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旧植民地等関係資料 
 
  凡  例 

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

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

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

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

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

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

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

        〔    〕       不完全誌名の補足および推定による刊行年､ 巻号等を著す｡ 

           なお、ブランクのままになっているものは不明を表す。 
          ∥         廃  刊 
        (    )       所蔵巻号および刊行年 
          →         参  照 
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朝朝朝朝            鮮鮮鮮鮮            関関関関            係係係係 
 

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

 

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

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

  朝鮮貿易年表朝鮮貿易年表朝鮮貿易年表朝鮮貿易年表   大正13年 

   大正14(1925)  1085ｐ 

 

  朝鮮事情朝鮮事情朝鮮事情朝鮮事情   昭和9年版-昭和19年版 

   昭和8(1933)-昭和18(1943)   11冊 

 

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

   昭和4(1929)  133ｐ 

 

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

   大正15(1926)-昭和4(1929)   2冊 

 

  朝鮮の産業朝鮮の産業朝鮮の産業朝鮮の産業   昭和3年-昭和4年 

   昭和3(1928)-昭和4(1929)   2冊 

 

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

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

   大正15(1926)-昭和15(1940)   11冊 

 

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

   第 3編 其ノ1：商業,工業,物価及労銀 

   第 3編 其ノ2：金融,貿易 

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

   第 5編 警察,衛生 

   第 6編 裁判登記及供託,監獄 

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

   第 8編 財政,専売 

   昭和11年-昭和15年 

   大正14(1925)-昭和17(1942)   12冊 

 

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

   昭和2(1927)-昭和12(1937)   8冊 

 

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

   大正14(1925)-昭和7(1932)   6冊 

 

  統計摘要統計摘要統計摘要統計摘要   昭和14年 

   昭和16(1941)   63ｐ 

 

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

   昭和6(1931)    3,84p  写真 地図43 
 

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

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

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

    昭和15(1930)   262ｐ 

 

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

    昭和5(1930)   259ｐ 

 

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

   昭和7(1932)  298ｐ 

 

  人参要覧人参要覧人参要覧人参要覧   昭和9年度 

   昭和10(1935)  21ｐ  
 

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

   昭和16(1941)  131ｐ 
 

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

   昭和6(1931)   1枚    
 

  朝鮮の物産朝鮮の物産朝鮮の物産朝鮮の物産   昭和8年版 

   昭和8(1933)  110ｐ 

 

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

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

 

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

   昭和 9年6月未現在   132ｐ 

   昭和11年6月未現在   161ｐ 

   昭和13年6月未現在   196ｐ 

   昭和9(1934)-昭和13(1938)   3冊 

 

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

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

   昭和8(1933)-昭和12(1937)   5冊 

 

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

   昭和8(1933)-昭和12(1937)   5冊 

 

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

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

 

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

   昭和3(1928)  366ｐ 

 

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

   昭和3(1928)-昭和4(1929)   2冊 

 

  鉄道局年報鉄道局年報鉄道局年報鉄道局年報   昭和2年度-昭和4年度 

   昭和3(1928)-昭和6(1931)   3冊 

 

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

   昭和8(1933)-昭和15(1940)   2冊 

 

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

   昭和16(1941)-昭和19(1944)   3冊 

 

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

    朝鮮総督府朝鮮総督府朝鮮総督府朝鮮総督府 

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

昭和5(1930)     写真101枚 

 

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

   昭和3(1928)  26ｐ 

 

  朝鮮の服装朝鮮の服装朝鮮の服装朝鮮の服装  村山智順調査 

   昭和2(1927)  152ｐ 

 

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

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

 

  施政三十年史施政三十年史施政三十年史施政三十年史 

   昭和15(1940)  932ｐ 年表66ｐ 図 

 

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

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

   昭和8(1933)  504ｐ 

 

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

   昭和7(1932)  33ｐ 
 

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

   昭和6(1931)  51ｐ 〔25周年記念誌別刷〕 

 

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

   昭和9(1934)  50ｐ 

 

  朝鮮の水産業朝鮮の水産業朝鮮の水産業朝鮮の水産業 

   昭和2(1927)   46ｐ 図 

   昭和8(1931)   78,39ｐ 表 

 

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

   昭和17(1942)  81ｐ 

 

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

     8．朝鮮の市場朝鮮の市場朝鮮の市場朝鮮の市場  善生永助調査 

     大正13(1924)  664ｐ 

 

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

     大正14(1925)  426ｐ 

 

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

     大正15(1926)  574ｐ 

 

    17．朝鮮の契朝鮮の契朝鮮の契朝鮮の契  善生永助調査 

     大正15(1926)  194ｐ 

 

    18．朝鮮の窯業朝鮮の窯業朝鮮の窯業朝鮮の窯業 

     大正15(1926)  228ｐ 

 

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

      昭和2(1927)  732ｐ 

 

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

     昭和2(1927)  482ｐ 附図：別冊 

 
    24．朝鮮の災害朝鮮の災害朝鮮の災害朝鮮の災害  善生永助編 

     昭和3(1928)  248ｐ 

 

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

     昭和4(1929)  528ｐ 

 

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

       昭和6(1931)  410 
 

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

     昭和7(1932)  386ｐ 

 

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

     昭和7(1932)  217ｐ 

 

    36．民間信仰民間信仰民間信仰民間信仰 第3部 朝鮮の巫覡 



 

   183 
 

        村山智順調査 

     昭和7(1932)  619ｐ 
 

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

     昭和8(1933)  944ｐ 

 

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

     昭和8(1933)  594ｐ 

 

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

     昭和9(1934)  562ｐ 

 

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

     昭和10(1938)  993ｐ 

 

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

   昭和13(1938)  427ｐ 

 

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

   昭和12(1937)  598ｐ 

 

  平壌平壌平壌平壌,,,,新義州新義州新義州新義州 

   昭和3(1928)   43ｐ 地図 

 

  釜山案内釜山案内釜山案内釜山案内 

   昭和4(1929)  45ｐ 

 

    金剛山探勝案内金剛山探勝案内金剛山探勝案内金剛山探勝案内 

   昭和3(1928)    6,97p  地図 図 
 

 

朝朝朝朝    鮮鮮鮮鮮    銀銀銀銀    行行行行 

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

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

    朝鮮銀行朝鮮銀行朝鮮銀行朝鮮銀行 

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

   昭和9(1934)  276ｐ 

 

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

          附:通商参考事項 

   大正14(1925)  119ｐ 

 

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

   昭和19(1944)  98ｐ 

 

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

   昭和15(1940)  28ｐ 

 
  調査報告調査報告調査報告調査報告 

   昭和 8年度調査 

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

     昭和8(1933)  87ｐ 
 

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

     昭和8(1933)  34ｐ 

 

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

     昭和8(1933)  25ｐ 

 

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

      昭和8(1933)   44ｐ 

 

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

         昭和8(1933)  40ｐ 附録 

 

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

     昭和8(1933)  60ｐ 

 

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

        昭和8(1933)  116ｐ 

 

     昭和 9年度調査 

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

        昭和9(1934)  48ｐ 

 

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

        昭和9(1934)  40ｐ 

 

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

       昭和9(1934)  47ｐ 

 

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

       昭和9(1934)  47ｐ 

 

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



 

   184 
 

       昭和9(1934)  77ｐ 

 

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

        昭和9(1934)  34ｐ 

 

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

        昭和9(1934)  18ｐ 

 

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

       昭和9(1934)  20ｐ 

 

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

        昭和9(1934)  58ｐ 

 

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

        昭和9(1934)  18ｐ 

 

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

        昭和9(1934)  21ｐ 

 

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

        昭和9(1934)  65ｐ 

 

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

         昭和9(1934)  82ｐ 

 

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

          昭和9(1934)   42ｐ 

 

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

       昭和9(1934)   18ｐ 

 

      昭和10年度調査 

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

      昭和10(1935)   39ｐ 

 

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

      昭和10(1935)   36ｐ 
 

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

      昭和10(1935)   37ｐ 

 

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

      昭和10(1935)   18ｐ 

 

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

       昭和10(1935)   64ｐ 

 

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

      昭和10(1935)   21p 
 

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

       昭和10(1935)   16ｐ 

 

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

      昭和10(1935)   30ｐ 

 

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

       昭和10(1935)   80ｐ 

 

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

      昭和10(1935)   41ｐ 

 

    昭和11年度調査 

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

      昭和11(1936)   22ｐ 

 

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

      昭和11(1936)   22ｐ 

 

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

      昭和11(1936)   30ｐ 

 

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

      昭和11(1936)   36ｐ 

 

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

      昭和11(1936)   121ｐ 

 

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

      昭和11(1936)   115ｐ 

 

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

      昭和11(1936)   92ｐ 

 

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

自大同元年6月15日至康徳3年6月20日 

昭和11(1936)   12ｐ 

 

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

      昭和11(1936)   70ｐ 

 

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

      昭和11(1936)   88ｐ 

 

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

      昭和11(1936)   25ｐ 

 

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

      昭和11(1936)   76ｐ 

 

    昭和12年度調査 

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



 

   185 
 

      昭和12(1937)   13ｐ 

 

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

      昭和12(1937)   51ｐ 

 

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

      昭和12(1937)   88ｐ 

 

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

      昭和12(1937)   80ｐ 

 

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

   昭和13(1938)   5ｐ 

 

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

   昭和15(1940)   76ｐ 

 

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

   昭和14(1939)   51ｐ 

 

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

   昭和14(1939)   108ｐ 

 

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

   昭和11(1936)   22ｐ 

 

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

   昭和14(1939)   11ｐ 

 

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

   昭和13(1938)   30ｐ 

 

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

   昭和15(1940)   35ｐ 

 

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

   昭和16(1941)   35ｐ 

 

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

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

   大正13(1924)   32ｐ 

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

    昭和10(1935)   66ｐ 

 

 

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

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

    朝鮮殖産銀行朝鮮殖産銀行朝鮮殖産銀行朝鮮殖産銀行 

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

   昭和3(1928)-昭和4(1929)   2冊 

 

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

   昭和9(1934)-昭和18(1943)   10冊 

 

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

   昭和16(1941)-昭和18(1943)    10冊 

 

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

   昭和10(1935)-昭和14(1939)    9冊 

 

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

   昭和4(1929)-昭和18(1943)   12冊 

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

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

   昭和2(1927)-昭和18(1943)   32冊 

 

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

    朝鮮殖産銀行朝鮮殖産銀行朝鮮殖産銀行朝鮮殖産銀行 

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

   昭和13(1938)  292,115ｐ 
 

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

   大正13(1924)    72ｐ  

 

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

   大正9(1920)   61ｐ 

 

   調査資料索引調査資料索引調査資料索引調査資料索引 

   昭和3(1928)  470ｐ 

 

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

     昭和10(1935)  176ｐ 

 

    朝鮮の金融朝鮮の金融朝鮮の金融朝鮮の金融 

     昭和7(1932)  145ｐ 

 

   朝鮮商品誌朝鮮商品誌朝鮮商品誌朝鮮商品誌 

     第 1篇 朝鮮ノ米朝鮮ノ米朝鮮ノ米朝鮮ノ米    第2版 

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

 

     第 3篇 朝鮮ノ朝鮮ノ朝鮮ノ朝鮮ノ棉花棉花棉花棉花  

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

      大正14(1925)  54ｐ 

 

     第 5篇 朝鮮ノ木材朝鮮ノ木材朝鮮ノ木材朝鮮ノ木材 

      大正14(1925)  99ｐ 

 

     第 6篇 朝鮮ノ繭朝鮮ノ繭朝鮮ノ繭朝鮮ノ繭    第 2版 

      昭和4(1929)  107ｐ 

 

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

     昭和8(1933)  42ｐ 

 

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

     昭和4(1929)  29ｐ 

 

 

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

 

清清清清    津津津津  府府府府 
 

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

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

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

 

単単単単    行行行行    書書書書 

 

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

 

 

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

 

元元元元    山山山山 
 

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

 

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

 

新新新新    義義義義    州州州州 府府府府 
 

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

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

 

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

 

鎭鎭鎭鎭    南南南南    浦浦浦浦  府府府府 
 

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

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

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

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

 

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

   昭和12(1937)  80ｐ 

 

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

    昭和7(1932)    22ｐ 

 

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

    昭和9(1934)   28ｐ 

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

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

    昭和11(1936)  126ｐ 

 

単単単単    行行行行    書書書書 
 

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

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

    昭和3(1928)  29,11ｐ 

 

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

    昭和5(1930)   41ｐ 

 

   鎭南浦苹果の状況鎭南浦苹果の状況鎭南浦苹果の状況鎭南浦苹果の状況 

    昭和4(1929)   24ｐ 

 

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

    大正15(1926)   12ｐ 

 

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

      鎭南浦鎭南浦鎭南浦鎭南浦   附:商工人名録 

    昭和8(1933)    66,35ｐ 図 

 

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

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

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

      昭和5(1930)    16ｐ 

 

     85. 米の鎭南浦米の鎭南浦米の鎭南浦米の鎭南浦 

      昭和9(1934)    29ｐ  

 

 

京京京京        畿畿畿畿        道道道道 
 

 

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

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

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

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

   京穀パンフレット京穀パンフレット京穀パンフレット京穀パンフレット 

    第 2号 仁川白米仁川白米仁川白米仁川白米  第2版 

     昭和3(1928)    27ｐ 

 

    第 6号 長湍大豆長湍大豆長湍大豆長湍大豆 

     昭和4(1929)    64ｐ 

 

    第 7号 京畿の多摩錦京畿の多摩錦京畿の多摩錦京畿の多摩錦 

     昭和4(1929)    31ｐ 

 

 

開開開開        城城城城   府府府府 
 

単単単単    行行行行    書書書書 
 

開城商工会議所開城商工会議所開城商工会議所開城商工会議所 

開城の商工開城の商工開城の商工開城の商工 附:商工名録 

    昭和8(1933)    75ｐ 図 

 

 

京京京京            城城城城            府府府府 
 

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

京城府京城府京城府京城府 

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

      昭和16(1941)    135p 
 

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

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

    → 和雑誌の項を見よ 
 

京城府立職業紹介所京城府立職業紹介所京城府立職業紹介所京城府立職業紹介所 

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

    昭和6(1931)    42ｐ 

 

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

朝鮮年鑑朝鮮年鑑朝鮮年鑑朝鮮年鑑   昭和9年-昭和10年 

    昭和8(1933)-昭和9(1934)    2冊 

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

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

            → 和雑誌の項を見よ 
 

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

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

   

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

        朝鮮経済研究所朝鮮経済研究所朝鮮経済研究所朝鮮経済研究所 

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

    昭和17(1942)    172ｐ 

 

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

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

    昭和13(1938)    22ｐ 

 

        京城府京城府京城府京城府 

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

    昭和10(1935)    109ｐ 

 

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

    昭和10(1935)    101ｐ 

 

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

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

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

京城商工会議所京城商工会議所京城商工会議所京城商工会議所 

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

    昭和9(1934)   244ｐ 

 

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

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

    昭和17(1942)   40ｐ 

 

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

    昭和8(1933)   24ｐ 

 

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

    昭和17(1942)   71ｐ 

 

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

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

       昭和18(1934)  56ｐ 

 

 

仁仁仁仁        川川川川        府府府府 
 

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

 仁川商業会議所仁川商業会議所仁川商業会議所仁川商業会議所 

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

   大正14(1925)    34p 
 

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

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

    昭和7(1932)-昭和13(1938)   4冊 

 

単単単単    行行行行    書書書書 
 

        仁川商業会議所仁川商業会議所仁川商業会議所仁川商業会議所 

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

    昭和3(1298)   33ｐ 

 

 

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

 

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

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

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

 

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

 

 

大大大大            邱邱邱邱        府府府府 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 

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

単単単単    行行行行    書書書書     
 

        大邱商業大邱商業大邱商業大邱商業会議所会議所会議所会議所 

   大邱大邱大邱大邱 

    昭和3(1928)   41,76ｐ 地図 

 

  大丘穀物商組合大丘穀物商組合大丘穀物商組合大丘穀物商組合 

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

昭和6(1931)    25p 
 

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

 

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

 

釜釜釜釜        山山山山        府府府府 
 

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

        釜山府釜山府釜山府釜山府 

   釜山の産業釜山の産業釜山の産業釜山の産業   昭和15年 

     昭和15(1940)   183ｐ 

 

        釜山商業会議所釜山商業会議所釜山商業会議所釜山商業会議所 

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

    大正14(1925)-昭和4(1929)   6冊 

 

      会員名簿会員名簿会員名簿会員名簿   大正15年 

     大正15(1926)   94ｐ 

 

        釜山商工会議所釜山商工会議所釜山商工会議所釜山商工会議所 

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

    昭和7(1932)-昭和10(1935)   3冊 

 

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

     昭和11(1936)   104ｐ 

 

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

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

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

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

    昭和7(1932)-昭和15(1940)   9冊 

 

単単単単    行行行行    書書書書 
 

        釜山商業会議所釜山商業会議所釜山商業会議所釜山商業会議所 

   南支南洋を巡る南支南洋を巡る南支南洋を巡る南支南洋を巡る 

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

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

    昭和5(1930)    67ｐ 地図 

 

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

    昭和10(1935)    29ｐ 
 
 

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

 

郡郡郡郡        山山山山        府府府府 
 

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

        郡山商業会議所郡山商業会議所郡山商業会議所郡山商業会議所 

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

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

 

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

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

 

木木木木        浦浦浦浦        府府府府 
 

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

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

 

 

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

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

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

    臺灣総督府臺灣総督府臺灣総督府臺灣総督府 

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

   大正14(1925)-昭和8(1933)   6冊 

 

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

    大正12(1923)-昭和11(1936)  11冊 

 

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

    昭和4(1929)-昭和9(1934)   5冊 

 

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

    昭和16(1941)  95ｐ 

 

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

  → 和雑誌の項を見よ 
     

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

    昭和8(1933)-昭和18(1943)  12冊 

 

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

    昭和6(1933)  15ｐ 

 

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

     昭和6(1931)-昭和7(1932)   2冊 

 
   臺灣茶業一班臺灣茶業一班臺灣茶業一班臺灣茶業一班 

    昭和5(1930)  89ｐ 

 

   臺灣の農業臺灣の農業臺灣の農業臺灣の農業     昭和13年度 

    昭和13(1938)  203ｐ 
 

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

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

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

      昭和5(1930)-昭和17(1942)   12冊 

 

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

    大正13(1924)    133ｐ 

 

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

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

 

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

      昭和4(1929)-昭和15(1940)    9冊 

 

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

    昭和4(1929)    60ｐ 

 

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

    大正14(1925)-昭和7(1932)    4冊 

 

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

    昭和6(1931)-昭和7(1932)   2冊 
 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

    昭和12(1927)    1707ｐ 

 

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

    昭和15年 1月- 6月 

    昭和15年 1月- 9月 

    昭和15(1940)    2冊 

 

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

    昭和10年自 1月至 3月累計 

    昭和10年自 1月至 6月累計 

    昭和10年自 1月至 9月累計 

    昭和10年分 

    昭和11年自 1月至 3月累計 

    昭和11年自 1月至 6月累計 

    昭和11年自 1月至 9月累計 

    昭和11年分 

    昭和12年自 1月至 3月累計 

    昭和12年自 1月至 3月累計 

    昭和12年自 1月至 9月累計 

    昭和12年分 

    昭和13年自 1月至 3月累計 

    昭和13年自 1月至 9月累計 

    昭和13年分 

    昭和14年自 1月至 3月 

    昭和14年自 1月至 9月 

    昭和14年分 

    昭和15年自 1月至 3月 

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

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

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

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

    大正14(1925)-昭和3(1928)  2冊 

 

