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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. 
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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 
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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 
 
 
 


