 地図 ; 18cm 
04692813 / T292.39||8  

 
マレー蘭印紀行マレー蘭印紀行マレー蘭印紀行マレー蘭印紀行    / 金子光晴著. – Ｂ版 
東京 : 山雅房 , 1940.12  
276p, 図版4枚 ; 19cm 
04693548 / T292.31||3  

 
滿洲行政經濟年報滿洲行政經濟年報滿洲行政經濟年報滿洲行政經濟年報    ; 昭和17年版 / 日本政治問題調査所 
行政調査部編   
東京 : 日本政治問題調査所行政調査部 , 1942.1 
2, 8, 331p ; 21cm 
昭和17年版  04689728 / T330||5  

 
満洲経済研究年報満洲経済研究年報満洲経済研究年報満洲経済研究年報    ; 昭和16年版 / 満鐵調査部編 
東京 : 改造社 , 1941.12 
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432p ; 22cm 
04689731 / T330||6  

 
滿洲國經濟の研究滿洲國經濟の研究滿洲國經濟の研究滿洲國經濟の研究 / 堀經夫編   
東京 : 日本評論社 , 1942.3  
2, 4, 294p ; 22cm. － (大阪商科大學同經濟研究所研 
究叢書, 第13冊) 
04690248 / T332.2||14  

 
満洲国統制経済論満洲国統制経済論満洲国統制経済論満洲国統制経済論 : 満洲国に於ける統制経済の採用・変 
展・成果 / 藤原泰著   
東京 : 日本評論社 , 1942  
427p ; 22cm 
04690391 / T332.2||26  

 
滿洲農業再編成の研究滿洲農業再編成の研究滿洲農業再編成の研究滿洲農業再編成の研究 / 佐藤武夫著   
東京 : 生活社 , 1942.2 
3, 10, 329p ; 22cm 
04390215 / T612.2||7  

 
濛洲発達史濛洲発達史濛洲発達史濛洲発達史 / Paul Stahl著 ; 松本悟朗訳   
東京 : 武蔵野書房 , 1943.2  
300p ; 18cm 
04694185 / T271||2  

 
満蒙行政瑣談満蒙行政瑣談満蒙行政瑣談満蒙行政瑣談 / 金井章次著   
東京 : 創元社 , 1943  
341p ; 19cm 
04709188 / T222||17  

 
みみみみ    

 
ミクロネシア民族誌ミクロネシア民族誌ミクロネシア民族誌ミクロネシア民族誌 / 松岡靜雄著   
東京 : 岩波書店 , 1943.1  
23, 687p : 図版29枚 ; 22cm 
04687977 / T389||35  

 
みなみみなみみなみみなみ : 小説 / 中地清著   
東京 : 矢貴書店 , 1942.5  
334p ; 19cm 
04341426 / T913.6||1  

 
南アジア民族政治論南アジア民族政治論南アジア民族政治論南アジア民族政治論    / 大岩誠著   
東京 : 万里閣 , 1942 
449p : 図版 ; 19cm. － (國防文化撰書, 4) 
04709214 / T223||6  

 
南支那の村落生活南支那の村落生活南支那の村落生活南支那の村落生活 : 家族主義の社會學 / D.H.カルプ 
著 ; 喜多野清一, 及川宏訳   
東京 : 生活社 , 1940 
467p : 図版 ; 22cm 
04391182 / T362.2||1  

 
南支那民族史南支那民族史南支那民族史南支那民族史 / 徐松石著 ; 井出季和太訳   
東京 : 大阪屋号書店 , 1941 
338p : 地図 ; 19cm 
04688842 / T389||14  

04688854 / T389||14-a  
南太平洋諸島南太平洋諸島南太平洋諸島南太平洋諸島 / 小林織之助著   
東京 : 統正社 , 1942.4 
4, 14, 706p : 図版 ; 19cm 
04693117 / T297||2  

 
南太平洋の南太平洋の南太平洋の南太平洋の民族と文化民族と文化民族と文化民族と文化 / G・ブシャン著 ; 小堀甚二譯   
東京 : 聖紀書房 , 1944.4 
3, 4, 415p : 図版 ; 22cm. － (圖解比較民族學 / G・ 
ブシャン著) 
04688028 / T389||36  

 
南日本の建設南日本の建設南日本の建設南日本の建設 / 石原廣一郎著   
東京 : 清水書房 , 1942.9 
6, 6, 269p, : 地図1枚 ; 19cm 
04693500 / T292.3||47  

 
南の理想郷ニュージーランド南の理想郷ニュージーランド南の理想郷ニュージーランド南の理想郷ニュージーランド / 川瀬勇著   
東京 : 丸善 , 1941.8 
3, 379p ; 19cm 
04692077 / T297.2||4  

 
民族研究所紀要民族研究所紀要民族研究所紀要民族研究所紀要    第1冊 / 民族研究所編 
東京 : 彰考書院創立事務所 , 1944.8 
409p ; 26cm 
04688105 / T389||5  

 
民族主義民族主義民族主義民族主義 : 其の生成と発展 / [王室国際問題研究所編] ; 
 平貞蔵監訳   
東京 : 東洋書館 , 1942.5 
332p ; 22cm 
04691785 / T316.8||2  

 
民族心理より見たる政治的社會民族心理より見たる政治的社會民族心理より見たる政治的社會民族心理より見たる政治的社會 / ヴィルヘルム・ヴント 
原著 ; 平野義太郎譯   
東京 : 日本評論社 , 1938.12 
20, 12, 400, 27p ; 23cm 
04692026 / T311||2  

 
民族政治學の理論民族政治學の理論民族政治學の理論民族政治學の理論 / 平野義太郎著   
東京 : 日本評論社 , 1943.9  
5,14,391p ; 22cm. － (太平洋全集) 
04690604 / T334.7||13  

 
民族的世界観の研究民族的世界観の研究民族的世界観の研究民族的世界観の研究 / 湯村榮一著   
東京 : 慶応書房 , 1942.9   
467p ; 22cm  
04709140 / T113||1  

 
民族と植民民族と植民民族と植民民族と植民 / 徳澤龍潭著   
東京 : 聖紀書房 , 1943.12  
8, 326p ; 19cm 
04691808 / T316.8||10  

 
民族と文化民族と文化民族と文化民族と文化 ; 上巻 / 太平洋協會編   
東京 : 河出書房 , 1944.5  
764p ; 22cm. － (太平洋圏学術叢書 / 太平洋協會編) 
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04693168 / T297||6  
民族と文化の諸問題民族と文化の諸問題民族と文化の諸問題民族と文化の諸問題 / 小山栄三著   
東京 : 羽田書店 , 1942.4  
5, 5, 459,11p ; 22cm 
04688498 / T389||1  

 
めめめめ    

 
明治維新明治維新明治維新明治維新    ;    上巻 / 尾佐竹猛著 
東京 : 白揚社 , 1942.11 
4, 3, 344p ; 22cm. – (近代日本歴史講座 ; 第一冊) 
04709000 / T210||20-1  

 
明治維新財政經濟史考明治維新財政經濟史考明治維新財政經濟史考明治維新財政經濟史考 / 神長倉眞民著   
東京 : 東邦社 , 1943.12 
5, 9, 488p ; 22cm 
04689476 / T332.1||24  

 
明治産業発生史明治産業発生史明治産業発生史明治産業発生史 / 神長倉真民著   
東京 : 経済雑誌ダイヤモンド社 , 1936.11  
5, 9, 543p ; 20cm 
04708985 / T210||19  

 
明治大正史明治大正史明治大正史明治大正史 ; 第6巻 － 第7巻 /    野衣秀市編 
東京 : 實業之世界社明治大正史刊行會 , 1929 
2冊 ; 23cm 
第6巻: 産業篇  04390940 / T502.1||5-1  
第7巻: 産業篇  04390952 / T502.1||5-2 

 
メリヤスを語るメリヤスを語るメリヤスを語るメリヤスを語る / 頓所寅雄著   
東京 : 菅谷メリヤス店 , 1936  
451p ; 20cm 
04390685 / T586.8||1  

 
棉花及び棉花市場棉花及び棉花市場棉花及び棉花市場棉花及び棉花市場 / W. Hustace Hubbard著 ; 大下禎 
五郎, 酒井龍男訳編   
東京 : 文雅堂 , 1931  
727p ; 23cm 
04687647 / T618||5  

 
もももも    

 
蒙疆の経済蒙疆の経済蒙疆の経済蒙疆の経済 : 資源開発の現状と将来 / 中村信著   
東京 : 有光社 , 1941.7  
16, 308p : 図 ; 21cm  
04690376 / T332.2||23  

 
蒙古高原横断記蒙古高原横断記蒙古高原横断記蒙古高原横断記 / 東亞考古學會蒙古調査班編   
東京 : 日光書院 , 1941.9  
12, 318p : 図27枚 ; 22cm 
04694817 / T292.2||14  

 
蒙古資源経済論蒙古資源経済論蒙古資源経済論蒙古資源経済論 / 楊井克巳著   
東京 : 三笠書房 , 1941.6  
293p ; 17cm. － (現代学芸全書, 30) 
04690388 / T332.2||24  

 
蒙古社會制度史蒙古社會制度史蒙古社會制度史蒙古社會制度史 / ウラヂミルツォフ著 ; 外務省調査部 
譯   
東京 : 生活社 , 1941.8  
2, 17, 444, 40p ; 22cm 
04688726 / T362.2||6  

 
蒙古の遊牧社會蒙古の遊牧社會蒙古の遊牧社會蒙古の遊牧社會 / 後藤十三雄著   
東京 : 生活社 , 1942.12  
4, 4, 301p : 図版6枚 ; 22cm 
04709556 / T292.2||15  

 
森恪森恪森恪森恪 / 山浦貫一編. – 普及版  
東京 : 森恪傳記編纂會 , 1941 
46, 1065, 18, 13p : 図版13枚 ; 22cm 
04694211 / T289||1  

 
やややや    

 
躍進泰國の全貌躍進泰國の全貌躍進泰國の全貌躍進泰國の全貌 / 宮原武雄編著   
東京 : 愛國新聞社出版部 , 1941.9  
11, 353p : 地図 ; 22cm . － (大東亜共栄圏叢書, 第2 
編) 
04692445 / T292.37||5  

 
耶蘇會年報耶蘇會年報耶蘇會年報耶蘇會年報 ; 上巻 / [村上直次郎譯] 

[長崎] : 長崎市役所 , 1926.9 
426p ; 23cm . － (長崎叢書, 2) 
04708922 / T210||16-2  

 
ゆゆゆゆ    

 
輸出雑貨工業論輸出雑貨工業論輸出雑貨工業論輸出雑貨工業論 / 滝谷善一編   
東京 : 有斐閣 , 1942.11  
8, 5, 394p ; 22cm . － (時局と中小工業 : 日本學術振 
興會第二十三小委員會報告, 第4) 
04690845 / T509||4  

 
輸出制限關係法規輸出制限關係法規輸出制限關係法規輸出制限關係法規 / 東登[編] 
スラバヤ : 蘭印日本人商業協會聯合會 , 1938.4  
8, 448p ; 23cm . － (蘭印非常時條例集, 第1輯) 
04690655 / T678.22||25  

 
輸出通關手續に付て輸出通關手續に付て輸出通關手續に付て輸出通關手續に付て / 東京輸出協会[編] 
東京 : 東京輸出協会, 1936.10 ,   
49p ; 23cm . － (資料叢書, 第9) 
04389315 / T678.21||20  

 
輸出不振に關する座談會要録輸出不振に關する座談會要録輸出不振に關する座談會要録輸出不振に關する座談會要録 / 東京商工奨励館編   

[東京] : [東京商工奨励館] , [1938]  
31p ; 22cm . － (資料叢書, 20) 
04691532 / T678.1||20  
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よよよよ    

 
羊毛の研究と本邦羊毛工業羊毛の研究と本邦羊毛工業羊毛の研究と本邦羊毛工業羊毛の研究と本邦羊毛工業 / 井島重保著   
東京 : 光弘堂 , 1929.10  
2, 7, 27, 7, 597, 15p, : 図版 : 表 ; 23cm 
04390937 / T586.5||2  

 
横濱開港五十年史横濱開港五十年史横濱開港五十年史横濱開港五十年史    ; 上巻 － 下巻 / 肥塚龍著 
横浜 : 横浜商業会議所 , 1909.5   
2冊 ; 23cm  
上巻  04693803 / T092||1-1  
下巻  04693738 / T092||1-2  

 
らららら    

 
羅紗に就て羅紗に就て羅紗に就て羅紗に就て / 本間安藏編   
東京 : 本間羅紗店 , 1931  
85p ; 20cm 
04389808 / T586.5||1  

 
ラッフルズラッフルズラッフルズラッフルズ : イギリス近代的植民政策の形成と東洋社 
會 / 信夫清三郎著   
東京 : 日本評論社 , 1943.9  
4, 6, 451, 7p : 図版7枚 ; 22cm 
04690581 / T334.7||12  

 
蘭印・英印・佛印蘭印・英印・佛印蘭印・英印・佛印蘭印・英印・佛印 / 井手諦一郎著   
東京 : 三省堂 , 1940.11  
397p ; 20 cm 
04692941 / T292.4||6  

 
蘭印經濟概觀蘭印經濟概觀蘭印經濟概觀蘭印經濟概觀 / 南洋協會[編] 
東京 : 南洋協會 , 1940.11 
7, 166p : 地図 ; 23cm 
04690022 / T332.2||45  

 
蘭印現状讀本蘭印現状讀本蘭印現状讀本蘭印現状讀本 / 石澤豐著   
東京 : 新潮社 , 1941.2 
10, 258p : 図 ; 19cm 
04692573 / T292.4||17  

 
蘭印行蘭印行蘭印行蘭印行 / 加藤鐐五郎著. – 改訂改題再版 
名古屋 : 新愛知新聞社出版部 , 1942.4 
324p ; 19cm 
04694262 / T292.4||37  

 
蘭印最近の經濟・外交政策蘭印最近の經濟・外交政策蘭印最近の經濟・外交政策蘭印最近の經濟・外交政策 / J.ファン・ヘルデレン著 :  
原田禎正譯   
東京 : 生活社 , 1940.9 
2, 2, 105p : 地図 ; 22cm 
04689984 / T332.2||42  

 
蘭印史蘭印史蘭印史蘭印史    / デ・クラーク著 ; 南方調査會訳   
東京 : 春陽堂書店 , 1942.8 
2, 6, 4, 961p : 地図 ; 22cm 

04709443 / T224||6  
 
蘭印事情蘭印事情蘭印事情蘭印事情 / 小笠原長丕著   
東京 : 羽田書店 , 1940 
333p : 図版 ; 19cm 
04692938 / T292.4||8  

 
蘭印情報蘭印情報蘭印情報蘭印情報    ; 上 - 下 / 日本人貿易商組合編   
スラバヤ : 日本人貿易商組合 , 1926－1927 
2冊 ; 27cm 
上  04709886 / T224||5-1  
下  04709898 / T224||5-2  

 
蘭印植物紀行蘭印植物紀行蘭印植物紀行蘭印植物紀行 / 台湾南方協会編   
東京 : 三省堂 , 1941.12 
144p ; 19cm 
04692748 / T292.4||31  

 
蘭印諸島蘭印諸島蘭印諸島蘭印諸島 / 副島種經著   
東京 : アルス , 1942 
98p ; 18cm. － (アルス文化叢書, 10) 
04692608 / T292.4||35  

 
蘭印生活二十年蘭印生活二十年蘭印生活二十年蘭印生活二十年 / 和田民治著   
東京 : 大日本雄辨會講談社 , 1941 
366p ; 19cm 
04692585 / T292.4||19  

 
蘭蘭蘭蘭印探訪記印探訪記印探訪記印探訪記 / ヘンデリック・ド・ルゥー著 ; 木村康訳 
東京 : 橘書店 , 1941.3 
3, 346p ; 19cm 
04692662 / T292.4||14  

 
蘭印統計書蘭印統計書蘭印統計書蘭印統計書 ; 1940年版 / 蘭印經濟部中央統計局編 ; 大 
江恒太郎, 中原善男共譯   
東京 : 國際日本協會 , 1941.12 
xiv, 155p ; 21cm 
04688221 / T352||5  

 
蘭印讀本蘭印讀本蘭印讀本蘭印讀本 / 齋藤武治[編] 
東京 : 誠美書閣 , 1941.9 
13, 338p : 図版3枚 ; 19cm 
04694627 / T292.4||25  

 
蘭印と日本蘭印と日本蘭印と日本蘭印と日本 / 松本忠雄著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1940.12 
211p ; 19cm 
04692953 / T292.4||5  

 
蘭印に正義を叫ぶマックス・ハーフェラール蘭印に正義を叫ぶマックス・ハーフェラール蘭印に正義を叫ぶマックス・ハーフェラール蘭印に正義を叫ぶマックス・ハーフェラール / ミュリタ 
テュリ著 ; 朝倉純孝訳   
東京 : タイムス出版社 , 1942 
512p : 図版 地図 ; 19cm 
04709951 / T224||4  

 
蘭印の經濟政治社會史蘭印の經濟政治社會史蘭印の經濟政治社會史蘭印の經濟政治社會史 / ファーニバル著 ; 清水暉吉譯 
東京 : ダイヤモンド社 , 1942.2 



 

 
 

316 
 

2, 4, 5, 553, 3p ; 22cm 
04690034 / T332.2||46  

 
蘭印の資本と民族經済蘭印の資本と民族經済蘭印の資本と民族經済蘭印の資本と民族經済 / 濱田恒一著   
東京 : ダイヤモンド社 , 1941.7 
9, 271p : 図 ; 22cm 
04689972 / T332.2||43  

 
蘭印の設營蘭印の設營蘭印の設營蘭印の設營 / 遠藤正著   
大阪 : 湯川弘文社 , 1942 
4, 11, 430p : 図版3枚 ; 19cm 
04693397 / T292.4||44  

 
蘭印の知識蘭印の知識蘭印の知識蘭印の知識 / 朝倉純孝著   
東京 : 松山房 , 1942.2 
297p ; 19cm 
04692611 / T292.4||34  

 
蘭印の農業經濟蘭印の農業經濟蘭印の農業經濟蘭印の農業經濟 : その基礎と發展傾向 / グレッツアー 
著 ; 救仁郷繁訳   
東京 : 白揚社 , 1941.6 
2, 3, 4, 412, 2p : 図版 ; 22cm 
04390126 / T612.2||14  

 
蘭印風物誌蘭印風物誌蘭印風物誌蘭印風物誌 / 小津さちを著   
東京 : 刀江書院 , 1940 
267p ; 19cm 
04691366 / T292.4||7  

 
蘭印を解剖する蘭印を解剖する蘭印を解剖する蘭印を解剖する / 石田重忠著   
東京 : 學藝社 , 1941.3 
3, 234p : 図版 ; 19cm 
04691315 / T292.4||20  

 
蘭印を斯く見たり蘭印を斯く見たり蘭印を斯く見たり蘭印を斯く見たり / 小林一三著   
東京 : 斗南書院 , 1941.2 
4, 4, 230p : 図版12枚 ; 19cm 
04692674 / T292.4||13  

 
ランカシヤ綿工業及ヨークシヤ毛工業ノ概況ランカシヤ綿工業及ヨークシヤ毛工業ノ概況ランカシヤ綿工業及ヨークシヤ毛工業ノ概況ランカシヤ綿工業及ヨークシヤ毛工業ノ概況    / [永池長 
治著]    

[出版地不明] : [永池調査役調査] , [1910] 
4, 90, 46p ; 23cm 
04690694 / T586.2||6  
04691455 / T586.2||6-a  

 
蘭領印度蘭領印度蘭領印度蘭領印度 / 別技篤彦著   
東京 : 白揚社 , 1941.9 
241p ; 22cm. － (世界地理政治大系, 4) 
04692546 / T292.4||26  

 
蘭領印度史蘭領印度史蘭領印度史蘭領印度史 / A.J.エイクマン, F.W.スターペル共著 ; 村 
上直次郎, 原徹郎共譯   
東京 : 東亞研究所 , 1942.1 
2, 4, 4, 228p : 図版 ; 21cm. － (東研叢書, 1) 
04709948 / T224||3  

 

蘭領印度叢書蘭領印度叢書蘭領印度叢書蘭領印度叢書 ; 上巻 / 蘭印事情講習会編 
東京 : 愛國新聞社出版部 , 1940.9 
2, 8, 332p : 図版 ; 19cm 
上巻: 一般篇,政治篇,國際關係篇   04692977 / T292.4||3-1  

 
蘭領印度に於ける囘教政策と植民政策蘭領印度に於ける囘教政策と植民政策蘭領印度に於ける囘教政策と植民政策蘭領印度に於ける囘教政策と植民政策 / ブスケ著 ; 山 
田文雄, 太平洋協會調査部[譯]編   
東京 : 中央公論社 , 1941.11 
3, 4, 5, 253p ; 22cm. － (太平洋問題研究叢書 / 太平 
洋協会編) 
04692712 / T292.4||29  

 
蘭領印度農業政策史蘭領印度農業政策史蘭領印度農業政策史蘭領印度農業政策史 / 關嘉彦著   
東京 : 中央公論社 , 1941.9 
2, 2, 203p ; 22cm. － (太平洋問題研究叢書 / 太平洋
協会編) 
04390114 / T612.2||15  

 
蘭領印度の研究蘭領印度の研究蘭領印度の研究蘭領印度の研究 / 商工省商務局編   
東京 : 工政会出版部 , 1928 
266p ; 22cm 
04692623 / T292.4||38  

 
蘭領東印度蘭領東印度蘭領東印度蘭領東印度 / I.レーベル著 ; 池田雄蔵訳   
東京 : 岡倉書房 , 1941.6 
220p ; 19cm 
04692686 / T292.4||23  

 
蘭領東印度蘭領東印度蘭領東印度蘭領東印度    / 南満州鉄道株式会社東亜経済調査局. –  
再版 
東京 : 慶応書房 , 1942.7 
12, 506, 11, 3p ; 22cm. － (南洋叢書/滿鐵東亞經濟調 
査局編, 第1巻) 
04692635 / T292.4||11-a  

 
蘭領東印度見聞記蘭領東印度見聞記蘭領東印度見聞記蘭領東印度見聞記    / カーペンター著 ; 櫻井匡訳   
東京 : 日本青年教育会出版部 , 1942.8 
4,345p ; 19cm 
04710230 / T292.4||42  

 
蘭領東印度地誌蘭領東印度地誌蘭領東印度地誌蘭領東印度地誌 / 大谷光瑞著   
東京 : 有光社 , 1940.11 
14, 335, 103p ; 19cm 
04692980 / T292.4||2  

 
りりりり    

 
硫安硫安硫安硫安 / 渡瀬完三著. – ３版 
東京 : ダイヤモンド社 , 1938.3 
226p : 図版 ; 20cm. － (ダイヤモンド産業全書, 5) 
04690961 / T508||1-5  
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れれれれ    

 
黎明期の海外交通史黎明期の海外交通史黎明期の海外交通史黎明期の海外交通史 / 東恩納寛惇著   
東京 : 帝国教育会出版部 , 1941.1 
8, 2, 436p : 図版[4]p ; 22cm 
04709315 / T210||1  

 
列國資源動員の現勢列國資源動員の現勢列國資源動員の現勢列國資源動員の現勢 / 日本國際問題調査會編   
東京 : 日光書院 , 1942.10 
205, 21p ; 22cm 
04390836 / T602.9||9  

 
列國の對支投資と華僑送金列國の對支投資と華僑送金列國の對支投資と華僑送金列國の對支投資と華僑送金 / 井村薫雄著   
東京 : 生活社 , 1940 
232p : 表 ; 23cm 
04689491 / T332.2||3  

 
ろろろろ    

 
勞働とリズム勞働とリズム勞働とリズム勞働とリズム / カール・ビュヒァー著 ; 高山洋吉訳 
東京 : 第一出版 , 1944 
536p : 図版 ; 22cm 
04688447 / T509.7||12  

 
労働の衛生学労働の衛生学労働の衛生学労働の衛生学 / 石川知福著   
東京 : 三省堂 , 1939 
299p ; 22cm 
04390025 / T509.9||2  

 
勞働法の主要勞働法の主要勞働法の主要勞働法の主要問題問題問題問題 / 菊池勇夫著   
東京 : 有斐閣 , 1943.7 
26, 486, 12p ; 21cm. － (社會・經濟法論集, 第1巻) 
04688652 / T366||11  

 
ローマ字標音支那固有名詞辭典ローマ字標音支那固有名詞辭典ローマ字標音支那固有名詞辭典ローマ字標音支那固有名詞辭典 / 内田智雄編   
東京 : 生活社 , 1942.7 
2, 2, 3, 330p ; 19cm 
04341352 / T823||2  

 
勞務管理實務勞務管理實務勞務管理實務勞務管理實務 / 江渡三郎著   
東京 : 東洋書館 , 1943.11 
717p ; 21cm. － (勞務管理全書, 第30巻) 
04687748 / T509.7||15  

ロシヤ史ロシヤ史ロシヤ史ロシヤ史 : ロシヤ民族の本質と生成 / リヒャルト・モ 
ェラー著 ; 佐々木俊次譯   
東京 : 世界堂書店 , 1942.9 
421p : 図版 ; 22cm 
04694161 / T238||4  

 
露領アジヤ踏査記露領アジヤ踏査記露領アジヤ踏査記露領アジヤ踏査記 / R.アスミス著 ; 小堀甚二訳 
東京 : 聖紀書房 , 1942.5 
6, 354p : 図版 ; 19cm 
04693144 / T292.9||2  

 
わわわわ    

 
我國工業の地方的分布とその趨勢我國工業の地方的分布とその趨勢我國工業の地方的分布とその趨勢我國工業の地方的分布とその趨勢 : 職工數の増減を中 
心とする一考察 / 小田橋貞壽著   

[東京] : [東京商科大学] , 1940 
213－292p ; 23cm. － (東京商科大學研究年報商學研 
究, 第5號 別刷) 
04709482 / T502.1||10  

 
我國纖維工業の輸出伸張力我國纖維工業の輸出伸張力我國纖維工業の輸出伸張力我國纖維工業の輸出伸張力 / 瀧谷善一編   
東京 : 有斐閣 , 1941.4 
8, 5, 343p ; 22cm. － (時局と中小工業: 日本學術振
興會第二十三小委員會報告, 2) 
04688408 / T509||1  

 
わが國戰爭經濟の本質わが國戰爭經濟の本質わが國戰爭經濟の本質わが國戰爭經濟の本質 / 難波田春夫著   
東京 : 日本評論社 , 1943.2 
343p ; 23cm. － (國家と經濟 / 難波田春夫著, 第5
巻) 
04690492 / T331||5  

 
倭寇研究倭寇研究倭寇研究倭寇研究 / 登丸福寿, 茂木秀一郎著   
東京 : 中央公論社 , 1942 
272p ; 19cm 
04709048 / T210||15  

 
和蘭の南洋植民史和蘭の南洋植民史和蘭の南洋植民史和蘭の南洋植民史 ; 第1部 / 鳥養太一郎著. － 再版 
東京 : 丸善 , 1941.1 
493p ; 22cm 
04692558 / T292.4||24  
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欧欧欧欧        文文文文    
    

AAAA    
    
A brief history of the indian peoplA brief history of the indian peoplA brief history of the indian peoplA brief history of the indian peopleeee / by W. W. Hunter 

London : Trubner , 1884 
224p., [1] folded map ; 19cm 
別タイトル: Hunter's history of the indian people 
04697167 / T225||2  

 
A French view of the Netherlands IndiesA French view of the Netherlands IndiesA French view of the Netherlands IndiesA French view of the Netherlands Indies / by G. H. 
Bousquet ; translated from the French by Philip E. 
Lilienthal ; issued under the auspices of the Secreta- 
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関連資料 
 
 
  凡  例 
 
  １．収録範囲  
       原則として、昭和２５年以前（横浜高等商業専門学校及び横浜経済専門学校、横浜工業 
    経営専門学校の収集資料）の和漢書資料(日本語、中国語等)約７００タイトル及び欧文 
    資料(英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語)約２００タイトルを収録し 
    たものである。 
 
  ２．排 列 
       和漢書資料については、書名のヘボン式アルファベット順とした。なお、「日本」の読み 
    は「ニッポン」として統一した。 
    欧文資料については、書名及び誌名のアルファベット順とした。 
 
  ３．記載事項 
        （和漢書） 
 
           
           
           
           
 
 
         （欧文資料）
               ａ. 単
 
 
 
 
 
               ｂ. 逐
 
 
 
 
 
 
        (１) 書名は太
    (２) 巻次につ
        (３) 版表示は
        (４) 出版年は
        (５) 原書名及
        (６) 推定によ
        (７) 和漢書に
       記載した
    (８) 和漢書に
    (９) 欧文の逐
   書名 巻次 / 編著者・発行機関名等 版表示 
    出版地 : 出版者, 出版年 
    頁(冊)数 ; 大きさ （シリーズ・双書名） 

 書名 所蔵巻次 / 編著者・発行機関名等. ― 版表示 
  出版地 : 出版者, 出版年 
  頁(冊)数 ; 大きさ. ―（シリーズ・双書名） 
  注記 

    注記 

 
行書 
 書名：副書名；巻号 / 責任表示. ― 版表示 
  出版地 : 出版者, 発行年 
  頁数 ; 大きさ. ―（シリーズ・双書名） 
次刊行物 
 書名：副書名 / 責任表示．― 巻号（発行年） 
  出版地 : 出版者 
  資料の数量 ; 大きさ 
字で印字した。 
いて、各巻書名のある場合はそれぞれを注記に記載した。 
初版の場合は省略した。 
西暦で統一した。 
び別タイトルのあるものは、判明する限り対象事項の後に記載した。 
る情報の場合は [  ] の中に記載した。 
ついては、出版地のうち、東京都である「東京」と「東京市」を区別して 
。 
ついて、字体は原則として旧字体を使用した。 
次刊行物について、同タイトルで発行年の違うものは一つに収録した。 



 

 

    (10) 欧文の逐次刊行物について、所蔵している資料の、それぞれの巻号は責任表示の 
       後に並べている。続きに、最古と最新のものの発行年月を丸括弧に入れて記載した。 
    (11) 欧文の逐次刊行物で、本タイトル中に号ごとに変わる日付があるときは、これを除 
       き「…」で置き換え、その後に「―＜  ＞―」に入れて記載した。 
 
  ４．使用記号（欧文） 
 

v. 所蔵している雑誌、年鑑の数量を表す。例えば、５ｖ．とある場合は同タイト
ルで、巻号、発行月日の違うものが全部で５冊あることを意味する。 
なお、1ｖ.は一冊と認められる資料で、ページ数が明確ではない場合に用いた。 

 
       〔s.n.〕 出版社不明 
 
  ５．構成 
       この関連資料の目録は、「和漢書」「欧文」より成っている。 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和 漢 書和 漢 書和 漢 書和 漢 書                                                                    
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ＡＡＡＡ    

 
アメリカ復興金融會アメリカ復興金融會アメリカ復興金融會アメリカ復興金融會 の機能概要の機能概要の機能概要の機能概要 
  東京市 : 金融研究會, 1936.4 

4, 2, 10, 172, 78p ; 22cm. － (調書 / 金融研究會 
[編] ; 10編)    

    
亞米利加亞米利加亞米利加亞米利加合衆合衆合衆合衆國國國國に於ける農業金融制度に於ける農業金融制度に於ける農業金融制度に於ける農業金融制度 / American  
Institute of Banking編 ; 兵庫県農工銀行譯 
  神戸 : 兵庫県農工銀行, 1935.10 
  6, 280p ; 22cm 
  原書名 : Farm Credit Administration 
 
アメリカ金融制度改革論アメリカ金融制度改革論アメリカ金融制度改革論アメリカ金融制度改革論        /  F・A・ヴァンダーリッ 
プ著 横濱經濟研究所譯 
東京市 : 森山書店, 1935 
3, 2, 222p, 写真；24cm 
原 書 名  : Tomorrow’s Money, A Financial 

Program 
for America 

 
アメリカの石油アメリカの石油アメリカの石油アメリカの石油 業業業業    / ロナルド・ビー・シューマン著  
; 世界經濟調査會飜譯    
 東京市 : 世界經濟調査會, 1942.7 
 [1], 3, 288, [8]p表, 図版；22cm 
原書名 : The petroleum Industry; an Economic  
Survey  

 
アルゼンチン經濟事アルゼンチン經濟事アルゼンチン經濟事アルゼンチン經濟事  / 加藤物 株式會   
 神戸 : 加藤物 , 1938.4 
    [1], 86p., : 図版, 写真 2 ; 21cm 
    
亜爾然丁に於ける極東貿易調査報告亜爾然丁に於ける極東貿易調査報告亜爾然丁に於ける極東貿易調査報告亜爾然丁に於ける極東貿易調査報告 1936 1936 1936 1936 / 東部日本 
南米輸出組合, 西部日本南米輸出組合 
神戸 : 西部日本南米輸出組合，1937.5 
8, 306p ; 23cm  

 
足利織物沿革誌足利織物沿革誌足利織物沿革誌足利織物沿革誌 / 荒川宗四郎編 
  足利町(栃木県) : 両毛實業新報 , 1902.9 
  6, 10, 414p, : 図版 3, 写真 3 ; 19cm  
 
明日の貨幣明日の貨幣明日の貨幣明日の貨幣 : 各國貨幣制度改革案 / 東京商工會議所
調査部編 
  東京市 : 千倉書房, 1933.11 
  [1], 167p ; 19cm 
 