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

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

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

    昭和 6年 3月迄分及前年対照 

    昭和 6年 3月迄分及前年対照 

    昭和 6年 9月迄分及前年対照 

    昭和 6年分及前年対照 

    昭和 7年 3月分及前年対照 

    昭和 7年 6月分旧前年対照 

    昭和6(1931)-昭和7(1932)    6冊 

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

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

    昭和 7年 9月分及前年対照 

    昭和 7年分及前年対照 

    昭和 8年 3月分及前年対照 

    昭和 8年 6月迄分及前年対照 

    昭和 8年 8月迄分及前年対照 

    昭和 9年 6月迄分及前年対照 

    昭和 9年 9月迄分及前年対照 

    昭和 9年12月迄分及前年対照 

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

    昭和 5年 9月迄分及前年対照 

    昭和 5年分及前年対照 

    〔昭和5(1930)〕-〔昭和6(1931)〕  2枚 

 

国国国国    勢勢勢勢    調調調調    査査査査 
 

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

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

    昭和2(1927)    1175ｐ 

 

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

  臺灣総督府臺灣総督府臺灣総督府臺灣総督府 

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

    大正14(1925)   34ｐ 

 

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

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

 

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

    大正元(1926)    339ｐ 

 

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

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

      昭和11(1936)    410ｐ 

 

      2.    南洋瞥南洋瞥南洋瞥南洋瞥見見見見   玉手亮一著 

        昭和12(1937)   93ｐ 

 

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

        昭和12(1937)   86ｐ 

 

      6. 福州攷福州攷福州攷福州攷      野上英一著 

      昭和12(1937)   243ｐ 
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  臺灣総督府殖産局臺灣総督府殖産局臺灣総督府殖産局臺灣総督府殖産局                                                                                                                                                                                                                                         
         林業要覧林業要覧林業要覧林業要覧 

     大正10(1921)   156ｐ 
 

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

    昭和3(1928)    67ｐ 

 

   農業基本調査書農業基本調査書農業基本調査書農業基本調査書 

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

        昭和2(1927)   282ｐ 

 

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

        昭和2(1927)   33ｐ 

 

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

        昭和2(1927)   212ｐ 

 

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

        昭和2(1927)   65ｐ 

 

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

         昭和4(1929)   115ｐ 

 

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

       昭和4(1929)   105ｐ 

 

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

       昭和4(1929)   158ｐ 

 

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

       昭和4(1929)   158ｐ 

 

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

       昭和4(1929)   178ｐ 
 

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

      昭和5(1930)    604ｐ 

 

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

       昭和5(1930)   502ｐ 

 

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

       昭和6(1931)   64ｐ 

 

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

         昭和7(1932)   34ｐ 
 

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

       昭和9(1934)   65ｐ 

 

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

       昭和10(1935)   353ｐ 

 

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

    1. 珈琲珈琲珈琲珈琲   桜井芳次郎著 

      昭和4(1929)   162ｐ 

 

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

   昭和2(1927)   195ｐ 

 

  鳳梨鳳梨鳳梨鳳梨 

   昭和6(1931)    318ｐ 

 

    海南島海南島海南島海南島 

昭和14(1939)    578,62p 
 

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

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

       大正10(1921)    106ｐ  

 

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

       大正11(1922)    313ｐ 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

       大正13(1924)   179ｐ 

 

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

        大正13(1924)   206ｐ 

 

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

       大正13(1924)   158ｐ 

 

      91. 英領印度現行統治組識英領印度現行統治組識英領印度現行統治組識英領印度現行統治組識    
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                                        附:南洋各植民地立法制度 
         ホーン講述 

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

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

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

 

     94. 支那の漁業支那の漁業支那の漁業支那の漁業 

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

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

        大正14(1925)   132ｐ 

 

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

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

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

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

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

       大正14(1925)    243ｐ 

 

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

       大正14(1925)    444ｐ 

 

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

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

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

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

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

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

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

       大正15(1926)    70ｐ 
 

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

       大正15(1926)    113ｐ 
 

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

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

                                            一覧一覧一覧一覧 

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

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

       大正15(1926)    1枚 

 

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

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

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

       大正15(1926)   111ｐ 

 

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

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

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

        大正15(1926)   〔3ｐ〕 

 

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

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

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

       昭和2(1927)   69,35,24ｐ 

 

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

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

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

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

     134. 支那関税特別会議の経過支那関税特別会議の経過支那関税特別会議の経過支那関税特別会議の経過    
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                                  井手季和太調査 

       昭和2(1927)    261ｐ 

 

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

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

     136. 新汕頭新汕頭新汕頭新汕頭      内田五郎著 

          昭和2(1927)    48ｐ 

 

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

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

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

       昭和2(1927)    85ｐ 

 

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

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

飯田吉英調査 

昭和2(1927)    62ｐ 

 

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

      昭和2(1927)    39ｐ 

 

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

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

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

      昭和3(1928)    265ｐ 

 

    145. 南支南洋鳳梨事業南支南洋鳳梨事業南支南洋鳳梨事業南支南洋鳳梨事業   桜井芳次郎調査 

      昭和3(1928)    346ｐ 

 

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

      昭和3(1928)    109ｐ 

 

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

      昭和3(1928)  77ｐ 

 

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

      昭和3(1928)   108ｐ 

 

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

       昭和3(1928)    238ｐ 

 

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

      昭和3(1928)     1枚 

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

      昭和3(1928)   41ｐ 

 

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

       昭和3(1928)    276ｐ 

 

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

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

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

      昭和3(1928)    23ｐ 

 

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

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

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

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

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

      昭和4(1929)    79ｐ 

 

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

      昭和4(1929)    96ｐ 

 

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

      昭和4(1929)    11ｐ 

 

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

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

      昭和4(1929)    33,60ｐ 

 

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

      昭和4(1929)    48ｐ 

 

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

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

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

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

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

      昭和4(1929)    27ｐ 

 

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

      昭和4(1929)    108ｐ 

 

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

       昭和4(1929)   1枚 

 

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

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

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

 

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

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

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

      昭和4(1929)   155ｐ 

 

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

      昭和4(1929)   87ｐ 

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

      昭和4(1929)    58ｐ 

 

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

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

      昭和4(1929)   254ｐ 

 

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

      昭和4(1929)   169ｐ 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

      昭和5(1930)    150ｐ 

 

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

      昭和5(1930)    228ｐ 

 

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

 

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

      昭和5(1930)    34ｐ 
 

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

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

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

      昭和6(1931)    144ｐ 

 

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

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

 

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

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

 

     196. 暹羅の森林暹羅の森林暹羅の森林暹羅の森林 

      昭和6(1931)    236ｐ 

 

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

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

      昭和6(1931)    286ｐ 
 

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

      昭和6(1931)    383ｐ 

 

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

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

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

      昭和6(1931)   17ｐ 

 

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

      昭和6(1931)   212ｐ 

 

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

      昭和7(1932)   422ｐ 

 

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

      昭和8(1933)   114ｐ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

       昭和10(1935)  74ｐ 

 

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

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

       昭和11(1936)  191ｐ 

 

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

       昭和12(1937)  53ｐ 

 

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

        昭和12(1937)  182ｐ 

 

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

        昭和12(1937)   1枚 

 

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

       昭和12(1937)  99ｐ   
 

    [no.226以降:総督官房外事課] 
 

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

     昭和10(1935)  436,91ｐ 

 

   臺灣の貿易臺灣の貿易臺灣の貿易臺灣の貿易 

      昭和10(1935)  158,12ｐ 

 

    臺灣の関税臺灣の関税臺灣の関税臺灣の関税 

      昭和10(1935)  192ｐ 

 

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

    昭和11(1936)  703ｐ 

 

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

    昭和2(1927)  641ｐ 

 

 

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

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

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

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

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

   田里維章,志摩源三報告 

   大正15(1926)   78ｐ 

 

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

   昭和17(1942)  580ｐ 

 

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

 

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

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

   昭和16(1941)   234ｐ 

 

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

   昭和18(1943)   172ｐ 

 

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

   昭和17(1942)   27ｐ 

 

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

   昭和18(1943)   63ｐ 

 

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

   昭和18(1943)   150ｐ 

 

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

   昭和18(1943)   52ｐ 

 

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

   昭和18(1943)   108ｐ 
 

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

   昭和19(1944)   119ｐ 

 

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

   昭和17(1942)   84ｐ 

 

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

   昭和元(1926)   141,27ｐ 

 

 

その他の機関その他の機関その他の機関その他の機関 
 

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

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

      昭和14(1939)    461p 
 

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

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

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

  臺調資臺調資臺調資臺調資 

   A 第九号 蘭印経済論叢蘭印経済論叢蘭印経済論叢蘭印経済論叢 

    昭和16(1941)    72ｐ 

 

  高雄州商工奨励館高雄州商工奨励館高雄州商工奨励館高雄州商工奨励館 

   調査資料調査資料調査資料調査資料 

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

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

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

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

  炭炭炭炭 読本読本読本読本     昭和11年版 

   昭和12(1937)    16,631p  図 

 

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

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

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

    昭和6(1931)   190,7ｐ 

 

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

      昭和2(1927)-昭和6(1931)    2冊 
 

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

      昭和6(1931)    1枚 

 

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

      昭和14(1939)   63ｐ 

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

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

            → 和雑誌の項を見よ 

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

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

      昭和 7(1932)   51,404ｐ 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

   昭和9(1934)    666ｐ  

 

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

  興業部滿蒙資源館興業部滿蒙資源館興業部滿蒙資源館興業部滿蒙資源館 

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

        産業部産業部産業部産業部 

     滿洲対北支貿易詳細統計滿洲対北支貿易詳細統計滿洲対北支貿易詳細統計滿洲対北支貿易詳細統計     昭和9年 

      昭和11(1936)     635ｐ 
 

        産業部資料室産業部資料室産業部資料室産業部資料室                                                                                                                                                                                                                
     北支那外国貿易統計年報北支那外国貿易統計年報北支那外国貿易統計年報北支那外国貿易統計年報    
         天津･青島･芝罘･秦王島･龍口･威海衛 

   昭和8年-昭和10年 

    昭和11(1936)-昭和12(1937)    3冊 
      [昭和9年:経済調査会第一部,昭和10年:天津 
       事務所調査課]  
 

上海事務所研究室上海事務所研究室上海事務所研究室上海事務所研究室    
    滿鉄支那月報滿鉄支那月報滿鉄支那月報滿鉄支那月報    
  → 和雑誌の項を見よ 
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        殖産部商工課殖産部商工課殖産部商工課殖産部商工課 

  滿洲商工概覧滿洲商工概覧滿洲商工概覧滿洲商工概覧 

   昭和5(1930)    730ｐ  

 

        総務部調査課総務部調査課総務部調査課総務部調査課 

     滿洲政治経済事情滿洲政治経済事情滿洲政治経済事情滿洲政治経済事情  昭和5年 

      昭和6(1931)    457,36ｐ 

 

        鉄道部鉄道部鉄道部鉄道部 

  特産物及石炭輸送統計特産物及石炭輸送統計特産物及石炭輸送統計特産物及石炭輸送統計  昭和6年度(出回) 
      昭和7(1932)    16ｐ 

 

        鉄道部貨物課鉄道部貨物課鉄道部貨物課鉄道部貨物課                                                                                                                                                                                                                                         
  大連港勢一斑大連港勢一斑大連港勢一斑大連港勢一斑  昭和9年版 

      昭和10(1935)    300ｐ 

 

        鉄道部庶務課鉄道部庶務課鉄道部庶務課鉄道部庶務課                                                                                                                                                                                                                                         
       大連港輸移出統計大連港輸移出統計大連港輸移出統計大連港輸移出統計  昭和6年度(出回） 

   昭和7(1932)    6ｐ    

 

  鉄路総局鉄路総局鉄路総局鉄路総局   
    鉄路総局概要鉄路総局概要鉄路総局概要鉄路総局概要                大同2年 

      大同3(1934)    129p  図  地図 

 

        東亜経済調査局東亜経済調査局東亜経済調査局東亜経済調査局 

      滿洲読本滿洲読本滿洲読本滿洲読本    
      昭和5年版 附:滿洲関係特殊条約抄 

   昭和5(1930)     367,13ｐ 図 地図 

 

  東亜経済調査局事業綱要東亜経済調査局事業綱要東亜経済調査局事業綱要東亜経済調査局事業綱要     昭和4年-昭和6年 

      昭和4(1929)-昭和6(1931)   2冊 

 

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

    地方部大連図書館地方部大連図書館地方部大連図書館地方部大連図書館     

    梅楞章京筆記梅楞章京筆記梅楞章京筆記梅楞章京筆記  丁士源著 

   昭和17(1942)    122ｐ  
 

  南滿洲鉄道株式会社大連図書館和漢図書分類目南滿洲鉄道株式会社大連図書館和漢図書分類目南滿洲鉄道株式会社大連図書館和漢図書分類目南滿洲鉄道株式会社大連図書館和漢図書分類目    
                    録録録録     昭和8年12月31日現在 

      第 7編 産業 交通 通信 

   第 8編 滿洲 蒙古 

   昭和9(1934)-昭和11(1936)    2冊 

 

  南滿洲鉄道株式会社大連図書館和漢図書分類目南滿洲鉄道株式会社大連図書館和漢図書分類目南滿洲鉄道株式会社大連図書館和漢図書分類目南滿洲鉄道株式会社大連図書館和漢図書分類目    
                    録追録録追録録追録録追録 

   第 1編追録  総記（昭和2年4月1日-昭和11 
             年3月31日） 

   第 2編 〃   宗教 哲学 教育（  〃   ） 
   第 3編追録  文学 語学 （  〃   ） 

   第 4編 〃   歴史 伝記 地誌（  〃   ） 
   第 6編 〃   数学 理学 医学 工学 
                   兵事 美術 音楽 演芸 
                   運動  （昭和9年1月1日-昭和 
                        11年3月31日） 

   第 7編 〃   産業 交通 通信（  〃   ） 
   第 8編 〃   滿洲 蒙古（  〃   ） 

   昭和12(1937)-昭和13(1938)   7冊   

 

  南滿洲鉄道株式会社大連図書館増加図書分類目南滿洲鉄道株式会社大連図書館増加図書分類目南滿洲鉄道株式会社大連図書館増加図書分類目南滿洲鉄道株式会社大連図書館増加図書分類目    
                    録録録録     昭和14年度 

      昭和17(1942)   280,65,37,77ｐ 

 

     南滿洲鉄道株式会社各箇所備付定期刊行物総合南滿洲鉄道株式会社各箇所備付定期刊行物総合南滿洲鉄道株式会社各箇所備付定期刊行物総合南滿洲鉄道株式会社各箇所備付定期刊行物総合    
                    目録目録目録目録  昭和元年末日現在 

   昭和2(1927)   92,48ｐ 

 

   [大連図書館所属部局変遷:大正11年-昭和11年 
   地方部,昭和12年-昭和14年 産業部,昭和15年 
    -昭和17年  調査部] 
 

    地方部商工課地方部商工課地方部商工課地方部商工課                                                                                                                                                                                                                
  獨逸と滿洲大豆獨逸と滿洲大豆獨逸と滿洲大豆獨逸と滿洲大豆     永田久次郎調査 

   昭和10(1935)   157ｐ 

 

    倫敦駐在員調査報告倫敦駐在員調査報告倫敦駐在員調査報告倫敦駐在員調査報告 

   其の 2  歐州市場に於ける滿洲大豆の地位歐州市場に於ける滿洲大豆の地位歐州市場に於ける滿洲大豆の地位歐州市場に於ける滿洲大豆の地位    
                     永田久次郎報告 

    昭和11(1936)    86ｐ 

 

        調査部調査部調査部調査部 

     佛領印度支那文献目録佛領印度支那文献目録佛領印度支那文献目録佛領印度支那文献目録  昭和15年7月現在 
      滿鉄大連図書館編 

   昭和16(1941)    41ｐ 
    [｢滿鉄資料彙報」昭和16年7月抜刷] 
 

    北滿に於ける雇農の研究北滿に於ける雇農の研究北滿に於ける雇農の研究北滿に於ける雇農の研究    
             石田精一,藤田繁雄担当 

   昭和17(1942)    281ｐ  

 

       北支棉花総覧北支棉花総覧北支棉花総覧北支棉花総覧    
          田中義英,江上利雄,片山英夫著 

   昭和15(1940)    412ｐ  表 

 

  北支農村概況調査報告―彰徳県第一区宋村及侯北支農村概況調査報告―彰徳県第一区宋村及侯北支農村概況調査報告―彰徳県第一区宋村及侯北支農村概況調査報告―彰徳県第一区宋村及侯    
                    七里店―七里店―七里店―七里店―    
          服部滿江,小島大吉,若林幹司,韓濤, 
       趙光魯調査  服部滿,小島大吉執筆 

   昭和15(1940)    158p  表 

 

    北支那の農業と経済北支那の農業と経済北支那の農業と経済北支那の農業と経済    下巻  小島大吉等著 

   昭和17(1942)   ｐ329ー903 
 

  滿鉄調査研究資料滿鉄調査研究資料滿鉄調査研究資料滿鉄調査研究資料 

   第 9編 支那に於ける聚落支那に於ける聚落支那に於ける聚落支那に於ける聚落((((人口人口人口人口))))分布の研究分布の研究分布の研究分布の研究    
                                                        ----山東省山東省山東省山東省----     増田忠雄,竹下源治 

        昭和15(1940)    34ｐ  地図 

 

   第70編 清代食貨志訳稿清代食貨志訳稿清代食貨志訳稿清代食貨志訳稿 1. 戸口 
              附:清史稿の成立と其の性格 
      天海謙三郎訳 

    昭和18(1943)   50ｐ 
        [附:大谷健夫報告] 
 

  ソ聯研究資料ソ聯研究資料ソ聯研究資料ソ聯研究資料 

   第39号 ソ聯邦の石炭業ソ聯邦の石炭業ソ聯邦の石炭業ソ聯邦の石炭業     緒方惟昭著 
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    昭和14(1939)    52ｐ 

 

    東亜研究叢書東亜研究叢書東亜研究叢書東亜研究叢書 

   第 2巻 中國農村問題中國農村問題中國農村問題中國農村問題    
                     太平洋問題調査会編  杉本俊朗訳 

      昭和15(1940)    332ｐ 地図 

 

      第 3巻    支那の民族産業支那の民族産業支那の民族産業支那の民族産業    
      方顯廷著 平野義太郎編 
       笠原輝次,井上道人,松宮克也,澁谷環樹訳  
        昭和15(1940)    612ｐ 
        原書名:H. D. Fong : Grain Trade and  
               Milling in Tientsin 1934; 
               Tientsin Carpet Industry 1929; 
               Rayon and Cotton Weaving in 
               Tientsin 1930. (Industry Series  
               of the Nankai Institute of  
               Economics,Nankai University,  
               Tientsin, no.1,2, 3, 6) 
 

  調査課調査課調査課調査課 

  北滿洲経済調査資料北滿洲経済調査資料北滿洲経済調査資料北滿洲経済調査資料 

   上篇 農業及貨物集散事情農業及貨物集散事情農業及貨物集散事情農業及貨物集散事情    
                                  井坂秀雄,荘村秀雄調査 
   下篇 一般事情一般事情一般事情一般事情  井坂秀雄,荘村秀雄調査 

    明治43(1910)    312ｐ  地図 

 

    資料彙存資料彙存資料彙存資料彙存 

   第 1号 南滿洲ニ於ケル農法南滿洲ニ於ケル農法南滿洲ニ於ケル農法南滿洲ニ於ケル農法,,,,滿洲ニ於ケル滿洲ニ於ケル滿洲ニ於ケル滿洲ニ於ケル    
                                                            土地区画法土地区画法土地区画法土地区画法  荘村秀雄著 

    滿洲ニ於ケル大豆滿洲ニ於ケル大豆滿洲ニ於ケル大豆滿洲ニ於ケル大豆     野村潔己著 

     本溪県志本溪県志本溪県志本溪県志     安奉鉄道購地第一分局編 

    明治43(1910)    96ｐ  表 

 

      第 3号 營口ノ過炉銀營口ノ過炉銀營口ノ過炉銀營口ノ過炉銀     井坂秀雄調査 

        明治43(1910)    75ｐ 

 

      第 4号 遼河水運遼河水運遼河水運遼河水運     上田賢象調査 

    明治44(1911)    60ｐ  地図 

 

     [改題:第1号は｢東亜関係資料彙存東亜関係資料彙存東亜関係資料彙存東亜関係資料彙存｣,次号から 
      は｢資料彙存｣] 
 

        哈爾濱事務所哈爾濱事務所哈爾濱事務所哈爾濱事務所 

  哈事資料哈事資料哈事資料哈事資料 
   北満及哈爾濱の工業北満及哈爾濱の工業北満及哈爾濱の工業北満及哈爾濱の工業    
                     附:営業別在哈主要工場一覧表 
      スウリン著  資料室訳 
     昭和4(1929)    268,17ｐ 
        原書名:Протыщленностъ Северной  
                            Манъчжурии и Харбина 1928г. 
 

    呼海沿線密山県経済事情呼海沿線密山県経済事情呼海沿線密山県経済事情呼海沿線密山県経済事情    
      門野良造,宮本知行,大薮一一編 

   昭和4(1929)    100ｐ 

 

    哈爾濱事務所時報哈爾濱事務所時報哈爾濱事務所時報哈爾濱事務所時報 

   北滿に於ける獨逸の経済的勢力北滿に於ける獨逸の経済的勢力北滿に於ける獨逸の経済的勢力北滿に於ける獨逸の経済的勢力    

                  森田廣之編 

    昭和5(1930)    52ｐ 

 

      浦潮斯徳港浦潮斯徳港浦潮斯徳港浦潮斯徳港    
              浦潮商工局,烏蘇里鉄道商業部共編 

     昭和5(1930)    128ｐ 

 

        哈爾濱事務所調査課哈爾濱事務所調査課哈爾濱事務所調査課哈爾濱事務所調査課        
       哈調資料哈調資料哈調資料哈調資料 

   第32号 蒙古貿易と東支鉄道蒙古貿易と東支鉄道蒙古貿易と東支鉄道蒙古貿易と東支鉄道    
                                                        附:呼倫貝爾地方に於ける漁業 
      ア･バラノフ発表      弓場盛吉編  

        大正13(1924)    98ｐ 

 

        哈爾濱事務所運輸課哈爾濱事務所運輸課哈爾濱事務所運輸課哈爾濱事務所運輸課                                                                                                                                                                                        
  哈運資料哈運資料哈運資料哈運資料 

   東支鉄道年報東支鉄道年報東支鉄道年報東支鉄道年報     1929年版 
      東支鉄道経済調査局編  田村武夫訳 

    昭和4(1929)    156,xviiiｐ   

 

        哈爾濱事務所北支事務局調査部哈爾濱事務所北支事務局調査部哈爾濱事務所北支事務局調査部哈爾濱事務所北支事務局調査部                                                                                                                                                
     北支調査資料北支調査資料北支調査資料北支調査資料 

   第 2輯 通県棉作試験場試験成績概要通県棉作試験場試験成績概要通県棉作試験場試験成績概要通県棉作試験場試験成績概要    
                  伊東龍雄著 

    昭和13(1938)    82ｐ 地図 

 

      第 3輯 北支農業要覧北支農業要覧北支農業要覧北支農業要覧    
                  調査部農産係,政係著 

    昭和12(1938)    262ｐ 地図  

 

      第 6輯 世界植物油脂経済界に於ける棉実の世界植物油脂経済界に於ける棉実の世界植物油脂経済界に於ける棉実の世界植物油脂経済界に於ける棉実の    
                                                            地位と北支棉実利用問題地位と北支棉実利用問題地位と北支棉実利用問題地位と北支棉実利用問題 

    江上利雄著 

    昭和14(1939)    194ｐ 

 

      第 7輯 青島近郊に於ける農村実態調査報告青島近郊に於ける農村実態調査報告青島近郊に於ける農村実態調査報告青島近郊に於ける農村実態調査報告    
                                                            ----青島特別市李村区西韓哥荘青島特別市李村区西韓哥荘青島特別市李村区西韓哥荘青島特別市李村区西韓哥荘----    
                  福留邦雄等担当 

    昭和14(1939)    132,25ｐ  図表 

 

      第 9輯 北支那三省夏期並冬期作物耕作面積北支那三省夏期並冬期作物耕作面積北支那三省夏期並冬期作物耕作面積北支那三省夏期並冬期作物耕作面積    
                                                            及産量統計表及産量統計表及産量統計表及産量統計表     溝口房雄担当 

     昭和14(1939)   13枚 

 

      第10輯 包頭附近農村実態調査報告包頭附近農村実態調査報告包頭附近農村実態調査報告包頭附近農村実態調査報告    
                                                            ----鐙口郷鐙口村及東富村鐙口郷鐙口村及東富村鐙口郷鐙口村及東富村鐙口郷鐙口村及東富村----    
      長谷川稔著 

        昭和14(1939)    83ｐ 
        [北支農村実態調査報告北支農村実態調査報告北支農村実態調査報告北支農村実態調査報告第5号] 
 

      第11輯 天津為替相場表天津為替相場表天津為替相場表天津為替相場表    
                     茨木潔,長島盛造担当 

      昭和14(1939)    15ｐ   

 

      第12輯 北支主要畜産物輸出入統計表北支主要畜産物輸出入統計表北支主要畜産物輸出入統計表北支主要畜産物輸出入統計表    
                  山下政信担当 

    昭和14(1939)    26ｐ 
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        哈爾濱事務所調査室工業係哈爾濱事務所調査室工業係哈爾濱事務所調査室工業係哈爾濱事務所調査室工業係                                                                                                                                                                                                                 
     北支主要工場一覧表北支主要工場一覧表北支主要工場一覧表北支主要工場一覧表 

   昭和13(1938)   38ｐ 

 

        計画部地質調査所計画部地質調査所計画部地質調査所計画部地質調査所 

  滿洲主要鉱山出産額統計表滿洲主要鉱山出産額統計表滿洲主要鉱山出産額統計表滿洲主要鉱山出産額統計表    
                自昭和元年至昭和8年 

      昭和9(1934)    9ｐ 

 

        経済調査会経済調査会経済調査会経済調査会 

      経経経経調資料調資料調資料調資料 

    第 2編 A 紙幣論紙幣論紙幣論紙幣論  南郷龍音担当 

     昭和7(1932)    30ｐ 

 

      第 3編 B 貨幣相場編貨幣相場編貨幣相場編貨幣相場編  南郷龍音担当 

      昭和7(1932)    50ｐ  

 

      第23編 朝鮮に於ける自動車運送事業につい朝鮮に於ける自動車運送事業につい朝鮮に於ける自動車運送事業につい朝鮮に於ける自動車運送事業につい    
                                                            てててて  上野清編 

     昭和8(1933)    451ｐ 図 地図 

 

      第33編 滿洲に於ける糧桟滿洲に於ける糧桟滿洲に於ける糧桟滿洲に於ける糧桟 再版 
              附:主要各地糧業交易章程 
      齊藤征生担当 

     昭和8(1933)    76,26ｐ 図 

 

      第60編 滿洲交通統計集成滿洲交通統計集成滿洲交通統計集成滿洲交通統計集成    
                  江口康光,松浦満編 

     昭和10(1935)    299ｐ 地図 表 

 

    第73編 支那ボイコットの研究支那ボイコットの研究支那ボイコットの研究支那ボイコットの研究    
                     Dorothy G. Orchard, C. F. Remer著 

     昭和10(1935)    391ｐ 図 
       原書名:China's Use of the Boycott as a 
                Political Weapon, by Dorothy G. 
                Orchard. A Study of Chinese  
                Boycotts,with Special Reference 
                to Their Economic Effectiveness 
                , Baltimore,1933,by C. F. Remer. 
 

      第77編 滿洲工場名簿滿洲工場名簿滿洲工場名簿滿洲工場名簿  昭和8年末現在 
      關東局司政部殖産課 滿洲國実業部工 
         商司工務科 滿鉄経済調査会共編 

       昭和10(1935)    275ｐ 

 

      第89編 滿洲工場統計滿洲工場統計滿洲工場統計滿洲工場統計    (Aの1)   昭和8年 
        關東局司政部殖産課 滿洲國実業部工商司 
         工務科 滿鉄経済調査会共編 

       昭和10(1035)    73ｐ 

 

      第110編  中國大豆生産統計表中國大豆生産統計表中國大豆生産統計表中國大豆生産統計表 昭和6-9年 
      上田仭三著 

     昭和11(1936)    40ｐ 図表22  

 

      第122編  滿洲工場名簿滿洲工場名簿滿洲工場名簿滿洲工場名簿     昭和9年末現在 
        關東局司政部殖産課 滿洲國実業部 臨時 
         産業調査局 滿鉄経済調査会共編 

        昭和11(1936)    293ｐ 

 

      第123編  日滿支に於ける工業製品需給状況日滿支に於ける工業製品需給状況日滿支に於ける工業製品需給状況日滿支に於ける工業製品需給状況    
                                                                    調査調査調査調査 第1巻 
                 附:支那に於ける工業関係諸製 
                     品の対外貿易状況 
      第二部工業班担当 

        昭和11(1936)    616ｐ  図 

 

     興業部中央試験所興業部中央試験所興業部中央試験所興業部中央試験所     
    大豆便覧大豆便覧大豆便覧大豆便覧 

      昭和4(1929)    427p 
 

   業務提要業務提要業務提要業務提要 

    昭和3(1928)    1枚  

 

    業績の大要業績の大要業績の大要業績の大要 改訂第 8版  

      昭和3(1928)    71,20ｐ 図 

 

        興業部商工課興業部商工課興業部商工課興業部商工課                                                                                                                                                                                                                
   滿蒙の産業滿蒙の産業滿蒙の産業滿蒙の産業 

   昭和2(1927)    109ｐ 地図 

 

    滿洲特産物取引指針滿洲特産物取引指針滿洲特産物取引指針滿洲特産物取引指針  中西瀧三郎著 

   大正13(1924)    407p 
      [滿蒙文化協会発行] 
 

        臨時経済調査委員会臨時経済調査委員会臨時経済調査委員会臨時経済調査委員会 

  資料資料資料資料 

   第 1編 滿蒙に於ける荷馬車滿蒙に於ける荷馬車滿蒙に於ける荷馬車滿蒙に於ける荷馬車    
                     住吉平治調査 

    昭和3(1928)    315ｐ  

 

      第 5編    経済上より観たる滿蒙の道路経済上より観たる滿蒙の道路経済上より観たる滿蒙の道路経済上より観たる滿蒙の道路    
                  住吉平治調査 

    昭和4(1929)    710ｐ  

 

      第 9編 在滿法人現状調査要覧在滿法人現状調査要覧在滿法人現状調査要覧在滿法人現状調査要覧    
                     臨時経済調査委員会第4部編  
        昭和4(1929)    80ｐ 

 

      第10編    吉敦沿線水田候補地調査報告書吉敦沿線水田候補地調査報告書吉敦沿線水田候補地調査報告書吉敦沿線水田候補地調査報告書    
                                        附:日本内地,朝鮮,臺灣産米増殖に関す 
              る方策(要約）  峰籏良充等調査 

        昭和4(1929)    241,34ｐ 地図 表 
 

      第13編 吉林省ニ於ケル土地整理ニ関スル法吉林省ニ於ケル土地整理ニ関スル法吉林省ニ於ケル土地整理ニ関スル法吉林省ニ於ケル土地整理ニ関スル法    
                                                            律律律律     板倉眞五調査 

    昭和4(1929)    179ｐ 

 

      第14編 日本内地に於ける家畜資料の需給日本内地に於ける家畜資料の需給日本内地に於ける家畜資料の需給日本内地に於ける家畜資料の需給    
                  佐伯新之等調査 

    昭和4(1929)    261ｐ 

 

      第20編 本邦及朝鮮に於ける無煙炭の需給並本邦及朝鮮に於ける無煙炭の需給並本邦及朝鮮に於ける無煙炭の需給並本邦及朝鮮に於ける無煙炭の需給並    
                                                            滿洲産無煙炭に関する調査滿洲産無煙炭に関する調査滿洲産無煙炭に関する調査滿洲産無煙炭に関する調査 

    藤平田文吉著 

     昭和4(1929)    268ｐ 
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    産業部産業部産業部産業部 

  経済調査会立案調査書目録経済調査会立案調査書目録経済調査会立案調査書目録経済調査会立案調査書目録 

   第 2巻 逐次出版物並叢書目録逐次出版物並叢書目録逐次出版物並叢書目録逐次出版物並叢書目録 

    昭和12(1937)    30, 478ｐ 

 

        産業部資料室産業部資料室産業部資料室産業部資料室                                                                                                                                                                                                                                         
  産業調査資料産業調査資料産業調査資料産業調査資料 

   第 9編 滿洲漢人植民地域滿洲漢人植民地域滿洲漢人植民地域滿洲漢人植民地域  入江久夫著 

    昭和12(1937)    43ｐ 地図 

 

      第16編 營口軍政誌抄營口軍政誌抄營口軍政誌抄營口軍政誌抄  滿鉄營口図書館編 

    昭和12(1937)    511ｐ 

 

        産業部商工課産業部商工課産業部商工課産業部商工課                                                                                                                                                                                                                                         
  産業紹介資料産業紹介資料産業紹介資料産業紹介資料 

   第 4編 滿洲商工事情滿洲商工事情滿洲商工事情滿洲商工事情 昭和11年 
      鄭瑞麟編 

    昭和12(1937)    118ｐ 

 

        産業部東京出張所産業部東京出張所産業部東京出張所産業部東京出張所                                                                                                                                                                                                                         
  フエルト帽体工業ニ関スル一資フエルト帽体工業ニ関スル一資フエルト帽体工業ニ関スル一資フエルト帽体工業ニ関スル一資料料料料    
          市川泰次郎担当 

   昭和12(1937)    23 leaves 
 

    本邦パルプ工業ノ現状ニ関スル一調査本邦パルプ工業ノ現状ニ関スル一調査本邦パルプ工業ノ現状ニ関スル一調査本邦パルプ工業ノ現状ニ関スル一調査(続 1) 
     将来十年間ニ於ケル自給可能量ノ一推定 
      附:各国木材パルプ需給表 
    市川泰次郎担当 

     昭和12(1937)    47 leaves 
 

        上海事務所上海事務所上海事務所上海事務所 

  上海滿鉄時局資料上海滿鉄時局資料上海滿鉄時局資料上海滿鉄時局資料 

   第 1編 中支占領地区農業経済概観中支占領地区農業経済概観中支占領地区農業経済概観中支占領地区農業経済概観    
                  刈屋九太郎担当 

    昭和13(1938)    66ｐ 

 

      第 2編 再建過程の中支那経済再建過程の中支那経済再建過程の中支那経済再建過程の中支那経済    
                  米澤秀夫編 

    昭和13(1938)    66ｐ 

 

    上海事務所調査室上海事務所調査室上海事務所調査室上海事務所調査室     
  極東に於ける獨逸の権益と政策極東に於ける獨逸の権益と政策極東に於ける獨逸の権益と政策極東に於ける獨逸の権益と政策    
             クルト･ブロッホ編  河野新訳 

   昭和15(1940)    112ｐ 
      原書名:Kurt Bloch:German Interests and  
             Policies in the Far East. 
    
        上海事務所研究室上海事務所研究室上海事務所研究室上海事務所研究室                                                                                                                                                                                                                                         
  上海滿鉄調査資料上海滿鉄調査資料上海滿鉄調査資料上海滿鉄調査資料 

   第 6編 浙江財閥浙江財閥浙江財閥浙江財閥     志村悦郎著 

    昭和4(1929)    146ｐ  

 

      第 7編 国民党第三回中央執行委員会国民党第三回中央執行委員会国民党第三回中央執行委員会国民党第三回中央執行委員会    
                                                        第三次全体会議第三次全体会議第三次全体会議第三次全体会議  里見甫訳   

    昭和5(1930)    73ｐ 
        [滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌特刊] 
 

   第 8編 上海に於ける本邦加工綿布業の現況上海に於ける本邦加工綿布業の現況上海に於ける本邦加工綿布業の現況上海に於ける本邦加工綿布業の現況    

                  坂西多郎著 

    昭和5(1930)    73ｐ 
        [滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌特刊] 
 

   第 9編 中國漸進的金本位通貨実施法草案及中國漸進的金本位通貨実施法草案及中國漸進的金本位通貨実施法草案及中國漸進的金本位通貨実施法草案及    
                                                            びその理由報告書びその理由報告書びその理由報告書びその理由報告書    
                  三井雄三郎,和田喜一郎訳 

        昭和5(1930)    193ｐ 
        原書名:Edwin Walter Kemmerer:Project of  
               Law for the Gradual Introduction 
               of a Goldstandard Currency System 
               in China,Together with a Report 
               in Support Thereof.（中華民國国 
               民政府財政専門家委員会より1929 
               年11月11日財政部長に提出） 

            [滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌特刊] 
 

      第10編 中華民國中華民國中華民國中華民國19191919年年年年11111111月月月月1111日より同日より同日より同日より同8888日まで日まで日まで日まで    
                                                            南京に於いて開かれたる全国工商南京に於いて開かれたる全国工商南京に於いて開かれたる全国工商南京に於いて開かれたる全国工商    
                                                                会議会議会議会議         里見甫著 

    昭和5(1930)    60ｐ 
        [滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌滿鉄支那月誌特刊] 
 

   第14編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書 第 1輯 豚毛 
      下田有文訳 

    昭和13(1938)    46ｐ 

 

      第15編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書    
                     第 2輯 アンチモニー及びタングステン  
        張家佑著 前島正道,熊谷康訳 

    昭和13(1938)    35,31ｐ 
        原書名:中國 鉱之生産貿易及経営(中國銀 
               行経済研究室中行月刊．民国27年5 
               月号),中國 鉱之検討(中行月刊, 
               民国27年8月号） 

 

      第16編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書    
                     第 3輯 腸(豚,羊,牛） 
      前島正道 中下 訳 

     昭和13(1938)    32ｐ 
        原書名:上海腸衣業(実業部国際貿易局｢国 
               際貿易情報｣ 第1巻第28期,民国25 
               年7月所載） 

 

   第17編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書 第 4輯 禽毛 
      前島正道 熊谷康訳 