 

ＢＢＢＢ    
 
幕末明治新聞全集幕末明治新聞全集幕末明治新聞全集幕末明治新聞全集    第 1巻 － 第 5巻 / 明治文化研究 
會編  
  東京市 : 大誠堂, 1934.10－1935.2 
  5冊 ; 20cm. 
注記 : 第 1巻,第 2巻:文久より慶応まで. 第 3巻:慶
応 4年より明治元年まで. 第 4巻:慶応 4年より明治
3年まで. 第 5巻:明治元年より明治 3年まで 

    
バルシャガル草原バルシャガル草原バルシャガル草原バルシャガル草原 : ノモンハン歩兵肉彈戰記 / 高島

正雄著 
  東京市 : 鱒書房, 1942.3 
  4, 216p, 写真 4 ; 19cm 
   
米價基準の理論と實際米價基準の理論と實際米價基準の理論と實際米價基準の理論と實際 / 河田嗣郎著 
  大阪 : 大同書院, 1931.10 
  2, 2, 128p ; 22cm 
 
米券倉庫要説米券倉庫要説米券倉庫要説米券倉庫要説 / 鈴木富治著. － 再版 
  東京市 : 丸山舍書籍部, 1915.9 
  2, 3, 6, 189p, 写真 4 ; 23cm 
 
米穀業者の企業合同餘論米穀業者の企業合同餘論米穀業者の企業合同餘論米穀業者の企業合同餘論    其 1 實績補償問題に就い 
て / 川西伊平次述 
  東京市 : 川西伊平次, 1941.10 
  4, 2, 32 ; 22cm 
 
米国連邦破米国連邦破米国連邦破米国連邦破 法法法法 / 法務府法制意見第四局[訳編] 
  [東京] : 法務府法制意見第四局, 1950.7 
  166p ; 22cm. － (法務資料 ; 第 312号) 
 
米國聨邦準備銀行要義米國聨邦準備銀行要義米國聨邦準備銀行要義米國聨邦準備銀行要義 / エドウイン・ワルター・ケン
メラー著 大山壽譯 
 大阪 : 藤本ビルブローカー銀行，1922.11 
 2, 4, 3, 7, 5, 3, 94, 12p, 写真, 図版 3 ; 20cm 
原書名 : THE ABC OF THE FEDERAL  
RESERVE SYSTEM 

 
米國税制發達史米國税制發達史米國税制發達史米國税制發達史 / 野津高次郎著 
  東京市 : 有斐閣, 1939.3 
  4, 2, 15, 637, 12p ; 23cm 
 
ビジネス・センタービジネス・センタービジネス・センタービジネス・センター / 時事新報經濟部編 
  東京市 : 東洋經濟新報 出版部, 1927.10 
  3, 12, 562p ; 20cm 
 
美術と工藝美術と工藝美術と工藝美術と工藝    / タウト [著] ; 篠田英雄譯 
  東京市 : 育生 弘道閣, 1943.4 
  9, 527, 19p : 図版 ; 22cm. － (タウト全集 ; 第 3 
 卷) 
    
ビルディングの經營と管理ビルディングの經營と管理ビルディングの經營と管理ビルディングの經營と管理 / 增田健三 
東京市 : 誠文堂新光 , 1936.2 

  3, 10, 304p, 写真 8 ; 23cm 
   
尾西織物要覽尾西織物要覽尾西織物要覽尾西織物要覽 / 尾西織物同業組合編 
  一宮(愛知縣) : 尾西織物同業組合, 1935.4 
  230p, 図版 ; 19cm 
 
貿易會計貿易會計貿易會計貿易會計 / 濱谷源蔵著 
  東京市 : 同文館, 1936.6 
  2, 7, 207p ; 24cm 
 
貿易夏期大學講義集貿易夏期大學講義集貿易夏期大學講義集貿易夏期大學講義集  昭和 7年 / 清水安治[外]著    
横濱 : 横濱貿易協會，1932.8 
[1], 275p ; 22cm 

    
貿易夏期大學講義集貿易夏期大學講義集貿易夏期大學講義集貿易夏期大學講義集  昭和 8年 / 上甲信弘[外]著 
 横濱 :  :  :  : 横濱貿易協會，1934.8 

[2], 161p ; 22cm 
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物物物物價價價價の話の話の話の話 / 牧野輝智著 
  東京市 : 朝日新聞 , 1929.4 
  2, 6, 264p ; 20cm － (朝日常識講座 ; 第 7巻) 
    
ブック・レヴヰウブック・レヴヰウブック・レヴヰウブック・レヴヰウ : The Book Ｒeview 第 5巻, 第 8 
巻, 第 9巻 / 東洋經濟新報 ブック・レヴヰウ・クラ 
ブ[編] 
東京 : 東洋經濟新報 ，1948.3－1948.8 

 3冊 ; 19cm 
 
文藝と法律文藝と法律文藝と法律文藝と法律    / 勝本正晃著. － [改訂版].  
  東京 : 國立書院, 1948.2 
  5, 434p ; 19cm 
 
文科諸學の文科諸學の文科諸學の文科諸學の研究及奬勵に關する調査報告研究及奬勵に關する調査報告研究及奬勵に關する調査報告研究及奬勵に關する調査報告 / 吉田熊次, 
本田弘人 [編] 
  [東京市] : 山懸秀美堂, 1940.6 
  8, 237p ; 23cm 
    
分析化學分析化學分析化學分析化學 下巻 / 松井元興著. － 第４版 
  東京市 : 裳華房, 1918.6 
  [1], 12, 251－499, 11, 8p ; 23cm 
      
ブラジル經濟事情ブラジル經濟事情ブラジル經濟事情ブラジル經濟事情    /    下田禮佐 
 東京市 : 冨山房，1934.10 
 61, 4p ; 22cm 
 
物理學演習物理學演習物理學演習物理學演習    上巻 / 若桑光雄著. － 改訂版(第 55版) 
  東京 : 文明 書店, 1947.2 
  2, 2, 2, 401, 31p ; 22cm 
    
物理實驗三十題物理實驗三十題物理實驗三十題物理實驗三十題 / 柏木好三郎著. － 増訂版. 
  東京 : 丸善, 1944.8 
  3, 180p, 表 2 ; 21cm 
 
 
                                                CCCC    
    
茶業組合創立五十周年記念論文集茶業組合創立五十周年記念論文集茶業組合創立五十周年記念論文集茶業組合創立五十周年記念論文集 / 武居三吉[外] 
  東京市 : 茶業組合中央會議所, 1936.1 
  277p ; 27cm  
 
父の日記など父の日記など父の日記など父の日記など / 澁澤秀雄著 
  東京市 : 實業之日本 , 1939.12 
  5, 276p ; 19cm 
      
地方自治の基本問題地方自治の基本問題地方自治の基本問題地方自治の基本問題 / 宇賀田順三著 
  東京市 : 清水書店, 1937.1 

3, 3, 659, 8p ; 23cm. － (行政法研究 / 宇賀田順三 
著 ; 其 1) 

 
賃金制度賃金制度賃金制度賃金制度 / 大西淸治, 瀧本忠男共著 
  東京 : 東洋書館, 1944.5 
  2, 10, 402p ; 22cm. － (勞務管理全書 ; 10) 
 
長壽法長壽法長壽法長壽法 / 富士川游述 
  東京市 : 帝國生命保險, 1928.12 
  60p ; 19cm. － (健康増進叢書 ; 第 1篇)    
    

長期戰と經濟建設長期戰と經濟建設長期戰と經濟建設長期戰と經濟建設 / 板橋菊松編著 
  東京市 : 誠文堂新光 , 1939.9 
  2, 5, 353p ; 20cm 
 
朝鮮・満洲・支那朝鮮・満洲・支那朝鮮・満洲・支那朝鮮・満洲・支那 : 随筆評論集 / 下村海南著 
  東京市 : 第一書房, 1939.7 
  385p, 図版 ; 20cm 
    
中外蠶事要中外蠶事要中外蠶事要中外蠶事要  / 伊東茂右衛門著. － 増補 3版 
  東京府 : 伊東茂右衛門 ; 丸善書店,有隣堂(賣捌), 

1888.2 
  628p ; 20cm 
    
中國土地法中國土地法中國土地法中國土地法 / 陳顧遠著 ; 増淵俊一譯 
  京都 : 大雅堂, 1944 
  2, 8, 24, 305p ; 23cm  
 
 
                         ＤＤＤＤ    
 
大同電氣製鋼所要覽大同電氣製鋼所要覽大同電氣製鋼所要覽大同電氣製鋼所要覽    :    創業二十周年記念株式會 大 
同電氣製鋼所要覧 / 大同電氣製鋼所編 
  名古屋 : 大同電氣製鋼所, 1936.12 
  3, 4, 4, 232p, 図版 3, 写真 16 ; 27cm 
 
第一生命保第一生命保第一生命保第一生命保險險險險相互會相互會相互會相互會 二十五年史二十五年史二十五年史二十五年史    
  東京市 : 第一生命保險相互會 , 1929.10 
  4, 9, 311, 117p, 写真 13, 図版 ; 27cm 
 
大南方經濟論大南方經濟論大南方經濟論大南方經濟論 / 淺香末起著 
  東京 : 太平洋書館, 1944.10 

7, 4, 269p ; 22cm. － (大南方研究講座 / 毎日新聞 
編) 

   
第二十五週年記念論文集第二十五週年記念論文集第二十五週年記念論文集第二十五週年記念論文集 / 大日本米穀會 [編] 
  東京市 : 大日本米穀會, 1931.4 
  2, 468p ; 23cm 
 
大日本大日本大日本大日本    / ベラチン・ギエタ・ヘルイ著 ; オレステ・ 
ヴァカーリ英譯 ; エンコ・ヴァカーリ邦譯 
 東京市 : 英文法通論發行所, 1934.8 
 [2], 2, 6, 6, 158p, 写真 48, 図版 4 ; 23cm 
 
大日本麥酒株式會社三十年史大日本麥酒株式會社三十年史大日本麥酒株式會社三十年史大日本麥酒株式會社三十年史 / 大日本麦酒株式會
編 
  東京市 : 大日本麦酒株式會 , 1936.3 
  3, 10, 9, 228p, 図表, 統計 ; 27cm 
  注記 : 大日本麦酒株式會 年譜: p70－86 
    
大日本紡績株式會社五十年記要大日本紡績株式會社五十年記要大日本紡績株式會社五十年記要大日本紡績株式會社五十年記要 / 大日本紡績株式會
編 
 大阪 : 大日本紡績，1941.3 
 11, 192p, 図版 ; 27cm 
    
大日本人造肥料株式會大日本人造肥料株式會大日本人造肥料株式會大日本人造肥料株式會社社社社五十年史五十年史五十年史五十年史 / 大日本人造肥料 
株式會 [編] 
  東京市 : 大日本人造肥料株式會 , 1936.11 
  327p, 図表 ; 23cm 
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大日本生絲販賣組合聯合會十年誌要大日本生絲販賣組合聯合會十年誌要大日本生絲販賣組合聯合會十年誌要大日本生絲販賣組合聯合會十年誌要 / 大日本生絲販 
賣組合聯合會編 
  横浜 : 大日本生絲販賣組合聯合會, 1936.4 
  59,22p ; 26cm 
 
大日本蠶史大日本蠶史大日本蠶史大日本蠶史    正史(上巻), 現業史(下巻) / 佐野瑛著 
  東京市 : 大日本蠶史編纂事務所, 1898.8 
  2冊 ; 23cm 
 
大日本洋酒鑵詰沿革史大日本洋酒鑵詰沿革史大日本洋酒鑵詰沿革史大日本洋酒鑵詰沿革史 / 朝比奈貞良編 
  東京市 : 日本和洋酒鑵詰新聞 , 1915.7 
  1冊 ; 23cm 
 
大東亞經濟の推進大東亞經濟の推進大東亞經濟の推進大東亞經濟の推進 / 金子鷹之助著 
  東京 : 青葉書房, 1945.1 
  24, 2, 307p ; 19cm 
    
大東亞交易經濟論大東亞交易經濟論大東亞交易經濟論大東亞交易經濟論 / 中井省三著 
  東京 : 高山書院, 1944.4 
  4, 14, 5, 300p ; 22cm 
 
大東亞工業經濟論大東亞工業經濟論大東亞工業經濟論大東亞工業經濟論 : 大東亞鑛工業開發の研究 / 關野 
唯一著 
東京 : 國民 , 1945.3 

  12, 681p ; 21cm 
 
大東亞共榮圏綜合貿易年表大東亞共榮圏綜合貿易年表大東亞共榮圏綜合貿易年表大東亞共榮圏綜合貿易年表        8・下 / 東亞貿易政策研 
究會編 
  東京市 : 富山房, 1943.1 
  7, 12, 301p ; 19×26cm  
  注記 : 8・下:大日本帝國 臺灣・朝鮮 
 
ダイヤモンド經濟統計年鑑ダイヤモンド經濟統計年鑑ダイヤモンド經濟統計年鑑ダイヤモンド經濟統計年鑑    第二回(昭和 11年版) / ダ 
イヤモンド  
東京市 : ダイヤモンド , 1936.4 

  [2], 548p ; 19cm. 
 
弾性及び音響弾性及び音響弾性及び音響弾性及び音響 / 辻二郎[ほか著]. － 第 3版.  
  東京 : 河出書房, 1944.9 
  9, 439p ; 22cm. － (物理實驗學 / 中村清二編 ; 第 
 4巻) 
 
田健治郎田健治郎田健治郎田健治郎傳傳傳傳 / 田健治郎傳記編纂會編 
  東京市 : 田健治郎傳記編纂會, 1932.6 
  644, 42p ; 23cm 
  注記 : 譲山田健治郎君年譜:巻末 p1－42 
   
電力國營の急務電力國營の急務電力國營の急務電力國營の急務 / 頼母木桂吉述 
  東京市 : 大日本雄辯會講談 , 1936.10 
  107p ; 19cm 
   
電力資源電力資源電力資源電力資源 / 中岡保著 ; 工業化學懇談會編 
  東京 : 平凡 , 1944.7 
  [640p] ; 22cm. － (大東亞資源化學 ; 第 3輯) 
注記 : 417－640p落丁 

    
電信沿革略史電信沿革略史電信沿革略史電信沿革略史 
  [東京] : 逓信省電務局, 1892.9 
  64p, 折込図 4枚 ; 20cm 
 

獨逸行政法獨逸行政法獨逸行政法獨逸行政法        上巻(1－2) － 下巻(3－4)    / オット・マ 
イヤー著 ; 美濃部達吉譯 
  東京市 : 東京法學院, 1903.5－1903.10 
  2冊 ; 22cm 
 
ドイツの健民政策と母子保護事業ドイツの健民政策と母子保護事業ドイツの健民政策と母子保護事業ドイツの健民政策と母子保護事業    / 瀬木三雄著 
  東京 : 北光書房, 1944.12 
  303p, 図版 ; 21cm 
   
ドイツの航空機工業ドイツの航空機工業ドイツの航空機工業ドイツの航空機工業 / 飯島正義著. － ３版 
  東京 : 山海堂, 1944.11 
  233, 26p ; 21cm. － ( 業能率増進叢書) 
   
独逸の林業及木材業統制独逸の林業及木材業統制独逸の林業及木材業統制独逸の林業及木材業統制 / 薗部一郎著 
  東京市 : 忠誠堂, 1942.12 
  328p ; 22cm 
   
獨逸勞働奉仕制度獨逸勞働奉仕制度獨逸勞働奉仕制度獨逸勞働奉仕制度 / 東京地方失業防止委員會, 東京府
學務部 會課編 
  東京市 : 東京地方失業防止委員會, 1934.4 
  3, 5, 181p ; 23cm. － (失業對策資料 ; 第 3輯) 
  原書名 : Der deutsche Arbeitsdienst Aufgabe,  

Organisation und Aufbau 
      
獨逸勞働統制法獨逸勞働統制法獨逸勞働統制法獨逸勞働統制法 / 石田文次郎著 
  東京 : 有斐閣, 1944.11 
  3, 23, 715p ; 22cm 
   
獨逸纖維工業統制獨逸纖維工業統制獨逸纖維工業統制獨逸纖維工業統制 / 秋山玉吉著 
  東京市 : 日本絹人絹輸出振興會, 1940.7 
  5, 2, 114p ; 19cm 
   
堂島米市場史堂島米市場史堂島米市場史堂島米市場史 / 須々木庄平著 
  東京市 : 日本評論 , 1940.8 
  523, 115, 20p ; 23cm 
  注記 : 附録:米価表(自享保 9年至慶応 3年) 
 
獨占の經濟理論獨占の經濟理論獨占の經濟理論獨占の經濟理論 / 靑山秀夫著. － 再版 
  東京市 : 日本評論 , 1937.9 
  6, 4, 402p ; 23cm. － (理論經濟學叢書 ; 第 7編) 
  
動的貸借動的貸借動的貸借動的貸借對對對對照表論照表論照表論照表論    下巻 / エ・シュマーレンバッハ著 
; 土岐政藏譯. － 改訂版 
  東京市 : 森山書店, 1941.12 
  2, 5, 261－538p ; 22cm 
  原書名 : [Dynamische Bilanz] 
  
道道道道德德德德的的的的 神神神神 / 柳田謙十郎著. － 3版 
  東京 : 弘文堂書房, 1943.2 
  3, 2, 328p ; 22cm 
 
 

ＥＥＥＥ    
 
英米に於ける英文學研究英米に於ける英文學研究英米に於ける英文學研究英米に於ける英文學研究 / 福原麟太郎編 
  東京 : 研究 , 1944.2 
  102p ; 22cm. － (研究 英米文學語學講座) 
 
英國戲曲集英國戲曲集英國戲曲集英國戲曲集    /  [バァナアド・ショウ, ゴールズワアジ
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イ, シング作] ; 北村喜八 [外] 譯 
  東京市 : 新潮 , 1928.4 
  16, 580p ; 20cm. － (世界文學全集 ; 33) 
 別タイトル : 英吉利及愛蘭戲曲集 
 
英國金輸出解禁に對する評論を論じて我經濟政策に英國金輸出解禁に對する評論を論じて我經濟政策に英國金輸出解禁に對する評論を論じて我經濟政策に英國金輸出解禁に對する評論を論じて我經濟政策に    
及ぶ及ぶ及ぶ及ぶ / 松方幸次郎著 
  [出版地不明] : [出版社不明], 1926.2はしがき 
  4, 2, 74, 49p, 折込図 1 ; 22cm 
 
英國英國英國英國ニ於ケル火災保險協ニ於ケル火災保險協ニ於ケル火災保險協ニ於ケル火災保險協會會會會ノ自働消火裝置ニ關スルノ自働消火裝置ニ關スルノ自働消火裝置ニ關スルノ自働消火裝置ニ關スル    
規則規則規則規則    : 外國用 / 工場打合會譯註 
  東京市 : 損害保險事業研究所, 1937.8 
  3, 104p ; 19cm 
  注記 : 大日本聯合火災保險協會採用 
   
英領東阿弗利加事英領東阿弗利加事英領東阿弗利加事英領東阿弗利加事  
  [東京] : [外務省通商局], [1924.11] 
  24, 324p ; 23cm 
 
英詩史英詩史英詩史英詩史 / 竹友藻風著 
  東京 : 研究 , 1944.2 
  202p ; 22cm. － (研究 英米文學語學講座) 
   
英和曾話英和曾話英和曾話英和曾話 /    E.E.Speight著 ; 篠原一慶譯 
 東京市 : 文英堂書店, 1923.12 
 [197]p ; 18cm 
  注記 : 3－10p落丁 
 
液體燃料問題液體燃料問題液體燃料問題液體燃料問題 / 吉村萬治 
 東京市 : 工政會, 1925.1 
 19p ; 23cm 
    
沿革史沿革史沿革史沿革史 / 東京靑果實業組合聯合會[編] 
  東京市 : 東京靑果實業組合聯合會, 1930.4 

80, 8, 452, 6, 1, 64, 43, 31p ; 23cm. 
  注記 : 標題紙標題: 組合沿革史 ; 創立十週年記念 
   
圓貨の價値に就いて圓貨の價値に就いて圓貨の價値に就いて圓貨の價値に就いて / 鈴木嶋吉講述 
  東京市 : 金融研究會, 1936.1 
  4, 63, 27p ; 20cm. － (講演集 ; 第 15編) 
  注記 : 巻末の 27pは附表(折込表含む)   
 
 

ＦＦＦＦ    
 
フアブルの自然科學フアブルの自然科學フアブルの自然科學フアブルの自然科學    第 1巻 / アンリイ・フアブル著 
; 平野威馬雄譯 
  東京市 : 文明 , 1941.11 
  488p ; 19cm  
 注記 : 第 1巻:田園を守るものとその敵 
 
不動不動不動不動 金融に就て金融に就て金融に就て金融に就て / 杉本正幸講述 
  東京市 : 金融研究會, 1938.3 
  4, 127, 14p ; 20cm. － (講演集 ; 第 18編) 
   
富士紡生るゝ頃富士紡生るゝ頃富士紡生るゝ頃富士紡生るゝ頃 / 田中身喜著 ; 矢高實編 
  東京市 : 富士瓦斯紡績, 1933.3 
  7, 8, 344p, 図版 ; 20cm 

    
藤本ビルブローカー證券株式會社三十年史藤本ビルブローカー證券株式會社三十年史藤本ビルブローカー證券株式會社三十年史藤本ビルブローカー證券株式會社三十年史 / 服部文 
一編輯 
  大阪 : 藤本ビルブローカー證券, 1936.12 
  5, 8, 248p ; 22cm 
  注記 : 年表: p215－248 ; 巻末:折込表 6枚, 表 8枚 
 
藤田東湖集藤田東湖集藤田東湖集藤田東湖集 / 高須芳次郎編. － 再版 
  東京市 : 水戸學大系刊行會, 1941.12 

2, 8, 22, 460p, 図版 ; 22cm. － (水戸學大系 / 高
須芳次郎編 ; 第 1巻) 

 
複利複利複利複利,,,,年金及賦金表年金及賦金表年金及賦金表年金及賦金表 : 商業數學教科書附表 / 佐々木道 
雄編. － 増訂改版 
  東京市 : 丸善, 1937.1 
  184p ; 23cm 
  注記 : 附:二期拂債券價格表及五桁對數表 
   
佛語初歩佛語初歩佛語初歩佛語初歩 / エミール・ヘック編. － 改訂 13版 
  東京市 : エミール・ヘック, 1925.4 
  256, 3p ; 19cm 
  注記 : 著者は暁星學校代表者 
  別タイトル : Cours complet de langue Francaise : 

cours elementaire  
 
佛國家賃關係法規佛國家賃關係法規佛國家賃關係法規佛國家賃關係法規 : 物價對策資料 / 金融研究會 [編] 
  東京市 : 金融研究會, 1939.6 
  4, 3, 2, 166p ; 22cm. － (叢書 / 金融研究會 ; 第 
 11編)   
 
佛領印度支那貨幣史佛領印度支那貨幣史佛領印度支那貨幣史佛領印度支那貨幣史 
  [横浜] : 横浜正金銀行頭取席調査課, 1932.6 
  475p ; 23cm. － (調査報告 / 横濱正金銀行 ; 第 85 
 号) 
   
佛領印度支那經濟發達史佛領印度支那經濟發達史佛領印度支那經濟發達史佛領印度支那經濟發達史 / シャルル・ローブカン著 ;  
浦部清治譯 
  東京市 : 日本國際協會, 1941.11 
  10, 256p ; 21cm 
原書名 : L'Evolution economique de l'Indochine  
francaise  

 
 

ＧＧＧＧ    
 
G.G.G.G.ワグネル維新ワグネル維新ワグネル維新ワグネル維新 業建設論策集成業建設論策集成業建設論策集成業建設論策集成 / G.ワグネル[著] ;  
土屋喬雄編 
  東京 : 北隆館, 1944.11 
  3, 3, 589p ; 22cm 
   
概觀世界史潮概觀世界史潮概觀世界史潮概觀世界史潮 / 坂口昂著 
  東京 : 岩波書店, 1920.7 
  2, 10, 776p ; 22cm 
   
外國外國外國外國爲爲爲爲替替替替 / 小林行昌講述 
  東京市 : 世界堂書店 : 久野書店, 1932.2 
  2, 6, 272, 12p, 図版[5]枚 ; 23cm 
     
概説舊約地誌概説舊約地誌概説舊約地誌概説舊約地誌 / 河邊滿甕著 
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  東京市 : 日獨書院, 1933.5 
  7, 240, 10p, 図版 1枚, 折り込図 3枚 ; 19cm. －  
 (基督教教程叢書 ; 第 8編) 
  注記 : 附録:聖書の地理に關する參考文獻:p236 
 －240 
  
現代土木建築材料學現代土木建築材料學現代土木建築材料學現代土木建築材料學 : 石材・粘土製品・硝子 / 田中 
正義著 
  東京市 : 岩波書店, 1930.7 
  245p ; 26cm 
   
現代法令全集現代法令全集現代法令全集現代法令全集    第 9巻 / 末弘嚴太郎責任編輯 
  東京市 : 日本評論 , 1936.5 
  10, 687p ; 19cm  
  注記 : 第 9巻:通信篇 
    
現代工業政策論現代工業政策論現代工業政策論現代工業政策論 / 磯部喜一著. － 3版 
  東京 : 有斐閣, 1944.6 
  3,17,446p; 22cm 
      
現代政治經濟の再現代政治經濟の再現代政治經濟の再現代政治經濟の再檢檢檢檢討討討討 / 早稲田大學政治經濟學會[編] 
  東京市 : 早稲田大學政治經濟學會, 1936.12 
  446, 10p ; 23cm. － (早稲田政治經濟學雑誌 ; 第 
 50号) 
   
現代出版文化人現代出版文化人現代出版文化人現代出版文化人總總總總覧覧覧覧    昭和十八年版 / 共同出版 編 
纂部編 ; 日本出版文化協會監修 
  東京市 : 共同出版 , 1943.2 
  848p ; 19cm  
  
現行營業收現行營業收現行營業收現行營業收益益益益税・營業税・附加税便覽税・營業税・附加税便覽税・營業税・附加税便覽税・營業税・附加税便覽 / 船田勇著 
  東京市 : 森山書店, 1932.1 
  3, 1, 1, 6, 15, 221p ; 19cm 
  
現現現現行外國行外國行外國行外國爲爲爲爲替管理通論替管理通論替管理通論替管理通論 / 天野恒雄著 
  東京市 : 大藏財務協會 
  東京市 : 有斐閣 (発売), 1939.3 
  2, 2, 4, 15, 271, 115p ; 23cm 
     
現行法規類典現行法規類典現行法規類典現行法規類典 : 加除自在 (14)第 21類 / 帝國法規出 
版編纂 
東京市 : 帝國法規出版, 1913.4(初版)－1930.7(23 
版) 
1冊 (加除式) ; 19cm 
注記 : 加除自在 (14)第 21類:統計・報告 

    
ゲエテ詩集ゲエテ詩集ゲエテ詩集ゲエテ詩集 / 生田春月譯 
  東京市 : 新潮 , 1919.5 
  5, 13, 356p ; 14cm 
注記 : 記述は 14版(1921.2)による 

 
義は君臣義は君臣義は君臣義は君臣 は父子は父子は父子は父子 / 宇都宮謙編纂 
  東京市 : 日本歴史研究會, 1938.9 
  [2], 4, 194, 72p ; 23cm 
   
技術家用製圖要鑒技術家用製圖要鑒技術家用製圖要鑒技術家用製圖要鑒 / 眞隅隆介編. － 6版 
  東京市 : 眞隅隆介, 1935.4 
  25p ; 18×25cm  
  注記 : 発売:丸善 
   

技術及び技能管理技術及び技能管理技術及び技能管理技術及び技能管理 : 多量生 への轉換 / 相川春喜 
著 
  東京 : 東洋書館, 1944.1 
  3, 5, 272, 4p ; 22cm 
      
技術政策技術政策技術政策技術政策 / 藤澤威雄著 
  東京市 : 白揚 , 1943.4 
  3, 6, 384p ; 22cm 
    
銀價の崩落と大連に於ける物價勞銀銀價の崩落と大連に於ける物價勞銀銀價の崩落と大連に於ける物價勞銀銀價の崩落と大連に於ける物價勞銀 / 篠崎嘉郎著 
  大連 : 篠崎嘉郎, 1930.12 
  100p ; 23cm 
   
軍備制限軍備制限軍備制限軍備制限 / 尾崎行雄著 
  東京市 : 日本評論 , 1929.12 
  271p ; 19cm. － (時事問題講座 ; 8) 
 
軍需工業論軍需工業論軍需工業論軍需工業論 / シェペクトロフ著 ; 國際政治經濟研究 
會譯. － 再版 
  東京市 : 福田書房, 1935.3 
  287p ; 20cm 
 
軍隊的工場管理軍隊的工場管理軍隊的工場管理軍隊的工場管理 / 小櫻軍二著 
  東京 : ダイヤモンド , 1944.7 
  209p ; 19cm 
 
 

ＨＨＨＨ    
 
配給原價計算配給原價計算配給原價計算配給原價計算 / 山城章著 
  東京市 : 千倉書房, 1943.8 
  496p ; 22cm. － (會計學大系 ; 第 14巻) 
   
配給機構の再編成配給機構の再編成配給機構の再編成配給機構の再編成 / 山崎和勝著 
  東京市 : 東洋書館, 1940.12 
  185p ; 19cm 
   
配給統制新講配給統制新講配給統制新講配給統制新講 / 平尾彌五郎著. － 増補版.  
  東京市 : 一元 , 1943.5 
  2, 4, 8, 347p ; 19cm 
   
博多商工會議所五十年史博多商工會議所五十年史博多商工會議所五十年史博多商工會議所五十年史 / 博多商工會議所[編] 
  福岡 : 博多商工會議所, 1940.11 
  537p ; 27cm 
   
半處女半處女半處女半處女    ;    牡丹くづるる時 / 小島政二郎著 
  東京 : 大日本雄弁会講談 , 1950.11 
  456p ; 19cm. － (長篇小説名作全集 / 日本文藝家 
 協会編 ; 7)    
    
果して強國は醒めたりや果して強國は醒めたりや果して強國は醒めたりや果して強國は醒めたりや    / 杉村陽太郎著. － 3版 
  東京市 : 國際聯盟協會, 1922.6 
  3, 280p, 折込み図 1, 写真 10 ; 19cm  
   
發明讀本發明讀本發明讀本發明讀本    / 小山憲次著 
  東京市 : 特許法施行五十年記念會 
  東京市 : 時事新報  (發賣), 1934.10 
  2, 114p ; 22cm 
   
東印度の經濟建設東印度の經濟建設東印度の經濟建設東印度の經濟建設 / 目崎憲司著 
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  東京 : 有斐閣, 1943.12 
  3, 15, 406, 21p ; 22cm 
 
非常時經濟法令大集成非常時經濟法令大集成非常時經濟法令大集成非常時經濟法令大集成 / 日本窒素肥料談話會編. － 
増補第 7版 
  東京市 : 審美書院, 1938.5 
  21, 930, 2p ; 23cm 
 
非常時經濟法令大集成非常時經濟法令大集成非常時經濟法令大集成非常時經濟法令大集成  續編 第 1巻 / 日本窒素肥料 
談話會編. － 第 5版 
  東京市 : 審美書院, 1938.11 
  22, 959, 36, 36p ; 22cm 
注記：附録:物資戰時統制一覽 

 
非常時經濟法令大集成非常時經濟法令大集成非常時經濟法令大集成非常時經濟法令大集成；續編 第 2巻 / 日本窒素肥料 
談話會編. － 第 4版 
  東京市 : 審美書院, 1939.12 
  30, 1358, 35p ; 22cm 
 
非常時の非常時の非常時の非常時の經濟經濟經濟經濟對策對策對策對策 /    河合良成著 
 東京市 : 千倉書房, 1932.6 
 3, 10, 145p ; 19cm    
                
飛行機電氣工學飛行機電氣工學飛行機電氣工學飛行機電氣工學 / 竹内順三郎編. － ４版 
  東京 : 富士出版, 1945.2 
  2, 8, 320p ; 22cm 
            
飛行機工作法飛行機工作法飛行機工作法飛行機工作法 / 駒林榮太郎著. － ９版 
  東京 : 東學 [森北書店] : 森北書店, 1944.1 
  4, 12, 301p ; 22cm. － (航空機工學) 
      
飛行機操縱讀本飛行機操縱讀本飛行機操縱讀本飛行機操縱讀本 / 竹内順三郎著. － 5版 
 東京：富士出版, 1944.11 
 2, 2, 305p ; 22cm  
 
飛行機取扱法飛行機取扱法飛行機取扱法飛行機取扱法 / 竹内順三郎編. － 5版 
  東京 : 冨士出版, 1945.2 
  2, 283p ; 22cm  
   
平野村誌平野村誌平野村誌平野村誌    上 － 下巻 / 長野県諏訪郡平野村編纂 

[平野村(長野県諏訪郡)] : 長野県諏訪郡平野村役場,  
1932.11 

  2冊 ; 23cm  
 
平尾賛平商店五十年史平尾賛平商店五十年史平尾賛平商店五十年史平尾賛平商店五十年史 / 平尾太郎著 
  東京市 : 平尾賛平商店, 1929.3 
  3, 3, 5, 14, 984p ; 23cm 
  注記 : 本文中図版多数あり 
   