    昭和14(1939)    72ｐ 
        原書名:鵝鴨毛絨(実業部国際貿易局｢国際 
               貿易情報｣ 第2巻第19期-第26期,民 
               国26年4月-6月所載） 

 

   第19編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書    第 5輯 錫 
      張家佑著 前島正道 近藤鐘元訳 

        昭和14(1939)    42ｐ 
        原書名:中国錫之概況(｢中國月刊｣民国27年 
               10月所載） 

 

   第20編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書 第 6輯 麻 
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      中下 訳 

    昭和14(1939)    98ｐ 
        原書名:麻(商品叢書之 1)(実業部貿易局, 
               民国26年） 

 

      第21編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書    
                     第 7輯 生皮(水牛,黄牛,山羊)  前島正
道 

    昭和14(1939)    88ｐ 
        原書名:生皮(実業部国際貿易局｢国際貿易 
               情報｣第1巻 第27期-第31期所載よ 
               り編纂） 

 

      第22編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書    
                     第 8輯 卵及び卵製品  熊谷康担当 

    昭和14(1939)   108ｐ  

 

      第24編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書 第 9輯 胡麻 
      熊谷康訳 

    昭和14(1939)    47ｐ 
        原書名:芝麻(実業部国際貿易局｢国際貿易 
               情報｣第1巻 32期-第38期,民国25年 
               10月-11月所載） 

 

      第25編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書    
                     第10輯 米 -無錫米市場を中心として- 
      岸本清三郎,井田三郎訳 

    昭和14(1939)    139ｐ 
      原書名:無錫米市場調査(社会経済調査所 
               ｢社会経済月報｣第3巻第7期,第8期, 
               民国25年7月,8月） 

 

      第26編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書    
                     第11輯 茶 -其の1 徽州茶- 
      天野元之助,今井長二郎 訳 

    昭和14(1939)    139ｐ 
      原書名:屯渓茶業調査｢国際貿易導報｣第9巻 
               第4号 民国26年4月15日,皖浙新案 
               江流域之茶業｢国際貿易導報｣第6巻 
               第7号 民国23年7月10日,上屯渓緑 
               茶産地検験｢国際貿易導報｣第9巻第 
               5号 民国26年5月15日号の抄訳 

 

      第27編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書    
                     第12輯 茶実及び茶油 
      中下 ,近藤鐘元担当 

    昭和14(1939)    28ｐ  

 

      第29編 支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書支那商品叢書 第14輯 葉煙草  
       熊谷康訳 

    昭和14(1939)    118ｐ 統計 

 

    社長室調査課社長室調査課社長室調査課社長室調査課 

     滿鉄調査資料滿鉄調査資料滿鉄調査資料滿鉄調査資料 

   第8編の2 米國の対支通商政策米國の対支通商政策米國の対支通商政策米國の対支通商政策    
                        道正安治郎著 

    大正11(1922)    92ｐ  

 

      第115編 北滿ニ於ケル大豆ト麻袋ノ採算北滿ニ於ケル大豆ト麻袋ノ採算北滿ニ於ケル大豆ト麻袋ノ採算北滿ニ於ケル大豆ト麻袋ノ採算 

    昭和5(1930)    198ｐ  

 

      第120編 滿州に於ける支那銀行の概要滿州に於ける支那銀行の概要滿州に於ける支那銀行の概要滿州に於ける支那銀行の概要    
                  藤井諒著 

    昭和5(1930)    165ｐ 

 

      第142編 大連を中心として観たる銀市場と大連を中心として観たる銀市場と大連を中心として観たる銀市場と大連を中心として観たる銀市場と    
                                                                銀相場の研究銀相場の研究銀相場の研究銀相場の研究  南郷龍音担当 

    昭和5(1930)   151,38ｐ 表 

 

   第143編 北滿地方に於ける特産物の取引及北滿地方に於ける特産物の取引及北滿地方に於ける特産物の取引及北滿地方に於ける特産物の取引及    
                                                                採算採算採算採算        加悦秀二担当 

    昭和5(1930)    74ｐ 

 

      第153編 滿蒙鉄道の社会及経済に及ぼせる滿蒙鉄道の社会及経済に及ぼせる滿蒙鉄道の社会及経済に及ぼせる滿蒙鉄道の社会及経済に及ぼせる    
                                                                影響影響影響影響    
                                                     前編:滿蒙鉄道概論 
      星野信隆 平野博著 

    昭和6(1931)    516ｐ  図 

 

   第167編 北支事情総覧北支事情総覧北支事情総覧北支事情総覧    
                  土井章 殿生文男著 河野正直編 

    昭和11(1936)    392ｐ 地図 表 

 

     [第115,120編:庶務部調査課 第142,143,153 
      編:総務部調査課 第167編:総務部資料課] 
 

        商事部商事部商事部商事部 

    滿州に於ける炭鉱と其の石炭市場滿州に於ける炭鉱と其の石炭市場滿州に於ける炭鉱と其の石炭市場滿州に於ける炭鉱と其の石炭市場    
             附:世界,日本及支那に於ける石炭概況 
    阿片久五郎担当 

     昭和8(1932)    107,100ｐ  表 

 

        庶務部調査課庶務部調査課庶務部調査課庶務部調査課                                           
    南滿洲鉄道株式会社二十年略史南滿洲鉄道株式会社二十年略史南滿洲鉄道株式会社二十年略史南滿洲鉄道株式会社二十年略史 

      昭和2(1927)    365ｐ 

 

    南滿洲鉄道株式会社第二次十年史南滿洲鉄道株式会社第二次十年史南滿洲鉄道株式会社第二次十年史南滿洲鉄道株式会社第二次十年史 

   昭和3(1928)    1352ｐ  図50 表13 地図
23 
 

  露亜経済調査叢書露亜経済調査叢書露亜経済調査叢書露亜経済調査叢書    第 1編 

      大正15(1926)    6,283p 
      [露亜経済調査叢書,労農露國研究叢書編纂目 
    録8p] 
 

    労農露國研究叢書労農露國研究叢書労農露國研究叢書労農露國研究叢書 

   第 1編 露國の統治組織及機関露國の統治組織及機関露國の統治組織及機関露國の統治組織及機関    露國の各連露國の各連露國の各連露國の各連    
                                                            盟共和国概要盟共和国概要盟共和国概要盟共和国概要     高橋克己等訳 

    大正14(1925)    454p 
 

      第 2編 労農露國に於ける外国人の法律的地労農露國に於ける外国人の法律的地労農露國に於ける外国人の法律的地労農露國に於ける外国人の法律的地    
                                                            位位位位    
                        デ･エム･レーヰン著 内山彼得 訳 

    露國に於ける私営事業及私有財産権露國に於ける私営事業及私有財産権露國に於ける私営事業及私有財産権露國に於ける私営事業及私有財産権    
                                          内山彼得,佐藤有二訳 

    露國の工業組織露國の工業組織露國の工業組織露國の工業組織  小山猛男訳 
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    最高国民経済院及び産業復興局の直轄する最高国民経済院及び産業復興局の直轄する最高国民経済院及び産業復興局の直轄する最高国民経済院及び産業復興局の直轄する    
                                    トラスト模範定款トラスト模範定款トラスト模範定款トラスト模範定款  山下義雄訳 

           露國工業法概要露國工業法概要露國工業法概要露國工業法概要(上)(下)  内山彼得訳 

    露國に於ける労働需給関係露國に於ける労働需給関係露國に於ける労働需給関係露國に於ける労働需給関係    
                                             ミンツ著 戸泉憲溟,小山猛男訳 

    大正14(1925)    514p 
 

     第 3編    革命後の露國農村経済状態革命後の露國農村経済状態革命後の露國農村経済状態革命後の露國農村経済状態    
                                          市川倫,戸泉憲溟訳 

    露國の農村経済統計露國の農村経済統計露國の農村経済統計露國の農村経済統計    
                                          クレピコフ著 柳澤新一郎訳 

       露國の国営事業露國の国営事業露國の国営事業露國の国営事業    
                                          太田三孝,佐藤有二郎訳 

    露領極東及西比利の経済事情露領極東及西比利の経済事情露領極東及西比利の経済事情露領極東及西比利の経済事情(上)(下) 
            高橋克己,市川倫訳 

       露國の自治共和国及自治州露國の自治共和国及自治州露國の自治共和国及自治州露國の自治共和国及自治州  高橋克己訳 

    大正14(1925)    495p 
 

     第 4編 ソヴェート聯邦通ソヴェート聯邦通ソヴェート聯邦通ソヴェート聯邦通商事情商事情商事情商事情(上)(下) 
            小山猛男訳 

    ソヴェート聯邦外国貿易の制度及組織ソヴェート聯邦外国貿易の制度及組織ソヴェート聯邦外国貿易の制度及組織ソヴェート聯邦外国貿易の制度及組織    
                                          田中有年調査 

    大正14(1925)   510p 
 

        総局旅客課総局旅客課総局旅客課総局旅客課 

  滿洲通信滿洲通信滿洲通信滿洲通信    冬の巻  佐藤眞美編 

   昭和16(1941)    30ｐ 

 

        総裁室弘報課総裁室弘報課総裁室弘報課総裁室弘報課 

     弘報資料弘報資料弘報資料弘報資料 

   第102号 開拓地ノ初等教育開拓地ノ初等教育開拓地ノ初等教育開拓地ノ初等教育  鈴木守編 

    昭和15(1940)    42 leaves 
 

      第106号 牡丹江省ト間島省牡丹江省ト間島省牡丹江省ト間島省牡丹江省ト間島省 

    昭和16(1941)    27 leaves 
 

    南滿洲鉄道株式会社三十年略史南滿洲鉄道株式会社三十年略史南滿洲鉄道株式会社三十年略史南滿洲鉄道株式会社三十年略史 

   昭和12(1937)    733ｐ 図70 表4 地図1 
 

    大陸資料大陸資料大陸資料大陸資料 

   滿洲に於ける鉄鋼配給機構と価格の値上げ問滿洲に於ける鉄鋼配給機構と価格の値上げ問滿洲に於ける鉄鋼配給機構と価格の値上げ問滿洲に於ける鉄鋼配給機構と価格の値上げ問    
                            題題題題 

    昭和15(1940)    8p 
 

         大連港の滞貨問題大連港の滞貨問題大連港の滞貨問題大連港の滞貨問題 

    昭和15(1940)    8p 
 

      滿人中小商工業経営業態滿人中小商工業経営業態滿人中小商工業経営業態滿人中小商工業経営業態 

    昭和15(1940)    8p 
 

         撫順炭鉱に於ける工人管理撫順炭鉱に於ける工人管理撫順炭鉱に於ける工人管理撫順炭鉱に於ける工人管理 

    昭和15(1940)    8p 
 

      滿洲農業政策の遂行線上に滿洲農業政策の遂行線上に滿洲農業政策の遂行線上に滿洲農業政策の遂行線上に於ける合作社の役於ける合作社の役於ける合作社の役於ける合作社の役    
                            割割割割 

    昭和15(1940)    8p 
 

         滿鉄の財政と営業状態滿鉄の財政と営業状態滿鉄の財政と営業状態滿鉄の財政と営業状態 

    昭和15(1940)    8p 
 

      開拓地小学校教育の現状開拓地小学校教育の現状開拓地小学校教育の現状開拓地小学校教育の現状 

    昭和15(1940)    8p 
 

      滿鉄々道運賃改正について滿鉄々道運賃改正について滿鉄々道運賃改正について滿鉄々道運賃改正について 

    昭和15(1940)    6p 
 

      日本人開拓農家適正規模日本人開拓農家適正規模日本人開拓農家適正規模日本人開拓農家適正規模 

    昭和15(1940)    8p 
 

         滿洲における資金問題滿洲における資金問題滿洲における資金問題滿洲における資金問題 

    昭和15(1940)    8p 
 

      關貿連の組織及び運用關貿連の組織及び運用關貿連の組織及び運用關貿連の組織及び運用 

    昭和16(1941)    14p 
 

         滿洲開拓医学と其の研究機関滿洲開拓医学と其の研究機関滿洲開拓医学と其の研究機関滿洲開拓医学と其の研究機関 

    昭和16(1941)    6p 
 

      財滿邦人財滿邦人財滿邦人財滿邦人((((産業人産業人産業人産業人))))の結核死亡率の推移と其のの結核死亡率の推移と其のの結核死亡率の推移と其のの結核死亡率の推移と其の    
                            予防予防予防予防 

    昭和16(1941)    8p 
 

         全滿省長会議の成果全滿省長会議の成果全滿省長会議の成果全滿省長会議の成果 

    昭和16(1941)    6p 
 

      滿鉄用度業務の現段階滿鉄用度業務の現段階滿鉄用度業務の現段階滿鉄用度業務の現段階 

    昭和16(1941)    8p 
 

      海運統制の展開と其の環境海運統制の展開と其の環境海運統制の展開と其の環境海運統制の展開と其の環境 

    昭和16(1941)    12p 
 

      滿洲農業政策滿洲農業政策滿洲農業政策滿洲農業政策の新段階の新段階の新段階の新段階 

    昭和16(1941)    6p 
 
         開拓農法の転換開拓農法の転換開拓農法の転換開拓農法の転換 

    昭和16(1941)    8p 
 

      義勇隊開拓団の発足義勇隊開拓団の発足義勇隊開拓団の発足義勇隊開拓団の発足 

    昭和16(1941)    9p 
 

         滿洲國基本国策大綱滿洲國基本国策大綱滿洲國基本国策大綱滿洲國基本国策大綱((((全文全文全文全文)))) 
    昭和17(1942)    14p  
        [康徳9年(昭和17年)12月8日発表] 
 

   滿洲國財政の発展滿洲國財政の発展滿洲國財政の発展滿洲國財政の発展 

    昭和18(1943)    8p 
 

      開拓政策の実績と第２期の展開開拓政策の実績と第２期の展開開拓政策の実績と第２期の展開開拓政策の実績と第２期の展開 

    昭和18(1943)    10p 
 

      滿洲重要日用品統制組合の全貌滿洲重要日用品統制組合の全貌滿洲重要日用品統制組合の全貌滿洲重要日用品統制組合の全貌 

    昭和18(1943)    6p 
 

         滿･關貿易連合会の設立滿･關貿易連合会の設立滿･關貿易連合会の設立滿･關貿易連合会の設立 

    昭和18(1943)    9p 
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      滿關雑貨統制組合の概要滿關雑貨統制組合の概要滿關雑貨統制組合の概要滿關雑貨統制組合の概要 

    昭和18(1943)    8p 
 
         戦時下の白系露人戦時下の白系露人戦時下の白系露人戦時下の白系露人    
                            ―主として滿洲國を中心として――主として滿洲國を中心として――主として滿洲國を中心として――主として滿洲國を中心として― 

    昭和18(1943)    8p 
 

      滿洲國に於ける主要必需品の配給事情滿洲國に於ける主要必需品の配給事情滿洲國に於ける主要必需品の配給事情滿洲國に於ける主要必需品の配給事情 

    昭和18(1943)    10p 
 

    東亜新書東亜新書東亜新書東亜新書 

   1.  東亜民族結合と外国勢力東亜民族結合と外国勢力東亜民族結合と外国勢力東亜民族結合と外国勢力     尾崎秀實 

     昭和16(1941)    102ｐ 

 

      2.  近代支那思想近代支那思想近代支那思想近代支那思想  藤原定 

     昭和16(1941)    113ｐ 

 

      4.  支那工業の発達支那工業の発達支那工業の発達支那工業の発達     尾崎庄太郎 

     昭和16(1941)    166ｐ  
 

      6.  北東アジアの諸民族北東アジアの諸民族北東アジアの諸民族北東アジアの諸民族  山本幡男 

     昭和16(1941)    124ｐ 

 

   7.  滿洲国境問題滿洲国境問題滿洲国境問題滿洲国境問題  増田忠雄 

     昭和16(1941)    133ｐ 

 

      8.  東亜とユダヤ問題東亜とユダヤ問題東亜とユダヤ問題東亜とユダヤ問題  小山猛夫 

     昭和16(1941)    128ｐ 

 

      9.  滿洲協和会の発達滿洲協和会の発達滿洲協和会の発達滿洲協和会の発達  小山貞知 

     昭和16(1941)   94ｐ 

 

     10.     滿洲の農業経営滿洲の農業経営滿洲の農業経営滿洲の農業経営  平野番 

     昭和16(1941)    138ｐ 

 

     11.  東亜の石炭方策東亜の石炭方策東亜の石炭方策東亜の石炭方策  久保孚 

     昭和16(1941)    112ｐ 

 

     13.  石炭液化工業の諸問題石炭液化工業の諸問題石炭液化工業の諸問題石炭液化工業の諸問題  阿部良之助 

     昭和16(1941)    86ｐ 

 

        天津事務所調査課天津事務所調査課天津事務所調査課天津事務所調査課 

  北支経済資料北支経済資料北支経済資料北支経済資料 

   第 2輯 山西省の産業と貿易概況山西省の産業と貿易概況山西省の産業と貿易概況山西省の産業と貿易概況    
                  伊澤公幸,大平正美著 

    昭和11(1936)    87ｐ 

 

      第 3輯 山西省河川測量報告書山西省河川測量報告書山西省河川測量報告書山西省河川測量報告書    
                                                            ((((潅漑及水電ニ関スル資料潅漑及水電ニ関スル資料潅漑及水電ニ関スル資料潅漑及水電ニ関スル資料))))    
                  トッド著  山口勇男 訳 

    昭和11(1936)    75ｐ 地図 

 

      第 6輯 山東の畜牛山東の畜牛山東の畜牛山東の畜牛    
                  水野薫,友清繁男報告 

    昭和11(1936)    100ｐ 

 

      第39輯 天津棉花運銷概況天津棉花運銷概況天津棉花運銷概況天津棉花運銷概況    
                                                        附:天津棉花統計 

      北支事務局調査班編  片山英夫訳 

    昭和12(1937)    119ｐ 
       原書名:金城銀行総経理天理調査部編:天津 
               棉花運銷概況 附:天津棉花統計 

 

   北支経済提要北支経済提要北支経済提要北支経済提要 

   第 1表 北支鉱産要覧北支鉱産要覧北支鉱産要覧北支鉱産要覧 

    昭和11(1936)   1枚 

 

      第 2表 北支港湾要覧北支港湾要覧北支港湾要覧北支港湾要覧 

    昭和11(1936)    1枚 

 

        鉄道部鉄道部鉄道部鉄道部 

  大連港大連港大連港大連港 

   昭和4(1929)    49ｐ 

 

        鉄道部貨物課鉄道部貨物課鉄道部貨物課鉄道部貨物課                                                                                                                                                                                                                
  混保十五年史混保十五年史混保十五年史混保十五年史 

   昭和11(1936)    300ｐ   表19  図35 
 

  鉄路総局鉄路総局鉄路総局鉄路総局                                                                                                                                                                                     
   滿洲国有鉄道の現在及将来滿洲国有鉄道の現在及将来滿洲国有鉄道の現在及将来滿洲国有鉄道の現在及将来  宇佐見寛爾講演 
    昭和8(1933)    21ｐ 
 

    敦化圖們間鉄道の完成と日滿関係敦化圖們間鉄道の完成と日滿関係敦化圖們間鉄道の完成と日滿関係敦化圖們間鉄道の完成と日滿関係                      
    昭和8(1933)    93ｐ                               
 

    鉄路総局哈爾鉄路総局哈爾鉄路総局哈爾鉄路総局哈爾濱図書館濱図書館濱図書館濱図書館                                                                                                                                                                                
  亜細亜文庫図書目録亜細亜文庫図書目録亜細亜文庫図書目録亜細亜文庫図書目録 
      昭和13(1938)    377ｐ 
      露文名:Каталог Книг Азиаго Отдела 
                        Хардинскй Бидлиотеки Ю.М.Ж.Д. 
 

    亜細亜文庫図書目録亜細亜文庫図書目録亜細亜文庫図書目録亜細亜文庫図書目録    追録第一 

   昭和17(1942)    68ｐ 

 

[哈爾濱図書館所属部局変遷:昭和12年-昭和14年 
 鉄道総局,昭和17年 新京支社] 
 

        東亜経済調査局東亜経済調査局東亜経済調査局東亜経済調査局 

  邦文パンフレット分類目録邦文パンフレット分類目録邦文パンフレット分類目録邦文パンフレット分類目録 

   大正15(1926)    147,20ｐ 

 

    邦文図書分類目録邦文図書分類目録邦文図書分類目録邦文図書分類目録 

   大正15(1926)    301ｐ 

 

       経済資料経済資料経済資料経済資料 

   第10巻第 2号 震災と本邦繊維工業震災と本邦繊維工業震災と本邦繊維工業震災と本邦繊維工業 

    大正13(1924)    107ｐ  

 

      第10巻第 6号 支那貿易の趨勢支那貿易の趨勢支那貿易の趨勢支那貿易の趨勢 上編(1) 
       大正13(1924)    151ｐ  図13 
 

      第10巻第 7号 支那貿易の趨勢支那貿易の趨勢支那貿易の趨勢支那貿易の趨勢 上編(2) 
        大正13(1924)    144ｐ 表42 
 

      第10巻第12号 日本に於けるマニラヘンプ加日本に於けるマニラヘンプ加日本に於けるマニラヘンプ加日本に於けるマニラヘンプ加    
                                                                                    工業工業工業工業 



 

   207 
 

    大正13(1924)    89,21ｐ 

 
      第10巻第12号附録 円為替政策の研究円為替政策の研究円為替政策の研究円為替政策の研究    
                  永雄策郎著 

    大正13(1924)    34ｐ  

 

      第11巻第 1号 日滿関係の過去現在及将来日滿関係の過去現在及将来日滿関係の過去現在及将来日滿関係の過去現在及将来 

    大正14(1925)    248ｐ  表 

 

      第11巻第 2号 伊太利移民の研究伊太利移民の研究伊太利移民の研究伊太利移民の研究 

    大正14(1925)    132ｐ  表 

 

      第11巻第 3号 各国に於ける燃料問題各国に於ける燃料問題各国に於ける燃料問題各国に於ける燃料問題 

    大正14(1925)    141,23ｐ 

 

      第11巻第 3号附録 露國と亜細亜諸国との条露國と亜細亜諸国との条露國と亜細亜諸国との条露國と亜細亜諸国との条    
                                                                                                    約約約約 

    大正14(1925)    53ｐ 

 

      第11巻第 4号 本邦食料問題と肥料本邦食料問題と肥料本邦食料問題と肥料本邦食料問題と肥料 

    大正14(1925)    96,24ｐ 

 

   第11巻第 5号 支那に対する門戸開放主義支那に対する門戸開放主義支那に対する門戸開放主義支那に対する門戸開放主義 

    大正14(1925)    120,21ｐ 

 

      第11巻第 7号 国際的に見たる生活標準問題国際的に見たる生活標準問題国際的に見たる生活標準問題国際的に見たる生活標準問題 

    大正14(1925)    151,22ｐ 

 

      第11巻第 8号 本邦企業集権の現勢本邦企業集権の現勢本邦企業集権の現勢本邦企業集権の現勢 

    大正14(1925)    103,20ｐ 
 
   第11巻第 9号 新経済政策実施以後のロシア新経済政策実施以後のロシア新経済政策実施以後のロシア新経済政策実施以後のロシア    
                                                                                    経済経済経済経済(上) 
    大正14(1925)    116,15ｐ 

 

      第11巻第11号 不当廉売の研究不当廉売の研究不当廉売の研究不当廉売の研究 

    大正14(1925)    88,21ｐ 

 

      第11巻第12号 亜米利加合衆國関税制度の発亜米利加合衆國関税制度の発亜米利加合衆國関税制度の発亜米利加合衆國関税制度の発    
                                                                                    達達達達(上) 
    大正14(1925)    119,17ｐ  

 

      第12巻第 1号    南米の国際闘争南米の国際闘争南米の国際闘争南米の国際闘争 

    大正15(1926)    102,23ｐ  

 

      第12巻第 2号 我国の関税我国の関税我国の関税我国の関税 

    大正15(1926)    112,18ｐ 

 

      第12巻第 3号 支那の社会組織支那の社会組織支那の社会組織支那の社会組織 

    大正15(1926)    6,294ｐ  
 

      第12巻第 3号附録 支那の社会運動支那の社会運動支那の社会運動支那の社会運動 

    大正15(1926)    300,18ｐ 

 

      第12巻第 4号 本邦企業集権の現勢本邦企業集権の現勢本邦企業集権の現勢本邦企業集権の現勢    其2 
        大正15(1926)    94,20ｐ  

 

      第12巻第 6号 滿鉄を中心とする外交滿鉄を中心とする外交滿鉄を中心とする外交滿鉄を中心とする外交    

                                                                        ----東亜に於ける日米衝突の基調東亜に於ける日米衝突の基調東亜に於ける日米衝突の基調東亜に於ける日米衝突の基調----    
                     永雄策郎著 

    大正15(1926)    150,30ｐ 
 

      第12巻第 7号    支那の興国運動支那の興国運動支那の興国運動支那の興国運動 

    大正15(1926)    292,18ｐ 

 

      第12巻第 9号 支那の労働運動支那の労働運動支那の労働運動支那の労働運動 

    大正15(1926)    310ｐ 

 

      第12巻第10号    加奈陀太平洋鉄道の沿革加奈陀太平洋鉄道の沿革加奈陀太平洋鉄道の沿革加奈陀太平洋鉄道の沿革 其1 
      Harold A.Innis著   高野忠雄訳補  

    大正15(1926)    88,27ｐ 
        原書名:A History of the Canadian Pacific 
               Railway. 
 

      第12巻第11号 ロシアに於ける労働者状態ロシアに於ける労働者状態ロシアに於ける労働者状態ロシアに於ける労働者状態    
                                    ―新経済政策実施以後のロシア経済―新経済政策実施以後のロシア経済―新経済政策実施以後のロシア経済―新経済政策実施以後のロシア経済    中―中―中―中― 

    大正15(1926)    117,23ｐ  表7ｐ 

 

   第13巻第 1号 生活標準問題研究生活標準問題研究生活標準問題研究生活標準問題研究    
                                    ―国際的に見たる生活標準問題―国際的に見たる生活標準問題―国際的に見たる生活標準問題―国際的に見たる生活標準問題 下―下―下―下― 

    昭和2(1927)    71,21ｐ 

 

      第13巻第 2号 我国に於ける化学工業の発達我国に於ける化学工業の発達我国に於ける化学工業の発達我国に於ける化学工業の発達 

    昭和2(1927)    194,29ｐ 

 

      第13巻第 3号附録 支那に於ける新聞発達小支那に於ける新聞発達小支那に於ける新聞発達小支那に於ける新聞発達小    
                                                                                                    史史史史  伊藤武雄著 

    昭和2(1927)    56ｐ 

 

      第13巻第 4号 本邦基礎産業集中の現勢本邦基礎産業集中の現勢本邦基礎産業集中の現勢本邦基礎産業集中の現勢 其3 
    昭和2(1927)    97,6,36ｐ 

 

      第13巻第 5号 滿洲労働問題の数的一考察滿洲労働問題の数的一考察滿洲労働問題の数的一考察滿洲労働問題の数的一考察 

    昭和2(1927)    79,35ｐ 

 

   第13巻第 6号 世界列強の石油争奪戦世界列強の石油争奪戦世界列強の石油争奪戦世界列強の石油争奪戦 

    昭和2(1927)    82,34ｐ  

 

      第13巻第 6号附録 山西の石炭山西の石炭山西の石炭山西の石炭 

    昭和2(1927)    57ｐ 
        [湖南実業雑誌 第92,93号所載の｢山西之 
         煤礦｣上下篇の翻訳] 
 

   第13巻第 7号 滿洲物産の内地需要趨勢滿洲物産の内地需要趨勢滿洲物産の内地需要趨勢滿洲物産の内地需要趨勢 

    昭和2(1927)    171,34ｐ 

 

      第13巻第 8号 長江流域に於ける日本の経済長江流域に於ける日本の経済長江流域に於ける日本の経済長江流域に於ける日本の経済    
                                                                                    的地位的地位的地位的地位 

    昭和2(1927)    124,34ｐ 

      第13巻第 9号 上海の金融機関上海の金融機関上海の金融機関上海の金融機関 

    昭和2(1927)    100,38,30ｐ 

 

      第13巻第10号 本邦食料問題と滿洲本邦食料問題と滿洲本邦食料問題と滿洲本邦食料問題と滿洲 

    昭和2(1927)    105,27ｐ 

 

      第13巻第11号 L.M.S. L.M.S. L.M.S. L.M.S. 鉄道会社と従事員の鉄道会社と従事員の鉄道会社と従事員の鉄道会社と従事員の    
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                                                                                    待遇待遇待遇待遇 

    昭和2(1927)    147,19ｐ 

      第13巻第12号 華僑華僑華僑華僑 

    昭和2(1927)    218,27ｐ 

 

      第13巻第12号附録 支那に於ける英國の帝国支那に於ける英國の帝国支那に於ける英國の帝国支那に於ける英國の帝国    
                                                                                                    主義主義主義主義    
                  Elinor Burns著 

    昭和2(1927)    64ｐ 
      原書名:British Imperialism in China.  
               (Colonial Series,Labour Research 
                Department,London) 
 

   第14巻第 1号 世界人造絹糸の需給趨勢世界人造絹糸の需給趨勢世界人造絹糸の需給趨勢世界人造絹糸の需給趨勢 

    昭和3(1928)    94,25ｐ  

 

      第14巻第 2号 東部吉林省経済事情東部吉林省経済事情東部吉林省経済事情東部吉林省経済事情 

    昭和3(1928)    37,621,27ｐ 図3 地図 
 
      第14巻第 3号    在留支那貿易商在留支那貿易商在留支那貿易商在留支那貿易商 

    昭和3(1928)    64,23ｐ 

 

      第14巻第 4号 植民地鉄道の世界経済的及世植民地鉄道の世界経済的及世植民地鉄道の世界経済的及世植民地鉄道の世界経済的及世    
                                                                                    界政策的研究乃至植民地鉄界政策的研究乃至植民地鉄界政策的研究乃至植民地鉄界政策的研究乃至植民地鉄    
                                                                                        道道道道の外的研究の外的研究の外的研究の外的研究(1) 
        第 1編 植民地鉄道及植民地鉄道政策の意植民地鉄道及植民地鉄道政策の意植民地鉄道及植民地鉄道政策の意植民地鉄道及植民地鉄道政策の意    
                                                                    義義義義 

    第 2編 植民地鉄道の世界経済的及世界政植民地鉄道の世界経済的及世界政植民地鉄道の世界経済的及世界政植民地鉄道の世界経済的及世界政    
                                                                    策的乃至植民地鉄道の外的研究策的乃至植民地鉄道の外的研究策的乃至植民地鉄道の外的研究策的乃至植民地鉄道の外的研究    
        永雄策郎著 

    昭和3(1928)    280,28ｐ 

 

      第14巻第 5号 植民地鉄道の世界経済的及世植民地鉄道の世界経済的及世植民地鉄道の世界経済的及世植民地鉄道の世界経済的及世    
                                                                                    界政策的研究乃至植民地鉄界政策的研究乃至植民地鉄界政策的研究乃至植民地鉄界政策的研究乃至植民地鉄    
                                                                                        道の外的研究道の外的研究道の外的研究道の外的研究(2)  

    第 3編 滿鉄を中心とする外交｢太平洋問滿鉄を中心とする外交｢太平洋問滿鉄を中心とする外交｢太平洋問滿鉄を中心とする外交｢太平洋問    
                                                                    題に関する特殊重要研究｣題に関する特殊重要研究｣題に関する特殊重要研究｣題に関する特殊重要研究｣ 
    昭和3(1928)    183,27ｐ 地図 

 

      第14巻第 6号 極東の鉱産業極東の鉱産業極東の鉱産業極東の鉱産業(1) 
                     -東洋文明の発達に及ぼす 
                      重要鉱産資源の影響- 
       H.Foster Bain著   

    昭和3(1928)    93,27ｐ 
      原書名:Ores and Industry in the Far East  
               the Influence of the Key Mineral  
               Resources on the Development of 
               Oriental Civilization.   

 

      第14巻第 7号 ロシアに於ける協同組合ロシアに於ける協同組合ロシアに於ける協同組合ロシアに於ける協同組合    
                                                                            新経済政策実施以後のロシア新経済政策実施以後のロシア新経済政策実施以後のロシア新経済政策実施以後のロシア    
                                                                                    経済経済経済経済 下 

    昭和3(1928)    120,32ｐ 

 

      第14巻第 8号 内地化学工業に対する滿洲の内地化学工業に対する滿洲の内地化学工業に対する滿洲の内地化学工業に対する滿洲の    
                                                                                    価値価値価値価値 

    昭和3(1928)    123,26ｐ                                         
 

      第14巻第 9号  支那に於ける国際財団支那に於ける国際財団支那に於ける国際財団支那に於ける国際財団    
                                                                                    ((((小沿革小沿革小沿革小沿革)))) 
        昭和3(1928)    109,52,30p 
 

      第14巻第10号 獨逸国有鉄道会社研究獨逸国有鉄道会社研究獨逸国有鉄道会社研究獨逸国有鉄道会社研究 

    昭和3(1928)    129,25ｐ 

 

   第14巻第11号 極東の鉱産業極東の鉱産業極東の鉱産業極東の鉱産業(2) 
                     -東洋文明の発達に及ぼす 
                      重要鉱産資源の影響- 
        H.Foster Bain 著  

        昭和3(1928)    184,31ｐ 
        [第 4章 石油篇:W.B.Heroy 著] 
 

   第14巻第12号 支那貿易の趨勢支那貿易の趨勢支那貿易の趨勢支那貿易の趨勢 下編(1) 
        昭和3(1928)    134,26ｐ 

 

      第15巻第 1号 亜細亜露西亜鉄道亜細亜露西亜鉄道亜細亜露西亜鉄道亜細亜露西亜鉄道政策政策政策政策    
                  Georg Cleinow 著 

    昭和4(1929)    62,6,33ｐ 地図 
        原書名:Eisenbahnbauten und-Plane in   
               Russisch-Asien. 
 

      第15巻第 2号 米國の中米政策米國の中米政策米國の中米政策米國の中米政策 第 1 
                    附:米國の対玖瑪投資 

    昭和4(1929)    134,34,21ｐ 地図  
 

    第15巻第5･6号 支那の制度より見たる蒙古支那の制度より見たる蒙古支那の制度より見たる蒙古支那の制度より見たる蒙古 

    昭和4(1929)    251,45ｐ 

 

   第15巻第5･6号附録 滿洲に於ける私帖滿洲に於ける私帖滿洲に於ける私帖滿洲に於ける私帖    
                                                                                                 附:私帖及類似券雛形 

    昭和4(1929)    38ｐ 図 6 
 

     第15巻第7･8号 支那産業革命概観支那産業革命概観支那産業革命概観支那産業革命概観    
                  李達著 

    昭和4(1929)    7,128ｐ  

 

      第15巻第10･11号 支那社会の史的分析支那社会の史的分析支那社会の史的分析支那社会の史的分析    
                                                附:士大夫身分と知識階級, 
                         支那社会史の一考察 
       陶希聖著 

    昭和4(1929)    191ｐ 

 

      第15巻第12号 世界人絹業の発達と米國生糸世界人絹業の発達と米國生糸世界人絹業の発達と米國生糸世界人絹業の発達と米國生糸    
                                                                                    及人絹の消費及人絹の消費及人絹の消費及人絹の消費    
                   附:生糸及人絹価格変動の本 
                       邦蚕糸業に及ぼす影響 

    昭和4(1929)    143ｐ  
      
      第16巻第4･5号 産業合理化の理論と実際産業合理化の理論と実際産業合理化の理論と実際産業合理化の理論と実際    
                  エル･アーヰック等著 

    昭和5(1930)    293,25ｐ 

 

      第16巻第 7号 世界綿業の危機世界綿業の危機世界綿業の危機世界綿業の危機 

    昭和5(1930)    124,36ｐ 

 

      第16巻第 8号 最近の関税問題最近の関税問題最近の関税問題最近の関税問題 
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    昭和5(1930)    134,55ｐ 地図 

 

      第16巻第 9号  軍縮会議とその波紋軍縮会議とその波紋軍縮会議とその波紋軍縮会議とその波紋 

    昭和5(1930)    113,41ｐ 

 

   第16巻第10号 労農聯邦の財政々策労農聯邦の財政々策労農聯邦の財政々策労農聯邦の財政々策 

        昭和5(1930)    91,46ｐ  

 

      第16巻第11号 失業対策研究失業対策研究失業対策研究失業対策研究 

    昭和5(1930)    134,39ｐ 

 
      第16巻第12号 世界海運業の不況世界海運業の不況世界海運業の不況世界海運業の不況 

    昭和5(1930)    143,41ｐ  

 

      第17巻第 1号 英英英英,,,,米米米米,,,,獨獨獨獨,,,,佛佛佛佛,,,,伊の金解禁経緯伊の金解禁経緯伊の金解禁経緯伊の金解禁経緯 

    昭和6(1931)    105,30ｐ 

 

      第17巻第 2号    数字を以て表せる世界のエネ数字を以て表せる世界のエネ数字を以て表せる世界のエネ数字を以て表せる世界のエネ    
                                                                                    ルギー経済ルギー経済ルギー経済ルギー経済    
             附:原動機の生産,使用及び外国貿易 
       Dr.Wilhelm Leisze著 

    昭和6(1931)    175,49ｐ 
        原書名:Die Energiewirtschaft der Welt in 
               Zahien.  [附:Gerhard Bolwin 著] 
 

   通巻第176  米國の対支経済政策米國の対支経済政策米國の対支経済政策米國の対支経済政策    
                  田中九一編 

    昭和6(1931)    182ｐ 

 

   通巻第178     我国木材需給と米材我国木材需給と米材我国木材需給と米材我国木材需給と米材,,,,滿洲材滿洲材滿洲材滿洲材    
                  枝吉勇調査 

    昭和7(1932)    183ｐ  [資源研究第 1] 
 

   通巻第179     支那紡績業の発達とその将来支那紡績業の発達とその将来支那紡績業の発達とその将来支那紡績業の発達とその将来    
                                                                        ―本邦紡績業より見たる――本邦紡績業より見たる――本邦紡績業より見たる――本邦紡績業より見たる― 

    山口辰六郎編 

    昭和7(1932)    140ｐ 

 

   通巻第180 本邦に於ける米の需給本邦に於ける米の需給本邦に於ける米の需給本邦に於ける米の需給    
                                                                 附:滿洲に於ける米 
      五十子宇平調査 

        昭和7(1932)    114ｐ  [資源研究第 2] 
 

      通巻第181  本邦に於ける棉花の需給本邦に於ける棉花の需給本邦に於ける棉花の需給本邦に於ける棉花の需給    
                附:滿洲に於ける棉花 
      五十子宇平調査 

        昭和7(1932)    163ｐ  [資源研究第 3] 
 

      通巻第182  本邦鉄鋼業の現勢本邦鉄鋼業の現勢本邦鉄鋼業の現勢本邦鉄鋼業の現勢  枝吉勇著 

    昭和8(1933)    215ｐ 
 

   通巻第183  銀及銀価低落の研究銀及銀価低落の研究銀及銀価低落の研究銀及銀価低落の研究    
      水野政直著 

    昭和8(1933)    119ｐ 
 

   通巻第184  本邦を中心とせる石炭需給本邦を中心とせる石炭需給本邦を中心とせる石炭需給本邦を中心とせる石炭需給    
                  竹内正己著 

    昭和8(1933)   310ｐ 

 

      通巻第185  本邦に於ける小麦の需給本邦に於ける小麦の需給本邦に於ける小麦の需給本邦に於ける小麦の需給    
                                                                 附:滿洲に於ける小麦 
      五十子宇平編 

        昭和8(1933)    179ｐ  [資源研究第 4] 
 

      通巻第186  日滿関税政策の研究日滿関税政策の研究日滿関税政策の研究日滿関税政策の研究    
                     細見健三編 

    昭和8(1933)    285ｐ 

 

   通巻第187  獨逸の国家企業獨逸の国家企業獨逸の国家企業獨逸の国家企業  岡崎次郎著 

    昭和8(1933)    158ｐ 

 

   通巻第188  列国の対支投資列国の対支投資列国の対支投資列国の対支投資 上巻 
      C.F.Remer著 平井鎮夫訳 

    昭和9(1934)    255ｐ 
     原書名:Foreign Investments in China. 
 