廣島廣島廣島廣島株式取引所四拾年史株式取引所四拾年史株式取引所四拾年史株式取引所四拾年史    / 森秀雄編纂 
  廣島 : 森秀雄, 1934.7 
  432p ; 23cm 
 
廣島商工會議所五十年史廣島商工會議所五十年史廣島商工會議所五十年史廣島商工會議所五十年史 
  廣島 : 廣島商工會議所, 1941.10 
  646p, 写真 20 ; 22cm 
   
日吉加瀬古日吉加瀬古日吉加瀬古日吉加瀬古墳墳墳墳 : 白山古墳・第六天古墳調査報告 / 三
田史学会編 
  [東京] : [三田史学会], [1952] 

  133p, 図版 26 ; 25cm 
   
保險約款集保險約款集保險約款集保險約款集 / 生命保險會 協會編 
  東京市 : 生命保險會 協會, 1934.3 
  8, 4, 639p ; 19cm 
  注記 : 附:簡易生命保險法令 
   
北北北北歐歐歐歐の林業と製紙工業の林業と製紙工業の林業と製紙工業の林業と製紙工業        第 1巻, 第 2巻 / 石上林二郎 
著 
 東京市 : 富士製紙, 1932.12－1933.4 
  2冊 ; 23cm  
 注記 : 第 1巻:芬蘭の部. 第 2巻:瑞典の部 ; 第 2巻 
 は再版，第 1巻は第 2巻の再版を受けて幾分の修正 
 を加えて出版されたもの 
    
本邦人絹工業の將來本邦人絹工業の將來本邦人絹工業の將來本邦人絹工業の將來 / 阿部嘉藏著. － 再版 
  東京市 : 東洋經濟出版部, 1929.5 
  2, 5, 224, 26p ; 20cm 
   
本邦貨物戰爭保險沿革史本邦貨物戰爭保險沿革史本邦貨物戰爭保險沿革史本邦貨物戰爭保險沿革史 / 貨物保險協和會編 
  東京市 : 貨物保險協和會, 1941.9 
  2, 10, 608, 36p ; 22cm 
   
本邦經濟統計本邦經濟統計本邦經濟統計本邦經濟統計    昭和十四年 / 日本銀行調査局 
  [東京市] : 日本銀行調査局, 1940.6 
  2, 115p ; 26cm  
   
本邦企業者聨合及合同本邦企業者聨合及合同本邦企業者聨合及合同本邦企業者聨合及合同 / 佐野次郎, 垣内幸太郎著 
  東京市 : 寶文館, 1914.6 
  442p ; 23cm. － (經濟學商業學研究叢書 ; 2冊) 
 
本邦鑛業ノ趨勢本邦鑛業ノ趨勢本邦鑛業ノ趨勢本邦鑛業ノ趨勢    大正 12年     / 農商務省鑛山局編 
  東京市 : 國 時報 , 1924.12 
  2, 2, 233, 54, 76p ; 26cm  
   
本邦農業要覧本邦農業要覧本邦農業要覧本邦農業要覧 / 農林省農務局 
. 東京市 : 大日本農會, 1936.1 
 18, 322p ; 19cm 
 
本邦タオル工業誌本邦タオル工業誌本邦タオル工業誌本邦タオル工業誌 / 岡本彰一著 ; 池田谷楠太郎監修 
  大阪 : 日本タオル工業組合聯合會, 1935.7 
  349p ; 20cm 
  注記 : 附録:昭和 9年のタオル工業概況 
 
本邦土地利用の研究本邦土地利用の研究本邦土地利用の研究本邦土地利用の研究 : 桑園の部 / 那須皓編 
  東京市 : 那須皓, 1933.10 
  291p ; 22cm  
                                                                                                                              
法律學法律學法律學法律學 / 孫田秀春責任編輯 
  東京市 : 實業之日本 , 1941.12 

15, 482p ; 22cm. － (日本國家科學大系 / 孫田秀
春 
責任編輯 ; 第 6巻 法律學 2) 

 
星野錫翁傳星野錫翁傳星野錫翁傳星野錫翁傳 / 星野錫翁感謝會著 
  東京市 : 星野錫翁感謝會, 1935.7 
  225, 50p ; 23cm 
   
報償契約に期待する電氣事業買収交渉の經過報償契約に期待する電氣事業買収交渉の經過報償契約に期待する電氣事業買収交渉の經過報償契約に期待する電氣事業買収交渉の經過 / 坂本
森一述 
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  [函館] : 函館市役所, 1936.11 
  162p ; 23cm 
   
不如歸不如歸不如歸不如歸 / 徳富蘆花著 ; 林雪清譯 
  上海 : 亞東圖書館,  
  56, 386p ; 19cm 
 
百貨店の實相百貨店の實相百貨店の實相百貨店の實相 / 百貨店事業研究會編 
  東京市 : 東洋經濟新報 , 1935.3 
  243p ; 20cm 
   
百貨店對中小商業問題百貨店對中小商業問題百貨店對中小商業問題百貨店對中小商業問題 / 東洋経済新報 編 
  東京市 : 東洋經濟新報 , 1936.9 
  3, 106p ; 20cm 
 
 

ＩＩＩＩ    
 
稻作ノ豐凶ニ關スル研究稻作ノ豐凶ニ關スル研究稻作ノ豐凶ニ關スル研究稻作ノ豐凶ニ關スル研究 / 大脇正諄著 
  東京市 : 成美堂書店, 1919.7 
  4, 2, 200p, 図版 16 ; 23cm 
 
印度語の初歩印度語の初歩印度語の初歩印度語の初歩 / 大阪南方院編 
  大阪 : 大阪南方院, 1944.1 
  1, 81p ; 15cm 
   
印度經濟事情印度經濟事情印度經濟事情印度經濟事情 / 商工省貿易局編 
  東京市 : 日印協會, 1930.8 
  23, 455p, 表 2, 図版 19 ; 23cm 
  注記 : 付:印度地圖 1枚 
 
インドの經濟資源インドの經濟資源インドの經濟資源インドの經濟資源 / 伊東敬著 
  東京市 : 東亞政經 , 1943.6 

2, 15, 501p, 折込地図(1枚) ; 22cm. － (南方經濟資 
源總攬 ; 第八巻) 

 
印度の資源と工業印度の資源と工業印度の資源と工業印度の資源と工業 / 綜合インド研究室編 
  東京市 : 綜合インド研究室, 1943.6 
  2, 2, 322p ; 22cm 
 
インフレ景インフレ景インフレ景インフレ景氣氣氣氣の進行と株式の進行と株式の進行と株式の進行と株式 / 石山皆男編 
  東京市 : ダイヤモンド , 1934.5 

174p ; 18cm. － (ダイヤモンド / ダイヤモンド  
編 ; 第 22巻 第 14號 別冊附録) 

   
伊太利の組合制伊太利の組合制伊太利の組合制伊太利の組合制國國國國家と農業政策家と農業政策家と農業政策家と農業政策 / 下位春吉講演 ; 石
山皆男編 
  東京市 : ダイヤモンド , 1933.6 

123p ; 18cm. － (經濟雑誌ダイヤモンド ; 第 21巻 
第 18號 別冊附録) 

 
 

ＪＪＪＪ    
 
弱體保險論弱體保險論弱體保險論弱體保險論 : 弱體保險診査指針 / オスカー・リユケ
ル・エンムデン原著 ; 三浦義道, 高田他家雄共譯 
  東京市 : 生命保險會 協會, 1933.11 
  110p ; 22cm 
原書名 : Die vertrauensarztliche Untersuchung  

mit besonderer Berucksichtigung der erhohten  
Risiken 

 
ジャワ・スマトラの經濟資源ジャワ・スマトラの經濟資源ジャワ・スマトラの經濟資源ジャワ・スマトラの經濟資源 / 濱田恒一著 
  東京 : 日本經國 , 1944.9 

3, 7, 518p, 折込地図, 図版,表 ; 22cm. － (南方 
經濟資源總攬 ; 第十巻) 

 
事業經營と人事統制事業經營と人事統制事業經營と人事統制事業經營と人事統制 / 勝部武雄著 
  東京市 : 昭和教育 , 1933.5 
  4, 5, 14, 314p ; 23cm 
  注記 : 附: 緒表、緒調書様式: p280－314  
 
事業統制論事業統制論事業統制論事業統制論 / 上野陽一著 
  東京市 : 同文館, 1928.8 
  VII, 6, 210p ; 22cm 
  注記 : 付:参考書目解題 
   
盡忠報國の盡忠報國の盡忠報國の盡忠報國の精神精神精神精神 : 近衞文麿公演説訓話集 / 植村友彦 
編 
  東京市 : 第一出版 , 1938.2 
  182p ; 19cm. － (第一出版時局叢書 ; 4)    
    
人絹工業之概觀と當人絹工業之概觀と當人絹工業之概觀と當人絹工業之概觀と當 之沿革之沿革之沿革之沿革 : 創立二十周年記念 /  
帝國人造絹絲株式會 調査室 

[大阪] : 帝國人造絹絲調査室, 1938.6 
  1冊 ; 31cm 
 
人絹・ステープルファイバー・パルプ人絹・ステープルファイバー・パルプ人絹・ステープルファイバー・パルプ人絹・ステープルファイバー・パルプ    最近の進歩を最近の進歩を最近の進歩を最近の進歩を
語る語る語る語る    / 厚木勝基著 ; 帝國人造絹絲株式會 調査室編 
  大阪 : 帝國人造絹絲調査室, 1937.7 
  4, 2, 5, 235p ; 20cm 
    
人口動態統計人口動態統計人口動態統計人口動態統計 昭和 12年 / 内閣統計局編 
  [東京市] : 内閣印刷局, 1938.12 
  4, 199p ; 26cm  
 
實際家のメートル法意見實際家のメートル法意見實際家のメートル法意見實際家のメートル法意見 / メートル協會[編] 
  大阪 : メートル協會, 1934.4 
  6, 312p ; 23cm 
 
上毛上毛上毛上毛 業組合史業組合史業組合史業組合史 / 馬場光三編纂 
  前橋 : 業組合中央會群馬支會, 1929.7 
  2, 8, 732p ; 23cm 
    
重大時局に直面せる最近の經濟事重大時局に直面せる最近の經濟事重大時局に直面せる最近の經濟事重大時局に直面せる最近の經濟事  / 斎藤悦三編 
 廣島 : 泉屋兩替店, 1933.3 
 44p ; 19cm    
   
重工業の賃金と生活重工業の賃金と生活重工業の賃金と生活重工業の賃金と生活 / 森喜一著 
  東京 : 民族科學 , 1944.4 
  154p ; 21cm 
 
準準準準戰戰戰戰時統制時統制時統制時統制經濟經濟經濟經濟 / 朝日新聞 編 
  東京市 : 東京朝日新聞発行所, 1937.6 
  2, 6, 312p ; 19cm. － (朝日時局讀本 ; 第 5巻) 
 
十周年誌十周年誌十周年誌十周年誌 / 兵庫縣護謨工業組合編 
  神戸 : 兵庫縣護謨工業組合, 1936.5 
  31, 28p ; 23cm 
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  注記 : 附:組合員名簿 
   

ＫＫＫＫ    
 
株式會株式會株式會株式會 亡國論亡國論亡國論亡國論 / 高橋亀吉著  
  東京市 : 萬里閣書房, 1930.12  
  395p ; 20cm 
   
化學純絹絲の工業的完成化學純絹絲の工業的完成化學純絹絲の工業的完成化學純絹絲の工業的完成 : 我が蠶絲業の科學的一大 
變革 / 星野正三郎著 
  長野 : 蠶絲科學研究會, 1931.4 
  3, 5, 95p ; 19cm 
      
科學寫眞便覽科學寫眞便覽科學寫眞便覽科學寫眞便覽：第２分冊 應用篇 / 福島信之助, 藤澤
信共編 
  東京 : 丸善出版,1950.4 
  2, 5, 565－1200, 75, 39p ; 19cm     
    
貨幣價値修正會計貨幣價値修正會計貨幣價値修正會計貨幣價値修正會計    / 片野一郎著 
  東京市 : 高陽書院, 1941.7 
  191p ; 22cm. － (中央會計研究所叢書 ; 第一冊) 
   
海法會誌海法會誌海法會誌海法會誌    第二十二號(昭和十二年) / 松波仁一郎編 
東京市 : 日本海法會, 1937.12 
 4, 526p ; 23cm 
 
海法鑑定海法鑑定海法鑑定海法鑑定 : ロイド式保險證劵;「全損ノミ」ノ意義;「コ 
ンストラクチーブ・トータルロッス」ノ使用法 / 松波 
仁一郎著 
  [東京] : [松波仁一郎], [1939] 
  124p ; 23cm 
 
海表叢書海表叢書海表叢書海表叢書    巻 2 － 6, 別巻 / 新村出著. － 三版 
 京都 : 平樂寺書店, 1944.7 
 6冊 ; 19cm     
 
會計會計會計會計讀讀讀讀本本本本 / 高瀨莊太郎著 
  東京市 : 日本評論 , 1937.1 
  ix, 316p ; 23cm 
   
開港と生絲貿易開港と生絲貿易開港と生絲貿易開港と生絲貿易        上巻, 中巻, 下巻 / 藤本實也著 
  東京市 : 開港と生絲貿易刊行會 
  東京市 : 刀江書院 (發賣元), 1939.7－1939.12 
  3冊 ; 23cm  
    
海南島志海南島志海南島志海南島志    : 附 海南島の現勢 / 陳銘樞総纂 ; 井出季 
和太譯. － 改訂版.  
  東京市 : 松山房 (發兌), 1941.2 
  395p, 折込地図 1 ; 23cm 
   
改正原改正原改正原改正原價價價價計算要綱解説計算要綱解説計算要綱解説計算要綱解説 / 荒武太刀夫著 
  東京 : 山海堂, 1944.11 
  160, 84p ; 21cm 
      
解析概論解析概論解析概論解析概論    : 微分積分法及初等函數論 / 高木貞治著. 
－ 増訂版 
  東京 : 岩波書店, 1944.11 
  3, 7, 548p ; 26cm 
 

解説解説解説解説""""企業許可令と企業整備令企業許可令と企業整備令企業許可令と企業整備令企業許可令と企業整備令" " " " / 伊藤萬商店企劃部經 
濟調査課編著 
  大阪 : 伊藤萬商店, 1942.1 
  4, 5, 201p ; 19cm. － (伊藤萬經濟叢書 ; 5輯) 
   
解體過程にある支那の經濟と社會解體過程にある支那の經濟と社會解體過程にある支那の經濟と社會解體過程にある支那の經濟と社會 : アジア的な一大 
農業社會に対する科學的分析の企圖特にその生産諸 
力・生産=流通過程 上巻 － 下巻 / ウィットフォー 
ゲル原著 ; 平野義太郎監譯 
  東京市 : 中央公論 , 1934 
  2冊 ; 23cm 
   
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 / 金融研究會編 ; 村田省藏講述 
  東京市 : 金融研究會, 1938.9 
  4, 137p ; 20cm. － (講演集 / 金融研究會 ; 19編) 
     
海運及海運及海運及海運及經濟經濟經濟經濟調査調査調査調査    昭和 11年上半期 － 昭和 11年下半 
期 / 日本郵船株式會 編 
  神戸 : 日本海運集會所, 1937.6 – 1938.5 
  2冊 ; 23cm 
 
海運市況海運市況海運市況海運市況變變變變動事情管見動事情管見動事情管見動事情管見 / 吉村好治著 
  芦屋 : 吉村好治, 1942.6 
  350p ; 23cm 
 注記：別冊に「表及び圖目次」あり 
 
家事勞働家事勞働家事勞働家事勞働 : 主婦生活の合理化に關する研究 / 大阪市 
立生活科學研究所環境課著 
  東京 : 創元 , 1944.6 
  113p ; 21cm. － (厚生科學叢刊 ; 第 7輯) 
   
各國人絹界最近の各國人絹界最近の各國人絹界最近の各國人絹界最近の 勢勢勢勢 / 宮城辨次著 ; [帝國人造絹絲 
株式會 調査室編纂]. － 改訂 3版.  
  大阪 : 帝國人造絹絲調査室, 1931.5 
  5, 296p ; 23cm 
    
確率及最小自確率及最小自確率及最小自確率及最小自乘乘乘乘法法法法 / 北村友圭著. － 第 16版 
  東京市 : 高岡本店, 1943.9 
  2, 4, 209p ; 22cm 
   
確率論確率論確率論確率論 / 渡邊孫一郎著 
  東京市 : 共立 書店, 1934.12 
  2, 148p ; 21cm. － (新修輓近高等數學講座 ; 34) 
   
鎌鎌鎌鎌倉震災誌倉震災誌倉震災誌倉震災誌 / 清川来吉編 
  鎌倉町 : 鎌倉町役場, 1930.12 
  3, 2, 5, 8, 319p, 図版 16枚 ; 20cm 
   
貨物輸送貨物輸送貨物輸送貨物輸送 / 飯田律爾著 
  東京市 : 東洋書籍出版協會, 1931.5 
  317p ; 23cm 
   
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 / 金融研究會[編] 
  [東京市] : [金融研究会], [1935.7] 

121, 111p, 図表 1 ; 23cm. － (調書 / 金融研究會 
[編] ; 第 9編) 

    
神奈川縣震災誌神奈川縣震災誌神奈川縣震災誌神奈川縣震災誌 / 神奈川縣[編] 
  [横浜] : 神奈川県, 1927.9 
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  9, 848p, 図版 30 ; 23cm  
   
神奈川神奈川神奈川神奈川縣縣縣縣商工要覧商工要覧商工要覧商工要覧    昭和 10年版 / 神奈川縣商工課･ 
神奈川縣商工協會共編 
  横濱 : 神奈川県商工課, 1935.3 
  160, 40p, 地図 1, 表 3 ; 19cm  
      
簡易保險事業の知識簡易保險事業の知識簡易保險事業の知識簡易保險事業の知識 / 簡易保險局 [編] 
  [東京市] : 簡易保險局, 1936.10 
  100p, 図版 ; 23cm 
  注記 : 附録: p.89－100 ; 郵便年金統計圖表:巻末 
   
乾繭取引の現乾繭取引の現乾繭取引の現乾繭取引の現 とととと將來將來將來將來 / 西田峯吉著 
  東京市 : 明文堂, 1934.6 
  142p ; 23cm. － (蠶絲業經濟研究會叢書 ; 2 . 繭取 
 引の現 と理想(第 2輯)) 
 
簡明蠶絲業汎論簡明蠶絲業汎論簡明蠶絲業汎論簡明蠶絲業汎論 / 早川直瀬, 早川卓郎共著 
  東京市 : 明文堂, 1930.1 
  2, 1, 107p, 図版[1]枚 ; 23cm 
   
監査の理論と監査の理論と監査の理論と監査の理論と實實實實際際際際 / 近澤弘治著 
  東京 : 巌松堂書店, 1948.6 
  331p ; 21cm 
   
關税と貿易關税と貿易關税と貿易關税と貿易 / 太田正孝著 
  東京市 : 日本評論 , 1929.11 
  3, 238p ; 19cm. － (時事問題講座 ; 4) 
 
火災保險新講火災保險新講火災保險新講火災保險新講 / 吉井桃麿呂著 
  東京市 : 博文館, 1934.1 
  4, 6, 384, 8, 29p ; 23cm 
   
かつをぶしかつをぶしかつをぶしかつをぶし / 東京鰹節問屋組合編 
  東京市 : 東京鰹節問屋組合, 1938.6 
  228p ; 23cm 
 
桂離宮桂離宮桂離宮桂離宮 / タウト [著] ; 篠田英雄譯 
  東京市 : 育生 弘道閣, 1942.11 
  7, 311,13p ; 22cm. － (タウト全集 ; 第 1卷) 
注記 : 巻末:畫帖『桂離宮の囘想』(タウト筆) 

 
川崎造船所四川崎造船所四川崎造船所四川崎造船所四十年史十年史十年史十年史    / 川崎造船所編 
  神戸 : 川崎造船所, 1936.11 
  329p ; 27cm 
 
萱原萱原萱原萱原 / 森山啓著 
  東京市 : 靑木書店, 1943.7 
  321p ; 19cm 
 
經營組織の能率と内部監査制度經營組織の能率と内部監査制度經營組織の能率と内部監査制度經營組織の能率と内部監査制度 / 神馬新七郎著 
  東京 : 山海堂, 1944.11 
  4, 6, 239p ; 22cm. － (産業能率増進叢書) 
      
景氣景氣景氣景氣 / 丸谷喜市編 
  神戸 : ぐろりあ そさえて, 1929.6 
  76p ; 22cm. － (經濟書誌 ; 第 1篇) 
  別タイトル : Bibliography of business cycles  
      
景氣學説批判景氣學説批判景氣學説批判景氣學説批判 / 波多野鼎著 

  東京市 : 日本評論 , 1937.3 
  2, 6, 464p ; 23cm 
      
計理學提要計理學提要計理學提要計理學提要    上 / 鹿野清次郎著. － 10版 
  東京市 : 大倉書店, 1923.4 
  10, 418p ; 23cm 
      
計理士要覽計理士要覽計理士要覽計理士要覽        昭和 2年 11月版 / 平井泰太郎, 渡部義 
雄共著 
  東京市 : 寶文館, 1927.10 
  2, 3, 62p ;19cm 
    
計算圖表の理論と作り方計算圖表の理論と作り方計算圖表の理論と作り方計算圖表の理論と作り方    / 宮本逸治著 
  東京 : 文修堂, 1944.9 
  207p ; 22cm 
     
計算圖表及新計算尺ノ設計計算圖表及新計算尺ノ設計計算圖表及新計算尺ノ設計計算圖表及新計算尺ノ設計 / 森達雄著. － 第 2版 
  東京市 : 積善館, 1944.11 
  251p ; 27cm    
       
經濟經濟經濟經濟學原理學原理學原理學原理  第 1 － 第 5 / ジョン・スチュアート・ 
ミル著 ; 戸田正雄譯 
  東京市 : 春秋 , 1939.1－1939.5 
  5冊 ; 19cm  
 
經濟經濟經濟經濟學一般理論學一般理論學一般理論學一般理論 / 中山伊知郎著 
  東京 : 日本評論 , 1944.7 
  417p ; 22cm 
      
經濟學説大系經濟學説大系經濟學説大系經濟學説大系 上巻 / シャルル・ジイド, シャルル・ 
リスト原著 ; 宮井貞一郎譯 
  東京市 : 雄風館書房, 1936.1 
  16, 14, 2, 459, 9p ; 23cm  
      
經濟經濟經濟經濟早わかり早わかり早わかり早わかり / 中外商業新報 著 
  東京市 : 中外商業新報 , 1934.5 
  3, 4, 188p ; 19cm 
      
經濟法入門經濟法入門經濟法入門經濟法入門 / 菊池春雄著 
  東京市 : 東洋書館, 1943.3 
  7, 5, 432p ; 21cm 
   
經濟記事の基礎知識經濟記事の基礎知識經濟記事の基礎知識經濟記事の基礎知識 / 石山賢吉編 
  東京市 : ダイヤモンド , 1928.5 
  12, 542p ; 19cm. － (經濟雑誌ダイヤモンド ; 第 
 16巻 第 23号 15周年記念號 別冊附録) 
   
經濟記事の基礎知識經濟記事の基礎知識經濟記事の基礎知識經濟記事の基礎知識 / 石山賢吉編. － 改訂増補 
  東京市 : ダイヤモンド , 1928.12 
  16, 764p ; 19cm 
 
經濟記事の基礎知識經濟記事の基礎知識經濟記事の基礎知識經濟記事の基礎知識 / ダイヤモンド編輯局編. － 新 
版. 
  東京市 : ダイヤモンド , 1935.8 
  30, 1550p ; 19cm 
   
經濟新秩序の形成原理經濟新秩序の形成原理經濟新秩序の形成原理經濟新秩序の形成原理 / 赤松要著. － 改訂版. 
  東京 : 理想 , 1945.4 
  10, 452p ; 22cm 
  注記 : 版表記は「改訂版序」による 
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經濟測定學經濟測定學經濟測定學經濟測定學 / 栗村雄吉著 
  東京 : 日本評論 , 1949.11 
  6, 3, 273p ; 22cm 
   
經濟經濟經濟經濟圖圖圖圖表の見方畫き方使ひ方表の見方畫き方使ひ方表の見方畫き方使ひ方表の見方畫き方使ひ方 / 猪間驥一著 
  東京市 : 東洋經濟新報 , 1926.6 
  9, 3, 227p ; 19cm 
            
顯微鏡による纎維研究法顯微鏡による纎維研究法顯微鏡による纎維研究法顯微鏡による纎維研究法 / 小原亀太郎著 
  高石町(大阪府) : 紡織雑誌 , 1936.1 
  7, 259, 4, 3, 8p ; 23cm 
   
研究と動員研究と動員研究と動員研究と動員 / 稲村耕雄著 
  東京 : 日本評論 , 1944.12 
  154p ; 19cm. － (日本評論叢刊 ; 4) 
   
憲法撮要憲法撮要憲法撮要憲法撮要 / 美濃部達吉著. － 訂正再版 
  東京市 : 有斐閣, 1924.1 
  568p ; 23cm 
   
決算報告の見方決算報告の見方決算報告の見方決算報告の見方 / 石山賢吉著. － 改訂増補第 4版. 
  東京市 : ダイヤモンド , 1926.5 
  389p ; 22cm 
   
決戰非常施策の解説決戰非常施策の解説決戰非常施策の解説決戰非常施策の解説 / 國策教材研究會著 
  [東京] : 新紀元 , 1944.11 
  5, 290p ; 19cm. － (國策教材 ; 第一輯) 
            
決戰勤勞態決戰勤勞態決戰勤勞態決戰勤勞態勢詳説勢詳説勢詳説勢詳説 / 厚生研究會編著 
  東京 : 圖南書房, 1944.3 
  2, 2, 7, 266p ; 19cm 
      
企業別考課状の見方企業別考課状の見方企業別考課状の見方企業別考課状の見方 / 加藤良平著. － 3版 
  東京市 : 事業之日本 , 1926.5 
  2, 8, 270p ; 19cm 
 
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 / 中央物價統制協力會議編 
  東京市 : 中央物價統制協力會議, 1942.2 
  80p ; 21cm 
      
企業集中論企業集中論企業集中論企業集中論 / 堀定夫 
 [横濱] : 堀定夫，[1933.1] 
 12, 5－132p ; 26cm 
    
生絲貿易論生絲貿易論生絲貿易論生絲貿易論 / 原善三郎口述 
 [横濱] : [原善三郎]，[1898.3] 
 64p ; 22cm 
    
生糸貿易と金融生糸貿易と金融生糸貿易と金融生糸貿易と金融 / 二宮峰男著 
  東京市 : 同文館, 1910.5 
  2, 5, 122p ; 23cm 
      
生絲價格の豫想法生絲價格の豫想法生絲價格の豫想法生絲價格の豫想法 / 福本福三著 
  東京市 : 南光 , 1926.11 
  85p, 図表 2枚 ; 23cm 
      
生絲の格と取引生絲の格と取引生絲の格と取引生絲の格と取引 : 附 製絲法 / 細川幸重著 
  東京市 : 明文堂, 1927.7 
  6, 7, 310p ; 23cm 

    
生生生生絲絲絲絲と其貿易と其貿易と其貿易と其貿易 / 早川直瀨著 
  東京市 : 同文館, 1928.2 
  3, 2, 2, 16, 507, 53, 6p ; 23cm 
    
機械工學必携機械工學必携機械工學必携機械工學必携 / 馬場秋次郎編. － 19版 
  東京 : 三省堂, 1944.8 
  919p ; 17cm 
      
機械工業用木材機械工業用木材機械工業用木材機械工業用木材 / 加勢晋著 
  東京 : 機械製作資料 , 1944.10 

4, 145p ; 18cm. － (機械工作の進歩 / 科學動員協 
會編 ; 4) 

      
機械工場讀本機械工場讀本機械工場讀本機械工場讀本 / 厚生研究會著 ; 厚生省勤労局監修. 
－ 第 3版 
  [東京] : 新紀元 , 1944.10 
  2, 4, 185p ; 22cm 
      
機械量の電氣的計測機械量の電氣的計測機械量の電氣的計測機械量の電氣的計測 / Paul M. Pflier 著 ; 岡修一郎
[ほか]共譯. － 4版 
  東京 : 理工學出版, 1944.10 
  2, 2, 3, 302p ; 21cm. － (測定工學叢書 ; 1) 
原書名 : Elektrische Messung mechanischer  
GroBen 

      
危機に立つ歐洲危機に立つ歐洲危機に立つ歐洲危機に立つ歐洲 / 東京朝日新聞歐米部編 
  東京市 : 東京朝日新聞發行所, 1937.3 

2, 6, 274p, 折込み図１枚 ; 19cm. － (朝日時局讀 
本 ; 第 4巻) 

    
近代世界に於ける自由近代世界に於ける自由近代世界に於ける自由近代世界に於ける自由 / John Macmurray著 ; 堀秀 
彦譯 
  東京 : 東洋經濟新報 , 1946.12 
  9, 304p ; 19cm 
  原書名 : Freedom in the modern world    1932. 
    
金本位没落の渦紋金本位没落の渦紋金本位没落の渦紋金本位没落の渦紋 / 東京朝日新聞歐米部編 
  東京市 : 東京朝日新聞發行所, 1937.5 
  6, 281p ; 19cm. － (朝日時局讀本 ; 第 3巻) 
 
金本位制度の研究金本位制度の研究金本位制度の研究金本位制度の研究 / 高垣寅次郎講述 
  東京市 : 東京銀行集會所, 1929.10 
  179p ; 23cm. － (銀行叢書 ; 第 10編) 
 
金解禁の影響と對策金解禁の影響と對策金解禁の影響と對策金解禁の影響と對策    : 新平價金解禁の提唱 / 石橋湛 
山著. － 5版 
  東京市 : 東洋經濟新報 出版部, 1929.7 
  4, 6, 325p ; 20cm 
 
金解禁前後の財界金解禁前後の財界金解禁前後の財界金解禁前後の財界 / 安田與四郎著 
  東京市 : ダイヤモンド , 1929.9 
  2, 254p ; 19cm 
     
均衡理論と資本理論均衡理論と資本理論均衡理論と資本理論均衡理論と資本理論 / 中山伊知郎著 
  東京市 : 岩波書店, 1938.9 
  7, 4, 403p ; 23cm 
 
勤勤勤勤勞勞勞勞者休養問題の研究者休養問題の研究者休養問題の研究者休養問題の研究 / 篭山京著 
  東京 : 千倉書房, 1944.9 
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  329p ; 22cm 
 
禁酒讀本禁酒讀本禁酒讀本禁酒讀本 / 澤柳政太郎著 
  東京市 : 少年禁酒軍, 1931.3 
  2, 4, 194p ; 19cm 
 
金融合作金融合作金融合作金融合作 七年史七年史七年史七年史 / 金融合作 聯合會編 
  [新京] : [金融合作 聯合會], 1939.12 
  東京市：凸版印刷（印刷所） 
  4, 316p, 図版 肖像 ; 23cm 
 
桐生織物史桐生織物史桐生織物史桐生織物史    上巻 － 下巻 / 桐生織物史編纂會編 
 桐生(群馬縣) : 桐生織物同業組合, 1935.3－1940.6 
  3冊 ; 23cm 
 
氣氣氣氣象學及び地球物理學象學及び地球物理學象學及び地球物理學象學及び地球物理學 / 岡田武松[ほか]著 
  [東京] : 河出書房, [1939] 
  8, 391p ; 22cm. － (物理實驗學 / 中村清二編 ; 11) 
 
紀州ネル業研究紀州ネル業研究紀州ネル業研究紀州ネル業研究 / 太田保夫著 
  和歌山 : 松太綿布調査課, 1926.5 
  50, 25p ; 20cm 
 
基礎科学研究の実態と要望基礎科学研究の実態と要望基礎科学研究の実態と要望基礎科学研究の実態と要望 : 研究白書のために / 日 
本学術会議長期研究計画調査委員会 
  [東京] : 日本学術会議, 1957.3 
  236p ; 25cm 
    
基礎工業分析基礎工業分析基礎工業分析基礎工業分析 / 箱守新一郎著. － ６版 
  東京 : 業圖書, 1944.9 
  8, 534p ; 21cm. － (日本工學全書) 
   
氣體反應實驗法氣體反應實驗法氣體反應實驗法氣體反應實驗法 / A.Farkas, H.W.Melville共著 ; 宇 
野征夫譯 
  東京 : 八雲書店, 1944.11 
  467p ; 22cm 
 原書名 : Experimental methods in gas reactions 
 
北支那外國貿易統計年報北支那外國貿易統計年報北支那外國貿易統計年報北支那外國貿易統計年報 1933(昭和８年)  / 滿鐵  
業部 
大連 : 南滿洲鐵道, 1937.1 
 2, 4, 651p ; 26cm 
 
興亜一路興亜一路興亜一路興亜一路 / 井上雅二著  
  東京市 : 刀江書院, 1939.6 
  2, 8, 310p 図版 ; 19cm 
   
神戸生糸市場満十年史神戸生糸市場満十年史神戸生糸市場満十年史神戸生糸市場満十年史 
  神戸 : 神戸蠶絲絹業日報 , 1933.12 
  531, 57p ; 23cm 
  
児玉一造傳児玉一造傳児玉一造傳児玉一造傳 / 萩野仲三郎編纂 
  東京市 : 萩野仲三郎, 1934.1 
  9, 9, 222p ; 23cm 
  注記 : 児玉一造肖像あり 
            
交易營團への理論と實踐交易營團への理論と實踐交易營團への理論と實踐交易營團への理論と實踐 / 林大作編著 
  東京市 : 東亜書林, 1943.6 
  4, 3, 347p ; 18cm 
 

工具及び材料管理工具及び材料管理工具及び材料管理工具及び材料管理 / 神馬新七郎著. － 第 4版 
  東京 : 河出書房, 1944.7 
  9, 349p ; 21cm. － (生産工學) 
 
工業配置論工業配置論工業配置論工業配置論 / 平實著 
  東京 : 千倉書房, 1944.6 
  5, 445p ; 22cm. － (工業經濟學全集) 
   
工業經營の科學化工業經營の科學化工業經營の科學化工業經營の科學化 / 大河内正敏著 
  東京市 : 大河内正敏, 1935.8 
  2, v, 96p ; 19cm 
   
工業工業工業工業經濟經濟經濟經濟新論新論新論新論 / 野田信夫著. － 再版 
  東京 : ダイヤモンド , 1944.8 
  3, 10, 6, 789p ; 22cm 
 
工業組合の常識工業組合の常識工業組合の常識工業組合の常識 / 川端巖著. － 新版 
  東京市 : 千倉書房, 1943.4 
  321p ; 19cm 
 
公法判例評釋公法判例評釋公法判例評釋公法判例評釋  昭和 16年度 / 美濃部達吉著 
  東京市 : 有斐閣, 1943.2 
  5, 6, 251p ; 21cm 
   
稿本日本金融史論稿本日本金融史論稿本日本金融史論稿本日本金融史論 / 瀧澤直七著 
  東京市 : 有斐閣書房, 1912.10 
  7, 14, 1012, 16p ; 23cm 
    
工員能率増進の要領工員能率増進の要領工員能率増進の要領工員能率増進の要領 / 田中要人著 
  東京 : 第一出版, 1944.11 
  257p ; 19cm 
 
工場安全工場安全工場安全工場安全 / 上野義雄著 
  東京 : 東洋書館, 1942.10 
  230p ; 22cm. － (勞務管理全書 ; 第 15巻) 
   
工場管理工場管理工場管理工場管理 / 日本技術教育協會編輯部著 
  東京市 : 技能者養成出版 , 1943.3 
  129p ; 21cm. － (技能者養成テキスト) 
  注記 : 表題に「工場事業次能者養成令準據」とある 
 
工場管理大意工場管理大意工場管理大意工場管理大意 / 大日本工業學會編. － 再版 
  東京 : 大日本工業學會, 1944.9 
  2, 8, 182p ; 21cm. － (機械工學叢書) 
 
工場研究會講演集工場研究會講演集工場研究會講演集工場研究會講演集    第1巻, 第2巻, 第4巻, 第6巻 － 
第 9巻 / 損害保險事業研究所編 
  東京市 : 損害保險事業研究所, 1935.9－1940.2 
  7冊 ; 23cm  
 
工場氣候装置工場氣候装置工場氣候装置工場氣候装置 / 安永一三著 
  大阪 : 工業書房,大同書院(発兌元), 1944.3 
  425, 10p ; 22cm 
   
工場鑛山産業報國會の組織と運營工場鑛山産業報國會の組織と運營工場鑛山産業報國會の組織と運營工場鑛山産業報國會の組織と運營 / 佐々木正制著 
  東京市 : 東洋書館, 1941.9 
  3, 5, 340p ; 22cm. － (勞務管理全書 ; 第二巻) 
   
工場給食施設工場給食施設工場給食施設工場給食施設    / 大阪 業報國會著 
  東京 : 東洋書館, 1943.11 
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  319, 35, 3p ; 27cm 
   
工場照明工場照明工場照明工場照明 / 眞邊春藏著 
  東京 : 東洋書館, 1944.5 
  3, 17, 253p ; 22cm 
   
國家の重要政策上より見たる鐵道電化國家の重要政策上より見たる鐵道電化國家の重要政策上より見たる鐵道電化國家の重要政策上より見たる鐵道電化 / 七日會 [編] 
  東京市 : 七日會, 1934.4 
  4, 251, 2, 58p 図版 9 ; 27cm 
  附録 :「全國主要送電線路一覧圖」(5枚)袋入り 
 
國家國家國家國家總總總總動員法判例全集動員法判例全集動員法判例全集動員法判例全集 / 庵公平, 神宮加寿美, 友寄喜
仁共編 
  東京市 : 法律新聞 出版部, 1942.11 
  20, 608p ; 27cm 
   
國家國家國家國家總總總總動員法関係勅令集動員法関係勅令集動員法関係勅令集動員法関係勅令集 / [塚田一甫] 編 
  [東京市] : [秋豊園出版部], [1939] 
  4, 174p ; 19cm 
  注記 : 國家總動員法の解説(塚田一甫著)別冊附録 
 
廣告實務廣告實務廣告實務廣告實務 / 松宮三郎著 
  東京市 : 東洋出版 , 1935.12 
  14, 406p ; 23cm. － (商工實務全書 ; 第 5巻) 
   
航空母艦航空母艦航空母艦航空母艦 / 永村清著 － 6版 
  東京 : 河出書房, 1944.7 
  6,2,4, 186p ; 19cm. － (科學新書 ; 25) 
 
國防と軍備國防と軍備國防と軍備國防と軍備 / 東京朝日新聞東亞問題調査會編 
  東京市 : 東京朝日新聞發行所, 1937.11 
  9, 323p ; 19cm. － (朝日時局讀本 ; 第 9巻) 
   
國防と平和國防と平和國防と平和國防と平和 / 新納克己著 
  東京市 : 國際聯盟協會, 1924.5 

273p ; 19cm. － (國際聯盟協會パンフレット ; 第 
33輯) 

   
國防と水産國防と水産國防と水産國防と水産 / 山田忠一著. － 第 2版 
  東京 : 築地書店, 1943.9 
  5, 352p ; 19cm 
   
國防登山讀本國防登山讀本國防登山讀本國防登山讀本 / 中村謙著 
  東京 : 體育評論 , 1944.1 
  2, 10, 287p ; 19cm 
   
國土計畫と技術國土計畫と技術國土計畫と技術國土計畫と技術 / 横田周平著 
  東京 : 商工行政 , 1944.2 
  4, 8, 246p ; 19cm. － (技術文化大系) 
      
國土計畫と戰時經濟政策國土計畫と戰時經濟政策國土計畫と戰時經濟政策國土計畫と戰時經濟政策 / 平實著 
  東京 : 巖松堂書店, 1944.4 
  9, 380p ; 22cm 
 
國國國國土政策の展開土政策の展開土政策の展開土政策の展開 / 松本治彦著 
  東京 : 創元 , 1945.1 
  14, 420p ; 22cm 
   
航空発動機の流れ作業に関する具航空発動機の流れ作業に関する具航空発動機の流れ作業に関する具航空発動機の流れ作業に関する具體體體體体的研究体的研究体的研究体的研究    (ピスト
ン篇) / 前川正男著 

  東京 : 山海堂, 1944.9 
  3,7, 157p ; 21cm 
 
國國國國民防諜讀本民防諜讀本民防諜讀本民防諜讀本 / 渡邊武史編著 
 東京市 : 二松堂, 1940.8 
 85p ; 18cm 
  
國民防衛の書國民防衛の書國民防衛の書國民防衛の書 / 上坂倉次著. － 第 5版 
  東京市 : ダイヤモンド , 1941.9 
  3, 3, 13, 416p ; 19cm 
 
國民經濟概論國民經濟概論國民經濟概論國民經濟概論 / 田中穗積著. － 改訂新版 
  東京市 : 早稻田大學出版部, 1931.10 
  2, 1, 3, 3, 387p ; 23cm 
   
國民經濟の立直國民經濟の立直國民經濟の立直國民經濟の立直しと金解禁しと金解禁しと金解禁しと金解禁 :  :  :  : 附録 : 金解禁問題の解 
説 / 井上準之助著 ; 勝正憲編 
  東京市 : 千倉書房, 1929.9 
  10, 90p ; 19cm 
 
國民生活費の研究國民生活費の研究國民生活費の研究國民生活費の研究 / 安藤政吉著 
  東京 : 麹町酒井書店, 1944.1 
  11, 434p ; 22cm  
 
國民主義と國際主義國民主義と國際主義國民主義と國際主義國民主義と國際主義 / 加田哲二著 
  東京市 : 同文館, 1932.6 
  316p ; 20cm. － (世界經濟問題叢書 ; 第 4編) 
   
國難と北條時宗國難と北條時宗國難と北條時宗國難と北條時宗 / 關靖著 
  東京市 : 長谷川書房, 1942.2 
  9, 215p ; 19cm 
   
國際物資交流理論國際物資交流理論國際物資交流理論國際物資交流理論 / 關野唯一著 
  大阪 : 日本出版 , 1944.8 
  9, 303p ; 22cm 
 
國際海上運輸國際海上運輸國際海上運輸國際海上運輸 / 村田省藏著 
  東京市 : 春秋 , 1937.9 
  東京市 : 松柏館(発売) 
  3, 10, 247, 108p ; 23cm. － (鐵道交通全書 ; 12) 
   
國際決濟銀行と世界恐慌國際決濟銀行と世界恐慌國際決濟銀行と世界恐慌國際決濟銀行と世界恐慌 / 田中鐵三郎講述 
  [東京市] : [金融研究會], [1933.8] 
  4, 5, 161, 57p ; 19cm. － (講演集 ; 第 11編) 
            
國際統計摘要國際統計摘要國際統計摘要國際統計摘要        第 1回 / 内閣統計局編纂 
  東京市 : 東京統計協會 
  東京市 : 丸善(発売), 1927.2 
  1, 2, 4, 227, 1p, 図版 5 ; 26cm 
  
國勢の伸展と學校増設國勢の伸展と學校増設國勢の伸展と學校増設國勢の伸展と學校増設 / 熊平源藏著 
  東京市: 春陽堂書店, 1938.5 
  3, 8, 321p ; 19cm 
 
航空政策論航空政策論航空政策論航空政策論 / 楢崎敏雄著 
  東京市 : 千倉書房, 1940.3 
  3, 9, 266p ; 23cm 
   
國體の本義解説大成國體の本義解説大成國體の本義解説大成國體の本義解説大成 / 孫田秀春, 原房孝共著. － 4版 
  東京市 : 大明堂書店, 1941.7 
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  2, 6, 642, 12p ; 22cm 
 
國税徴収法國税徴収法國税徴収法國税徴収法實實實實例判例例判例例判例例判例總覽總覽總覽總覽 / 丹羽彦次郎編 
  大阪 : 大阪財務協會, 1933.3 
  8, 506p ; 19cm   
    
米の問題米の問題米の問題米の問題 / 朝日新聞經濟部編 
  東京市 : 東京朝日新聞発行所, 1934.4 
  149p ; 19cm 
    
小麥・麥粉・小麥・麥粉・小麥・麥粉・小麥・麥粉・    ・飼料ニ關スル商業調査書・飼料ニ關スル商業調査書・飼料ニ關スル商業調査書・飼料ニ關スル商業調査書 / 川上鈴舟 
 東京市 : 商業新聞 ，1933.11 
 216p ; 19cm 
    
公債論公債論公債論公債論 /    晏才傑著. － 増訂再版 
 北京 : 新華學 , 1922.9 
 1冊 : 24cm. － (中國財政問題 ; 第 4編) 
    
厚生研究厚生研究厚生研究厚生研究 / 竹中勝男編著 
  東京 : 東洋經濟新報 , 1944.11 
  210p ; 21cm 
 
公正なる小作料公正なる小作料公正なる小作料公正なる小作料 / 那須皓著 
  東京市 : 岩波書店, 1925.4 
  79p ; 23cm 
  
高等商品學高等商品學高等商品學高等商品學 / 河合諄太郎著 
  東京市 : 三省堂, 1942.4 
  2, 3, 420, 8, 4p ; 22cm 
   
斷りとそれに對する答へ方斷りとそれに對する答へ方斷りとそれに對する答へ方斷りとそれに對する答へ方 /    森荘三郎編輯 
  東京市 : 生命保險經營學會, 1932.5 
  2, 3, 130p ; 18cm. － (生命保險經營 : 第 4卷附録) 
      
小小小小賣營賣營賣營賣營業の課税問題業の課税問題業の課税問題業の課税問題 / 神戸正雄著 
  東京市 : 同文館, 1938.5 
  2, 3, 6, 3, 133p ; 21cm. － (小賣商問題研究叢書) 
 
故吉田勘兵衞翁事蹟故吉田勘兵衞翁事蹟故吉田勘兵衞翁事蹟故吉田勘兵衞翁事蹟    
  [横浜] : [吉田勘兵衛], 1924.11跋 
  2 ,34p, 図版 ; 23cm 
   
楮及楮紙考楮及楮紙考楮及楮紙考楮及楮紙考 / 王子製紙株式會 編纂 
  東京市 : 王子製紙販賣部總務課, 1940.2 
  3, 1, 130p ; 23cm 
  注記 : 巻末に英文併記 ; 実物見本 13枚添付 
 
熊本縣郡築小作爭議の眞相熊本縣郡築小作爭議の眞相熊本縣郡築小作爭議の眞相熊本縣郡築小作爭議の眞相 / 花岡伊之作著 
  熊本 : 稲本報徳舎, 1924.6 
  24, 194p, 図版 ; 23cm 
   
靴の靴の靴の靴の發發發發達と東京靴同業組合史達と東京靴同業組合史達と東京靴同業組合史達と東京靴同業組合史 / 東京靴同業組合編 
  東京市 : 東京靴同業組合, 1933.3 
  2, 8, 2, 306, 40p, 図版 ; 23cm 
 
協同組合經營論協同組合經營論協同組合經營論協同組合經營論 / 菊澤謙三著 
  東京市 : 巖松堂書店, 1940.10 

5, 4, 8, 400p ; 23cm. － (經營學研究室著作集 ; 第
2冊) 

   

共共共共榮榮榮榮圏の圏の圏の圏の經濟經濟經濟經濟建設建設建設建設 / 帆足計編 
  大阪 : 日本出版 , 1943.11 
  2, 203p ; 22cm 
   
教行信證講義教行信證講義教行信證講義教行信證講義 : 信證の巻 / 山邊習學, 赤沼智善共著 
  東京市 : 第一書房, 1941.8 
  15, 527－1106p ; 19cm 
  注記 : 信證の巻は「信の巻證の巻」より成る 
   
恐慌下の蠶絲業更正策恐慌下の蠶絲業更正策恐慌下の蠶絲業更正策恐慌下の蠶絲業更正策 附生絲及乾繭取引所の現 と
機能 / 財政經濟時報 編 
 東京市 : 財政經濟時報 ，1934.7 

2, 106p ; 22cm － (財政經濟時報,産業叢書 ; 第一
輯) 

 
極限論と集合論極限論と集合論極限論と集合論極限論と集合論 / 能代清著 
  東京 : 岩波書店, 1948.3 
  2, 165p ; 21cm 
   
強壯への道強壯への道強壯への道強壯への道 / 正木不如丘述 
 東京市：帝國生命保險，1929.5    

62p ; 19cm. － (健康増進叢書 ; 第 2篇)    
    
京都電燈株式會社五十年史京都電燈株式會社五十年史京都電燈株式會社五十年史京都電燈株式會社五十年史 / 京都電燈編 
  京都 : 京都電燈, 1939.11 
  1冊 ; 27cm 
 
京都商工京都商工京都商工京都商工會會會會議所史議所史議所史議所史 / 京都府商工經濟會編 
  京都 : 京都府商工經濟會, 1944.3 
  2, 2, 11, 743p ; 22cm 
 
京都取引所五十年史京都取引所五十年史京都取引所五十年史京都取引所五十年史 / 京都取引所 
  京都 : 京都取引所, 1935.5 
  338, 82p, 写真 10, 表 5, 図版 ; 23cm    
 
 

ＭＭＭＭ    
 
満蒙の鐵道網満蒙の鐵道網満蒙の鐵道網満蒙の鐵道網 / 大島興吉著 
  奉天 : 大阪屋號書店, 1927.12 
  4, 13, 2, 184, 114p, 折込図 ; 23cm 
 
滿洲經濟建設の展望滿洲經濟建設の展望滿洲經濟建設の展望滿洲經濟建設の展望 / 岡野鑑記著 
  新京特別 : 満洲事情案内所, 1942.9 
  3, 6, 243p ; 19cm 
   
滿洲國經濟の研究滿洲國經濟の研究滿洲國經濟の研究滿洲國經濟の研究 / 堀經夫編 
  東京市 : 日本評論 , 1942.3 
  2, 4, 294p ; 22cm. － (大阪商科大學同經濟研究所 
 研究叢書 ; 第 13冊) 
 
滿洲の經濟竝に金融に就いて滿洲の經濟竝に金融に就いて滿洲の經濟竝に金融に就いて滿洲の經濟竝に金融に就いて / 田中鐵三郎講述 
  東京市 : 金融研究會, 1940.9 
  4, 5, 192, 16p ; 20cm. － (講演集 ; 第 20編) 
   
滿洲の採金に就て滿洲の採金に就て滿洲の採金に就て滿洲の採金に就て / 日滿實業協會 [編] 
  東京市 : 日滿實業協會, 1935.12 
  2, 88p ; 23cm 
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繭繭繭繭生絲生絲生絲生絲のののの 来来来来 / 田中貢著 
  東京市 : 栗田書店, 1929.2 
  4, 5, 331p ; 22cm 
 
繭市場問題研究繭市場問題研究繭市場問題研究繭市場問題研究 / 碓氷茂著 
  東京市 : 明文堂, 1934.7 

1, 2, 2, 124p ; 23cm. － (蠶絲業經濟研究會叢書 ; 
3 . 繭取引の現 と理想 ; 第 3輯) 

 
繭特約取引とその本質繭特約取引とその本質繭特約取引とその本質繭特約取引とその本質 / 五十嵐友幸著 
  東京市 : 明文堂, 1937.7 
  5, 4, 106p ; 20cm 
   
明治蠶業大事紀明治蠶業大事紀明治蠶業大事紀明治蠶業大事紀 / 石田孫太郎著 
  東京市 : 大日本蠶業學會, 1912.12 
  4, 5, 340, 35p ; 23cm 
 
明治明治明治明治卅卅卅卅七八年日露戰史七八年日露戰史七八年日露戰史七八年日露戰史    第 6巻, 第 7巻(附圖), 第 10 
巻 / 参謀本部編纂 
 東京市 : 東京偕行 , 1914.7 － 1914.10 
  3冊 ; 27cm 
  別タイトル : 明治三十七・八年日露戰史 
 
明治生命五十年史明治生命五十年史明治生命五十年史明治生命五十年史    / 明治生命保險[編] 
  東京市 : 明治生命保險, 1933.12 
  5, 600, 73p, 図版 30枚 ; 24cm 
 
明治大正國勢總明治大正國勢總明治大正國勢總明治大正國勢總覽覽覽覽 / 東洋經濟新報 編. － 再版 
  東京市 : 東洋經濟新報 , 1929.9 
  50, 764p ; 27cm. － (東洋經濟新報創刊 30年記念 
 出版) 
 
明治大正史明治大正史明治大正史明治大正史        第 1巻, 第 2巻, 第 4巻, 第 6巻 / 朝日 
新聞 編 
  東京市 : 朝日新聞 , 1930.10－1931.3 
  4冊 ; 22cm  
注記 : 第 1巻:言論篇. 第 2巻:外交篇. 第 4巻:世相 
篇. 第 6巻:政治篇  

 
明治大正財政詳明治大正財政詳明治大正財政詳明治大正財政詳覽覽覽覽    / 東洋経済新報 編. － 再版 
  東京市 : 東洋經濟新報 , 1929.9 
  2, 18, 760p ; 27cm. － (東洋經濟新報創刊 30年記 
 念出版) 
 
明治財政史明治財政史明治財政史明治財政史 第 9巻, 第 14巻 / 明治財政史編纂會編 
  東京市 : 明治財政史發行所, 1927 
  2冊 ; 27cm. 
 注記 : 第 9巻:國債(二)・準備金. 第 14巻:銀行(三) 
 
棉花の智識棉花の智識棉花の智識棉花の智識 / 河瀬魁著 
  大阪 : 時習書院, 1927.4 
  2, 4, 7, 276p, 図版 ; 23cm 
   
綿糸關税撤廢問題の是非綿糸關税撤廢問題の是非綿糸關税撤廢問題の是非綿糸關税撤廢問題の是非 / 後藤武夫編輯 
  大阪 : 帝國興信所, 1925.11 
  6, 105p ; 23cm 
 
三木三木三木三木淸淸淸淸著作集著作集著作集著作集    第 1巻, 第 3巻 / 三木淸著 
  東京 : 岩波書店, 1946.9－1947.1 

  2冊 ; 19cm. 
注記 : 第 1巻: 語られざる哲學;個性について;パス 
カルに於ける人間の研究. 第 3巻: 唯物史観研究 
 
南支那の資源と其の經濟的南支那の資源と其の經濟的南支那の資源と其の經濟的南支那の資源と其の經濟的價値價値價値價値    / 福田要著 
  東京市 : 千倉書房, 1939.10 
  2, 12, 472p ; 23cm 
   
南太平洋の血戰南太平洋の血戰南太平洋の血戰南太平洋の血戰 / 瀧田憲次著 
 東京 : 天佑書房，1944.3 
 4, 191p ; 19cm 
 
民法の基本問題民法の基本問題民法の基本問題民法の基本問題 / 牧野英一著 
  東京市 : 有斐閣, 1924.9 
  5, 7, 523p ; 23cm 
 
民族研究所紀要民族研究所紀要民族研究所紀要民族研究所紀要    第 1冊 / 民族研究所編 
  東京 : 彰考書院創立事務所, 1944.8 
  409p ; 26cm  
   
民族の理論民族の理論民族の理論民族の理論 / 民族科学研究所編 
  東京 : 育英出版, 1944.11 
  3, 410p ; 22cm. － (民族科学大系 ; 1) 
   
ミスミスミスミス    サラサラサラサラ    サムプソンサムプソンサムプソンサムプソン : 悲劇 / レッシング作 ; 野村
行一譯 
  東京市 : 岩波書店, 1924.3 
  215p ; 20cm 
 
み民われの信念み民われの信念み民われの信念み民われの信念 / 小倉鏗爾著 
 東京市 : 明世堂書店，1942.3 
 1, 4, 175p ; 19cm 
 
水戸學入門水戸學入門水戸學入門水戸學入門 / 西村文則著 
  東京市 : 長谷川書房, 1941.6 
  2, 8, 239, 88p ; 19cm 
  注記 :「水戸學再認識」改題・増補改訂版 
 
水戸學要義水戸學要義水戸學要義水戸學要義 / 深作安文著. － 5版 
  東京市 : 目黒書店, 1941.8 
  3, 2, 150p ; 22cm 
   
水戸思想と維新の快擧水戸思想と維新の快擧水戸思想と維新の快擧水戸思想と維新の快擧 / 長谷川信治編 
  東京市 : 長谷川書房, 1941.4 
  147p ; 19cm 
   
三井銀行五十年史三井銀行五十年史三井銀行五十年史三井銀行五十年史    
  東京市 : 三井銀行, 1926.9 
  2, 1, 78, 19p, 図版, 表 ; 23cm 
 
木船木船木船木船保險保險保險保險 / 木村治郎著 
  東京 : ダイヤモンド , 1944.10 
  5, 5, 232p ; 22cm 
   
木材と木炭木材と木炭木材と木炭木材と木炭 / 渡邊全著 
  東京市 : 日本評論 , 1933.8 
  3, 7, 308p ; 17cm. － (農村更生叢書 ; 16) 
 
モスリンと其取引モスリンと其取引モスリンと其取引モスリンと其取引 / 池上正一著 
  大阪 : プラトン , 1926.7 
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  479p ; 22cm 
  別タイトル : Musline-de-laine and its transaction 
 
 

ＮＮＮＮ    
 
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, 下巻 / ケー・イ 
ー・プール著 ; [柄澤日出雄ほか訳] 
  東京市 : 金融研究會, 1941.3－1942.10 
  2冊 ; 21cm. － (叢書 / 金融研究會 ; 第 12, 14編) 
 
ナチス獨逸の財政建設ナチス獨逸の財政建設ナチス獨逸の財政建設ナチス獨逸の財政建設    / W.プリオン著 ; 金融研究會 
譯 
  東京 : ダイヤモンド , 1944.4 
  2, 6, 242p ; 21cm 
  原書名 : Das deutsche Finanzwunder    
 
ナチス勞務動員體制研究ナチス勞務動員體制研究ナチス勞務動員體制研究ナチス勞務動員體制研究 / 菊池春雄著 
  東京市 : 東洋書館, 1942.11 
  4, 8, 382p ; 22cm 
   
長崎商工會議所五十年史長崎商工會議所五十年史長崎商工會議所五十年史長崎商工會議所五十年史 / 瀬戸崎半吾編纂    
  長崎 : 長崎商工會議所, 1943.7 
  8, 10, 1055p ; 22cm 
 
名古屋商工會議所五十年史名古屋商工會議所五十年史名古屋商工會議所五十年史名古屋商工會議所五十年史 /    名古屋商工會議所編    
  名古屋 : 名古屋商工會議所, 1941.2 
  2, 7, 765, 42p ; 23cm 
   
内外綿株式會社五十年史内外綿株式會社五十年史内外綿株式會社五十年史内外綿株式會社五十年史 / 内外綿編 
  大阪 : 内外綿, 1937.9 
  205, 13p, 図版, 表 ; 26cm 
 
内閣・陸海軍・企畫院原價計算關係諸法令集内閣・陸海軍・企畫院原價計算關係諸法令集内閣・陸海軍・企畫院原價計算關係諸法令集内閣・陸海軍・企畫院原價計算關係諸法令集 / 大同書
院編輯部編 
  大阪 : 大同書院, 1942.5 
  5, 221, 60p ; 22cm 
 
中居重兵衞畧傳中居重兵衞畧傳中居重兵衞畧傳中居重兵衞畧傳 : 完 : 横濱開港貿易の先驅者 / 萩原 
進著 
  前橋 : 上毛郷土史研究會, 1938.8 
  34, 2p, 写真 ; 23cm 
 
南海南海南海南海鐵鐵鐵鐵道道道道發發發發達史達史達史達史 / 南海鐵道株式會 編 
  大阪 : 南海鐵道, 1938.9 
  16, 455p, 図版 ; 27cm 
 
南方建設と民族人口政策南方建設と民族人口政策南方建設と民族人口政策南方建設と民族人口政策 / 小山榮三著 
  東京 : 大日本出版, 1944.9 
  2, 6, 711p ; 21cm 
   
南方共南方共南方共南方共榮榮榮榮圏圏圏圏經濟經濟經濟經濟研究研究研究研究 / 横濱高商太平洋貿易研究所編 
  東京市 : 大東書館, 1942.8 
  343, 77p ; 22cm 
  注記 : 付:南方共栄圏資料目録 
 
南方の民族經濟南方の民族經濟南方の民族經濟南方の民族經濟 ; 續 / 東亞經濟懇談會編 
 東京：大東亞出版，1944.12 
 3, 208p, 図版 ; 19cm 
 

南方林業經濟論南方林業經濟論南方林業經濟論南方林業經濟論 / 福原一雄著 
  東京市 : 霞ケ關書房, 1942.9 
  2, 2, 4, 6, 447, 4p, 折込図 ; 22cm 
 
南洋旅行南洋旅行南洋旅行南洋旅行 / 秋守常太郎著 
  大阪 : 秋守常太郎, 1938.4 
  8, 330p ; 19cm. － (旅行叢書 ; 第 9) 
   
南洋叢談南洋叢談南洋叢談南洋叢談 / 藤山雷太著 
  東京市 : 日本評論 , 1927.7 
  4, 146, 41p ; 23cm 
 
日米生絲格付技術協議會議事録日米生絲格付技術協議會議事録日米生絲格付技術協議會議事録日米生絲格付技術協議會議事録  / The Raw Silk 
Association編 ; 蠶絲業同業組合中央會譯編 
  [東京市] : 蠶絲業同業組合中央會, 1932.8 
  2, 8, 30, 761p ; 22cm 
原書名 : Second International Technical Raw Silk 
Conference Proceedings 

 
日英語比較音聲學日英語比較音聲學日英語比較音聲學日英語比較音聲學 / 豊田實著 
  東京 : 研究 , 1944.2 
  8, 115p ; 22cm. － (研究 英米文學語學講座) 
 
日滿倉庫株式會社十年略史日滿倉庫株式會社十年略史日滿倉庫株式會社十年略史日滿倉庫株式會社十年略史    / 日満倉庫編 
  東京市 : 日満倉庫, 1940.3 
  2, 3, 7, 179p, 図版 10枚 ; 23cm 
 
日華對譯福州語日華對譯福州語日華對譯福州語日華對譯福州語 / 北原癸巳男, 陳戊壬, 松田福信共編 
  台北 : 竹腰商店, 1940.8 
  2, 4, 326p ; 19cm 
   
日本貿易協會五十年史日本貿易協會五十年史日本貿易協會五十年史日本貿易協會五十年史 / 濱田徳太郎編 
  東京市 : 日本貿易協會, 1936.1 
  2, 1, 6, 409p, 図版 13枚, 折込図 3枚 ; 23cm 
 
日本貿易日本貿易日本貿易日本貿易精覧精覧精覧精覧 / 東洋經濟新報 編纂. － 増補再版 
  東京市 : 東洋經濟新報 , 1935.12 
  3, 48, 2, 43, 27, 708p ; 27cm 
  注記 : 東洋經濟新報創刊 40年記念出版 
別タイトル : Foreign trade of Japan a statistical 
survey 

 
日本物日本物日本物日本物 の由來の由來の由來の由來 / 秋鹿見二編著 
  東京市 : 敬文館, 1926.7 
  2, 8, 294p ; 18cm 
   
日本茶業史日本茶業史日本茶業史日本茶業史    續篇 / 加藤徳三郎編 
  東京市 : 茶業組合中央會議所, 1936.12 
  4, 10, 1166p ; 23cm 
 
日本中小工業研究日本中小工業研究日本中小工業研究日本中小工業研究 / 小宮山琢二[著] 
  東京市 : 中央公論 , 1941.7 
  3, 8, 255p ; 22 cm 
 
日本外國貿易七十年表日本外國貿易七十年表日本外國貿易七十年表日本外國貿易七十年表 : 概勢通觀 / 青木利三郎編 
  東京市 : 青木利三郎, 1938.3 
  表 1枚 ; 54×78cm (折りたたみ 15×12cm) 
 
日本外日本外日本外日本外戰戰戰戰史史史史 / 坂本辰之助著 
  東京市 : 萬朝報 , 1935.5 
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  4, 2, 19, 891, 67p ; 23cm 
 
日本日本日本日本學學學學術協術協術協術協會會會會報告報告報告報告    第 4巻(昭和 3年:福岡)  
  [東京市] : 日本學術協會, 1929.7 
  6, 936p ; 27cm  
 
日本行政法日本行政法日本行政法日本行政法 上巻 / 美濃部達吉著 
  東京市 : 有斐閣, 1936.12 
  3, 29, 1040p ; 22cm 
 
日本事業小史日本事業小史日本事業小史日本事業小史 / 三橋隆一著 
  東京市 : 日本興業銀行調査部, 1923.5 
  2, 14, 428p ; 23cm 
 
日本開化小史日本開化小史日本開化小史日本開化小史  巻之 1 － 巻之 6    / 田口卯吉著. － 再 
版 
  [東京] : 田口卯吉, 1881.7－1884.4 
  6冊 ; 23cm  
  注記 : 明治 11年版の再刻 ; 和装, 袋綴 
 
日本勸業銀行三十年志日本勸業銀行三十年志日本勸業銀行三十年志日本勸業銀行三十年志 / 日本勸業銀行編 
  東京市 : 日本勸業銀行, 1927.12 
  9, 259, 2, 59, 84p : 写真 10枚 ; 27cm 
 
日本經濟を護る日本經濟を護る日本經濟を護る日本經濟を護る / 天野半三著 
  西尾町(愛知県) : 民衆時報 , 1939.5 
  144p ; 19cm. － (民衆叢書 ; 第 1輯) 
 
日本經濟發展の樣相日本經濟發展の樣相日本經濟發展の樣相日本經濟發展の樣相 / 沖中恒幸著 
  東京市 : 協同出版 , 1936.9 
  3, 9, 500p ; 22cm 
 
日本經濟の再編成日本經濟の再編成日本經濟の再編成日本經濟の再編成 / 笠信太郎著 
  東京市 : 中央公論 , 1939.12 
  6, 244p ; 23cm 
 
日本日本日本日本經濟經濟經濟經濟の最近十年の最近十年の最近十年の最近十年 / 全國經濟調査機關聯合會編 
  東京市 : 改造 , 1931.1 
  23, 1869, 25p ; 27cm 
 
日本建築史の研究日本建築史の研究日本建築史の研究日本建築史の研究 / 福山敏男著. － 三版 
  京都 : 桑名文星堂, 1944.8 
  35, 537p ; 22cm 
 
日本毛織三十年史日本毛織三十年史日本毛織三十年史日本毛織三十年史 / 日本毛織株式會 編 
  神戸 : 日本毛織, 1931.1 
  2, 2, 4, 12, 7, 359, 42p, 図版 ; 26cm 
 