      通巻第189     列国の対支投資列国の対支投資列国の対支投資列国の対支投資 中巻 
      C.F.Remer著 平井鎮夫訳 

    昭和9(1934)    ｐ257-449 
 

      通巻第190     列国の対支投資列国の対支投資列国の対支投資列国の対支投資 下巻 
      C.F.Remer著 平井鎮夫訳 

    昭和9(1934)    ｐ451-734 
 

      通巻第191  支那近代農民経済史研究支那近代農民経済史研究支那近代農民経済史研究支那近代農民経済史研究    
                  薛農山 李一塵共著  田中忠夫訳      
        昭和10(1935)     387ｐ 

 

    通巻第192  蒙古慣習法の研究蒙古慣習法の研究蒙古慣習法の研究蒙古慣習法の研究    
                  ウエ･ア･リヤザノフスキイ著 米村正一訳 

    昭和10(1935)    450ｐ 

 

   通巻第193  支那農家経済研究支那農家経済研究支那農家経済研究支那農家経済研究 上巻 
      ロッシング･バック著 豊島英夫訳     

        昭和10(1935)    309ｐ 
      原著名:Chinese Farm Economy,1930. 
 

      通巻第194  イギリスの印度統治イギリスの印度統治イギリスの印度統治イギリスの印度統治    
                                                                        ―其経済諸政策の研究――其経済諸政策の研究――其経済諸政策の研究――其経済諸政策の研究―    
                  枝吉勇著 

    昭和10(1035)    304ｐ 

 

   通巻第195  ナチスの経済政策ナチスの経済政策ナチスの経済政策ナチスの経済政策    
                  小田忠夫著 

    昭和10(1935)    259ｐ 

 

   通巻第196  最近の比律賓最近の比律賓最近の比律賓最近の比律賓  濱野末太郎著 

    昭和11(1936)    388ｐ 図 地図 

 

   通巻第197  支那農家経済研究支那農家経済研究支那農家経済研究支那農家経済研究 下巻 
      ロッシング･バック著 

    昭和11(1936)    694ｐ 

 

   通巻第199  英國の対トルコ政策英國の対トルコ政策英國の対トルコ政策英國の対トルコ政策    
                     戸川英胤著 

     昭和16(1941)    169ｐ 
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   通巻第200  アラビア地域と歐州勢力アラビア地域と歐州勢力アラビア地域と歐州勢力アラビア地域と歐州勢力    
                  前嶋信次著 

    昭和16(1941)    213ｐ 地図 

 

   通巻第201  ビルマ仏教徒と慣習法ビルマ仏教徒と慣習法ビルマ仏教徒と慣習法ビルマ仏教徒と慣習法    
                     O.H.Mootham著 國本嘉平次訳 

    昭和17(1942)    213ｐ 
      原書名:Burmese Buddhist Law. 
 

      通巻第202  印度統治機構の史的概観印度統治機構の史的概観印度統治機構の史的概観印度統治機構の史的概観    
                                                             附:英國の印度統治機構重要年表 
       戸野原史朗著 

    昭和17(1942)    159ｐ 表 

 

   通巻第203  印度支那民族誌印度支那民族誌印度支那民族誌印度支那民族誌     山川壽著 

    昭和17(1942)    465ｐ 

 

   通巻第204     福建華僑の送金福建華僑の送金福建華僑の送金福建華僑の送金    
                     鄭林寛著 池田孝道訳 

    昭和18(1943)    212ｐ 図 表 

 

   別冊 支那ソヴェート運動の研究支那ソヴェート運動の研究支那ソヴェート運動の研究支那ソヴェート運動の研究    
                                                附:ソヴェート区に関する資料文献 
        雪竹榮之著 

    昭和9(1934)    459ｐ 図 地図 

 

   別冊 徳川時代の日暹国交徳川時代の日暹国交徳川時代の日暹国交徳川時代の日暹国交  郡司喜一著 

    昭和13(1938)    220ｐ 
       [｢17世紀に於ける日暹関係｣の第 5章の抽 
         出] 
 

  南洋叢書南洋叢書南洋叢書南洋叢書((((経済資料別冊) 
   第 1巻 蘭領東印度篇蘭領東印度篇蘭領東印度篇蘭領東印度篇    
                                                     附:蘭領東印度特殊法規 

    昭和12(1937)    506ｐ  図 地図 

 

   第 2巻 仏領印度支那篇仏領印度支那篇仏領印度支那篇仏領印度支那篇 改訂版 

    昭和16(1941)    887ｐ  図 地図 

 

   第 3巻 英領マレー篇英領マレー篇英領マレー篇英領マレー篇 

    昭和13(1938)    330ｐ  地図 

 

   第 4巻 シャム篇シャム篇シャム篇シャム篇 附:重要諸法規 

    昭和13(1938)    630ｐ  地図 

 

   第 5巻 比律賓篇比律賓篇比律賓篇比律賓篇 

    昭和14(1939)    439,75ｐ 
 

  南洋華僑叢書南洋華僑叢書南洋華僑叢書南洋華僑叢書 

   第 1巻 タイ國に於ける華僑タイ國に於ける華僑タイ國に於ける華僑タイ國に於ける華僑  宮原義登 

    昭和14(1939)    346ｐ 

 

      第 2巻   佛領印度支那に於ける華僑佛領印度支那に於ける華僑佛領印度支那に於ける華僑佛領印度支那に於ける華僑    
                          杉山茂顯,山川壽 

        昭和14(1939)    212,12,2p 
 

   第 3巻 比律賓に於ける華僑比律賓に於ける華僑比律賓に於ける華僑比律賓に於ける華僑    

                  井出季和太著 

    昭和14(1939)    195ｐ 

 

   第 4巻 蘭領印度に於ける華僑蘭領印度に於ける華僑蘭領印度に於ける華僑蘭領印度に於ける華僑    
                     岩隈博,竹林勲雄,後藤友治著 

    昭和15(1940)    404,33,22,39ｐ 地図 
       附:1. 主要都市華僑重要人物調査表 
           2. 華僑主要企業名鑑 
           3. 職業別華僑人口統計 
               (1930年度国勢調査） 

 

   第 5巻 英領馬來英領馬來英領馬來英領馬來,,,,緬甸及濠洲に於ける華僑緬甸及濠洲に於ける華僑緬甸及濠洲に於ける華僑緬甸及濠洲に於ける華僑    
                  井出季和太,須山卓,國本嘉平次著 

    昭和16(1941)    734ｐ 

 

   第 6巻 南洋華僑と福建･広東社会南洋華僑と福建･広東社会南洋華僑と福建･広東社会南洋華僑と福建･広東社会    
                  陳達著 雪竹榮訳 

    昭和14(1939)    328ｐ 
      原書名:南洋華僑與 粤社会 

 

  戦争戦争戦争戦争     アハマッド･ナハジャヴァーン著 
     八木龜太郎訳 

   昭和16(1941)    380ｐ 肖像 表 

 

  泰國の失地回復要求泰國の失地回復要求泰國の失地回復要求泰國の失地回復要求    
          盤谷失地回復期成同盟篇 

   昭和15(1940)    22ｐ 

 

  東亜経済調査局刊行書目録東亜経済調査局刊行書目録東亜経済調査局刊行書目録東亜経済調査局刊行書目録    
             自明治41年9月至昭和4年8月 

   昭和4(1929)    48ｐ 

 

  東亜経済調査局所蔵邦華文図書目録東亜経済調査局所蔵邦華文図書目録東亜経済調査局所蔵邦華文図書目録東亜経済調査局所蔵邦華文図書目録    
             昭和12年3月現在 
    附:東亜経済調査局刊行書 

   昭和12(1937)    507,xvｐ 

 

  東亜小冊東亜小冊東亜小冊東亜小冊 

   第 1 滿蒙に転向せられむとする排日運動滿蒙に転向せられむとする排日運動滿蒙に転向せられむとする排日運動滿蒙に転向せられむとする排日運動 

    昭和4(1929)    15ｐ 

 

   第 2 支那排日教材集支那排日教材集支那排日教材集支那排日教材集 東亜経済調査局訳篇 

    昭和4(1929)    153ｐ 

 

   第 3 太平洋会議について太平洋会議について太平洋会議について太平洋会議について  副島正道著 

    昭和4(1929)    47ｐ 
 

   第 6     国定教科書に於ける海外関係記事国定教科書に於ける海外関係記事国定教科書に於ける海外関係記事国定教科書に於ける海外関係記事 

    昭和5(1930)    127ｐ 

 

   第 7 人民自救の道人民自救の道人民自救の道人民自救の道    
                     杜天一著 江藤夏雄訳 

    昭和5(1930)    14ｐ 

 

   第 8    内外蒙古に対する内外蒙古に対する内外蒙古に対する内外蒙古に対する露國の活動露國の活動露國の活動露國の活動    
                  小川繁著 

    昭和5(1930)    80ｐ 
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   第10 間島問題の経緯間島問題の経緯間島問題の経緯間島問題の経緯 

    昭和6(1931)    38ｐ 地図 

 

   第12 我南洋貿易を阻害する華僑の真相我南洋貿易を阻害する華僑の真相我南洋貿易を阻害する華僑の真相我南洋貿易を阻害する華僑の真相    
                                                附:蘭領東印度の華僑  竹井十郎述 

    昭和7(1932)    91ｐ 

 

   第13 獨逸に於ける公団体の経済的活動獨逸に於ける公団体の経済的活動獨逸に於ける公団体の経済的活動獨逸に於ける公団体の経済的活動 

    昭和8(1933)    73ｐ 

 

   第14  佳木斯移民の実況佳木斯移民の実況佳木斯移民の実況佳木斯移民の実況     市川 平述 

    昭和8(1933)    32ｐ 図 地図 

 

   第15 ソウェート聯邦の極東政策現況ソウェート聯邦の極東政策現況ソウェート聯邦の極東政策現況ソウェート聯邦の極東政策現況    
      神田正種述 

    昭和9(1934)    19ｐ 

 

   第16  支那辺境概観支那辺境概観支那辺境概観支那辺境概観    
            附:新疆,西蔵,雲南関係重要条約 
      重光蔵著 

    昭和10(1935)    164ｐ 

 

   第17 支那経済発展の基礎と段階支那経済発展の基礎と段階支那経済発展の基礎と段階支那経済発展の基礎と段階    
      ウィットフォーゲル著 

    昭和10(1935)    67,5ｐ 
      原書名:K.A.Wittfogel;The Foundations  
               and States of Chinese Economic  
               History. Zeitschrift fur 
               Sozialforchung,Jahrgang  
               IV.1935.Heft 1.Paris 
 

      第18 支那に於ける銀と物価支那に於ける銀と物価支那に於ける銀と物価支那に於ける銀と物価 

    昭和11(1936)    103ｐ 図 
      [国民政府実業部銀物価討論委員会の研究 
         報告書 "Silver and Prices in China" の 
         第 1章｢銀と物価の関係｣の訳]   

 

   第19 支那国民政府の財政支那国民政府の財政支那国民政府の財政支那国民政府の財政    
                                                附:中華民國二十三年度財政報告 
      岡崎三郎著 

        昭和11(1936)    123ｐ 

 

   第20  比律賓重要人物批評比律賓重要人物批評比律賓重要人物批評比律賓重要人物批評  濱野末太郎著 

    昭和14(1939)    71ｐ 

 

  経済統制に関する資料経済統制に関する資料経済統制に関する資料経済統制に関する資料 

   第 1 ファシスト政府の経済政策ファシスト政府の経済政策ファシスト政府の経済政策ファシスト政府の経済政策    
                  枝吉勇編 

    昭和7(1932)    48ｐ  [未定稿] 
 

   第 2 英國炭坑国有問題英國炭坑国有問題英國炭坑国有問題英國炭坑国有問題    
                                             附:英國炭業其後の推移 
      竹内正己編 

    昭和7(1932)    91ｐ  [未定稿] 
 

   第 3 ドイツに於ける石炭統制ドイツに於ける石炭統制ドイツに於ける石炭統制ドイツに於ける石炭統制    
                                             附:石炭統制法及び同施行法条文抄  
       田中九一編 

    昭和7(1932)    45ｐ   [未定稿] 
 

   第 4 英國に於ける貿易統制諸提案英國に於ける貿易統制諸提案英國に於ける貿易統制諸提案英國に於ける貿易統制諸提案 

    昭和9(1934)     29ｐ   [未定稿] 
 

 

附附附附    置置置置    機機機機    関関関関 
 

    滿鉄社員会滿鉄社員会滿鉄社員会滿鉄社員会 

  社員会叢書社員会叢書社員会叢書社員会叢書 

      第 8輯 滿鉄社員健闘録滿鉄社員健闘録滿鉄社員健闘録滿鉄社員健闘録    昭和 7年度版 

    昭和9(1933)    694p  写真 
     [滿洲事変記念出版] 
 

  山本･松岡正副総裁の滿蒙に関する所見山本･松岡正副総裁の滿蒙に関する所見山本･松岡正副総裁の滿蒙に関する所見山本･松岡正副総裁の滿蒙に関する所見 

   昭和4(1929)    30ｐ 図 

 

    滿鉄社員消費組合本部滿鉄社員消費組合本部滿鉄社員消費組合本部滿鉄社員消費組合本部 

  滿鉄社員消費組合十年史滿鉄社員消費組合十年史滿鉄社員消費組合十年史滿鉄社員消費組合十年史     元木照五郎 

   昭和4(1929)    162p  図 

 

    滿鉄奨学資金財団滿鉄奨学資金財団滿鉄奨学資金財団滿鉄奨学資金財団 

  滿鉄奨学資金財団十年史滿鉄奨学資金財団十年史滿鉄奨学資金財団十年史滿鉄奨学資金財団十年史 

   昭和12(1937)    126ｐ 

 

    滿鉄図書館研究会滿鉄図書館研究会滿鉄図書館研究会滿鉄図書館研究会 

  日露戦争関係資料目録日露戦争関係資料目録日露戦争関係資料目録日露戦争関係資料目録((((滿鉄図書館所蔵滿鉄図書館所蔵滿鉄図書館所蔵滿鉄図書館所蔵))))    
             昭和13年末現在 

   昭和15(1940)    39ｐ 
    [滿鉄図書館研究会年報第 4輯附録]  
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関関関関        東東東東        州州州州        関関関関        係係係係    
 

 
關關關關        東東東東        庁庁庁庁 

 

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

    關東庁關東庁關東庁關東庁 

    關東州貿易統計關東州貿易統計關東州貿易統計關東州貿易統計     昭和6年-昭和13年 

   昭和7(1932)-昭和15(1940)    8冊 
    [昭和8年-11年:關東州庁長官官房庶務課編  
      昭和12年,13年:關東局編] 
 

    關東庁長官官房文書課關東庁長官官房文書課關東庁長官官房文書課關東庁長官官房文書課                                                                                                                                                                                                         
   〔關東庁〕庁勢一斑庁勢一斑庁勢一斑庁勢一斑    
      昭和3年,昭和10年,昭和12年 

   昭和4(1929)-昭和12(1937)    3冊 
    [昭和10年,昭和12年:｢關東局局勢一班｣と改 
       題] 
 

    關東庁業態調査結果表關東庁業態調査結果表關東庁業態調査結果表關東庁業態調査結果表    
      第 1回(昭和2年),第 2回(昭和9年) 
   昭和4(1929)-昭和10(1935)    2冊 
    [第 2回以降:關東局官房文書課編｢關東局業 
       態調査結果表｣と改題] 
 

  關東庁管内現住人口統計關東庁管内現住人口統計關東庁管内現住人口統計關東庁管内現住人口統計        昭和7年-昭和11年 

    昭和8(1933)-昭和12(1937)    5冊 
    [昭和9年以降:關東局官房文書課編｢關東局管 
       内現住人口統計｣と改題] 
 

  關東庁労働統計書關東庁労働統計書關東庁労働統計書關東庁労働統計書  昭和2年 

   昭和4(1929)    329,38ｐ 

 

  關東庁統計書關東庁統計書關東庁統計書關東庁統計書    
         第19(大正13年)-第22(昭和2年), 
          第24(昭和4年)-第30(昭和10年)  
     大正14(1925)-昭和11(1936)    11冊 
    [第26-28:長官官房調査課編 第29-30以降: 
       關東局官房文書課編｢關東局統計書｣と改題] 
 

  關東庁統計要覧關東庁統計要覧關東庁統計要覧關東庁統計要覧    
   昭和4年-昭和9年,昭和13年 

   昭和5(1930)-昭和15(1940)    7冊 
    [昭和9年以降:關東局官房文書課編｢關東局統 
       計要覧｣と改題] 
 

  關東庁要覧關東庁要覧關東庁要覧關東庁要覧    
      大正14年,昭和3年,昭和8年-昭和10年, 
          昭和14年,昭和14年附図,昭和16年  

   大正14(1925)-昭和17(1942)    8冊 
    [昭和10年以降:關東局官房文書課編｢關東局 
       要覧｣と改題]  

 

  労働調査概報労働調査概報労働調査概報労働調査概報  昭和11年 

   昭和11(1936)    33ｐ 

 

    關東庁長官官房調査課關東庁長官官房調査課關東庁長官官房調査課關東庁長官官房調査課                                                                                                                                                                                
  關東庁人口動態統計關東庁人口動態統計關東庁人口動態統計關東庁人口動態統計  昭和6年 

   昭和7(1932)    154,23ｐ 

 

    關東庁奉天取引所關東庁奉天取引所關東庁奉天取引所關東庁奉天取引所                                                                                                                                                                                                
  奉天取引所要覧奉天取引所要覧奉天取引所要覧奉天取引所要覧  

   昭和4(1929)    18ｐ 表 

 