日本興業銀日本興業銀日本興業銀日本興業銀行最近十年史行最近十年史行最近十年史行最近十年史 / 日本興業銀行調査課編輯 
  東京市 : 日本興業銀行調査課, 1934.12 
  3, 163p ; 23cm 
   
日本工業倶楽部廿五年史日本工業倶楽部廿五年史日本工業倶楽部廿五年史日本工業倶楽部廿五年史    上巻 － 下巻 / 日本工業
倶樂部編 
  東京 : 日本工業倶樂部, 1943.12 
  2冊 ; 22cm 
 
日本工業日本工業日本工業日本工業勞勞勞勞働力論序説働力論序説働力論序説働力論序説 / 森喜一著 
  東京 : 伊藤書店, 1944.1 
  3, 2, 306p ; 22cm 

 
日本工場管理の諸問題日本工場管理の諸問題日本工場管理の諸問題日本工場管理の諸問題 (第一巻) / 日本能率聯合會編 
  東京市 : ダイヤモンド , 1941.12 
  2, 13, 432p ; 22cm   
 
日本綿布の世界的地位日本綿布の世界的地位日本綿布の世界的地位日本綿布の世界的地位 / 山本顧彌太著 
  大阪 : 山本商店大阪支店, 1924.12 
  48, 23p, 図版, 表 ; 20cm 
  注記 : 附録:我國綿業發達の數字的状態(巻末) 
 
日本民族雄飛五大洲日本民族雄飛五大洲日本民族雄飛五大洲日本民族雄飛五大洲 / 梁瀬春雄編 
  東京市 : 皇道振興會, 1941.6 
  1冊 ; 22×30cm 
 
日本の重工業と東亞日本の重工業と東亞日本の重工業と東亞日本の重工業と東亞 / 中野豊著 
  東京 : 朱雀書林, 1943.11 
  2, 13, 289p ; 19cm 
 
日本日本日本日本の工藝の工藝の工藝の工藝 / 前田泰次著 
  大阪 : 大八洲出版, 1944.7 
  32, 3, 1, 231, 3p ; 22cm 
 
日本の木製品工業日本の木製品工業日本の木製品工業日本の木製品工業 / 藤井左内, 藤田彰介[共著] 
  東京 : 冨士出版, 1949.11 
  383p ; 22cm 
   
日本の産業指導者日本の産業指導者日本の産業指導者日本の産業指導者 / 田村榮太郎著 
  東京 : 國民圖書刊行會, 1944.9 
  2, 5, 486p ; 19cm 
 
日本音聲學日本音聲學日本音聲學日本音聲學 / 佐久間鼎著 
  東京市 : 京文 , 1929.4 
  8, 11, 688, 20p, 折込図 ; 23cm 
   
日本蠶業發達史日本蠶業發達史日本蠶業發達史日本蠶業發達史 / 今井五介著 
  東京市 : 片倉製絲紡績, 1927.3 
  4, 2, 97p ; 22cm 
 
日本産業資料大系日本産業資料大系日本産業資料大系日本産業資料大系    第 1 － 6, 8 － 12巻 / 滝本誠一,  
向井鹿松編纂 
東京市 : 中外商業新報 , 1926.7－1927.3 

  11冊 ; 23cm 
 
日本蠶桑史日本蠶桑史日本蠶桑史日本蠶桑史畧畧畧畧 / 須長球著 
  東京 : 英風 , 1890.2 
  12, 108, 2p(上・下合本) ; 20cm 
  注記 : 閲:小中村清矩 
 
日本政治日本政治日本政治日本政治 / 花見達二著 
  東京市 : 旺文 , 1943.3 
  6, 6, 298p ; 22cm. － (日本思想戰大系) 
   
日本製麻史日本製麻史日本製麻史日本製麻史 / 高谷光雄著 
  大津 : 法貴定正, 1907.12 
  3, 4, 7, 464p, 図版 9枚 ; 23cm 
 
日本日本日本日本戰戰戰戰時海運論時海運論時海運論時海運論 / 藤川洋著 
  東京 : 富山房, 1944.12 
  4, 11, 490p ; 22cm 
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日本染織商工史日本染織商工史日本染織商工史日本染織商工史 / 泉俊秀著 
  東京市 : 商業研究資料編輯所, 1933.11 
  45, 4, 923p ; 24cm 
   
日本船主協日本船主協日本船主協日本船主協會會會會沿革史沿革史沿革史沿革史 / 日本船主協會編 
  神戸 : 日本船主協會, 1936.6 
  10, 258, 12p, 図版 ; 23cm 
    
日本資本主義恐慌理論の展開日本資本主義恐慌理論の展開日本資本主義恐慌理論の展開日本資本主義恐慌理論の展開 / 瀧哲二郎著 
  東京 : 岩崎書店, 1948.9 
  3, 3, 261p ; 22cm 
 
日本商事慣例類集日本商事慣例類集日本商事慣例類集日本商事慣例類集 / 瀧本誠一校閲 ; 司法省編纂 
  東京市 : 法制經濟研究會, 1933.2 
  3, 1130p ; 24cm 
   
日本帝國人口動態統計記述編日本帝國人口動態統計記述編日本帝國人口動態統計記述編日本帝國人口動態統計記述編    昭和３年 － 昭和 5年 
/ 内閣統計局編 
  東京市 : 東京統計協會, 1930.3 － 1932.4 
  3冊 ; 23cm  
   
日本帝國ノ世界的位置ト軍事教育日本帝國ノ世界的位置ト軍事教育日本帝國ノ世界的位置ト軍事教育日本帝國ノ世界的位置ト軍事教育 / 松波仁一郎著 
  東京市 : 教化的國家 , 1925.6 
  4, 2, 208p ; 19cm 
   
日本特殊産業の展相日本特殊産業の展相日本特殊産業の展相日本特殊産業の展相    : 伊豫經濟の研究 / 賀川英夫編 
  東京市 : ダイヤモンド , 1943.5 
  515p ; 22cm 
 
日本郵船株式日本郵船株式日本郵船株式日本郵船株式會會會會社五十年史社五十年史社五十年史社五十年史 / 日本郵船株式會 編 
  東京市 : 日本郵船, 1935.12 
  3, 30, 952p ; 27cm 
 
日本財政經濟史料日本財政經濟史料日本財政經濟史料日本財政經濟史料    第4巻, 第10巻 / 大藏省編纂. － 
復興版 
 東京市 : 財政經濟學會, 1924.11－1925.5 
  2冊 ; 23cm 
 
日本日本日本日本財政論財政論財政論財政論    (公債篇) / 大内兵衞著   
  東京市 : 改造 , 1932.10 
  253, 131p ; 20cm. － (經濟學全集 ; 第 22巻)  
  注記 : 附録: 日本公債統計表・及統計圖表 
 
乃木大将乃木大将乃木大将乃木大将大遺訓大遺訓大遺訓大遺訓 / 猪谷不美雄著 
  東京市 : 忠誠堂 ,1925.9 
  10, 408p ; 15cm 
 
農家家内諸工業の變遷過程農家家内諸工業の變遷過程農家家内諸工業の變遷過程農家家内諸工業の變遷過程 / 三瓶孝子著 
  東京 : 伊藤書店, 1944.3 
  5, 4, 224p ; 21cm 
 
能率ハンドブック能率ハンドブック能率ハンドブック能率ハンドブック : 經營管理資料ノ集成 / 上野陽一 
編 
  東京 : 三省堂出版, 1944.10 
  6, 2, 20, 23, 13, 14, 1960, 142p ; 19cm 
 
ニューギニアニューギニアニューギニアニューギニア : その 会と統治 / S.W.リード著 ; 南 
洋經濟研究所譯 
  東京 : 栗田書店, 1943.11 
  2, 5, 459p, 図版 10枚, 折込地図 4枚 ; 22cm 

  原書名 : Making of New Guinea, 1941   
 
 

OOOO    
 
横横横横觀觀觀觀無機化無機化無機化無機化學學學學 / 岩永源作編. － 三訂 12版.  
  東京 : 培風館, 1947.6 
  2, 9, 312p ; 22cm 
 
沖牙太郎沖牙太郎沖牙太郎沖牙太郎 / 久住淸次郎編輯 
  東京市 : 沖電氣故沖牙太郎傳記編纂係, 1932.5 
  5, 133, 60p ; 23cm 
 
大藏省原案逐條解釋改正税法早わかり大藏省原案逐條解釋改正税法早わかり大藏省原案逐條解釋改正税法早わかり大藏省原案逐條解釋改正税法早わかり / 中村継男編.  
－ 改訂増補 16版.  
  東京市 : 巌松堂書店, 1937.1 
  221p ; 23cm 
 
近江商人近江商人近江商人近江商人 / 井上政共編述 
  八幡町 (滋賀県) : 松桂堂, 1890.8 
  260, 3p ; 23cm 
   
恩給金庫誌恩給金庫誌恩給金庫誌恩給金庫誌 : 創業滿 3周年 / 恩給金庫誌編纂委員會 
編 
  東京市 : 恩給金庫, 1941.6 
  5, 393, 15p ; 21cm 
 
大阪織物同業組合三十年誌大阪織物同業組合三十年誌大阪織物同業組合三十年誌大阪織物同業組合三十年誌 / 大阪織物同業組合編 
  大阪 : 大阪織物同業組合, 1936.11 
  554, 23p ; 23cm   
 
大阪藥種業誌大阪藥種業誌大阪藥種業誌大阪藥種業誌        第 4巻 / 大阪藥種業誌刊行會編 
  大阪 : 大阪藥種卸商組合事務所, 1941.7 
  920p ; 22cm  
   
歐洲諸國に於ける歐洲諸國に於ける歐洲諸國に於ける歐洲諸國に於けるコンテーナーコンテーナーコンテーナーコンテーナー輸送輸送輸送輸送 : コンテーナー 
の運用とその小運送 / 尾崎喜治著 
  東京市 : 鐵輪 , 1939.6 
  2, 5, 6, 255p ; 20cm 
   
尾張大根切干尾張大根切干尾張大根切干尾張大根切干發發發發達史達史達史達史 / 森徳一郎著 
  一宮(愛知縣) : 尾張大根切干同業組合, 1935.7 
  8, 4, 146p ; 20cm 
 
尾崎紅葉全集尾崎紅葉全集尾崎紅葉全集尾崎紅葉全集 第 5巻 / 本間久雄編 
  東京市 : 中央公論 , 1942.12 
  637p ; 19cm 
 
 

RRRR    
 
酪農業調整法解説酪農業調整法解説酪農業調整法解説酪農業調整法解説 / 岡本貞良著 ; 岸良一序 
  東京市 : 週刊 業 , 1939.12 
  2, 7, 254p ; 19cm 
   
蘭學事始蘭學事始蘭學事始蘭學事始 / 杉田玄白[著] ; 緒方富雄譯 － 第 2版 
  東京市 : 大澤築地書店, 1941.12 
  ⅴ, 6, 179p 図版 ; 19cm 
 
レーニン農業問題レーニン農業問題レーニン農業問題レーニン農業問題 : レーニン「農業綱領」 / 朝野勉 



 

 350 

著 
  東京 : 靑木書店, 1950.6 
  304p ; 19cm 
 
レーニン唯物論と經驗批判論入門レーニン唯物論と經驗批判論入門レーニン唯物論と經驗批判論入門レーニン唯物論と經驗批判論入門 / 及川朝雄著 
  東京 : 岩崎書店, 1948.10 
  2, 5, 259, 63p ; 19cm 
別タイトル : Матерiализмъ и змп ир iокри 
тицизмъ 

 
レオン・ブルジョワ氏論文集レオン・ブルジョワ氏論文集レオン・ブルジョワ氏論文集レオン・ブルジョワ氏論文集 : ソリダリテその他 /  
桃井京次譯 
  東京市 : 國際聯盟協會, 1926.2 

2, 178p ; 20cm. － (國際聯盟協會パンフレット ;  
第 59輯) 

      
利益が多くて配當の少い獨逸の會利益が多くて配當の少い獨逸の會利益が多くて配當の少い獨逸の會利益が多くて配當の少い獨逸の會  / 石山賢吉著 
  東京市 : ダイヤモンド , 1940.12 
  84p, 折込表 1枚 ; 19cm 
 
力学力学力学力学 / 宮城音五郎著. － 全訂改版 18版  
  東京 : 丸善, 1944.4 
  215p ; 21cm. － (近世機械學 ; 第 1巻) 
   
離婚制度の研究離婚制度の研究離婚制度の研究離婚制度の研究 / 穗積重遠著 
  東京市 : 改造 , 1924.7 
  4, 4, 12, 898, 26p 図版 4枚 ; 23cm 
 
ロバアト・オウエン著作史ロバアト・オウエン著作史ロバアト・オウエン著作史ロバアト・オウエン著作史 續篇：英國における著作 
の所在を中心として / 五島茂著 
  大阪 : 大阪商科大學經濟研究會, 1934.5 
ⅷ, 220, 18p ; 23cm. － (大阪商科大學研究叢書 ; 
第 3冊) 

 
ロバアト・オウエン自叙ロバアト・オウエン自叙ロバアト・オウエン自叙ロバアト・オウエン自叙傳傳傳傳 / Robert Owen著 ; 本位
田祥男, 五島茂共譯 
  東京市 : 日本評論 , 1928.1 
  19, 44, 3, 394, 6, 47p ; 23cm 
  原書名 : Life of Robert Owen,Vol.Ⅰ 
   
勞働衞生勞働衞生勞働衞生勞働衞生要解要解要解要解 / 石原修著. － 第 3版 
  東京市 : 金原商店, 1940.1 
  2, 76p ; 21cm. － (横手 會衞生叢書 ; 第 13冊) 
 
勞働配置勞働配置勞働配置勞働配置    / 狩野廣之著 
  東京市 : 東洋書館, 1943.5 
  4, 17, 292p ; 22cm. － (勞務管理全書 ; 第 4巻) 
 
勞働法論勞働法論勞働法論勞働法論 各論 上巻の二 / 孫田秀春著 
  東京市 : 日本評論 , 1929.1 
  6, 17, 394p ; 23cm  
   
勞働法通義勞働法通義勞働法通義勞働法通義    / 孫田秀春著 
  東京市 : 日本評論 , 1929.12 
  2, 13, 376p ; 23cm 
   
勞働醫學概論勞働醫學概論勞働醫學概論勞働醫學概論 / 大西淸治著 
  東京市 : 日本評論 , 1931.11 
  4, 7, 418, 5p ; 23cm. － (自然科學叢書 ; 第 8編) 
   

勞働組合運動史勞働組合運動史勞働組合運動史勞働組合運動史 / シドニー・ウェッブ,ビアトリス・ 
ウェッブ共著 ; 荒畑勝三, 山川均共譯 
  東京市 : 叢文閣, 1920.2 
  9, 6, 526, 3p ; 23cm 
  [原書名]: [History of trade unionism] 
 
倫敦海軍軍縮會議の成果倫敦海軍軍縮會議の成果倫敦海軍軍縮會議の成果倫敦海軍軍縮會議の成果 / 山川端夫著 
  東京市 : 國際聯盟協會, 1930.11 
  5, 124p ; 19cm. － (國際聯盟協會叢書 ; 第 107輯) 
   
ロシヤ史ロシヤ史ロシヤ史ロシヤ史 / ポクローフスキイ著 ; 岡田宗司譯. － 普 
及版 
  東京市 : 學藝 , 1936.8 
  6, 716p ; 23cm 
 
硫安硫安硫安硫安 / 渡瀬完三著 
  東京市 : ダイヤモンド , 1938.3 
  226p ; 20cm. － (ダイヤモンド産業全書 ; 5) 
 
龍水社の研究龍水社の研究龍水社の研究龍水社の研究 / 山崎梅治著 
  飯田町(長野縣) : 南信新聞, 1917.9 
  4, 4, 112p ; 22cm 
注記 : 附:第拾参年度事業報告書 

 
 

ＳＳＳＳ    
 
作業動作研究作業動作研究作業動作研究作業動作研究 : 作業に於ける動作と時間 / バーンズ 
著 ; 太城藤吉譯 
  東京 : 東洋書館, 1943.7 
  4, 4, 15, 278p ; 22cm. － ( 業科學叢書 ; 第 2巻) 
  原書名 : Motion and time study. 
 
最後の手紙最後の手紙最後の手紙最後の手紙 : 第一次世界大戰戦に於ける獨逸の戦歿 
一般将兵の書簡集 / ルードルフ・ホフマン編 ; 松島 
庸貢譯 
  東京 : 三亞書房, 1943.9 
  325p ; 19cm  
 
西郷隆盛西郷隆盛西郷隆盛西郷隆盛 第 7巻 / 林房雄著 
  東京市 : 創元 , 1943.6 
  288p ; 19cm 
 注記 : 第 7巻:不知火の巻 
 
最近電氣界の發達と其將來最近電氣界の發達と其將來最近電氣界の發達と其將來最近電氣界の發達と其將來 / 澁澤元治述 
  東京市 : 農事電化協會, 1925.7 
  114p ; 19cm 
 
最近化學工業試驗法最近化學工業試驗法最近化學工業試驗法最近化學工業試驗法 下巻 / 田中芳雄, 安藤一雄共著. 
－ 再訂第 1版 
  東京市 : 丸善, 1928.5 
  22, 484p ; 23cm 
 
最近貨幣論最近貨幣論最近貨幣論最近貨幣論    : 全 / 杉程次郎著. － 訂正再版 
  東京市 : 有斐閣, 1922.10 
  5, 2, 6, 6, 432, 32p ; 23cm 
 
最近の世界金融最近の世界金融最近の世界金融最近の世界金融 勢勢勢勢    : 國際決濟銀行第八回年次報告 
/ 國際決済銀行編 
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  東京市 : 金融研究會, 1939.3 
4, 2, 239, 12p ; 22cm. － (調書 / 金融研究會[編] ; 
第 15編) 
原書名  : Bank for International Settlements, 
Eighth Annual Report,1st April 1937－31st March 
1938 

 
最近宗教研究思潮最近宗教研究思潮最近宗教研究思潮最近宗教研究思潮    / 宗教研究會編 
  東京市 : 宗教研究發行所, 1928.6 
  358, 16p ; 22cm. － (宗教研究 ; 特輯號) 
 
採算の仕方採算の仕方採算の仕方採算の仕方 / 阿部留太著. － 改訂増補 13版 
  東京市 : ダイヤモンド 出版部, 1926.8 
  3, 7, 264p ; 19cm 
 
最新外国貿易最新外国貿易最新外国貿易最新外国貿易實實實實践及び英語商業通信践及び英語商業通信践及び英語商業通信践及び英語商業通信 / 石井静人著 
  東京市 : 丁酉出版 , 1930.5 

5, 10, 12, 512p, 図版 6, 表 20 ; 23cm 
別タイトル : Foreign Trade Practice and English 
Business Letter Writing 

 
最新研究農家副業寶典最新研究農家副業寶典最新研究農家副業寶典最新研究農家副業寶典 / 岡部文彌著 
  東京市 : 明文堂, 1930.6 
  2, 4, 1, 9, 474p ; 20cm 
 
最新航空兵器最新航空兵器最新航空兵器最新航空兵器 / 三繩秀松著 
  東京 : 東和出版 , 1943.8 
  3, 7, 349p ; 19cm. － (生産科學新書) 
 
最新財政最新財政最新財政最新財政學學學學綱要綱要綱要綱要 / 宇都宮鼎著. － 増補改訂 8版 
  東京市 : 巌松堂書店, 1930.2 
  2, 2, 7, 767p ; 23cm 
 
最小自乗法最小自乗法最小自乗法最小自乗法 /  /  /  / 芝龜吉芝龜吉芝龜吉芝龜吉. . . . 數數數數値積分法値積分法値積分法値積分法 /  /  /  / 柴垣和三雄柴垣和三雄柴垣和三雄柴垣和三雄. . . . 數數數數    
値計算法値計算法値計算法値計算法 /  /  /  / 雨宮綾夫雨宮綾夫雨宮綾夫雨宮綾夫 / 芝龜吉,柴垣和三雄,雨宮綾夫 
[共著] 
  東京 : 河出書房, 1944.10 
  6, 295p ; 22cm. － (應用數學 ; 第 9巻) 
   
最低賃銀論最低賃銀論最低賃銀論最低賃銀論 / リチャードソン著 ; 鈴木規一譯. － 再 
版 
  東京 : 中央勞働學園, 1949.4 
  6, 2, 5, 209, 40p ; 19cm 
 
堺市商工會議所十周年史堺市商工會議所十周年史堺市商工會議所十周年史堺市商工會議所十周年史    / 堺商工會議所編 
  堺 : 堺商工會議所, 1936.4 
  4, 307p ; 23cm 
 
索引政治經濟大年表索引政治經濟大年表索引政治經濟大年表索引政治經濟大年表    索引篇, 年表篇 / 東洋經濟研究
所編 
  東京 : 東洋經濟新報 , 1943.9 
  2冊 ; 27cm 
   
三大經濟強國の産業並びに之と本邦との關係三大經濟強國の産業並びに之と本邦との關係三大經濟強國の産業並びに之と本邦との關係三大經濟強國の産業並びに之と本邦との關係 / 下田 
禮佐著 
 東京市：冨山房，1931.10 
 60p ; 23cm 
 
三三三三國國國國遺事遺事遺事遺事 / 朝鮮史學會編 
  京城 : 朝鮮史學會, 1928.9 

  1冊 ; 22cm 
 
三三三三國國國國史記史記史記史記 / 金富軾[奉宣撰] ; 朝鮮史學會編. － 再版 
  京城 : 朝鮮史學會, 1928.12 
  1冊 ; 22cm 
 
蠶業蠶業蠶業蠶業讀讀讀讀本本本本 / 田中義麿編著 
  東京市 : 明文堂, 1928.1 
  2, 2, 251p ; 23cm 
   
業疲勞業疲勞業疲勞業疲勞 / 暉峻義等著 

  東京市 : 金原商店, 1925.10 
  2, 2, 104p ; 22cm. － (横手 會衞生叢書 ; 第 8冊) 
    
蠶業經濟蠶業經濟蠶業經濟蠶業經濟  / 伊東茂右衛門著 
  東京府 : 伊東茂右衛門, 1888.10 
  2, 2, 7, 579p ; 23cm. － (富國策 ; 巻之 1) 
   
産業經濟商品研究の基礎産業經濟商品研究の基礎産業經濟商品研究の基礎産業經濟商品研究の基礎 / 山口辰男著 
  東京市 : 昭晃堂, 1936.6 
  2, 14, 8, 465p ; 23cm 
   
産業組合中央金庫十年誌産業組合中央金庫十年誌産業組合中央金庫十年誌産業組合中央金庫十年誌 / 業組合中央金庫[編] 
  東京市 : 業組合中央金庫, 1934.3 
  6, 507p 図版 ; 26cm 
   
業組合政策と課税問題業組合政策と課税問題業組合政策と課税問題業組合政策と課税問題 / 本位田祥男著 

  東京市 : 同文館, 1938.5 
  2, 1, 3, 173p ; 21cm. － (小賣商問題研究叢書) 
   
業能率と工場建築業能率と工場建築業能率と工場建築業能率と工場建築 / 柳瀨駿著 

  東京 : 山海堂, 1945.3 
  276p ; 22cm. － ( 業能率増進叢書) 
 
業災害の統計的研究業災害の統計的研究業災害の統計的研究業災害の統計的研究 / 若命鋭一著 

  東京 : 東洋書館, 1944.7 
  289p ; 22cm 
 
産業史産業史産業史産業史 / 日本技術教育協會編輯部著 
  東京 : 技能者養成出版 , 1943.3 
  93p ; 21cm. － (技能者養成テキスト) 
注記 : 表題に「工場事業場技能者養成令準據」とあ
る 

 
産業心理學産業心理學産業心理學産業心理學    Ⅱ / 鈴木信[外]著 
  東京市 : 河出書房, 1942.3 
  5, 465p ; 22cm. － (現代心理學 ; 第 9巻)  
 
業統制論業統制論業統制論業統制論 / 赤松要著 

  東京市 : 千倉書房, 1937.11 
  4, 10, 448p ; 23cm 
   
蠶事輯説蠶事輯説蠶事輯説蠶事輯説 / 八田達也編輯. － 再版 
  東京[府] : 有隣堂, 1887.7 
  59丁 ; 23cm 
注記 : 和装, 袋綴 

 
蠶繭の生産と其消費蠶繭の生産と其消費蠶繭の生産と其消費蠶繭の生産と其消費 / 野崎清著 
  東京市 : 明文堂, 1934.4 
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2, 4, 108p ; 23cm. － (蠶絲業經濟研究會叢書 ; 1 .  
繭取引の現 と理想 ; 第 1輯) 

    
佐野善作博士記念論文集佐野善作博士記念論文集佐野善作博士記念論文集佐野善作博士記念論文集 / 佐野前學長記念事業圖書 
委員會編 
  東京市 : 三省堂, 1939.12 
  4, 2, 632p ; 23cm 
  注記 : 佐野善作氏肖像あり 
 
山西學術探山西學術探山西學術探山西學術探檢檢檢檢記記記記 / 朝日新聞東京本 編 
  東京市 : 朝日新聞 , 1943.4 
  4, 1, 265p 地図 ; 19cm 
   
蠶絲業法竝關係法規蠶絲業法竝關係法規蠶絲業法竝關係法規蠶絲業法竝關係法規 / 明文堂編輯部編輯. － 大改訂 
15版 
  東京市 : 明文堂, 1930.2 
  1冊 ; 15cm 
 
蠶絲業經濟蠶絲業經濟蠶絲業經濟蠶絲業經濟 / 永井治良著 
  東京市 : 日本評論 , 1933.4 
  219p ; 17cm. － (農村更生叢書 ; 7) 
    
蠶絲業經濟講話蠶絲業經濟講話蠶絲業經濟講話蠶絲業經濟講話 / 早川直瀬著. － 修正改版 
  東京市 : 同文館, 1927.5 
  3, 2, 14, 465p ; 20cm 
  
蠶蠶蠶蠶絲業更正の途絲業更正の途絲業更正の途絲業更正の途 / 入江魁著 
 東京市 : 明文堂，1932.10 
 2, 3, 128p ; 19cm 
 
蠶絲業組合法解説蠶絲業組合法解説蠶絲業組合法解説蠶絲業組合法解説 / 小平權一述 
  東京市 : 大日本蠶絲會, 1931.10 
  4, 286, 40p ; 19cm 
   
蠶絲業恐慌と之が對策蠶絲業恐慌と之が對策蠶絲業恐慌と之が對策蠶絲業恐慌と之が對策 / 早川直瀬著 
  長野 : 信濃毎日新聞 , 1935.4 
  3, 4, 179p ; 19cm 
   
蠶絲業資本主義史蠶絲業資本主義史蠶絲業資本主義史蠶絲業資本主義史    / 森泰吉郎著 
  東京市 : 森山書店, 1931.4 
  4, 7, 4, 238p ; 20cm 
 
蠶絲業と生絲清算取引蠶絲業と生絲清算取引蠶絲業と生絲清算取引蠶絲業と生絲清算取引 / 一戸正侯著. － 4版 
  横浜 : 蠶絲貿易通信 , 1926.3 
  2, 128p, 図表 ; 22cm 
 
蠶絲業統制論蠶絲業統制論蠶絲業統制論蠶絲業統制論 / 近藤康男著 
  東京市 : 明文堂, 1932.10 
  1, 2, 4, 176, 3p ; 23cm 
 
蠶絲業要覽蠶絲業要覽蠶絲業要覽蠶絲業要覽 昭和 8年 12月, 昭和 14年 7月 / 農林省 
蠶絲局  
東京市 : 農業と水 (昭和8年), 1933.12－1939.9 

  2冊 ; 23cm 
 注記 : 昭和 14年 7月の出版は農林省蠶絲局による 
 
サン・シモンの生涯と其思想體系サン・シモンの生涯と其思想體系サン・シモンの生涯と其思想體系サン・シモンの生涯と其思想體系 / フリードリッヒ・
ムックル原著 ; 高橋正男譯編 
  東京市 : モナス, 1924.9 
  7, 2, 478, 48p ; 19cm 

原書名 : Saint-Simon, sein Leben und Werk 
 
蠶糸統制策の清算蠶糸統制策の清算蠶糸統制策の清算蠶糸統制策の清算 : 現實を無視せる繭及生糸販賣統 
制 / 原祐三著 
  東京市 : ダイヤモンド 出版部, 1935.2 
  65p ; 19cm 
  注記 :『米穀・蠶糸統制策の清算』[1935]抜粋 
 
蠶桑古典集成蠶桑古典集成蠶桑古典集成蠶桑古典集成 / 猪坂直一, 可兒良夫校訂 
  上田 : 蠶桑古典集成刊行會, 1928.1 
  13, 423p ; 23cm 
 
山東に於ける邦人の經濟發展並に日華親和策山東に於ける邦人の經濟發展並に日華親和策山東に於ける邦人の經濟發展並に日華親和策山東に於ける邦人の經濟發展並に日華親和策 / 長谷 
川清編 
 青島 : 山東毎日新聞 ，1934.3 
 6, 8, 350p ; 20cm 
別タイトル : 山東邦人經濟發展策 ; 山東に於ける 
邦人の經濟的發展並に日華兩國民の親和策 

 
砂糖配給統制の現砂糖配給統制の現砂糖配給統制の現砂糖配給統制の現  / 山下久四郎著 
  東京市 : 日本砂糖協會, 1941.2 
  9, 6, 222p ; 19cm 
 
佐藤政養先生遺物展覧會佐藤政養先生遺物展覧會佐藤政養先生遺物展覧會佐藤政養先生遺物展覧會  / 栗原清一編 
  横浜 : 横濱郷土史研究會, 1927.10 
  5, 77p, 図版 16枚 ; 19cm 
   
製粉工業製粉工業製粉工業製粉工業 / 正田貞一郎著 － 再版 
  東京市 : 日本評論 , 1936.10 
  2, 12, 247p ; 19cm. － (現代日本工業全集 ; 第 22 
 巻) 
  
政治政治政治政治經濟經濟經濟經濟新語小辭典新語小辭典新語小辭典新語小辭典 1951年版 / 伊達宗雄編著 
 東京 : 同文館，1950.9 
 14, 194p ; 18cm. － (經濟知識普及會シリーズ) 
 
生生生生氣氣氣氣躍動する産業朝鮮躍動する産業朝鮮躍動する産業朝鮮躍動する産業朝鮮 / 三浦悦郎著 
  東京市 : 日本評論 , 1934.1 
  6, 10, 295p ; 19cm 
   
生命保險外勤事務個人能率増生命保險外勤事務個人能率増生命保險外勤事務個人能率増生命保險外勤事務個人能率増進法進法進法進法 / 林範二著 
  大阪 : 大同生命保險, 1928.12 
  2, 12, 250p ; 19cm 
 
生命保險會生命保險會生命保險會生命保險會 の金融的發展の金融的發展の金融的發展の金融的發展 / 小野清造著 
  東京市 : 栗田書店, 1936.11 
  10, 253p ; 23cm 
     
生命保險經濟論稿生命保險經濟論稿生命保險經濟論稿生命保險經濟論稿 / S.S.ヒューブナア著 ; 日本生命 
保險株式會 資料調査課訳 
  大阪 : 日本生命保險, 1934.12 
  7, 6, 285p ; 23cm 
   
生命保生命保生命保生命保險險險險展覧會展覧會展覧會展覧會寫眞寫眞寫眞寫眞帖帖帖帖    : 六億圓記念 / 日本生命保險 
株式會  [編] 
  大阪 : 日本生命保險, 1927.9 
  1冊 ; 19×27cm 
 
生産管理の理論生産管理の理論生産管理の理論生産管理の理論 / 増地庸治郎著 
  東京 : 日本評論 , 1945.5 
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  2, 2, 374p ; 21cm 
   
製絲原料論製絲原料論製絲原料論製絲原料論 / 岡村源一著 
  東京市 : 明文堂, 1932.2 
  3, 6, 499p ; 23cm 
 
製糸家の根城製糸家の根城製糸家の根城製糸家の根城    特約養蠶組合の解剖特約養蠶組合の解剖特約養蠶組合の解剖特約養蠶組合の解剖 / 千坂高興著 
  東京市 : 明文堂, 1931.2 
  2, 1, 151p ; 19cm 
 
製絲教科書製絲教科書製絲教科書製絲教科書 / 福本福三. － 改訂 5版 
  東京市 : 明文堂, 1930.4 
  1, 4, 193p ; 23cm 
 
製絲の鑑製絲の鑑製絲の鑑製絲の鑑    第 1編 － 第 7編 / 松下憲三朗著. － 7 
版 
東京市 : 丸山舎, 1918.5 

  7冊 ; 22cm  
 
西洋の西洋の西洋の西洋の保險保險保險保險と日本のと日本のと日本のと日本の保險保險保險保險 / 石井譲著 
  東京市 : 保險評論 , 1937.3 
  4, 128p ; 19cm 
   
製圖工短期養成製圖工短期養成製圖工短期養成製圖工短期養成 / 山本外治著 
  東京 : 東洋書館, 1944.9 
  5, 165, 42, 5p ; 27cm 
 
世界美術全集世界美術全集世界美術全集世界美術全集 第 1巻 － 第 7巻, 第 9巻 － 第 36 
巻 / 下中彌三郎編輯 
  東京市 : 平凡 , 1928.2－1930.10 

35冊 ; 27cm     
    
世界經濟危機の一年世界經濟危機の一年世界經濟危機の一年世界經濟危機の一年 / 經濟批判會譯 
  東京市 : 叢文閣, 1931.4 
  7, 254p ; 20cm. － (世界經濟叢書 ; 4) 
 
世界經濟年報世界經濟年報世界經濟年報世界經濟年報 第 5輯 1929年第 1期四半年 / ヴァ 
ルガ著 ; 經濟批判會譯 
  東京市 : 叢文閣, 1929.9 
  11, 238, 19p ; 20cm  
 注記 : 表紙欠落 
 
世界世界世界世界經濟經濟經濟經濟の現勢の現勢の現勢の現勢 / 三菱經濟研究所編 
  東京市 : 三菱經濟研究所, 1934.11 
  17, 691p ; 27cm 
 
世界經濟と技術世界經濟と技術世界經濟と技術世界經濟と技術 / 赤松要,小島清共著 
  東京市 : 商工行政 , 1943.6 
  5, 10, 634p ; 19cm. － (技術文化大系) 
 
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 2巻 － 第 3巻 / 國際決濟銀行編 
  東京市 : 金融研究會, 1939.12－1941.8 

2 冊 ; 22cm. － (調書 / 金融研究會[編] ; 第 17－
18編)  
注記 : 第 2巻: 國際決濟銀行第 9回年次報告. 第 3 
巻: 國際決濟銀行第 10回年次報告 

    
世界恐慌下の國際貿易政策世界恐慌下の國際貿易政策世界恐慌下の國際貿易政策世界恐慌下の國際貿易政策 / 平野常治著 
  東京市 : 森山書店, 1933.4 
  3, 4, 152p ; 20cm 

 
世界恐慌と英國の對策世界恐慌と英國の對策世界恐慌と英國の對策世界恐慌と英國の對策 / ジー・ディー・エッチ・コー 
ル著 ; 金子鷹之助,高橋誠一譯 
  東京市 : 森山書店, 1932.6 
  3, 1, 136p ; 20cm 
  原書名 : The Crisis 
 
世界農業史世界農業史世界農業史世界農業史 / エヌ・エス・ビー・グラース著 ; 菅菊 
太郎譯 
  東京市 : 明文堂 (發兌), 1934.1 
  14, 8, 512, 30p ; 23cm 
原書名 : A history of agriculture in Europe and 
America 

 
世界の屑世界の屑世界の屑世界の屑鐵鐵鐵鐵 / 三宅運秀著 
  東京市 : 山水 , 1941.2 
  11, 137p ; 21cm 
   
世界の變局世界の變局世界の變局世界の變局 /  徳富猪一郎著  
  東京市 : 民友 , 1915.3 
  12, 523, 36p ; 23cm 
 
世界大世界大世界大世界大戰戰戰戰史史史史 / 原勝郎著 
  東京市 : 同文館, 1925.8 
  4, 3, 903p ; 23cm 
 
世界鐵鋼資源世界鐵鋼資源世界鐵鋼資源世界鐵鋼資源 / 西田卯八著 
  東京市 : 青年書房昭光 , 1943.6 
  17, 589p ; 22cm 
   
石炭石炭石炭石炭    / 伊木貞雄著 
  東京 : 潮文閣, 1944.5 
  9, 324p, 表 ; 22cm 
   
セメントセメントセメントセメント / 諸井貫一著 
  東京市 : 日本評論 , 1933.10 

5, 4, 288, 4, 114p ; 20cm. － (現代日本工業全集 ;  
18) 

 
旋盤作業法旋盤作業法旋盤作業法旋盤作業法    / J.W.BARRIT著 ; 城戸一俊譯 
  東京 : 龍吟 , 1945.2 
  2, 3, 274p ; 22cm 
 
纖維物理纖維物理纖維物理纖維物理 / 竹内時男著 
  東京市 : 三省堂, 1936.10 
  3, 59, 7p ; 23cm. － (繊維工業大系 ; 20) 
 
纎維製品配給消費統制規則に關する官民懇談會速記纎維製品配給消費統制規則に關する官民懇談會速記纎維製品配給消費統制規則に關する官民懇談會速記纎維製品配給消費統制規則に關する官民懇談會速記
録録録録 / 中央物價統制協力會議編 
  東京市 : 中央物價統制協力會議, 1942.3 
  81p ; 21cm 
 
戰戰戰戰時外時外時外時外國爲國爲國爲國爲替管理法令解説替管理法令解説替管理法令解説替管理法令解説 / 野本良平著 
  東京市 : 敬文堂書店, 1942.5 
  14, 326p ; 18cm 
 
戰時人口政策戰時人口政策戰時人口政策戰時人口政策 / 岩倉具榮著 
  東京市 : 慶文堂書店, 1941.7 
  6, 5, 237p ; 19cm 
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戰戰戰戰時海運研究時海運研究時海運研究時海運研究    / 日本經濟聯明會調査課編 
  東京 : 産業圖書, 1944.6 
  3, 2, 11, 441p ; 19cm 
 
戰時下の數學戰時下の數學戰時下の數學戰時下の數學 / 小倉金之助著 
  東京 : 創元 , 1944.11 

3, 4, 248p ; 19cm. － (國民學術選書 / 國民學術協 
會編) 

 
戰時經濟法令集戰時經濟法令集戰時經濟法令集戰時經濟法令集    第 8輯 / 東洋經濟新報 編 
  東京市 : 東洋經濟新報 , 1941.9 
  293p ; 19cm  
 
戰戰戰戰時機械行政時機械行政時機械行政時機械行政 / 川崎重典著 
  東京市 : 同文館出版部, 1943.1 
  8, 2, 365p ; 19cm 
 
戰戰戰戰時石炭時石炭時石炭時石炭經濟經濟經濟經濟構造論構造論構造論構造論 / 石炭經濟調査會編 
  東京 : 長門屋書房, 1944.1 
  2, 5, 404p ; 22cm 
 
戰戰戰戰時時時時戰戰戰戰後の物後の物後の物後の物價價價價問題問題問題問題 下巻 / 岩崎松義著 
  東京市 : 昭和圖書, 1939.5 
  9, 439p ; 19cm. － (時局經濟講座) 
 
戦時統制法令全書戦時統制法令全書戦時統制法令全書戦時統制法令全書 昭和 17年版 / 尾山万次郎編 
  東京市 : 天泉 , 1942.2 
  1, 117p ; 19cm 
 
戰戰戰戰時財政論時財政論時財政論時財政論 / 高木壽一著 
  東京市 : 日本評論 , 1934.5 
  3, 4, 311p ; 18cm. － (新經濟全集 ; 第 23) 
 
一九一七年に於けるロシア農民運動一九一七年に於けるロシア農民運動一九一七年に於けるロシア農民運動一九一七年に於けるロシア農民運動 / ドウブロフス
キイ著 ; 潮昇譯 
  東京市 : 叢文閣, 1930.7 
  2, 1, 4, 225p ; 19cm. － (農業問題叢書 ; 2) 
原書名 : Die Bauernbewegung in der Russischen 
Revolution 

 
一九三三年市俄古進歩一世紀萬國博覧一九三三年市俄古進歩一世紀萬國博覧一九三三年市俄古進歩一世紀萬國博覧一九三三年市俄古進歩一世紀萬國博覧會會會會出品協會事出品協會事出品協會事出品協會事    
務報告務報告務報告務報告 / 河原茂太郎編 
東京市 : 市俄古進歩一世紀萬國博覧會出品協會,  
1934.12 

  8, 458p, 図版 ; 23cm 
 
船舶安全法關係法令集船舶安全法關係法令集船舶安全法關係法令集船舶安全法關係法令集 / 大矢五作編 
  東京市 : 大矢書店, 1934.5 
  2, 330p ; 22cm 
 
戰戰戰戰力力力力增增增增強と農村問題強と農村問題強と農村問題強と農村問題 / 助川啓四郎著 
  東京市 : 高山書院, 1944.5 
  2, 8, 324p ; 22cm 
 
戰爭經濟と戰力戰爭經濟と戰力戰爭經濟と戰力戰爭經濟と戰力增增增增強強強強 / 高島佐一郎博士記念論文集編
纂委員會編 
  東京 : 千倉書房, 1945.1 
  3, 2, 399p ; 22cm 
 
戰争論戰争論戰争論戰争論 下巻 / クラウゼヴィッツ著 ; 馬込健之助譯. 

－ 再版 
  東京市 : 南北書院, 1939.6 
  6, 630p ; 23cm 
 
戰爭史戰爭史戰爭史戰爭史    西洋古代篇, 西洋近世篇, 西洋最近篇    / 伊藤 
政之助著 
 東京市 : 戰爭史刊行會, 1936.10－1940.11 
  3冊 ; 23cm  
 注記 : 西洋古代篇の表紙欠落 
 
戰争と經營及び經理戰争と經營及び經理戰争と經營及び經理戰争と經營及び經理 / 瀧谷善一博士還暦記念論文集
編纂委員會編 
  東京 : 千倉書房, 1945.2 
  4, 3, 435p ; 22cm. － (瀧谷善一博士還暦記念論文
集 ; 2) 

 
戰爭と都市戰爭と都市戰爭と都市戰爭と都市 / 石川榮耀著 
  東京市 : 日本電報通信 出版部, 1942.6 
  10, 233p ; 19cm. － (國防科學新書 ; 1) 
 
會事業史會事業史會事業史會事業史 / 大阪市 會部庶務課編 

  [大阪] : 大阪市 會部庶務課, 1924.4 
  258p ; 23cm 
   
會政策要論會政策要論會政策要論會政策要論 / 森耕二郎著 

  東京[市] : 弘文堂書房, 1935.8 
  2, 502, 6p ; 23cm 
       
會主義新批判會主義新批判會主義新批判會主義新批判    : ドクトル･オヴ･フィロソフィー / 

川邊喜三郎著 
  東京市 : 實業之日本 , 1923.5 
  2, 10, 334, 18p ; 20cm 
 
規規規規 則集則集則集則集 / 長谷川安兵衛編  

  東京市 : ダイヤモンド , 1941.1 
  5, 507p ; 22cm 
   
上海に於ける太平洋會議上海に於ける太平洋會議上海に於ける太平洋會議上海に於ける太平洋會議 / 那須皓編 
  東京市 : 太平洋問題調査會, 1932.4 
  2, 3, 237p ; 19cm 
 
死亡表に關する自然的及政治的諸觀察死亡表に關する自然的及政治的諸觀察死亡表に關する自然的及政治的諸觀察死亡表に關する自然的及政治的諸觀察 / グラント 
[著] ; 久留間鮫造譯 
  東京市 : 栗田書店, 1941.10 

465p, 図版 ; 19cm. － (統計學古典選集 / 大原
會問題研究所編 ; 第 3巻 4) 
注記 : 訳者はしがきにて上記原著および第 4 版,第
5版をも参照とあり ; 校閲:高野岩三郎 
原書名 : The Economic Writings of Sir William 
Petty, together with Observations upon the Bills 
of Mortality, more probably by Captain John 
Graunt. ed.by Charles Henry Hull. Cambridge, 
1899. Vol. 2. pp.314－435  

 
市街電車原價計算市街電車原價計算市街電車原價計算市街電車原價計算 / オットー・カイザー著 ; [川越八
郎譯] 
  [出版地不明] : [鐵道監察官], [1940.3] 
  135p, 折込図 1枚 ; 21 cm 
  原書名 : Kostenrechnerische Grundlagen und 

Selbstkostenrechnung in Personenbeforderungs- 
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betrieben des Strassenverkehrs Unter 
besonderer Berucksichtigung von 
Strassenbahnbetrieben 

 
資本論資本論資本論資本論  第１巻, 第２冊 － 第３巻下 / カール・マル 
クス著 ; 高畠素之譯 
  東京市 : 改造 , 1927.12－1928.4 
  4冊 ; 20cm  
 
絲價安定施設組合史絲價安定施設組合史絲價安定施設組合史絲價安定施設組合史 / 絲價安定施設組合淸算事務所
編 
  東京市 : 絲價安定施設組合淸算事務所, 1941.9 
  3, 6, 305p ; 22cm 
   
糸價變動の研究糸價變動の研究糸價變動の研究糸價變動の研究 / 森本宋著 
  横濱 : 横濱貿易新報 , 1926.11 
  2, 16, 370p ; 20cm 
 
支那事變戰史支那事變戰史支那事變戰史支那事變戰史 : 各 特派員決死の筆陣 / 新聞タイム
ス 編 
  東京市 : 皇徳奉賛會出版部, 1937.12 
  12, 747p, 写真 63 ; 23cm  
 
支那重工業發達史支那重工業發達史支那重工業發達史支那重工業發達史 / 手塚正夫著 
  京都 : 大雅堂, 1944.9 
  2, 1, 16, 548, 14p ; 22cm. － (東亞人文撰書) 
    
支那工業論支那工業論支那工業論支那工業論    : 上海工業の發展 / 劉大鈞著 ; 倉持博. 
－ 3版 
  東京市 : 生活 , 1940.10 
  4, 4, 469p ; 21cm 
 
支那問題辭典支那問題辭典支那問題辭典支那問題辭典    / 支那問題辭典編輯部編 
  東京市 : 中央公論 , 1942.3 
  20, 776, 88, 88, 56p ; 26cm 
注記 : 付:支那問題人名辭典, 支那文化史年表, 東
亞現勢地圖 

 
支那最近大事年表支那最近大事年表支那最近大事年表支那最近大事年表 / 小島昌太郎著 
  東京市 : 有斐閣, 1942.5 
  8, 2, 1, 980p (附共) ; 22cm 
注記 : 附録: 対照年表, 省名及主要地名の別稱及略
稱表, 清代總督の名稱・駐在地・管轄省 

 
新聞語辭典新聞語辭典新聞語辭典新聞語辭典 / 千葉亀雄編. － 新訂版 
  東京市 : 栗田書店, 1941.8 
  5, 527p ; 19cm 
 
新聞業界五十五年思出噺新聞業界五十五年思出噺新聞業界五十五年思出噺新聞業界五十五年思出噺 / 湯澤精司述 ; 篠田鑛造編 
  東京市 : 廣告 , 1937.6 
  2, 6, 156p ; 23cm 
 
新秩序の研究新秩序の研究新秩序の研究新秩序の研究 / 矢部貞治著 
  東京 : 弘文堂書房, 1945.4 
  2, 2, 394p ; 22cm 
 
新獨逸國家大系新獨逸國家大系新獨逸國家大系新獨逸國家大系    第 3巻, 第 12巻 / 新獨逸國家大系 
刊行會編 
 東京市 : 日本評論 , 1939.11－1940.3 
  2冊 ; 23cm  

 注記 : 第 3巻 政治篇 3. 第 12巻 經濟篇 4 
 
振動論振動論振動論振動論 / 坪井忠二著. － 第 5版 
  東京 : 河出書房, 1944.8 
  2, 7, 512p ; 22cm. － (應用數學 ; 16) 
 
新稿簿記原理新稿簿記原理新稿簿記原理新稿簿記原理    上巻, 下巻 / 上野道輔著. － 新稿第 
11版 
  東京市 : 有斐閣, 1931.5－1931.11 
  2冊 ; 21cm 
 
新日本の工業地帯新日本の工業地帯新日本の工業地帯新日本の工業地帯 / 時事新報 經濟部編 
  東京市 : 經濟知識 , 1930.6 
  6, 8, 308p ; 19cm 
 
新撰北海道史新撰北海道史新撰北海道史新撰北海道史 第 1巻 － 第 7巻 / 北海道廳 [編] 
 [札幌] : 北海道廳, 1936.9－1937.11 
  7冊 ; 23cm 
 
新修支那省別全誌新修支那省別全誌新修支那省別全誌新修支那省別全誌    第6巻 － 第7巻    / 東亞同文會支 
那省別全誌刊行會編 
  東京市 : 東亜同文會, 1943.6－1943.12 
  2冊 ; 22cm 
 注記 : 第 6巻:陝西省. 第 7巻:甘粛省・寧夏省 ; 第 
 7巻より出版地が東京都に変更 
 
新東の謎を解く新東の謎を解く新東の謎を解く新東の謎を解く    : 株價機構の新らしい研究 / 原祐三 
著 
  東京市 : ダイヤモンド , 1936.9 
  4, 4, 182p ; 19cm 
 
新有限會新有限會新有限會新有限會 法正解法正解法正解法正解 : 書式付 / 尾山万次郎著 
  東京市 : 天泉 , 1942.1 
  2, 6, 112, 5, 81, 2, 33, 146p ; 18cm 
 
新増東國輿地勝覧新増東國輿地勝覧新増東國輿地勝覧新増東國輿地勝覧 上巻, 中巻, 下巻 / 盧思愼[外撰] 
  京城 : 淵上商店, 1906.2 
  3冊 ; 23cm 
 
新増東國輿新増東國輿新増東國輿新増東國輿地勝覧地勝覧地勝覧地勝覧    第 1 － 第 4 / 盧思愼 [外撰] ; 李 
[外新増] ; 朝鮮史學會編 
 京城 : 朝鮮史學會, 1930.1 
  4冊 ; 22cm  
 
思想と文化思想と文化思想と文化思想と文化 / 安倍能成著 
  [東京市] : 高陽 , 1924.6 
  3, 5, [680]p ; 20cm 
  注記：273－680p落丁あり 
 
質疑質疑質疑質疑應應應應答製造工業原答製造工業原答製造工業原答製造工業原價價價價計算要綱草案の解説計算要綱草案の解説計算要綱草案の解説計算要綱草案の解説 : 附全關
係法令 / 陶山誠太郎編著 
  大阪 : 大同書院, 1941.10 
  4, 204, 5p ; 19cm 
 
自然辯證法自然辯證法自然辯證法自然辯證法    / 伊藤至郎著 
  東京 : 古明地書店, 1949.9 
  6, 273, 12p ; 22cm 
 
自然科學者のための數學概論自然科學者のための數學概論自然科學者のための數學概論自然科學者のための數學概論 / 寺澤寛一著. － 修正 
第三版 



 

 356 

  東京市 : 岩波書店, 1938.12 
  16, 762p ; 23cm 
  注記 : 記述は 8刷による 
 
初代片倉兼太郎君事歴初代片倉兼太郎君事歴初代片倉兼太郎君事歴初代片倉兼太郎君事歴 / 足立栗園著 
  東京市 : 如水會, 1921.12 
  [9], 4, 4, 5, 253, 9p, 図版 ; 23cm 
 
商業通論商業通論商業通論商業通論 / 石川文吾著. － 改訂 17版 
  東京市 : 大倉書店, 1922.5 
  2, 2, 26, 924, 8p ; 23cm 
 
商品鑑識法商品鑑識法商品鑑識法商品鑑識法 / 南種康博著 
  東京市 : 成美堂書店, 1932.4 
  4, [2], 34, 840, 41p ; 23cm 
   
小工業經濟論小工業經濟論小工業經濟論小工業經濟論 / 大塚一朗著. － 5版 
  東京市 : 千倉書房, 1941.8 
  3, 6, 325p ; 22cm 
 
職業病職業病職業病職業病對策對策對策對策 / 久保田重孝著 
  東京 : 東洋書館, 1944.6 
  232p ; 22cm. － (産業健康管理全書 ; 第 2巻) 
 
職業觀の變革職業觀の變革職業觀の變革職業觀の變革    / 尾高邦雄著 
  東京 : 河出書房, 1944.10 
  4, 4, 243p ; 19cm 
   
植民地の再分割植民地の再分割植民地の再分割植民地の再分割 / 東京朝日新聞東亞問題調査會編 
  東京市 : 東京朝日新聞發行所, 1937.8 
  10, 292p ; 20cm. － (朝日時局讀本 ; 第 7巻) 
 
植民政策と民族心理植民政策と民族心理植民政策と民族心理植民政策と民族心理 / 東郷實著 
  東京市 : 岩波書店, 1925.10 
  4, 8, 7, 345, 13p ; 20cm 
   
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 / 中央物價統制協力會議編 
  東京市 : 日本評論 , 1941.12 
  77p ; 21cm 
   
商況記事の見方商況記事の見方商況記事の見方商況記事の見方 / 東京朝日新聞 經濟部編 
  東京市 : 東京朝日新聞發行所, 1928.5 
  2, 7, 236p ; 18cm 
 
小小小小圖圖圖圖書館管理法書館管理法書館管理法書館管理法 / ミニー・クラーク・バドロング著 ;  
今澤慈海, 神絢一共譯 
  大阪 : 間宮商店, 1926.10 
  76p ; 20cm. － (圖書館研究叢書 ; 第 3篇) 
原書名  : A plan of organization for small 
libraries.  
(1917年改訂版) 

 
小運送論小運送論小運送論小運送論 / 中野金次郎著 
  東京市 : 春秋 , 1937.10 
  9, 10, 546p ; 23cm. － (鐵道交通全書 ; 14) 
   
昭和十三年の國際情勢昭和十三年の國際情勢昭和十三年の國際情勢昭和十三年の國際情勢 / 赤松祐之著 
  東京市 : 日本國際協會, 1939.6 

2, 19, 662p ; 19cm. － (日本國際協會叢書 ; 第 209 
輯) 

   
昭和財界史昭和財界史昭和財界史昭和財界史 / 朝日新聞經濟部編 
  大阪 : 朝日新聞 , 1936.9 
  6, 628p ; 23cm. － (朝日經濟年史 ; 臨時特輯) 
   
集合論集合論集合論集合論 / 稲垣武著 
  東京 : 東海書房, 1950.3 
  298p ; 22cm. － (東海数学叢書 ; 2) 
 
修正派マルクス主義修正派マルクス主義修正派マルクス主義修正派マルクス主義 / 新明正道著. － 再版 
  東京 : 鱒書房, 1947.4 
  156p ; 19cm. － ( 會思想新書 ; 7) 
  注記 : "本書はエードワルト・ベルンシュタイン 
 (Eduard Bernstein)の修正派マルクス主義をその主 
 著『 會主義の前提と 會民主黨の任務』(Die Vor 
  aussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben  
 der Sozialdemokratie)によって紹介したもの" 
 
創業五十年誌創業五十年誌創業五十年誌創業五十年誌 / 株式會 秀英舎[編] 
  東京市 : 秀英舎, 1927.3 
  4, 116p ; 27cm 
   
損損損損益益益益計算論計算論計算論計算論 / 村瀬玄著 
  東京市 : 森山書店, 1933.10 
  2, 7, 152p ; 20cm 
 
孫子孫子孫子孫子 / 櫻井忠温著. － 再版 
  東京市 : 章華 , 1935.4 
  407p ; 20cm 
 
創立四拾週年東亜同文書院記念誌創立四拾週年東亜同文書院記念誌創立四拾週年東亜同文書院記念誌創立四拾週年東亜同文書院記念誌 
  [上海] : 上海東亞同文書院大學, 1940.6 
  162p ; 23cm 
 
漱石全集漱石全集漱石全集漱石全集 第 12巻, 第 14巻, 第 15巻, 第 18巻 / [夏 
目漱石著] ; 漱石全集刊行會編輯 
 東京市 : 漱石全集刊行會, 1936.7 － 1937.4 
  4冊 ; 20cm 
 
相續税の課税と手續相續税の課税と手續相續税の課税と手續相續税の課税と手續 / 宇佐美邦雄著 
  東京市, 賢文館, 1929.12 
  2, 2, 6, 315, 13p ; 23cm 
   
水産業團體法の解説水産業團體法の解説水産業團體法の解説水産業團體法の解説 / 神山峻著 
  東京 : 霞ヶ關書房, 1944.9 
  314p ; 19cm 
   
住友物語住友物語住友物語住友物語 / 白柳秀湖著 
  東京市 : 千倉書房, 1931.3 
  6, 9, 377p ; 19cm 
 
住友信託株式會住友信託株式會住友信託株式會住友信託株式會 要覽要覽要覽要覽 
  大阪 : 住友信託, 1936.2 
  2, 4, 101, 8p, 図版 11枚 ; 23cm 
 
數理統計學數理統計學數理統計學數理統計學 / 佐藤良一郎. － 再版 
  東京 : 培風館, 1947.4 
  7, 522p ; 26cm 
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立ち上がる印度の全貌立ち上がる印度の全貌立ち上がる印度の全貌立ち上がる印度の全貌 / 淺井治平著 
  東京 : 帝國書院, 1944.11 
  5, 6, 376p ; 21cm 
   
太平洋二千六百年史太平洋二千六百年史太平洋二千六百年史太平洋二千六百年史 / 海軍有終會編 
  東京市 : 海防義會, 1940.9 
  2, 3, 4, 11, 1086, 38p ; 23cm 
  注記 : 附図 2枚(袋入) 
 
泰國に於ける諸民族に就て泰國に於ける諸民族に就て泰國に於ける諸民族に就て泰國に於ける諸民族に就て / 常岡悟郎著 
  東京市 : 南洋經濟研究所, 1940.10 
  5, 46p, 地図 ; 19cm 
 
泰國の産業貿易事情泰國の産業貿易事情泰國の産業貿易事情泰國の産業貿易事情    
  東京市 : 日本貿易振興協會, 1942.1 

2, 4, 4, 188, 68, 8, 50p ; 21cm. － (調査彙報 / 日
本 
貿易振興協會 [編] ; 第 7輯) 

   
貸借對照表の作り方と見方貸借對照表の作り方と見方貸借對照表の作り方と見方貸借對照表の作り方と見方    / 太田哲三著. － 4版 
  東京市 : 大阪屋號書店, 1925.12 
  2, 4, 319, 5p ; 19cm 
            
大正九、十年第大正九、十年第大正九、十年第大正九、十年第二次蠶絲業救濟の顛末二次蠶絲業救濟の顛末二次蠶絲業救濟の顛末二次蠶絲業救濟の顛末 / 河杉信勇編 
  横濱 : 帝國蠶絲, 1924.12 
  8, 664, 3, 121p ; 23cm 
 
對對對對ソ漁業ソ漁業ソ漁業ソ漁業權權權權益と我等の決意益と我等の決意益と我等の決意益と我等の決意 / 北洋漁業研究委員會編 
  東京市 : 日蘇通信 , 1937.12 
  40p ; 19cm    
    
臺灣旅行臺灣旅行臺灣旅行臺灣旅行 / 秋守常太郎著 
  大阪 : 秋守常太郎, 1941.7 
  4, 178p ; 19cm. － (旅行叢書 ; 第 11) 
   
臺臺臺臺灣殖灣殖灣殖灣殖民發達史民發達史民發達史民發達史 / 東郷實, 佐藤四郎共著 
  臺北 : 晃文館, 1916.4 
  2, 1, 8, 488p ; 23cm 
   
多軸自動旋盤多軸自動旋盤多軸自動旋盤多軸自動旋盤 / H.H.フィンケルンブルク著 ; 小林健
志譯. － 再版 
  東京 : 機械製作資料 , 1945.1 
  259, 3p ; 21cm 
  原書名 : Mehrspindel-Automaten(1938) 
 
高橋是清自傳高橋是清自傳高橋是清自傳高橋是清自傳 / 高橋是清著  
  東京市 : 千倉書房, 1936.2 
  8, 806p ; 20cm 
  注記 : 著者肖像あり 
   
卓功院追悼録卓功院追悼録卓功院追悼録卓功院追悼録 / 市村其三郎編輯 
  大阪 : 市村其三郎, 1934.7 
  533p ; 23cm 
  注記 : 肖像あり 
 
丹澤山塊丹澤山塊丹澤山塊丹澤山塊 ;  ;  ;  ; 道志山塊道志山塊道志山塊道志山塊 / 松本重男執筆 ; 鐵道省山岳部
編纂. － 再版 

  東京市 : 博文館, 1942.4 
28, 338p ; 19cm. － (日本山岳案内 / 鐵道省山岳
部編 ; 1) 

 
戰ふ軍需企業戰ふ軍需企業戰ふ軍需企業戰ふ軍需企業 : 軍需省並に軍需會 法を繞りて / 藤
森政行編著 
  東京 : 東和出版 , 1944.3 
  3, 10, 402p ; 19cm 
  注記 : 附録:軍需省・軍需事業法規要覽 
 
帝國製麻株式會社三十年史帝國製麻株式會社三十年史帝國製麻株式會社三十年史帝國製麻株式會社三十年史 / 安岡志郎[編] 
  東京市 : 帝國製麻, 1937.10 
  2, 4, 6, 222p, 図版 65枚 ; 27cm 
 
定性分析表定性分析表定性分析表定性分析表 / 平田敏雄編. － 第 9版 
  東京市 : 丸善, 1942.7 
  42p ; 21cm 
   
遞遞遞遞信省五十年略史信省五十年略史信省五十年略史信省五十年略史 / 遞信省[編] 
  [東京市] : 遞信省, 1936.8 
  2, 8, 204p ; 23cm 
   
鐵筋コンクリート經濟設計法鐵筋コンクリート經濟設計法鐵筋コンクリート經濟設計法鐵筋コンクリート經濟設計法 / 田中正義著 
  東京市 : 岩波書店, 1942.6 
  211p ; 22cm 
 
轉轉轉轉換期に在るアメリカ換期に在るアメリカ換期に在るアメリカ換期に在るアメリカ經濟經濟經濟經濟の解剖の解剖の解剖の解剖 : アメリカ文明の
末路 / 淺宮政夫著 
  東京市 : 丁酉 , 1934.8 
  15, 332p ; 20cm 
   
轉換途上の中小商工業轉換途上の中小商工業轉換途上の中小商工業轉換途上の中小商工業 / 朝日新聞 編 
  東京市 : 東京朝日新聞發行所, 1938.12 
  2, 5, 180p ; 19cm 
   
轉形期の轉形期の轉形期の轉形期の經濟學經濟學經濟學經濟學 / 佐野學, 西雅雄編輯 
  東京市 : スターリンブハーリン著作集刊行會,  
 1928.5 
  2, 6, 503p ; 20cm. － (スターリンブハーリン著作 
 集 ; 第 5巻) 
   
天氣圖と天氣豫報天氣圖と天氣豫報天氣圖と天氣豫報天氣圖と天氣豫報    / 大谷東平著. － 4版 
  東京市 : 河出書房, 1941.8 
  2, 4, 126p ; 19cm. － (科學新書 ; 1) 
 
天兵に敵なし天兵に敵なし天兵に敵なし天兵に敵なし / 平泉澄著 
  東京 : 至文堂, 1943.9 
  2, 2, 409p ; 19cm 
   
東亞交通論東亞交通論東亞交通論東亞交通論 / 楢崎敏雄著 
  東京市 : 千倉書房, 1939.12 
  3, 13, 326p ; 23cm 
 
戸畑鑄物株式戸畑鑄物株式戸畑鑄物株式戸畑鑄物株式會會會會 要覽要覽要覽要覽 : 創立廿五周年記念 / 戸畑鋳
物株式會 [編] 
  東京市 : 戸畑鋳物, 1935.6 
  163p, 図版 ; 26cm 
 
東米商聨一年史東米商聨一年史東米商聨一年史東米商聨一年史 / 廣瀬憙六, 松原惟一編 
  東京市 : 東米商聨一年史刊行會, 1941.12 
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  9, 169p, 図版 ; 22cm 
 
東郷元帥遺墨集東郷元帥遺墨集東郷元帥遺墨集東郷元帥遺墨集    第 1卷, 第 2卷 / 東郷平八郎[著] 
  東京市 : 東郷元帥遺墨保存會, 1935.11 
  2冊 : 38cm  
  注記 : 和装 ; 帙入 
 
糖業より見たる沖繩糖業より見たる沖繩糖業より見たる沖繩糖業より見たる沖繩 / 朝武士獅子雄著 
 大阪 : 内外糖業調査會，1916.1 
 14, 3, 203, 2, 64p, 図版 ; 23cm 
 
統一原價計算制度論統一原價計算制度論統一原價計算制度論統一原價計算制度論 / 久保田音二郎著 
  東京 : 業圖書, 1944.10 
  4, 6, 279p ; 19cm 
 
統計統計統計統計數數數數値表値表値表値表 / 統計科學研究會編. － 2版 
  東京 : 河出書房, 1943.10 
  ⅴ, 167, 174p ; 30cm. － (統計科學叢書 ; 1) 
 
統計數理統計數理統計數理統計數理 / 安川數太郎, 米田桂三著 
  東京 : 同文書院, 1944.4 
  2, 12, 326p ; 22cm. － (實用高等數學 ; 1) 
 
徳川理財會要徳川理財會要徳川理財會要徳川理財會要 : 徳川三百年財政經濟變遷史 / 大蔵省 
編纂 
  東京市 : 新聞同人會, 1932.6 
  1223p ; 23cm 
 
特殊會計特殊會計特殊會計特殊會計 : ホテル・病院・倶樂部・學校・同業組合・ 
家計 / 小宮山敬保著 
  東京市 : 東洋出版 , 1934.7 
  2, 483p ; 23cm. － (會計學全集 ; 第 18巻) 
 
東京電燈株式會社開業五十年史東京電燈株式會社開業五十年史東京電燈株式會社開業五十年史東京電燈株式會社開業五十年史 / 東京電燈株式會
編 
  東京市 : 東京電燈, 1936.8 
  15, 269, 20p, 図版 ; 27cm 
 
東京玩具卸商同業組合史東京玩具卸商同業組合史東京玩具卸商同業組合史東京玩具卸商同業組合史 / 東京玩具卸商同業組編 
  東京市 : 東京玩具卸商同業組合 ,1935.6 
  4, 4, 2, 12, 220p, 図版 ; 23cm 
 
東京瓦斯五十年史東京瓦斯五十年史東京瓦斯五十年史東京瓦斯五十年史 / 東京瓦斯株式會 編 
  東京市 : 東京瓦斯, 1935.10 
  3, 3, 11, 3, 264p, 図版, 表 ; 27cm 
 