    關東庁開原取引所關東庁開原取引所關東庁開原取引所關東庁開原取引所                                                                                                                                                                                                
  〔關東庁開原取引所〕年報年報年報年報  第13号-第17号 

   昭和3(1928)-昭和7(1932)     5冊 

 

    關東庁逓信局關東庁逓信局關東庁逓信局關東庁逓信局                                                                                                                                                                                                                
  電気事業要覧電気事業要覧電気事業要覧電気事業要覧  第 5回 

   昭和8(1933)    211ｐ 図 

 

  電気事業要覧並瓦斯事業要覧電気事業要覧並瓦斯事業要覧電気事業要覧並瓦斯事業要覧電気事業要覧並瓦斯事業要覧    
      第 6回-第 7回 

   昭和9(1934)-昭和10(1935)    2冊 

 

    關東局在滿教務部關東局在滿教務部關東局在滿教務部關東局在滿教務部 

  在滿日本人教育施設要覧在滿日本人教育施設要覧在滿日本人教育施設要覧在滿日本人教育施設要覧  昭和17年度 

   昭和18(1943)    48,25ｐ 

 

    露西亜事情調査会露西亜事情調査会露西亜事情調査会露西亜事情調査会 

  ソウェート聯邦年鑑ソウェート聯邦年鑑ソウェート聯邦年鑑ソウェート聯邦年鑑  1931年版 

   昭和6(1931)    569ｐ 

 

国国国国    勢勢勢勢    調調調調    査査査査 
 

    關東庁長官官房文書課關東庁長官官房文書課關東庁長官官房文書課關東庁長官官房文書課 

  大正１４年国勢調査大正１４年国勢調査大正１４年国勢調査大正１４年国勢調査     第２回第２回第２回第２回    
      大正14年10月1日施行 

      關東庁国勢調査記述篇關東庁国勢調査記述篇關東庁国勢調査記述篇關東庁国勢調査記述篇    
                     附:描画図及比例表  大正14年 

    昭和2(1927)    72,15,117ｐ 

 

   国勢調査世帯及人口国勢調査世帯及人口国勢調査世帯及人口国勢調査世帯及人口  大正14年 

    大正15(1926)    13年 

 

  昭和５年国勢調査昭和５年国勢調査昭和５年国勢調査昭和５年国勢調査  第３回第３回第３回第３回    
            昭和5年10月1日施行 

   關東庁国勢調査比例篇關東庁国勢調査比例篇關東庁国勢調査比例篇關東庁国勢調査比例篇     昭和5年 

    昭和9(1934)    306ｐ 

 

   關東庁国勢調査結果表關東庁国勢調査結果表關東庁国勢調査結果表關東庁国勢調査結果表  昭和5年 

    第 1巻 世帯及住居 

    第 2巻 人口,体性,年令,配偶関係, 
                本籍民籍国籍,普通教育ノ有無, 
                出生地,来住ノ年 

    第 3巻 其ノ 1 職業,産業及失業 

        其ノ 2 職業,産業及失業 

    昭和8(1933)-昭和9(1934)    4冊 
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   關東庁国勢調査記述篇關東庁国勢調査記述篇關東庁国勢調査記述篇關東庁国勢調査記述篇    附:描画図 昭和5年 

    昭和9(1934)    215ｐ 

 

   国勢調査世帯及人口国勢調査世帯及人口国勢調査世帯及人口国勢調査世帯及人口  昭和5年 

    昭和6(1931)    17ｐ 

 

  昭和１０年国勢調査昭和１０年国勢調査昭和１０年国勢調査昭和１０年国勢調査  第４回第４回第４回第４回    
            昭和10年10月1日施行 

      国勢調査世帯及人口国勢調査世帯及人口国勢調査世帯及人口国勢調査世帯及人口  昭和10年 

    昭和11(1936)    29ｐ 

 

   [昭和５年国勢調査:關東庁長官官房臨時国勢調 
    査課,昭和１０年国勢調査:關東局官房文書課]  

 

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

   關東庁長官官房文書課關東庁長官官房文書課關東庁長官官房文書課關東庁長官官房文書課 

    關東庁施政二十年史關東庁施政二十年史關東庁施政二十年史關東庁施政二十年史 

     大正15(1926)    45,1025ｐ 

 

 

關關關關        東東東東        局局局局 
 

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

   關東局物価賃金調査月報關東局物価賃金調査月報關東局物価賃金調査月報關東局物価賃金調査月報    
            → 和雑誌の項を見よ 
        
        關東州貿易月報關東州貿易月報關東州貿易月報關東州貿易月報    
            → 和雑誌の項を見よ 
 

    關東局官房文書課關東局官房文書課關東局官房文書課關東局官房文書課 

  關東局業態調査結果表關東局業態調査結果表關東局業態調査結果表關東局業態調査結果表 

   → 「關東庁業態調査結果表」 

 

  關東局業態調査記述編關東局業態調査記述編關東局業態調査記述編關東局業態調査記述編 附:描画図  昭和9年 

   昭和11(1936)    388,39ｐ 

 

  關東局管内現住人口統計關東局管内現住人口統計關東局管内現住人口統計關東局管内現住人口統計 

   → 「關東庁管内現住人口統計」 

 

     關東局局勢一班關東局局勢一班關東局局勢一班關東局局勢一班 

      → 「〔關東庁〕庁勢一斑」 

 

  關東局統計書關東局統計書關東局統計書關東局統計書 

   → 「關東庁統計書」 

 

  關東局統計要覧關東局統計要覧關東局統計要覧關東局統計要覧 

      →  「關東庁統計要覧」 

 

  關東局要覧關東局要覧關東局要覧關東局要覧 

   → 「關東庁要覧」 

 

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

    關東局關東局關東局關東局 

  關東局施政三十年史關東局施政三十年史關東局施政三十年史關東局施政三十年史 

   昭和11(1936)    1109,229ｐ 表 図 
 

     關東局施政三十年業績調査資料關東局施政三十年業績調査資料關東局施政三十年業績調査資料關東局施政三十年業績調査資料 

   昭和12(1937)    724ｐ 

 

 

そそそそ    のののの    他他他他    諸諸諸諸    機機機機    関関関関 
 

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

    大連市役所産業課大連市役所産業課大連市役所産業課大連市役所産業課 

  産業の大連産業の大連産業の大連産業の大連  昭和11年版 

   昭和12(1937)    185ｐ 

 

    大連商業会議所大連商業会議所大連商業会議所大連商業会議所 
大連商業会議所統計年報大連商業会議所統計年報大連商業会議所統計年報大連商業会議所統計年報    

      大正15年下編-昭和5年 
   昭和2(1929)-昭和6(1931)    9冊 
     [昭和2年以降:大連商工会議所編｢大連商工会大連商工会大連商工会大連商工会 
       議所統計年報議所統計年報議所統計年報議所統計年報｣と改題] 
 

    大連商工会議所大連商工会議所大連商工会議所大連商工会議所 

        大連経済年史大連経済年史大連経済年史大連経済年史  昭和3年-昭和6年 

   昭和4(1929)-昭和7(1932)    4冊 

 

  大連商工案内大連商工案内大連商工案内大連商工案内    
      昭和13年版,昭和15年版,昭和17年版 

   昭和13(1938)-昭和17(1942)    3冊 

    
大連商工会議所経済統計月報大連商工会議所経済統計月報大連商工会議所経済統計月報大連商工会議所経済統計月報    

            → 和雑誌の項を見よ 
    
大連商工会議所々報大連商工会議所々報大連商工会議所々報大連商工会議所々報    
    → 和雑誌の項を見よ 
   
大連商工月報大連商工月報大連商工月報大連商工月報    
    → 和雑誌の項を見よ 
 

  大連商工名録大連商工名録大連商工名録大連商工名録  昭和3年 

   昭和3(1928)    389ｐ 

 

  北支会社年鑑北支会社年鑑北支会社年鑑北支会社年鑑  昭和17年版 

   昭和17(1942)    201ｐ 
    [東亜商工経済特輯号 6巻 3号] 
 

     北支経済図説北支経済図説北支経済図説北支経済図説    
      昭和13年版,昭和15年版,昭和17年版 

   昭和13(1938)-昭和17(1942)    3冊 

 

  關東州事業成績分析關東州事業成績分析關東州事業成績分析關東州事業成績分析  第 1回(昭和16年度) 
   昭和17(1942)    41ｐ 
 

  關東州経済図説關東州経済図説關東州経済図説關東州経済図説  昭和14年版,昭和16年版 

   昭和14(1939)-昭和16(1941)    2冊 

 

  滿洲事業成績分析滿洲事業成績分析滿洲事業成績分析滿洲事業成績分析    
      第 2回(昭和13年度)-第 5回(昭和16年度) 
   昭和14(1939)-昭和18(1943)    4冊 
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  滿洲経済統計年報滿洲経済統計年報滿洲経済統計年報滿洲経済統計年報    
      昭和8年-昭和9年,昭和10年下編,昭和11年, 
         昭和12年,昭和15年,昭和16年  

    昭和9(1934)-昭和18(1943)    9冊 

 

  滿洲経済図表滿洲経済図表滿洲経済図表滿洲経済図表    
      昭和9年版-昭和13年版,昭和15年版 

   昭和9(1934)-昭和15(1940)    6冊 
    [昭和13年版以降:｢滿洲経済図説｣と改題] 
 

  滿洲経済図説滿洲経済図説滿洲経済図説滿洲経済図説 

   → 「滿洲経済図表」 

 

     滿洲工場要覧滿洲工場要覧滿洲工場要覧滿洲工場要覧  昭和9年,昭和10年 

   昭和11(1936)-昭和12(1937)    2冊 
 

  南方経済図説南方経済図説南方経済図説南方経済図説 

   昭和17(1942)    155ｐ 

  

大連取引所大連取引所大連取引所大連取引所    
大連取引所月報大連取引所月報大連取引所月報大連取引所月報    
    → 和雑誌の項を見よ 

 
 關東州経済会關東州経済会關東州経済会關東州経済会    
        關東州経済会会報關東州経済会会報關東州経済会会報關東州経済会会報    
            → 和雑誌の項を見よ 
 

単単単単    行行行行    書書書書    ････    叢叢叢叢    書書書書 
    
    大連商工会議所大連商工会議所大連商工会議所大連商工会議所 
  大連･營口両港に於ける支那沿岸貿易大連･營口両港に於ける支那沿岸貿易大連･營口両港に於ける支那沿岸貿易大連･營口両港に於ける支那沿岸貿易 
   昭和4(1929)    81ｐ 
 

  大連港輸入品大連港輸入品大連港輸入品大連港輸入品     第 2編 

   昭和5(1930)    232ｐ 

 

  大連港輸入品の現勢大連港輸入品の現勢大連港輸入品の現勢大連港輸入品の現勢  第 1編 

   昭和4(1929)    174ｐ 

 

  大連の発展と上水道水源問題に就て大連の発展と上水道水源問題に就て大連の発展と上水道水源問題に就て大連の発展と上水道水源問題に就て 

   昭和6(1931)    28ｐ 
 

     大連市に於ける営業分布に関する調査大連市に於ける営業分布に関する調査大連市に於ける営業分布に関する調査大連市に於ける営業分布に関する調査 

   昭和11(1936)    89ｐ 

 

  大連市主要大連市主要大連市主要大連市主要商店街商店照明調査報告商店街商店照明調査報告商店街商店照明調査報告商店街商店照明調査報告    
                    ((((浪速町浪速町浪速町浪速町,,,,磐城町磐城町磐城町磐城町,,,,連鎖街連鎖街連鎖街連鎖街)))) 
   昭和11(1936)    49ｐ 

 

     大連特産市場不振の原因と其対策大連特産市場不振の原因と其対策大連特産市場不振の原因と其対策大連特産市場不振の原因と其対策  

   昭和4(1929)    160ｐ 

 

  外国為替管理･貿易管理法規集外国為替管理･貿易管理法規集外国為替管理･貿易管理法規集外国為替管理･貿易管理法規集 

   昭和13(1938)    219ｐ 

 

  外国為替管理法規集外国為替管理法規集外国為替管理法規集外国為替管理法規集 

   昭和12(1937)    151ｐ 

 

  關東州実業組合令規集關東州実業組合令規集關東州実業組合令規集關東州実業組合令規集 

   昭和13(1938)    45ｐ 

 

  關東州関税制度改正方ニ関スル建議書關東州関税制度改正方ニ関スル建議書關東州関税制度改正方ニ関スル建議書關東州関税制度改正方ニ関スル建議書    
             附:大連海関設置並内水汽船航行ニ関スル協 
        定･膠州湾租界地ニ於ケル製造品ニ関スル 
        規則抜粋･關東州租借地関税仮規則･關東州 
        ノ生産ニ係ル物品ノ輸入税免除ニ関スル法 
        律 

   昭和7(1932)    38ｐ 

 

  關東州工業の現勢關東州工業の現勢關東州工業の現勢關東州工業の現勢 

   昭和3(1928)    14ｐ 

 

  關東州に於ける営業分布に関する調査關東州に於ける営業分布に関する調査關東州に於ける営業分布に関する調査關東州に於ける営業分布に関する調査    
      第 3回 

   昭和17(1942)    133ｐ 表 

 

  關東州に於ける会社業績關東州に於ける会社業績關東州に於ける会社業績關東州に於ける会社業績 

   昭和2(1927)    94ｐ 

 

  關東州に於ける生活必需品切符制度の現状關東州に於ける生活必需品切符制度の現状關東州に於ける生活必需品切符制度の現状關東州に於ける生活必需品切符制度の現状 

   昭和17(1942)    137ｐ 

 

  關東州の水に就て關東州の水に就て關東州の水に就て關東州の水に就て 

   昭和5(1930)    31ｐ 

 

  關東州特恵関税品目及通関手続關東州特恵関税品目及通関手続關東州特恵関税品目及通関手続關東州特恵関税品目及通関手続 

   昭和4(1929)    16ｐ 

 

     滿蒙事情滿蒙事情滿蒙事情滿蒙事情 

   昭和7(1932)    183ｐ 

 

  滿蒙の鉄道問題に就て滿蒙の鉄道問題に就て滿蒙の鉄道問題に就て滿蒙の鉄道問題に就て  竹内虎治講演 

   昭和3(1938)    53ｐ  

 

  滿蒙鉄道特定運賃制定方ニ関スル建議書滿蒙鉄道特定運賃制定方ニ関スル建議書滿蒙鉄道特定運賃制定方ニ関スル建議書滿蒙鉄道特定運賃制定方ニ関スル建議書    
             附:滿鉄線大連長春間特産価格対運賃諸掛解･ 
        四 線東支線経由大連昂々溪間特産価格対 
        運賃諸掛図解･東支南部線経由大連哈爾濱 
        間特産価格対運賃諸掛図解･滿鉄線大連長 
        春間輸入品価格対運賃諸掛図解 

   昭和7(1932)    11ｐ 

 

滿洲地売炭引下ニ関スル要請書滿洲地売炭引下ニ関スル要請書滿洲地売炭引下ニ関スル要請書滿洲地売炭引下ニ関スル要請書    大連港石炭輸大連港石炭輸大連港石炭輸大連港石炭輸
入制限撤去ニ関スル建議書入制限撤去ニ関スル建議書入制限撤去ニ関スル建議書入制限撤去ニ関スル建議書         附 :撫順炭      
滿洲地売値段表 

   昭和7(1932)    10ｐ 

 

  滿洲事変前に於ける我が権益侵害事例滿洲事変前に於ける我が権益侵害事例滿洲事変前に於ける我が権益侵害事例滿洲事変前に於ける我が権益侵害事例 

   昭和7(1932)    53ｐ 

 

  滿洲経済法令集滿洲経済法令集滿洲経済法令集滿洲経済法令集 

   第 3輯 滿洲國金融機関其他に関する法令滿洲國金融機関其他に関する法令滿洲國金融機関其他に関する法令滿洲國金融機関其他に関する法令 

        昭和8(1933)    70ｐ 

 

   第 4輯 暫行商租権登記法･商標登録令･其他暫行商租権登記法･商標登録令･其他暫行商租権登記法･商標登録令･其他暫行商租権登記法･商標登録令･其他    
                                                            関係法規関係法規関係法規関係法規 
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    昭和8(1933)    66ｐ 
 
   第 5輯 政府契約･民事訴訟･税関並郵局関係政府契約･民事訴訟･税関並郵局関係政府契約･民事訴訟･税関並郵局関係政府契約･民事訴訟･税関並郵局関係    
                                                            法規法規法規法規 

    昭和8(1933)    60ｐ 

 

   第 6輯 工業用塩輸出暫行弁法･産金買上法･工業用塩輸出暫行弁法･産金買上法･工業用塩輸出暫行弁法･産金買上法･工業用塩輸出暫行弁法･産金買上法･    
                                                        新規漁業の訓令･金輸出禁止法･出産新規漁業の訓令･金輸出禁止法･出産新規漁業の訓令･金輸出禁止法･出産新規漁業の訓令･金輸出禁止法･出産    
                                                        量石税法･暫行糧商営業税法其他量石税法･暫行糧商営業税法其他量石税法･暫行糧商営業税法其他量石税法･暫行糧商営業税法其他 

      昭和9(1934)    60ｐ 

 

   第 7輯 陸路里陸路里陸路里陸路里程表･糧石鉄道輸送手続要綱･程表･糧石鉄道輸送手続要綱･程表･糧石鉄道輸送手続要綱･程表･糧石鉄道輸送手続要綱･    
                                                            度量衡法･其他関係法度量衡法･其他関係法度量衡法･其他関係法度量衡法･其他関係法 

    昭和9(1934)    58ｐ 

 

      第 8輯 商租執照発給規則･度量衡法施行細商租執照発給規則･度量衡法施行細商租執照発給規則･度量衡法施行細商租執照発給規則･度量衡法施行細    
                                                            則其他則其他則其他則其他 

    昭和9(1934)    76ｐ 

 

   第10輯 關東州船舶安全令･木税法･金融合作關東州船舶安全令･木税法･金融合作關東州船舶安全令･木税法･金融合作關東州船舶安全令･木税法･金融合作    
                                                            社法･鉄道営業法社法･鉄道営業法社法･鉄道営業法社法･鉄道営業法 

    昭和9(1934)    77ｐ 

 

   第11輯 暫行滿華為替規則･石油類専売法･暫行滿華為替規則･石油類専売法･暫行滿華為替規則･石油類専売法･暫行滿華為替規則･石油類専売法･    
                                                        中央卸売市場法･消費税加税中央卸売市場法･消費税加税中央卸売市場法･消費税加税中央卸売市場法･消費税加税物件製物件製物件製物件製    
                                                        造取締法造取締法造取締法造取締法     
    昭和10(1935)    68ｐ 

 

   第12輯 外国労働者取締規則･石油類取締外国労働者取締規則･石油類取締外国労働者取締規則･石油類取締外国労働者取締規則･石油類取締    
                                                        規則･關東州及滿鉄附属地度量衡規則･關東州及滿鉄附属地度量衡規則･關東州及滿鉄附属地度量衡規則･關東州及滿鉄附属地度量衡    
                                                        取締規則取締規則取締規則取締規則        
                                                        附:滿洲経済法令集索引 
            自第1輯至12輯 

    昭和10(1935)    86,12ｐ 

 