東京放送局沿革史東京放送局沿革史東京放送局沿革史東京放送局沿革史 / 越野宗太郎編 
  東京市 : 東京放送局沿革史編纂委員會, 1928.4 
  16, 276p, 図版 ; 23cm 
 
東京株式取引所五十年史東京株式取引所五十年史東京株式取引所五十年史東京株式取引所五十年史    / 東京株式取引所編 
  東京市 : 東京株式取引所, 1928.10 
  4, 8, 536, 323p, 図版 ; 27cm 
 
東京株式取引所史東京株式取引所史東京株式取引所史東京株式取引所史 第2巻(昭和3年－7年), 第3巻(昭 
和 8年－12年) / 東京株式取引所編 
  東京市 : 東京株式取引所, 1933.10－1938.10 
  2冊 ; 26cm  
 

東京海上火災東京海上火災東京海上火災東京海上火災保險保險保險保險株式株式株式株式會會會會 六十年史六十年史六十年史六十年史 / 東京海上火災
保險株式會 編 
  東京市 : 東京海上火災保險, 1940.10 
  3, 4, 697p, 図版 ; 27cm 
 
東京砂糖貿易商同業組合沿革史東京砂糖貿易商同業組合沿革史東京砂糖貿易商同業組合沿革史東京砂糖貿易商同業組合沿革史 / 湯朝三精編 
  東京市 : 東京砂糖貿易商同業組合, 1938.10 
  7, 2, 21, 4, 735, 67p, 図版 ; 23cm 
 
東京紙商同業組合史東京紙商同業組合史東京紙商同業組合史東京紙商同業組合史 / 東京紙商同業組合編 
  東京市 : 東京紙商同業組合, 1939.5 
  2, 12, 381, 179p ; 23cm 
 
東京大正震災誌東京大正震災誌東京大正震災誌東京大正震災誌 / 東京市庶務課編 
  東京市 : 東京市役所, 1925.4 
  9, 274p, 図版 ; 23cm 
 
富岡後記富岡後記富岡後記富岡後記 / 和田英子著 ; 信濃教育會編 
  東京市 : 古今書院, 1931.11 

3, 108, 20p, 図版[2]枚 ; 19cm. － (學習文庫 ; 3) 
 
富岡日記富岡日記富岡日記富岡日記 / 和田英子著 ; 信濃教育會編 
  東京市 : 古今書院, 1931.9 
  4, 100, 18p ; 19cm. － (學習文庫 ; 2) 
 
トムソントムソントムソントムソン    博博博博物の科學物の科學物の科學物の科學 / トムソン[原著] ; 津崎滿治
[外]翻譯 
  東京市 : 大鐙閣, 1935.7 
 大阪 : 巧人  
  12, 6, 436p ; 23cm. － (トムソン科學大系 / トム 
 ソン科學大系刊行會纂) 
 
トムソントムソントムソントムソン    人類の科學人類の科學人類の科學人類の科學 / トムソン[原著] ; 津崎滿治
[外] 譯 
  東京市 : 大鐙閣, 1935.7 
  大阪 : 巧人  
  12, 4, 332p ; 23cm. － (トムソン科學大系 / トム 
 ソン科學大系刊行會纂) 
 
トムソントムソントムソントムソン    科學のローマンス科學のローマンス科學のローマンス科學のローマンス / トムソン[原著] ; 津崎
滿治[外] 譯 
  東京市 : 大鐙閣, 1935.7 
  大阪 : 巧人  
  12, 6, 524p ; 23cm. － (トムソン科學大系 / トム 
 ソン科學大系刊行會纂) 
 
東南東南東南東南亞亞亞亞の資源と技術の資源と技術の資源と技術の資源と技術 / 相川春喜著 
  東京 : 三笠書房, 1944.3 
  12, 464, 13p ; 22cm 
 
統制ある蠶絲業の朝鮮統制ある蠶絲業の朝鮮統制ある蠶絲業の朝鮮統制ある蠶絲業の朝鮮 / 出田正義著 
  東京市 : 明文堂, 1934.8 
  2, 8, 422p ; 23cm 
 
統制法規全集統制法規全集統制法規全集統制法規全集 上巻 / 末川博編 
  東京 : 有斐閣, 1945.2 

6, 2, 3, 90, 11, 359, 62, 83p ; 19cm. － (戦時法叢 
書) 
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統制統制統制統制經濟經濟經濟經濟を批判し大特権官僚的を批判し大特権官僚的を批判し大特権官僚的を批判し大特権官僚的獨獨獨獨占商業産業組合を占商業産業組合を占商業産業組合を占商業産業組合を    
裁く裁く裁く裁く / 渡邊銕蔵述 
  東京市 : 米の日本 , 1936.4 
  2, 60p ; 19cm 
 
投資信託の投資信託の投資信託の投資信託の實證實證實證實證的研究的研究的研究的研究 : その歴史・型式・經營 / 野
村證券株式會 調査部編 
  東京市 : 東洋經濟新報 出版部, 1942.12 
  6, 1, 13, 576p ; 22cm 
 
投資信託論投資信託論投資信託論投資信託論 : 證劵投資會 の研究 / 江口行雄著 
  東京市 : 森山書店, 1932.7 
  5, 6, 476p ; 23cm 
   
    ト成人教育ト成人教育ト成人教育ト成人教育 / Judson T.Jennings著 ; 中西喜代造 
譯 
  大阪 : 間宮商店, 1930.4 
  45p ; 23cm. － (圖書館研究叢書 ; 第 9篇) 
原書名 : Voluntary education through the public  
library 

 
東洋文庫十五年史東洋文庫十五年史東洋文庫十五年史東洋文庫十五年史 / 岩井大慧編纂 
  東京市 : 東洋文庫, 1939.11 
  14, 883p, 図版 ; 23cm 
 
東洋クロス株式會東洋クロス株式會東洋クロス株式會東洋クロス株式會 十五年史十五年史十五年史十五年史 / 東洋クロス株式會  
編 
  京都 : 東洋クロス, 1935.8 
  7, 46, 4, 3, 52p, 図版 ; 23cm 
 
罪と罪罪と罪罪と罪罪と罪・・・・死の舞踏死の舞踏死の舞踏死の舞踏 / ストリンドベルク[著] ; 三井光彌 
譯 
  東京市 : 新潮 , 1926.11 
  2, 380p ; 20cm. － (ストリンドベルク戯曲全集 ;  
 4) 
   
通俗生絲取引講話通俗生絲取引講話通俗生絲取引講話通俗生絲取引講話 / 一戸正侯著 
  横濱 : 蠶絲貿易通信社  1928.5 
  3, 2, 95p ; 19cm 
 
 

ＵＵＵＵ    
 
内田嘉吉文庫稀覯書集覧内田嘉吉文庫稀覯書集覧内田嘉吉文庫稀覯書集覧内田嘉吉文庫稀覯書集覧 / 故内田嘉吉氏記念事業實
行委員編 
  東京市 : 故内田嘉吉氏記念事業実行委員, 1937.2 
  375p, 図版 40p ; 27cm 
 
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 / 上田商工會議所編 
  上田 : 上田商工會議所, 1932.10 
  355p ; 23cm 
 
うさぎうさぎうさぎうさぎ / 福田要著 
 東京市 : 松本八三郎，1928.1 
 2, 5, 65p ; 19cm 
 
碓氷碓氷碓氷碓氷 五十年史五十年史五十年史五十年史 / 碓氷 [編] 
  原市町 (群馬県) : 碓氷 , 1927.4 
  230p, 図版 ; 22cm 

 
 

ＶＶＶＶ    
 
ヴェネスエラヴェネスエラヴェネスエラヴェネスエラ : 1908－1933 / カルロス・ロドリーゲ
ス・ヒメーネス編輯 
  東京市 : Carlos Rodriguez Jimenez, 1933.11 
  6, 8, 309, 6, 304, vp, 図版 21枚 ; 22cm 
別タイトル : Venezuela : 1908－1933 : Libro de 
informacion general sobre Venezuela 

 
 

ＷＷＷＷ    
 
我生糸と米國我生糸と米國我生糸と米國我生糸と米國 / 河合清著 
  東京市 : 有隣堂, 1911.12 
  3, 4, 161p, 図版 ; 23cm 
 
我國電氣事業の發展過程と現下の情勢に就て我國電氣事業の發展過程と現下の情勢に就て我國電氣事業の發展過程と現下の情勢に就て我國電氣事業の發展過程と現下の情勢に就て / 宮川
竹馬述 
 東京市 : 日華協會 報出版部，1940.12 
 7, 56p ; 19cm 
 
我國工業の合理化我國工業の合理化我國工業の合理化我國工業の合理化    / 吉野信次著 
  東京市 : 日本評論 , 1930.11 
  2, 2, 302p ; 19cm 
 
我國に於ける賃銀及び物價の統計的研究我國に於ける賃銀及び物價の統計的研究我國に於ける賃銀及び物價の統計的研究我國に於ける賃銀及び物價の統計的研究 / 三宅喜二
郎著. － 再版 
  東京市 : 森山書店(発売), 1932.10 
  2, 175p ; 23cm 
 
我國主要産業に於けるカルテル的統制我國主要産業に於けるカルテル的統制我國主要産業に於けるカルテル的統制我國主要産業に於けるカルテル的統制 / 小島昌太郎
著 
  東京市 : 雄風館書房, 1932.3 
  6, 15, 567p ; 23cm. － (京都經營學會研究叢書) 
 
 

ＹＹＹＹ    
 
山梨稻川集山梨稻川集山梨稻川集山梨稻川集    第３巻(文緯), 第４巻(音韻・付録) / 貞松 
修藏編 
 靜岡 : 山梨稻川集刊行會，1929.6 
  2冊 ; 23cm  
 
山梨縣蠶絲業史山梨縣蠶絲業史山梨縣蠶絲業史山梨縣蠶絲業史 / 今井保一郎著 
  石和村(山梨県) : 菊島常太郎, 1891.3 
  55枚(和綴) ; 23cm 
 
椰子油及コプラの椰子油及コプラの椰子油及コプラの椰子油及コプラの經濟經濟經濟經濟的的的的價値價値價値價値 :  :  :  : 世界的商品 / 福田要
著 
  [出版地不明] : 福田要, 1928.10 
  33枚(和綴) ; 25cm 
 
横濱化粧品業界秘史横濱化粧品業界秘史横濱化粧品業界秘史横濱化粧品業界秘史 / 山口淸太郎著 
  横濱 : 横濱化粧品雜貨商報 , 1925.5 
  8, 8, 5, 421, 27p ; 23cm 
 
横濱市政夜話横濱市政夜話横濱市政夜話横濱市政夜話 / 戸井嘉作著 
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  横浜 : 國敬 , 1933.10 
  2, 49p ; 19cm 
 
横濱吉田新田圖繪横濱吉田新田圖繪横濱吉田新田圖繪横濱吉田新田圖繪 / 吉田一太郎著 
  横濱 : 吉田家, 1935.8 
  2, 18p, 図版 26 ; 16×23cm 
 
養蠶業經營法概説養蠶業經營法概説養蠶業經營法概説養蠶業經營法概説 / 早川卓郎著 
  東京市 : 明文堂, 1927.5 
  145p ; 23cm 
 
養蠶業収支採算法養蠶業収支採算法養蠶業収支採算法養蠶業収支採算法    : 養蠶業計理法 / 早川卓郎著 
  東京市 : 明文堂, 1927.5 
  106p ; 23cm 
 
養蠶事實養蠶事實養蠶事實養蠶事實 上, 下 / 佐貝義胤口授 ; 加藤祐一補綴 ;  
吾彦壮吾聽記 

[大坂] : [賭春堂,積玉圃], 1873.8 
  2冊 ; 22cm 
  注記 : 付:利益大概 ; 和装 
 
豫算決算制度要論豫算決算制度要論豫算決算制度要論豫算決算制度要論    / 平井平治著 
  東京 : 双珠 , 1948.12 
  17, 340p ; 22cm 
 
養蠶全書養蠶全書養蠶全書養蠶全書 / 荒木武雄著 
  京都 : 花脊夏期養蠶傳習所, 1894.3 
  4, 206p ; 19cm 
 
吉野朝太平記吉野朝太平記吉野朝太平記吉野朝太平記  第5巻, 第6巻 / 鷲尾雨工著. － 重版 
  東京市 : 春秋 松柏館, 1941.6 
  2冊 ; 19cm 
 
有價證券法史論有價證券法史論有價證券法史論有價證券法史論 / 平田央著 
  東京市 : 弘文堂書房, 1931.3 
  2, 13, 576p ; 23cm 
 
有機化學有機化學有機化學有機化學 下巻 / 小竹無二雄著. － 改訂増補第 3版 
  東京 : 共立出版, 1947.5 
  8, 597－1294, 28p ; 27cm  
 
油脂化油脂化油脂化油脂化學學學學    / 桑田勉著 
  東京市 : 岩波書店, 1936.3 
  5, 255, 7p ; 18cm. － (岩波全書 ; 72) 
 
憂愁の哲理憂愁の哲理憂愁の哲理憂愁の哲理    / キエルケゴオル[著] ; 宮原晃一郎譯 
  東京 : 春秋 , 1947.3 
  3, 6, 339p ; 19cm. － (春秋 思想選書) 
 
輸出信用保輸出信用保輸出信用保輸出信用保證證證證制度に就いて制度に就いて制度に就いて制度に就いて    其一其一其一其一 / 金融研究會編 
  東京市 : 金融研究會, 1936.11 

4, 3, 7, 185, 84p ; 22cm. － (調書 / 金融研究會 
[編] ; 第 11編)  

 
輸出税全癈を賛成する理由輸出税全癈を賛成する理由輸出税全癈を賛成する理由輸出税全癈を賛成する理由 / 嶋田三郎演説 
 東京市 : 毎日新聞 ，1893.6 
 54p ; 17cm 
 注記 : 毎日新聞第 6759號 (1893.6.4)付録 
 
輸送輸送輸送輸送戰戰戰戰線に立ちて線に立ちて線に立ちて線に立ちて / 長崎惣之助著 

  東京 : 羽田書店, 1944.9 
  7, 2, 224p ; 18cm 
 
 

ＺＺＺＺ    
 
財界盛衰記財界盛衰記財界盛衰記財界盛衰記 / 長谷川光太郎著 
  東京市 : 東洋經濟新報 出版部, 1929.4 
  3, 4, 518p ; 20cm 
 
財政學財政學財政學財政學 ; 日本租税論 / 神戸正雄著 
  東京市 : 日本評論 , 1929.5 

20, 257, 2, 231p ; 23cm. － (現代經濟學全集 ; 第 
18巻) 

 
財政関係法令集財政関係法令集財政関係法令集財政関係法令集    / 大藏省主計局編 
  東京 : 大藏財務協會, 1948.7 
  3, 451p ; 22cm 
 
造幣局六十年史造幣局六十年史造幣局六十年史造幣局六十年史    
  [大阪] : 大藏省造幣局, 1931.11 
  3, 4, 358p, 図版[26]枚 ; 23cm 
 
造船造船造船造船    / 加藤熈彦著 
  東京 : 輝文堂書房, 1945.3 
  6, 208p ; 22cm. － (生 工學新書) 
 
造船の基礎造船の基礎造船の基礎造船の基礎 / 日本技術教育協會編輯部著 
  東京市 : 技能者養成出版 , 1943.3 
  135p ; 21cm. － (技能者養成テキスト) 
  注記 : 表題に「工場事業次能者養成令準據」とある 
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A handbook of commercial correspondenceA handbook of commercial correspondenceA handbook of commercial correspondenceA handbook of commercial correspondence    
/ Buhachiro Mitui. 
  Tokyo : Hokuseido, 1936 
  804p. ; 19cm 
 
A practical course in successful selling.A practical course in successful selling.A practical course in successful selling.A practical course in successful selling.                

Washington : Harry Simmons 
  337p. ; 17cm. ― ( War department education 
     manual ) 
    
Accounting principles ;Accounting principles ;Accounting principles ;Accounting principles ;    Vol. 1 
/ by James O. Mackinsey and Haward S. Noble.      
  Washington : South Western Publishing Com- 
  pany , 1939     
  432p. ; 19cm. ― ( War department education               
        manual )    
    
Actos OfficiaesActos OfficiaesActos OfficiaesActos Officiaes / Ministerio do Trabalho, Industria 
E Commercio. ― Separata 1 - 6, 8 ( 1934 - 1935 ) 
  Rio de Janeiro : Department de Estatistica e  
  Publicidade  
  7v. ; 22cm     
    
Annual report of the Minister of State for Annual report of the Minister of State for Annual report of the Minister of State for Annual report of the Minister of State for     
education education education education …― 48th < 1920 - 1921 >, 50th < 1922 - 
1923 >, 57th < 1929 - 1930 > ― / Department of  
Education 
  Tokyo : Department of Education. 
  3v. ; 23cm 
 
Annual report on administration of ChosenAnnual report on administration of ChosenAnnual report on administration of ChosenAnnual report on administration of Chosen…………――――    
< 1923 - 1924 >, < 1924 - 1926 >, < 1924 - 1926 >, 
< 1927 - 1928 >, < 1930 - 1932 >, < 1932 - 1933 >,  
< 1933 - 1934 >, < 1934 - 1935 >, < 1935 - 1936 >, 
< 1937 - 1938 > ― / Compiled by Government  
General of Chosen.    
        Keijo : Chikasawa Printing Office        
  10v. ; 22 cm 
 
Annual report to the League of Nations on the Annual report to the League of Nations on the Annual report to the League of Nations on the Annual report to the League of Nations on the     
administration for South Sea Islands under administration for South Sea Islands under administration for South Sea Islands under administration for South Sea Islands under     
Japanese mandate for the year 1925 Japanese mandate for the year 1925 Japanese mandate for the year 1925 Japanese mandate for the year 1925 / prepared by 
Japanese Government.  
  Paris : Labor , 1925 
  394p. + 31 photographes and 1 map ; 27cm 
   
Archives :Archives :Archives :Archives : Nnouvelle Serie-Toome XIX Annee du  
Centenaire 1950 / Institut Grand-Ducal de  
Luxembourg.  
  Luxembourg : Imprimerie de la Cour Victor  

Buck, S. ar. l. , 1950   
  554p. ; 23cm 
    
Atlantic Monthly. Atlantic Monthly. Atlantic Monthly. Atlantic Monthly. ――――    Vol. 149, 150 ( Jan. - Dec.  
1932 ) 
  Boston : The Atlantic Monthly Company 
  2v. ; 24cm 
 
    
    
    
    

B. B. B. B. ИИИИ. . . . ЛЛЛЛehehehehииииh  c oh  c oh  c oh  c oчинениячинениячинениячинения    / H. И. B y x a 
pинa. 
  M o c k b a : Гo c yдa p c t b e h h o e  издa t eлb c t b 
o ,   
   1929 
  ⅷ, 575p. ; 23cm     
    
Bank of Finland Bank of Finland Bank of Finland Bank of Finland Monthly Bulletin Monthly Bulletin Monthly Bulletin Monthly Bulletin /    Bank of Fin- 
land. ――――    Vol.19 no.2, 4, 6 - 10 ( Jan. - Oct. 1939 ) 
  Helsinki : Government Printing Office    
        7v. ;  ;  ;  ; 24cm 
    
Barclays Bank monthly review Barclays Bank monthly review Barclays Bank monthly review Barclays Bank monthly review / Barclays Bank . 
― Vol.18 no.10 no.12, Vol.19. no.4 no.6 no.9 
   Vol.20 no.8 ( Oct. 1936 - Aug.1938 )  
  London : Barclays Bank 

6v. ; 27cm 
 
Boletin de la Oficina Nacional Del Trabajo. Boletin de la Oficina Nacional Del Trabajo. Boletin de la Oficina Nacional Del Trabajo. Boletin de la Oficina Nacional Del Trabajo. ― no.  
33 - 35, no. 51 - 62, no. 63 - 70 ( Jul. 1933 - Ago.  
1936 )  
  Bogota : Imprenta National , 1935 
  3v. ; 24cm 
    
Boletin de Mias y PetroleoBoletin de Mias y PetroleoBoletin de Mias y PetroleoBoletin de Mias y Petroleo / Organo del Departa- 
mento de Minas y Petroleo del Ministerio de  
Industrias. ― no. 43 - 48, 55 - 72 ( Julio 1932 -  
Dicie 1934 ) 
  Bogota : Imprenta Nacional , 1935 
  2v. ; 25cm 
 
Brazil Topics Brazil Topics Brazil Topics Brazil Topics /    Brazilian Consulate in Yokohama. 
――――    no 20 - no31 ( Jan. - Dec. 1941 ) 
        Yokohama : Brazilian Consulate in Yokohama 
  12v. ; 25cm 
    
Business ecomonic problemsBusiness ecomonic problemsBusiness ecomonic problemsBusiness ecomonic problems / H.G. Shields and  
W. Harmon Wilson.  
  New York : The United States Armed Forces      
  Institute , 1944  
  527p. ; 21 cm 
 
Catalogue of the  Kyushu Imperial University Catalogue of the  Kyushu Imperial University Catalogue of the  Kyushu Imperial University Catalogue of the  Kyushu Imperial University     
LiLiLiLibrary supplementbrary supplementbrary supplementbrary supplement…………― < 1930 - 1932 > ―        
/ Kyushu Imperial University Library. 
  Fukuoka : Kyushu Imperial University Library, 

1932 
  596p. ; 26cm 
 
Classified Catalogue of foreign booksClassified Catalogue of foreign booksClassified Catalogue of foreign booksClassified Catalogue of foreign books…………――――    < 1931 
>        
――――    / The Osaka Chamber of Commerce and  
Industry. 
  Osaka : The Osaka Chamber of Commerce and  
  Industry , 1931 
  85p. ; 26cm 
 
Comite national français de Géodésie et Comite national français de Géodésie et Comite national français de Géodésie et Comite national français de Géodésie et     
GeophysiqueGeophysiqueGeophysiqueGeophysique : : : : Assemblee generale du 1er Juin 
1932 / G. Perrier. 
  Paris : Au Secretariat General du Comite, 1932   
  82p. ; 24cm 
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Cotton goods in Biritish IndiaCotton goods in Biritish IndiaCotton goods in Biritish IndiaCotton goods in Biritish India / Department of  
Commerce. ― no.138 part 3 Burma  
  Washington : Government Printing Office , 1937 
  52p. ; 24cm. ― ( Special Agents Series )     
    
Der Totale KriegDer Totale KriegDer Totale KriegDer Totale Krieg / General Ludendorff. 
  Munchen : Ludendorffs Sserlag , 1937 
  120p. ; 23cm 
 
Deutsche GefschichtDeutsche GefschichtDeutsche GefschichtDeutsche Gefschichte e e e / Karl Lamprecht. 
  Berlin : Weidmannsche Buchhandlung , 1921 
  1v. ; 18cm 
 
Deutschlands Wirtschaft, Währung und Finanzen.Deutschlands Wirtschaft, Währung und Finanzen.Deutschlands Wirtschaft, Währung und Finanzen.Deutschlands Wirtschaft, Währung und Finanzen.   
  Berlin : Zentral-Verlag , 1924 
  1v. ; 26cm 
 
Die Deutsche KreditbankDie Deutsche KreditbankDie Deutsche KreditbankDie Deutsche Kreditbank / G.V.Schulze =  
Gaevernitz. 
  Tübingen : J.C.B.Mohr , 1922 
  189p. ; 27cm 
 
Die Steuerbelastung der Deutschen Industrie Die Steuerbelastung der Deutschen Industrie Die Steuerbelastung der Deutschen Industrie Die Steuerbelastung der Deutschen Industrie     
1913 und 1925 1913 und 1925 1913 und 1925 1913 und 1925 / O.Tetzlaff.  
  Berlin : Selbstverlag des Reichsverbandes der 
Deutschen Industrie , 1927 
  47p. ; 25cm 
    
Direct method of cyclical fluctuations of economicDirect method of cyclical fluctuations of economicDirect method of cyclical fluctuations of economicDirect method of cyclical fluctuations of economic 
data data data data / Martin Allen, Brambaugh. 
  New York : Prentice-hall , 1926 
  73p. ; 23cm 
    
Directorio comercial de YokohamDirectorio comercial de YokohamDirectorio comercial de YokohamDirectorio comercial de Yokoham…………― < 1941 > ―    
/ SectiondeComercio e Industria de la - 
Municipalidad de Yokohama Japon. 
  Yokohama : Municipalidad de Yokohama Japon, 

1941 
  77p. ; 23cm  
 
Documents dipDocuments dipDocuments dipDocuments diplomatiqueslomatiqueslomatiqueslomatiques…………――――    < 1938 - 1939 > ― 
/ Ministére des affaires étrangères. 
  Paris : Imprimerie Nationale , 1939  
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Downing street und Deutschlands Lebensraum Downing street und Deutschlands Lebensraum Downing street und Deutschlands Lebensraum Downing street und Deutschlands Lebensraum     
/ Hanse.  
  Berlin : Max Paschke verlag fur wirtschaft- 
  swissenschaft, 1940  
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Economic conditons in the Argentine republicEconomic conditons in the Argentine republicEconomic conditons in the Argentine republicEconomic conditons in the Argentine republic  
/ Report by Stanley G. Irving.  
  London : His mejestr’s office, 1933 
  193p. ; 24cm  
 
Elements of Polish cultures as seen by a resident Elements of Polish cultures as seen by a resident Elements of Polish cultures as seen by a resident Elements of Polish cultures as seen by a resident 
foreigner foreigner foreigner foreigner / Paul Super.    
        London : The Baltic Institute, 1934 
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En la Casa Bolivariana En la Casa Bolivariana En la Casa Bolivariana En la Casa Bolivariana / A. I. Chiriboga N. 
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Essential of business arithmetic.Essential of business arithmetic.Essential of business arithmetic.Essential of business arithmetic.  
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Estados Unidos de Venezuela Boletin delEstados Unidos de Venezuela Boletin delEstados Unidos de Venezuela Boletin delEstados Unidos de Venezuela Boletin del    
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  Propaganda , 1937 
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Fédération Universitaire internationale pour la Fédération Universitaire internationale pour la Fédération Universitaire internationale pour la Fédération Universitaire internationale pour la 
Société des Nations Société des Nations Société des Nations Société des Nations / Secretariat general. 
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Foreign trade directory of Yokohama Foreign trade directory of Yokohama Foreign trade directory of Yokohama Foreign trade directory of Yokohama …………――――    < 1929 - 
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and Industry.  
  Yokohama : The Yokohama Chamber of  
  Commerce and Industry , 1929 
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Grundriss des Bermaltungsrechts in Dreussen Grundriss des Bermaltungsrechts in Dreussen Grundriss des Bermaltungsrechts in Dreussen Grundriss des Bermaltungsrechts in Dreussen     
und dem Deutsschen Reicheund dem Deutsschen Reicheund dem Deutsschen Reicheund dem Deutsschen Reiche / Conrad Bornhaf. 
  Leipzig : U. Deichertfche  
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  1v. ; 21cm 
 
HarperHarperHarperHarper’’’’s United States cutoms tariffs United States cutoms tariffs United States cutoms tariffs United States cutoms tariff / Laurence 
Harper & F. F. G. Harper.  
  San Francisco : F.F. G. Harper 
  464p. ; 22cm 
 
High spots in Alabama financeHigh spots in Alabama financeHigh spots in Alabama financeHigh spots in Alabama finance / Joseph M. Ray. 
  Alabama : Bureauof Public Administrarion 
  Alabama University , 1943  
  28p. ; 20cm  
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Indigeneous banking in IndiaIndigeneous banking in IndiaIndigeneous banking in IndiaIndigeneous banking in India / Etuzo Horiye.  
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  Ka, 1941  
  54p. ; 22cm 
 
Indutrial managementIndutrial managementIndutrial managementIndutrial management / edited by John R. Dunlop. 
― ( Jan., Apr., June, Oct. 1925 ), ( Feb. 1926 ),  
( Apr. 1927) 
  New York : The Engineering Magagine  
  6v. ; 31cm      .  
 
International Gleaning from JapanInternational Gleaning from JapanInternational Gleaning from JapanInternational Gleaning from Japan / Sukeyuki  
akamatu. ― no. 4, 10, 11, 12 ( Apr. - Dec. 1935 )  
no. 1, 2 ( Jan. - Feb. 1936 ) 
  Tokyo : The Association of Japan , 1936   
  6v. ; 31cm  
 
International Labor ReviewInternational Labor ReviewInternational Labor ReviewInternational Labor Review / International Lobor  
Office. ― Vol. 41 no. 2 - 6, Vol. 42 no. 2 - 6 ( Feb. - 
Dec. 1940 )   
  Genève : International Lobor Office  
  10v. ; 23cm 
    
International MorarityInternational MorarityInternational MorarityInternational Morarity / Tomoda T., Anesaki M.  
  Tokyo : League of Nations Association of Japan, 
  1924 
  5p. ; 19cm    
    
International statistical year bookInternational statistical year bookInternational statistical year bookInternational statistical year book…    
――――    < 1929 >    ――――    / League of Nations Economic 
Financial Section.  
  Genève : League of Nations Economic Financial         
  Section , 1930  
  262p. ; 25cm 
 
International review of commercial education International review of commercial education International review of commercial education International review of commercial education     
/ International Society for Commercial Education.  

Zurich : International Society for Commercial  
       Education , 1931 

  844p. ; 23cm 
 
Introduction to logic scientific method.Introduction to logic scientific method.Introduction to logic scientific method.Introduction to logic scientific method.    
     Washington : The United States Armed Forces    
  Institute , 1944  
  467p. ; 19cm. ― ( War department education  
     manual ) 
 
Introduction to the study of sociologyIntroduction to the study of sociologyIntroduction to the study of sociologyIntroduction to the study of sociology / J.H.W 
Stuckenberg.  
  New York : Armstrong , 1902 
  x, 336p. ; 22cm 
 
JapanJapanJapanJapan----Manchoukuo year bookManchoukuo year bookManchoukuo year bookManchoukuo year book…――――    < 1939 >    ――――    
/ Togo Sheba. 
  Tokyo : Togo Sheba , 1938 
  1202p. ; 25cm 
 
    
    
    

    
    
Japan trade review. Japan trade review. Japan trade review. Japan trade review. ― Vol.2 no.1 - no.6, Vol.4 no.1  
- Vol. 7 no.1, no.3 - no.6, Vol.8 no.1 - Vol.10 no.1,  
no.3 - no.5, Vol.11 no.1 - Vol. 13 no.3 ( Jan.1929 -  
Jun. 1940 )  
  Yokohama : The Yokohama Camber of 

Commerce & Industry 
  57v. ; 26cm    
    
Journal of the Institute of Bankers. Journal of the Institute of Bankers. Journal of the Institute of Bankers. Journal of the Institute of Bankers. ― Vol. 60 pt. 

9 
Vol. 61 pt. 1 - 4 ( Dec. 1939 - Oct. 1940 ) 
  London : Water low and Sons    
  5v. ; 22cm 
        継続後誌 : Banking world    
    
Jounral of the Osaka University of Commerce.Jounral of the Osaka University of Commerce.Jounral of the Osaka University of Commerce.Jounral of the Osaka University of Commerce.    
――――    no. 2 ( Dec. 1934 ), no.4 ( Dec. 1936 ) 
  Osaka : The Osaka University of Commerce  

2v. ; 25cm 
    
Les éconmies dans le domaine de lLes éconmies dans le domaine de lLes éconmies dans le domaine de lLes éconmies dans le domaine de l’’’’ instruction  instruction  instruction  instruction     
publiquepubliquepubliquepublique / Bureau international d’éducation. 
  Genève : Bureau international d’éducation, 1934    
  128p. ; 24cm   
 
Lograrithms of the natural numbeLograrithms of the natural numbeLograrithms of the natural numbeLograrithms of the natural numbersrsrsrs / Manuel C. 
Eimer. 
  Los Angeles : Jesse Ray Miller , [194?] 
  306p. ; 19cm 
 
Making work easier :Making work easier :Making work easier :Making work easier : An interisting new science.    
  London : National Institute of Industrial           
  Psycology , 1925 
  9p. ; 25cm  
 
Manuel des valeurs cotées a la bourse dManuel des valeurs cotées a la bourse dManuel des valeurs cotées a la bourse dManuel des valeurs cotées a la bourse de Genèvee Genèvee Genèvee Genève /  
Sociétéde Banque Suisse. — 1927, 1930, 1933,  
1934, 1935 
  Genève : Imprimerie Commerciale 
  5v. ; 21cm 
    
Mathmatics of statisticsMathmatics of statisticsMathmatics of statisticsMathmatics of statistics / Jhon F. Kenney.  
  New York : D. Yan Nostrand, 1939  
  202p. ; 21cm  
    
Memoria de Guerra y ColonizacioMemoria de Guerra y ColonizacioMemoria de Guerra y ColonizacioMemoria de Guerra y Colonizacio’’’’nnnn…………― < 1930 - 
1931 > ― / J. L Lanza.   
  La Paz : Intendencia Generalde Guerra , 1931 
  415p. ; 24cm  
    
Memoria de las Labores del Ejecutivo en el Ramo Memoria de las Labores del Ejecutivo en el Ramo Memoria de las Labores del Ejecutivo en el Ramo Memoria de las Labores del Ejecutivo en el Ramo 
de Fomento de Fomento de Fomento de Fomento / Aparicio Idigoras. 
  Guatemala : Secretario del Estado en Despacho         
  de Fomento , 1933 
  376p. ; 25cm  
 
Mensaje presentado al Congreso Nacional de Mensaje presentado al Congreso Nacional de Mensaje presentado al Congreso Nacional de Mensaje presentado al Congreso Nacional de 
1935.1935.1935.1935. 
  Quito : Talleres Tipograficos Nacionales , 1935 
  46p. ; 22cm  
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  Genève : League of Nation Publication   
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Monthly CircularMonthly CircularMonthly CircularMonthly Circular / Mitsubishi Economic Reserch  
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  Tokyo : Mitsubishi Economic Reserch Bureau  
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My life and workMy life and workMy life and workMy life and work / Herry Ford. 
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Our modern banking and monetary system Our modern banking and monetary system Our modern banking and monetary system Our modern banking and monetary system ;    vol.2 
 / Rollin G. Thomas. 
  New York : The United States Armed Force  

Institute , 1942 
  812p. ; 21cm 
 
Past and present of Japanese commercePast and present of Japanese commercePast and present of Japanese commercePast and present of Japanese commerce  
/ Kinoshita , Yataro. 
  New York : Columbia University , 1902 
  165p. ; 24cm 
 
Paultry farmingPaultry farmingPaultry farmingPaultry farming / Byerly T.C. 
  Washington : McGraw-Hill , 1945 
  401p. ; 21cm 
 
Petroleum production engineering joil fieldPetroleum production engineering joil fieldPetroleum production engineering joil fieldPetroleum production engineering joil field    
/ Lester Chorlen Uren. 
  New York : McGraw-Hill , 1939 
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Principles of economicsPrinciples of economicsPrinciples of economicsPrinciples of economics / Marshall , Alfred. 
  London : Macmillan , 1922 
  871p. ; 22cm 
 
Production and distribution of Production and distribution of Production and distribution of Production and distribution of silk and rayon silk and rayon silk and rayon silk and rayon     
broad goodsbroad goodsbroad goodsbroad goods / Melvin T. Copeland & W. Homer  
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Progress and povertyProgress and povertyProgress and povertyProgress and poverty / by Henry George. 
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- Oct. 1925 ) 
  Illinois : The University of Chicago Press 
  8v. ; 24cm   
    
The labor yeaThe labor yeaThe labor yeaThe labor year book r book r book r book …………――――    < 1928 > ― / The Gene- 
ral Council of the Trade Union Congress and the  
National Exective of the Lobor Party.  
  London : Labor Publications Department , 1928  
  561p. ; 18cm 
 
The The The The ｍｍｍｍodern odern odern odern quarterlyquarterlyquarterlyquarterly.... ― Vol. 2 no.1 ( Jan. 1939 ) 
  London : Laurence & Wishoart  
  109p. ; 25cm 
 
The new year bookThe new year bookThe new year bookThe new year book /〔ed. by〕Kotoji Hase  
  Tokyo : The New Japan, 1930 
  350p. ; 26cm 
 
The private manufacture of armamentsThe private manufacture of armamentsThe private manufacture of armamentsThe private manufacture of armaments ; Vol.1 
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Oficial.   
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Engineering Societies.  
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重要新聞記事切り抜き資料 
 
 
  凡  例 
 
  １．収録範囲  
       旧制横浜高等商業学校の収集した、新聞記事の切り抜きを収録した。 
 
  ２．排 列 
       主題を各項目に分類し、それぞれを発行年順に記載した。 
 
  ３．記載事項 
    資料は、新聞切り抜きの主題項目を標目とし、その後にさらに細分化した主題項目、発 
    行年の順に記載した。 
 
  ４．使用記号 
 
    Ｔ． 大正  例）Ｔ．15 ＝ 大正 15年 
 
    Ｓ． 昭和 例）Ｓ．02 ＝ 昭和 2年 
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重重重重    要要要要    新新新新    聞聞聞聞    記記記記    事事事事    切切切切    りりりり    抜抜抜抜    きききき    資資資資    料料料料    

 
 

一般一般一般一般    
外国一般事情-1  Ｔ．14  –  Ｓ．02 
外国一般事情-2  Ｓ．02  –  Ｓ．02 
外国一般事情-3  Ｓ．02  –  Ｓ．02 
外国一般事情-4  Ｓ．02  –  Ｓ．04 
外国一般事情-5  Ｓ．05 – Ｓ．07 
支那政治経済事情  Ｓ．05 – Ｓ．07 
土地及び人口・食糧問題-1 Ｔ．14 – Ｔ．15 
土地及び人口・食糧問題-2 Ｓ．02 – Ｓ．02 
土地及び人口・食糧問題-3 Ｓ．03 – Ｓ．04 

 
貿易貿易貿易貿易    
外国貿易-1  Ｔ．14 – Ｔ．15 
外国貿易-2  Ｔ．15 – Ｓ．02 
外国貿易-3  Ｓ．02 – Ｓ．06 
外国貿易-4  Ｓ．07 – Ｓ．07 
税関及び関税-1  Ｔ．14 – Ｔ．15 
関税及び税関-2  Ｔ．15 – Ｓ．04 
税関及び関税-3  Ｓ．05 – Ｓ．06 
税関及び関税-4  Ｓ．07 – Ｓ．07 

 
国際経済国際経済国際経済国際経済    
外国経済事情-1  Ｔ．14 – Ｔ．15 
外国経済事情-2  Ｔ．15 – Ｔ．15 
外国経済事情-3  Ｔ．15 – Ｓ．02 
外国経済事情-4-1  Ｓ．02 – Ｓ．02 
外国経済事情-4-2  Ｓ．02 – Ｓ．03 
外国経済事情-5  Ｓ．03 – Ｓ．04 
外国経済事情-7  Ｓ．05 – Ｓ．06 
外国経済事情-8  Ｓ．07 – Ｓ．07 
外交-1   Ｔ．14 – Ｔ．15 
外交-2   Ｔ．15 – Ｔ．15 
外交-3   Ｔ．15  –  Ｓ．02 
外交-4   Ｓ．02 – Ｓ．04 
外交-5   Ｓ．05 – Ｓ．06 
外交-6   Ｓ．07 – Ｓ．07 
国際連盟-1  Ｔ．15 – Ｓ．04 
国際連盟-1-2  Ｓ．02 – Ｓ．02 
国際連盟-3  Ｓ．05 – Ｓ．07 
国際連盟-4  Ｓ．07 – Ｓ．07 
支那経済事情-1  Ｔ．14 – Ｔ．15 
支那経済事情-2  Ｔ．15 – Ｓ．02 
支那経済事情-3  Ｓ．02 – Ｓ．02 
支那経済事情-4  Ｓ．03 – Ｓ．04 
支那関税会議-1  Ｔ．14 – Ｔ．14 
支那関税会議-2  Ｔ．14 – Ｔ．14 
支那関税会議-3  Ｔ．15 – Ｔ．15 
対支問題-1  Ｓ．03 – Ｓ．04 
対支問題-2  Ｓ．05 – Ｓ．06 
対支問題-3  Ｓ．06 – Ｓ．06 
満州国事情-1  Ｓ．07 – Ｓ．07 
満州国事情-2  Ｓ．07 – Ｓ．07 
上海問題  Ｓ．07 – Ｓ．07 

五十年後の太平洋  Ｔ．15 – 
ロシア事情-1  Ｓ．06 – Ｓ．07 

 
経済一般経済一般経済一般経済一般                    
経済調整-1  Ｔ．14 – Ｓ．06 
不況とその対策  Ｓ．06 – Ｓ．06 
不況と其の対策-2  Ｓ．07 – Ｓ．07 
不況と其の対策-3  Ｓ．07 – Ｓ．07 
内国経済事情-1  Ｔ．14 – Ｓ．02 
内国経済事情-2  Ｓ．03 – Ｓ．06 
横浜経済事情-1  Ｔ．14 – Ｔ．15 
横浜経済事情-2  Ｔ．15 – Ｓ．02 
横浜経済事情-3  Ｓ．02 – Ｓ．07 
財界景気-1  Ｔ．14 – Ｓ．04 
財界及び景気 内国経済事情 鉱業  

 
農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業                    
農林業-1  Ｔ．14 – Ｓ．02 
農林業-2  Ｓ．02 – Ｓ．04 
農林業-3  Ｓ．05 – Ｓ．06 
農林業-4  Ｓ．07 – Ｓ．07 
牧畜・水産業-1  Ｔ．14 – Ｓ．07 

 
産業産業産業産業    
産業政策  Ｓ．07 – Ｓ．07 
産業上の制度・機関 Ｔ．14 – Ｓ．04 
国家産業統制  Ｓ．05 – Ｓ．07 
産業組合  Ｔ．14 – Ｓ．07 
工業一般-1  Ｔ．14 – Ｓ．02 
鉱業-1   Ｔ．14 – Ｓ．05 
化学工業-1  Ｔ．14 – Ｓ．07 
特別工業-1  Ｔ．14 – Ｔ．15 
特別工業-2  Ｔ．15 – Ｓ．04 
特別工業  Ｓ．05 – Ｓ．07 
食糧品工業  Ｓ．02 – Ｓ．07 
機械器具工業  Ｔ．14 – Ｓ．05 
織染工業-1  Ｔ．14 – Ｔ．15 
織染工業-2  Ｓ．02 – Ｓ．02 
織染工業-3  Ｓ．02 – Ｓ．06 
織染工業  Ｓ．07 – Ｓ．07 
雑工業   Ｔ．15 – Ｓ．07 
工業一般  Ｔ．15 – Ｓ．07 
軍縮会議  Ｓ．07 – Ｓ．07 
糸価変動の研究-1  Ｔ．15 – Ｔ．15 
蚕業技術-1  Ｔ．14 – Ｓ．06 
蚕業経済-1  Ｔ．14 – Ｔ．15 
蚕業経済-2  Ｔ．15 – Ｔ．15 
蚕業経済-3  Ｔ．15 – Ｔ．15 
蚕業経済-4  Ｓ．02 – Ｓ．02 
蚕業経済-5  Ｓ．02 – Ｓ．02 
蚕業経済-6  Ｓ．02 – Ｓ．02 
蚕業経済-7  Ｓ．02 – Ｓ．02 
蚕業経済-8  Ｓ．02 – Ｓ．03 
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蚕業経済-9  Ｓ．03 – Ｓ．03 
蚕業経済-10  Ｓ．03 – Ｓ．03 
蚕業経済-11  Ｓ．04 – Ｓ．04 
蚕業経済-12  Ｓ．05 – Ｓ．05 
蚕業経済-13  Ｓ．06 – Ｓ．06 
蚕業経済-14  Ｓ．07 – Ｓ．07 

 
商業商業商業商業    
市場及び取引所-1  Ｔ．14 – Ｔ．15 
取引所及び市場-1-2 Ｔ．15 – Ｓ．02 
市場及び取引所-3  Ｓ．02 – Ｓ．04 
市場組織  Ｓ．05 – Ｓ．06 
市場及び取引所  Ｓ．04 – Ｓ．07 
倉庫   Ｔ．14 – Ｓ．05 
交通一般-1  Ｔ．14 – Ｓ．04 
海運-1   Ｔ．14 – Ｔ．15 
海運-2   Ｔ．15 – Ｓ．02 
海運-3   Ｓ．02 – Ｓ．06 
陸運   Ｓ．07 – Ｓ．07 
海運   Ｓ．07 – Ｓ．07 
郵便通信・空中交通 Ｓ．07 – Ｓ．07 
陸運-1   Ｔ．14 – Ｔ．15 
陸運-2   Ｓ．02 – Ｓ．06 

 
金融金融金融金融    
国際金融-1  Ｔ．14 – Ｔ．15 
国際金融-2  Ｔ．15 – Ｔ．15 
国際金融-3  Ｔ．15 – Ｔ．15 
国際金融-4  Ｔ．15 – Ｓ．02 
国際金融-3-1（5?） Ｓ．02 – Ｓ．04 
国際金融-6  Ｓ．05 – Ｓ．06 
金融-1   Ｔ．14 – Ｔ．15 
金融一般-1  Ｔ．15 – Ｓ．02 
金融一般-2  Ｓ．02 – Ｓ．04 
金融一般-3  Ｓ．05 – Ｓ．06 
金融一般  Ｓ．07 – Ｓ．07 
国際金融  Ｓ．07 – Ｓ．07 
其の他の金融機関  Ｓ．02 – Ｓ．06 
金融恐慌-3  Ｓ．02 – Ｓ．02 
金融恐慌-4  Ｓ．02 – Ｓ．02 
金融恐慌-5  Ｓ．02 – Ｓ．03 
金解禁-1  Ｓ．03 – Ｓ．04 
金解禁-2  Ｓ．04 – Ｓ．04 
金解禁-3  Ｓ．05 – Ｓ．05 
銀行一般-1  Ｔ．15 – Ｓ．02 
銀行一般-2  Ｔ．15 – Ｓ．04 
特殊銀行-1  Ｔ．14 – Ｓ．04 
特殊銀行  Ｓ．04 – Ｓ．07 
普通銀行  Ｓ．04 – Ｓ．05 
銀行一般  Ｓ．05 – Ｓ．07 
其の他の金融機関-1 Ｔ．14 – Ｓ．02 
資金及び金利-1  Ｔ．14 – Ｔ．15 
資金及び金利-2  Ｔ．15 – Ｓ．04 
資金及び金利-3  Ｓ．05 – Ｓ．07 
海上保険  Ｔ．14 – Ｓ．06 
火災保険  Ｔ．14 – Ｓ．06 
生命保険  Ｓ．04 – Ｓ．07 
保険一般  Ｓ．04 – Ｓ．07 

保険一般  Ｔ．14 – Ｓ．04 
生命保険-1  Ｔ．14 – Ｓ．02 
信託   Ｔ．15 – Ｓ．06 
商業政策  Ｓ．06 – Ｓ．07 
有価證券及び手形-1 Ｔ．14 – Ｓ．04 
金と物 どう動く  Ｔ．15 – Ｔ．15 

 
財政財政財政財政    
物債-1   Ｔ．14 – Ｓ．06 
通貨-1   Ｔ．14 – Ｓ．06 
通貨   Ｓ．07 – Ｓ．07 
物価   Ｓ．07 – Ｓ．07 
有価證券及び手形  Ｓ．05 – Ｓ．07 
財政-1   Ｔ．14 – Ｔ．15 
財政-2   Ｔ．15 – Ｔ．15 
財政-3   Ｔ．15 – Ｔ．15 
財政-4   Ｔ．15 – Ｓ．02 
財政-5   Ｓ．02 – Ｓ．02 
財政-6   Ｓ．02 – Ｓ．02 
財政-7   Ｓ．02 – Ｓ．03 
財政-8   Ｓ．04 – Ｓ．04 
財政-9   Ｓ．05 – Ｓ．06 
財政-10   Ｓ．07 – Ｓ．07 

 
企業経営企業経営企業経営企業経営    
企業組織-1  Ｔ．14 – Ｓ．04 
企業組織-2  Ｓ．05 – Ｓ．07 
計理及び経営-1  Ｓ．02 – Ｓ．07 

 
労働・社会労働・社会労働・社会労働・社会    
労働政策-1  Ｔ．14 – Ｔ．15 
労働政策-2  Ｔ．15 – Ｓ．04 
労働政策-3  Ｓ．05 – Ｓ．07 
労働運動-1  Ｔ．14 – Ｔ．15 
労働運動-2  Ｓ．02 – Ｓ．02 
労働運動-3  Ｓ．02 – Ｓ．04 
労働運動  Ｓ．02 – Ｓ．07 
失業対策  Ｓ．07 – Ｓ．07 
失業対策-1  Ｓ．04 – Ｓ．06 
労働党   Ｓ．05 – Ｓ．07 
農業労働問題-1  Ｔ．14 – Ｔ．15 
農業労働問題-2  Ｔ．15 – Ｓ．02 
外国労働事情-1  Ｔ．14 – Ｓ．02 
外国労働事情-2  Ｓ．02 – Ｓ．06 
一般社会問題-1  Ｔ．14 – Ｔ．15 
一般社会問題-2  Ｓ．02 – Ｓ．04 
一般社会問題-3  Ｓ．05 – Ｓ．07 

 
その他その他その他その他        
政治-1   Ｔ．14 – Ｔ．15 
政治-2   Ｔ．15 – Ｓ．02 
政治-3   Ｓ．02 – Ｓ．02 
政治-4   Ｓ．02 – Ｓ．03 
政治-5   Ｓ．04 – Ｓ．04 
政治-6   Ｓ．05 – Ｓ．05 
政治-7   Ｓ．06 – Ｓ．06 
政治-8   Ｓ．07 – Ｓ．07 
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英国炭坑争議-1  Ｔ．15 – Ｔ．15 
英国炭坑争議-2  Ｔ．15 – Ｔ．15 
支那動乱-1  Ｔ．15 – Ｓ．02 
支那動乱-2  Ｓ．02 – Ｓ．03 
都市及び自治体-1  Ｔ．14 – Ｓ．02 
市及び自治団体-2  Ｓ．02 – Ｓ．04 
軍事-1   Ｔ．14 – Ｔ．15 
軍事-2   Ｔ．15 – Ｓ．04 
軍事-3   Ｓ．05 – Ｓ．07 
軍縮会議  Ｓ．02 
軍縮会議-2  Ｓ．04 – Ｓ．06 
宗教-1   Ｔ．15 – Ｓ．02 
宗教及び教育-2  Ｔ．15 – Ｓ．04 
宗教及び教育-3  Ｓ．05 – Ｓ．07 
法制-1   Ｔ．14 – Ｔ．15 
法制-2   Ｓ．02 – Ｓ．02 
法制-3   Ｓ．02 – Ｓ．02 
法制-4   Ｓ．02 – Ｓ．04 
法制-5   Ｓ．05 – Ｓ．06 
法制   Ｓ．07 – Ｓ．07 
都市及び自治団体  Ｓ．05 – Ｓ．07 
土地及び人口問題  Ｓ．04 – Ｓ．07 
利権物語  Ｓ．02 – Ｓ．03 
雑-1   Ｔ．14 – Ｓ．02 
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地 図 
 
 
  凡  例 
 
  １．収録範囲  
       旧制横浜高等商業学校の収集した地図約６０点を収録した。 
 
  ２．排 列 
       当センターで任意に振り分けた一連番号順とした。 
 
  ３．記載事項 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) 地図名は太
 
         (2) 出版年は西
 
         (3) 縮尺及び内
 
         (4) 推定による
       また、不明
 
  ３．使用記号（欧文地図
 
    col. 地図が色
 
 
 

一連番号 
地図名 / 作図者・発行機関名等. ― 版表示 
  発行地 : 発行者, 発行年 
  枚数 ; 大きさ(cm) 
    注記 
字で印字した 

暦で統一した。 

容細目は、判明する限り対照事項の後に記載した。 

情報の場合は [  ] の中に記載した。 
のものはブランクのままとした。 

） 

彩を用いて描かれていることを表す。 
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1 
詳密世界現勢大地圖詳密世界現勢大地圖詳密世界現勢大地圖詳密世界現勢大地圖 / 高橋芳太郎著 
 東京市：東洋地理協會，1941 
地図 1枚；160×160 
 内容 東亞の民族 歐洲の民族 
 注記：13と同一内容 
 
2 
Scotland to Iceland ChartScotland to Iceland ChartScotland to Iceland ChartScotland to Iceland Chart / Albert Close 
  London : Edward Stanford , 1922 
  1map : col. ; 120×150 
  
3  
Scotland Scotland Scotland Scotland / The Committee of General Literature & 
Education appointed by the Society for Promoting 
Christian Knowledge and of National Society 
  London : Edward Stanford, 1911 
  1map : col. ; 155×130 
  
4    
最新東亜大地圖（日満及支那全圖）最新東亜大地圖（日満及支那全圖）最新東亜大地圖（日満及支那全圖）最新東亜大地圖（日満及支那全圖）    
東京市：川流堂，1936 
地図 1枚；120×150 

 
5 
支那現勢地圖支那現勢地圖支那現勢地圖支那現勢地圖    
東京市：東京文教社，1935 
地図 1枚；160×160 
縮尺 1：3,570,000 
内容 行政區劃（縮尺 1：12,000,000） 

    揚子江流域（縮尺 1：1,785,000） 
 注記：11と同一内容 
 
6  
The British Isles The British Isles The British Isles The British Isles / The Committee of General  
Literature & Education appointed by the Society 
for Promoting Christian Knowledge and of National 
Society 
  London : Edward Stanford, 1911 
  1map : col. ; 155×135 
   
7 
東亞大陸東亞大陸東亞大陸東亞大陸圖圖圖圖 / 大日本帝國陸地測量部    

[  ]：[  ]，1927 
地図 1枚；210×150 
縮尺 1：2,500,000 

 
8 
安井安井安井安井    南洋地圖南洋地圖南洋地圖南洋地圖 / 安井魁介編    
神戸：福大洋行，1941 
地図 1枚；110×150 
縮尺 1：3,850,000 

 
9 
時局通商經濟要圖時局通商經濟要圖時局通商經濟要圖時局通商經濟要圖 / 外務省通産局    
東京市：八絋閣，1940 
地図 1枚；120×155 
内容 南洋資源要圖 欧州現勢圖 

 
 

10  
Victoria Victoria Victoria Victoria / The Committee of General Literature &  
Education appointed by the Society for Promoting  
Christian Knowledge and of National Society 
  London : Edward Stanford 
  1map : col. ; 135×153.5 
 
11 
支那現勢地図支那現勢地図支那現勢地図支那現勢地図 
 [東京市]：[東京文教社]，[1935]    
地図 1枚；163×155 
 縮尺 1：3,570,000 
 内容 行政區劃（縮尺 1：12,000,000） 
    揚子江流域（縮尺 1：1,785,000） 
 注記：5と同一内容 
 
12 
日日日日本水産地図本水産地図本水産地図本水産地図 / 松本安雄作図    
東京市：水産通信社，1939 
地図 1枚；170×150 
縮尺 1：3,000,000 
内容 邦人漁業總圖 
注記：岡本正一編纂 

 
13 
詳密世界現勢地図詳密世界現勢地図詳密世界現勢地図詳密世界現勢地図 / 高橋芳太郎著 
東京市：東洋地理協會，1941 
地図 1枚；160×153 
 内容 東亞の民族 歐洲の民族 
 注記：1と同一内容 
 
14    
North America North America North America North America / The Committee of General  
Literature & Education appointed by the Society 
for Promoting Christian Knowledge and of National  
Society 
  London : Edward Stanford, 1920 
  1map : col. ; 155×130 
    
15 
南の生命線南の生命線南の生命線南の生命線    南洋大観地圖南洋大観地圖南洋大観地圖南洋大観地圖 / 東京文教社    
東京市：東京文教社，1935 
地図 1枚；160×155 
 縮尺 1：6,600,000 
内容 ポリネシヤ（縮尺 1：20,000,000） 
   南洋に於ける邦人發展産業地圖 政治區劃 

 
16 
世界大勢要圖世界大勢要圖世界大勢要圖世界大勢要圖 / 海軍省海軍軍事普及部    

[  ]：[  ]，1939 
地図 1枚；180×190 
内容 海軍兵力表 現有航空機數 

 
17 
大満州帝国興図大満州帝国興図大満州帝国興図大満州帝国興図 / 満州国文教部    
新京：川口印刷所，1935(康徳 2年) 
地図 1枚；215×175 
 縮尺 1：1,000,000 
内容 満州帝國之位置（縮尺 1：15,000,000） 

 注記：康徳元年 12月現勢 
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18 
新日本圏中心・世界地図新日本圏中心・世界地図新日本圏中心・世界地図新日本圏中心・世界地図 / 國際地學協會 
東京市：佐々木恭一，1932 
地図 1枚；160×190 
 縮尺 1：23,000,000 
 内容 南洋方面（縮尺 1：11,500,000） 
    歐羅巴（縮尺 1：9,400,000） 
    南極地方（縮尺 1：30,000,000） 
    北極地方（縮尺 1：20,000,000） 
 
19 
非常日本國防圖非常日本國防圖非常日本國防圖非常日本國防圖 / 石川眞琴著    
東京市：東京教材出版社，1933 
地図 1枚；220×190 
縮尺 1：5,300,000 
内容 太平洋軍事根據地圖 ハワイ諸島精圖 

 
20  
England & WalesEngland & WalesEngland & WalesEngland & Wales / The Committee of General  
Literature & Education appointed by the Society 
for Promoting Christian Knowledge and of National  
Society 
  London : Edward Stanford, 1904 
  1map : col. ; 155×132 
 
21  
The Holy Land The Holy Land The Holy Land The Holy Land / Rev. by Sammuel Clark M.A.  
  London : Edward Stanford , 1914 
  1map : col. ; 155×135 
 
22 
IrelandIrelandIrelandIreland    
  London : Edward Stanford , 1905 
  1map : col. ; 155×125  
 
23232323    
TTTThe Western Hemispherehe Western Hemispherehe Western Hemispherehe Western Hemisphere    
  London : Edward Stanford , 1907 
  1map : col. ; 160×130 
 
24    
日本對外通商地圖日本對外通商地圖日本對外通商地圖日本對外通商地圖 / 外務省通商局    

[  ]：[  ]，1939 
地図 1枚；115×155 

 内容 世界主要國相手國別貿易割合圖  
    世界主要原料品分布圖 
 
25 
ソヴィエト連邦大地図ソヴィエト連邦大地図ソヴィエト連邦大地図ソヴィエト連邦大地図 / 日露通信社    
東京市：日露通信社，1936 
地図 1枚；130×160 
縮尺 1：6,000,000 

 
26 
時局通商経済要図時局通商経済要図時局通商経済要図時局通商経済要図 / 外務省通商局  
東京市：八絋閣(發賣)，1940 
地図 1枚；140×155 

 
 
 
 

27 
現勢大東亞共榮圏地圖現勢大東亞共榮圏地圖現勢大東亞共榮圏地圖現勢大東亞共榮圏地圖    / 國際地學協會 
東京市：國際地學協會，1942 
地図 1枚；220×155 
縮尺 1：7,500,000 
内容 タイ國・佛印・マレー半島圖 

（縮尺 1：4,000,000） 
 注記：破損あり 
 
28 
ソヴィエト連邦大地圖ソヴィエト連邦大地圖ソヴィエト連邦大地圖ソヴィエト連邦大地圖 / 東京文教社    
東京市：東京文教社，1935 
地図 1枚；170×155 
 内容 日満ソ支關係圖 行政區劃 
 
29  
New South WelesNew South WelesNew South WelesNew South Weles    
  London : Edward Stanford , 1904 
  1map : col. ; 135×155 
 
30  
The World The World The World The World     
  London : Edward Stanford , 1920 
  1map : col. ; 125×155 
 
33 
世界興亡表世界興亡表世界興亡表世界興亡表    / 長瀬鳳輔，中山八郎共著. － 増補訂正 
東京市：奉仕会，1934 
図表 1枚；190×72 

 
34 
国際無線通信系統図国際無線通信系統図国際無線通信系統図国際無線通信系統図：The international system of  
wireless communication / 逓信省，国際電気通信株式 
会社 

[  ]：[  ]，1938 
地図 1枚；70×87 

 
35 
外南洋及印度支那半島外南洋及印度支那半島外南洋及印度支那半島外南洋及印度支那半島 / 川俣鐵也著 
東京市：東亞地理學協會，1940 
地図 1枚；120×120 
縮尺 1：4,420,000 

 
36 
世界興亡図表世界興亡図表世界興亡図表世界興亡図表 / 木崎龍尾著. － 重版    
東京：国策遂行研究會，1943 
図表 1枚；155×110 

 
37 
支那要圖支那要圖支那要圖支那要圖 /    海軍省海軍軍事普及部    

[  ]：[  ]，[  ] 
地図 1枚；235×220 

 
38 
南洋及太平洋大地圖南洋及太平洋大地圖南洋及太平洋大地圖南洋及太平洋大地圖    / 川俣鐵也著；外務省南洋局監修    

[東京市]：東亞地理學協會，1941 
地図 1枚；220×235 
縮尺 1：4,420,000 
内容 太平洋（縮尺 1：43,000,000）  

南極地方（縮尺 1：40,000,000） 世界全圖 



 

 373 

39 
満蒙西比利地図満蒙西比利地図満蒙西比利地図満蒙西比利地図    / 南満州鐵道株式會社    
大連：南満州鐵道，1923 
地図 1枚；170×166 
縮尺 1：2,000,000 
内容 日支連絡圖（縮尺 1：6,000,000） 

 
40 
新行政區劃産業入満州帝国地図新行政區劃産業入満州帝国地図新行政區劃産業入満州帝国地図新行政區劃産業入満州帝国地図 / 東京文教社    
東京市：東京文教社，[  ] 
地図 1枚；220×160 
縮尺 1：1,000,000 
内容 行政區劃圖 日満關係圖 

 
41  
South AmericaSouth AmericaSouth AmericaSouth America / The Committee of General  
Literature & Education appointed by the Society 
for Promoting Christian Knowledge and of National 
Society 
  London : Edward Stanford, 1920 
  1map : col. ; 155×130 
    
42 
最新世界大地圖最新世界大地圖最新世界大地圖最新世界大地圖    / 小川菊松著. － 改訂版    
東京市：誠文堂新光社，1936 
地図 1枚；120×160 
縮尺 1：150,000,000 
内容 満州國全圖（縮尺 1：6,000,000） 
   南部支那圖（縮尺 1：7,500,000） 
   歐羅巴主部圖（縮尺 1：10,000,000） 

 
43  
The United StatesThe United StatesThe United StatesThe United States / The Committee of General  
Literature & Education appointed by the Society 
for Promoting Christian Knowledge and of National  
Society 
  London : Edward Stanford, 1918 
  1map : col. ; 120×155 
    
44 
The British Colonies and PossessionsThe British Colonies and PossessionsThe British Colonies and PossessionsThe British Colonies and Possessions    
  London : Edward Stanford, 1921 
  1map : col. ; 135×155 
    
45  
Map of EuropeMap of EuropeMap of EuropeMap of Europe    
  London : Edward Stanford, 1920 
  1map : col. ; 155×130 
    
46  
ASIA ASIA ASIA ASIA / The Committee of General Literature &  
Education appointed by the Society for Promoting  
Christian Knowledge and of National Society 
  London : Edward Stanford, 1920 
  1map : col. ; 120×150 
 
47 
新東亞共榮圏地圖新東亞共榮圏地圖新東亞共榮圏地圖新東亞共榮圏地圖    / 東亞地理學協會 

[  ]：[  ]，[  ] 
 地図 1枚；205×160 
縮尺 1：4,420,000 

49 
伯刺西爾國サンパウロ州地圖伯刺西爾國サンパウロ州地圖伯刺西爾國サンパウロ州地圖伯刺西爾國サンパウロ州地圖 / 海外興業株式會社    
東京市：海外興業，1930 
地図 1枚；80×107 
縮尺 1：1,000,000 
内容 ブラジル國全圖（縮尺 1：40,000,000） 
   日本ヨリブラジルニ到ル航路圖 

 
50 
世界航空路圖世界航空路圖世界航空路圖世界航空路圖 / 帝國飛行協會調査    

[  ]：[  ]，1937 
地図 1枚；105×90 

 
51 
朝鮮経済地図朝鮮経済地図朝鮮経済地図朝鮮経済地図 / 朝鮮總督府鐵道局    
京城：朝鮮總督府鐵道局，1927 
地図 1枚；130×80 
縮尺 1：1,500,000 

 
52 
世界各国興亡表世界各国興亡表世界各国興亡表世界各国興亡表 

[  ]：[  ]，[  ] 
図表 1枚；168×112 

 
53 
ブラジル全図ブラジル全図ブラジル全図ブラジル全図 / 海外興業株式會社 
東京市：海外興業，1928 
地図 1枚；134×103 
 縮尺 1：5,000,000 
内容 南米全圖（縮尺 1：20,000,000） 
   日伯兩國間ノ航路圖 

ブラジル各地に於ける時差 
 
54 
大日本全図大日本全図大日本全図大日本全図 / 東京製図所作図；下田禮佐監修    
東京市：改造社，[  ] 
地図 1枚；185×115 
内容 日本（縮尺 1：1,500,000） 
   朝鮮（縮尺 1：2,000,000） 
   太平洋（縮尺 1：35,000,000） 

 
55 
The Eastern HemispherThe Eastern HemispherThe Eastern HemispherThe Eastern Hemispher : A Stereographical  
Projections –rev. by J Barton. M.A / The Committee  
of General Literature & Education appointed by 
the Society for Promoting Christian Knowledge and 
of National Society 
  London : Edward Stanford, 1923 
  1map : col. ; 150×130 
 
56 
世界興亡図表世界興亡図表世界興亡図表世界興亡図表 / 木崎龍尾著. － 重版 
東京：国策遂行研究會，1943 
図表 1枚；155×110 
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57  
IndiaIndiaIndiaIndia / The Committee of General Literature &  
Education appointed by the Society for Promoting  
Christian Knowledge and of National Society 
  London : Edward Stanford, 1914 
  1map : col. ; 155×130 
 
58  
Asia and its IslandsAsia and its IslandsAsia and its IslandsAsia and its Islands    
  London : Laurie & White , 1794 
  1map ; 125×145 
 
59  
AfricaAfricaAfricaAfrica    
  London : Edward Stanford, 1921 
  1map : col. ; 155×133  
 
60 
最新興亜大地図最新興亜大地図最新興亜大地図最新興亜大地図 / 三省堂. － 50版 

[東京市]：[三省堂]，1939 
地図 1枚；120×118 
 内容 邊疆地方（縮尺 1：8,000,000） 
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