   第13輯 關東州臨時利得税令･關東州及滿鉄關東州臨時利得税令･關東州及滿鉄關東州臨時利得税令･關東州及滿鉄關東州臨時利得税令･關東州及滿鉄    
                                                            附属地電気事業令･営業税法其他附属地電気事業令･営業税法其他附属地電気事業令･営業税法其他附属地電気事業令･営業税法其他  

        昭和10(1935)    58ｐ 

 

   第14輯 鉱業法･鉱業法施行細則･鉱業税法･鉱業法･鉱業法施行細則･鉱業税法･鉱業法･鉱業法施行細則･鉱業税法･鉱業法･鉱業法施行細則･鉱業税法･    
                                                            鉱業登録令･鉱業登録税法其他鉱業登録令･鉱業登録税法其他鉱業登録令･鉱業登録税法其他鉱業登録令･鉱業登録税法其他     

    昭和10(1935)     86ｐ 

 

   第15輯 屠宰場法･計量法･酒税法･家醸自用屠宰場法･計量法･酒税法･家醸自用屠宰場法･計量法･酒税法･家醸自用屠宰場法･計量法･酒税法･家醸自用    
                                                        酒税法･關東州輸出入植物取締規則･酒税法･關東州輸出入植物取締規則･酒税法･關東州輸出入植物取締規則･酒税法･關東州輸出入植物取締規則･    
                                                        地方税法地方税法地方税法地方税法 

    昭和10(1935)    84ｐ 

 

   第16輯 中央卸売市場法施行細則･鉱業登録中央卸売市場法施行細則･鉱業登録中央卸売市場法施行細則･鉱業登録中央卸売市場法施行細則･鉱業登録    
                                                        令施行細則･為替管理法其他令施行細則･為替管理法其他令施行細則･為替管理法其他令施行細則･為替管理法其他 

    昭和11(1936)    63ｐ 

 

   第17輯 商業登記法･商業登記税法･滿洲拓植商業登記法･商業登記税法･滿洲拓植商業登記法･商業登記税法･滿洲拓植商業登記法･商業登記税法･滿洲拓植    
                                                        株式会社法･滿洲火薬販売株式会社株式会社法･滿洲火薬販売株式会社株式会社法･滿洲火薬販売株式会社株式会社法･滿洲火薬販売株式会社    
                                                        法法法法 

        昭和11(1936)    61ｐ 

 

   第18輯 特許発明法･特許発明施行規則･特許特許発明法･特許発明施行規則･特許特許発明法･特許発明施行規則･特許特許発明法･特許発明施行規則･特許    

                                                            登録令･特許登録令施行規則登録令･特許登録令施行規則登録令･特許登録令施行規則登録令･特許登録令施行規則 

    昭和11(1936)    97ｐ 

 

   第19輯 意匠法･意匠法施行規則･特許収用意匠法･意匠法施行規則･特許収用意匠法･意匠法施行規則･特許収用意匠法･意匠法施行規則･特許収用    
                                                        法･拍売法･滿洲塩業株式会社法･法･拍売法･滿洲塩業株式会社法･法･拍売法･滿洲塩業株式会社法･法･拍売法･滿洲塩業株式会社法･    
                                                        地税法･契税法地税法･契税法地税法･契税法地税法･契税法  

        昭和11(1936)    90ｐ 

 

   第21輯 滿洲生命保険株式会社法･滿洲計器滿洲生命保険株式会社法･滿洲計器滿洲生命保険株式会社法･滿洲計器滿洲生命保険株式会社法･滿洲計器    
                                                        股股股股 有限公司法･地税法施行細則･契有限公司法･地税法施行細則･契有限公司法･地税法施行細則･契有限公司法･地税法施行細則･契    
                                                        税法施行細則･商租権整理法施行令･税法施行細則･商租権整理法施行令･税法施行細則･商租権整理法施行令･税法施行細則･商租権整理法施行令･    
                                                        電気通信法･其他電気通信法･其他電気通信法･其他電気通信法･其他 

        昭和11(1936)    88ｐ 

 

   第22輯 暫行郵便振替貯金規則･保税法･滿洲暫行郵便振替貯金規則･保税法･滿洲暫行郵便振替貯金規則･保税法･滿洲暫行郵便振替貯金規則･保税法･滿洲    
                                                        軽金属製造株式会社法･暫行農業自軽金属製造株式会社法･暫行農業自軽金属製造株式会社法･暫行農業自軽金属製造株式会社法･暫行農業自    
                                                        由移民取扱規則･質業取締法･同施行由移民取扱規則･質業取締法･同施行由移民取扱規則･質業取締法･同施行由移民取扱規則･質業取締法･同施行    
                                                        規則･通関代弁人法･同施行規則･屠規則･通関代弁人法･同施行規則･屠規則･通関代弁人法･同施行規則･屠規則･通関代弁人法･同施行規則･屠    
                                                        宰場法施行規則宰場法施行規則宰場法施行規則宰場法施行規則    其他其他其他其他 

    昭和12(1937)    110ｐ 

 

   第23輯 火柴専売法･塩専売法･禁煙特税法･火柴専売法･塩専売法･禁煙特税法･火柴専売法･塩専売法･禁煙特税法･火柴専売法･塩専売法･禁煙特税法･    
                                                        同施行規則･郵便法･電気通信施設規同施行規則･郵便法･電気通信施設規同施行規則･郵便法･電気通信施設規同施行規則･郵便法･電気通信施設規    
                                                        則･電気通信事業特許規則･省地方費則･電気通信事業特許規則･省地方費則･電気通信事業特許規則･省地方費則･電気通信事業特許規則･省地方費    
                                                        法･同施行規則･改正其他法･同施行規則･改正其他法･同施行規則･改正其他法･同施行規則･改正其他 

        昭和12(1937)    107ｐ 

 

   第24輯 郵政為替法･同規則･郵政振替法･郵政為替法･同規則･郵政振替法･郵政為替法･同規則･郵政振替法･郵政為替法･同規則･郵政振替法･    
                                                        同規則･郵政儲金法･同規則満日郵政同規則･郵政儲金法･同規則満日郵政同規則･郵政儲金法･同規則満日郵政同規則･郵政儲金法･同規則満日郵政    
                                                        為替規則為替規則為替規則為替規則    
                                                        附:滿洲経済法令集索引 
             自13輯至24輯 

    昭和12(1937)    103ｐ 

 

   第25輯 工場抵押法･工場財団登記税法･産金工場抵押法･工場財団登記税法･産金工場抵押法･工場財団登記税法･産金工場抵押法･工場財団登記税法･産金    
                                                        買上法･産金買上法施行規則・手形買上法･産金買上法施行規則・手形買上法･産金買上法施行規則・手形買上法･産金買上法施行規則・手形    
                                                        法・小切手法其他法・小切手法其他法・小切手法其他法・小切手法其他 

    昭和12(1937)    83ｐ 

 

   第26輯 商人通法商人通法商人通法商人通法･会社法･運送法･倉庫法･･会社法･運送法･倉庫法･･会社法･運送法･倉庫法･･会社法･運送法･倉庫法･    
                                                        海商法海商法海商法海商法 

    昭和12(1937)    204ｐ 

 

   第27輯 關東州所得税令･同施行規則･揮発油關東州所得税令･同施行規則･揮発油關東州所得税令･同施行規則･揮発油關東州所得税令･同施行規則･揮発油    
                                                        税令･同施行規則･セメント税令･同税令･同施行規則･セメント税令･同税令･同施行規則･セメント税令･同税令･同施行規則･セメント税令･同    
                                                        施行規則･麦粉税令･同施行規則其他施行規則･麦粉税令･同施行規則其他施行規則･麦粉税令･同施行規則其他施行規則･麦粉税令･同施行規則其他 

       昭和12(1937)    121ｐ 

 

   第28輯 關東州実業組合令･關東州重要産業關東州実業組合令･關東州重要産業關東州実業組合令･關東州重要産業關東州実業組合令･關東州重要産業    
                                                        統制令･關東州北支事件特別税令施統制令･關東州北支事件特別税令施統制令･關東州北支事件特別税令施統制令･關東州北支事件特別税令施    
                                                        行規則･郵政生命保険法･同行規則･郵政生命保険法･同行規則･郵政生命保険法･同行規則･郵政生命保険法･同規則･規則･規則･規則･    
                                                        滿洲合成燃料株式会社法･滿洲拓植滿洲合成燃料株式会社法･滿洲拓植滿洲合成燃料株式会社法･滿洲拓植滿洲合成燃料株式会社法･滿洲拓植    
                                                        公社設立協定公社設立協定公社設立協定公社設立協定 

        昭和12(1937)    110ｐ 

 

   第29輯 滿洲國に於ける治外法権の撤廃及滿洲國に於ける治外法権の撤廃及滿洲國に於ける治外法権の撤廃及滿洲國に於ける治外法権の撤廃及    
                                                        南滿洲鉄道附属地行政権の移譲に南滿洲鉄道附属地行政権の移譲に南滿洲鉄道附属地行政権の移譲に南滿洲鉄道附属地行政権の移譲に    
                                                        関する日本國滿洲國間条約及協定･関する日本國滿洲國間条約及協定･関する日本國滿洲國間条約及協定･関する日本國滿洲國間条約及協定･    
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                                                        関税法関税法関税法関税法 

    昭和13(1938)    138ｐ 

 

   第30輯 重要特産物検査法･棉花統制法･同施重要特産物検査法･棉花統制法･同施重要特産物検査法･棉花統制法･同施重要特産物検査法･棉花統制法･同施    
                                                        行規則･拒行規則･拒行規則･拒行規則･拒絶証書令･滿洲興業債権令絶証書令･滿洲興業債権令絶証書令･滿洲興業債権令絶証書令･滿洲興業債権令    
                                                        ･滿洲儲蓄債権法･外国法人法･滿洲儲蓄債権法･外国法人法･滿洲儲蓄債権法･外国法人法･滿洲儲蓄債権法･外国法人法 

        昭和13(1938)    123ｐ 

 

   第31輯 關東州臨時資金調整令･同施行規則･關東州臨時資金調整令･同施行規則･關東州臨時資金調整令･同施行規則･關東州臨時資金調整令･同施行規則･    
                                                        海商法施行法･会社法施行法･商人通海商法施行法･会社法施行法･商人通海商法施行法･会社法施行法･商人通海商法施行法･会社法施行法･商人通    
                                                        法施行法･工場取締規則･關東州輸出法施行法･工場取締規則･關東州輸出法施行法･工場取締規則･關東州輸出法施行法･工場取締規則･關東州輸出    
                                                        重要特産物検査規則重要特産物検査規則重要特産物検査規則重要特産物検査規則 

        昭和13(1938)    89ｐ 

 

      第32輯 商業登記法･同施行規則･法人登記法商業登記法･同施行規則･法人登記法商業登記法･同施行規則･法人登記法商業登記法･同施行規則･法人登記法    
                                                        ･同･同･同･同施行規則･不動産登記法･同施行施行規則･不動産登記法･同施行施行規則･不動産登記法･同施行施行規則･不動産登記法･同施行    
                                                        規則･不動産登録税法･不動産登録法規則･不動産登録税法･不動産登録法規則･不動産登録税法･不動産登録法規則･不動産登録税法･不動産登録法    
                                                        施行法･同施行規則･諸登記に関する施行法･同施行規則･諸登記に関する施行法･同施行規則･諸登記に関する施行法･同施行規則･諸登記に関する    
                                                        手数料に関する件手数料に関する件手数料に関する件手数料に関する件 

        昭和13(1938)    124ｐ 

 

   第33輯 利息制限法･契税法施行規則･勤労所利息制限法･契税法施行規則･勤労所利息制限法･契税法施行規則･勤労所利息制限法･契税法施行規則･勤労所    
                                                        得･自由職業･家屋･省地方費･取引各得･自由職業･家屋･省地方費･取引各得･自由職業･家屋･省地方費･取引各得･自由職業･家屋･省地方費･取引各    
                                                        税法並施行規則･酒精専売法･同施行税法並施行規則･酒精専売法･同施行税法並施行規則･酒精専売法･同施行税法並施行規則･酒精専売法･同施行    
                                                        規則保険業法･同施行規則･關東州重規則保険業法･同施行規則･關東州重規則保険業法･同施行規則･關東州重規則保険業法･同施行規則･關東州重    
                                                        要産業統制令施行規則其他要産業統制令施行規則其他要産業統制令施行規則其他要産業統制令施行規則其他 

        昭和13(1938)    140ｐ 

 

   第34輯 工場抵押法･同施行規則･工場財団登工場抵押法･同施行規則･工場財団登工場抵押法･同施行規則･工場財団登工場抵押法･同施行規則･工場財団登    
                                                        録税法･鉄鋼類統制法･同施行規則･録税法･鉄鋼類統制法･同施行規則･録税法･鉄鋼類統制法･同施行規則･録税法･鉄鋼類統制法･同施行規則･    
                                                        開港取締法･同施行規則･石油類専売開港取締法･同施行規則･石油類専売開港取締法･同施行規則･石油類専売開港取締法･同施行規則･石油類専売    
                                                        法施行規則其他法施行規則其他法施行規則其他法施行規則其他 

        昭和13(1938)    88ｐ 

 

   第35輯 輸出柞蚕糸検査法･同施行規則･關東輸出柞蚕糸検査法･同施行規則･關東輸出柞蚕糸検査法･同施行規則･關東輸出柞蚕糸検査法･同施行規則･關東    
                                                        州地租令･同施行規則･關東州臨時地州地租令･同施行規則･關東州臨時地州地租令･同施行規則･關東州臨時地州地租令･同施行規則･關東州臨時地    
                                                        租措置令･同施行規則･關東州家屋調租措置令･同施行規則･關東州家屋調租措置令･同施行規則･關東州家屋調租措置令･同施行規則･關東州家屋調    
                                                        査令･同施行規則･關東州漁業令･關査令･同施行規則･關東州漁業令･關査令･同施行規則･關東州漁業令･關査令･同施行規則･關東州漁業令･關    
                                                        東州苹果輸出取締規則･關東州臨時東州苹果輸出取締規則･關東州臨時東州苹果輸出取締規則･關東州臨時東州苹果輸出取締規則･關東州臨時    
                                                        営業税措置規則営業税措置規則営業税措置規則営業税措置規則 

        昭和13(1938)    74ｐ 

 

   第36輯 社債担保権信託法･同施行規則･毛皮社債担保権信託法･同施行規則･毛皮社債担保権信託法･同施行規則･毛皮社債担保権信託法･同施行規則･毛皮    
                                                        皮革類統制法･棉花統制法施行規則･皮革類統制法･棉花統制法施行規則･皮革類統制法･棉花統制法施行規則･皮革類統制法･棉花統制法施行規則･    
                                                        鉱業財団抵押法･同施行規則･鉱業財鉱業財団抵押法･同施行規則･鉱業財鉱業財団抵押法･同施行規則･鉱業財鉱業財団抵押法･同施行規則･鉱業財    
                                                        団登録税法･滿洲飛行機･滿洲団登録税法･滿洲飛行機･滿洲団登録税法･滿洲飛行機･滿洲団登録税法･滿洲飛行機･滿洲電気電気電気電気    
                                                        化学工業滿洲糧穀･滿洲硫安各株式化学工業滿洲糧穀･滿洲硫安各株式化学工業滿洲糧穀･滿洲硫安各株式化学工業滿洲糧穀･滿洲硫安各株式    
                                                        会社法会社法会社法会社法    
                                                     附:滿洲経済法令集索引 
             自第25輯至第36輯 

        昭和14(1939)    74ｐ 

 

   第37輯 滿日･伊貿易協定･滿獨貿易協定･滿日･伊貿易協定･滿獨貿易協定･滿日･伊貿易協定･滿獨貿易協定･滿日･伊貿易協定･滿獨貿易協定･    
                                                        米穀管理法･銀行法･銀行法施行規則米穀管理法･銀行法･銀行法施行規則米穀管理法･銀行法･銀行法施行規則米穀管理法･銀行法･銀行法施行規則    
                                                        ･諸税の改正其他･諸税の改正其他･諸税の改正其他･諸税の改正其他     
        昭和14(1939)    90ｐ 

 

   第38輯 労働統制法･同施労働統制法･同施労働統制法･同施労働統制法･同施行規則･捲行規則･捲行規則･捲行規則･捲 税法･税法･税法･税法･    

                                                        同施行規則･毛皮皮革類統制規則･同施行規則･毛皮皮革類統制規則･同施行規則･毛皮皮革類統制規則･同施行規則･毛皮皮革類統制規則･    
                                                        原棉綿製品統制法･同施行規則･關東原棉綿製品統制法･同施行規則･關東原棉綿製品統制法･同施行規則･關東原棉綿製品統制法･同施行規則･關東    
                                                        州家屋税令･關東州臨時原棉及綿製州家屋税令･關東州臨時原棉及綿製州家屋税令･關東州臨時原棉及綿製州家屋税令･關東州臨時原棉及綿製    
                                                        品統制規則品統制規則品統制規則品統制規則 

        昭和14(1939)    109ｐ 
 

  滿洲國輸出入税率表滿洲國輸出入税率表滿洲國輸出入税率表滿洲國輸出入税率表 康徳5年1月1日施行 

   昭和12(1937)    185ｐ 

 

  滿洲ニ於ケル制幣改革ニ関シ対策講究ノ件説明滿洲ニ於ケル制幣改革ニ関シ対策講究ノ件説明滿洲ニ於ケル制幣改革ニ関シ対策講究ノ件説明滿洲ニ於ケル制幣改革ニ関シ対策講究ノ件説明    
                    書書書書    日本商工会議所定期総会提出議案日本商工会議所定期総会提出議案日本商工会議所定期総会提出議案日本商工会議所定期総会提出議案 

   昭和3(1928)    72ｐ 

 

  滿洲輸入本邦品と他国品との競争事情滿洲輸入本邦品と他国品との競争事情滿洲輸入本邦品と他国品との競争事情滿洲輸入本邦品と他国品との競争事情 

   昭和7(1932)    167ｐ 

 

     日滿貿易振興の為め通関書類を是非改め下さい日滿貿易振興の為め通関書類を是非改め下さい日滿貿易振興の為め通関書類を是非改め下さい日滿貿易振興の為め通関書類を是非改め下さい  

   昭和5(1930)    25ｐ 

 

  大阪工業会滿蒙経済視察員座談会速記録大阪工業会滿蒙経済視察員座談会速記録大阪工業会滿蒙経済視察員座談会速記録大阪工業会滿蒙経済視察員座談会速記録 

   昭和7(1932)    108ｐ 

 

  硫安工業と滿蒙開発硫安工業と滿蒙開発硫安工業と滿蒙開発硫安工業と滿蒙開発 

   昭和7(1932)    64ｐ 

 

  商祖問題に就て商祖問題に就て商祖問題に就て商祖問題に就て  松木侠講演 

   昭和2(1927)    32ｐ 

 

  数字に現れたる滿洲財界の情勢数字に現れたる滿洲財界の情勢数字に現れたる滿洲財界の情勢数字に現れたる滿洲財界の情勢 

   昭和4(1929)    66ｐ 

 

  東亜経済東亜経済東亜経済東亜経済事情叢刊事情叢刊事情叢刊事情叢刊 

   第 1輯 滿洲の棉花問題滿洲の棉花問題滿洲の棉花問題滿洲の棉花問題  今市欽介著 

        昭和10(1935)    125ｐ 

 

   第 2輯 關東州の関税制度關東州の関税制度關東州の関税制度關東州の関税制度  千本木正治著 

    昭和10(1935)    128ｐ 

 

   第 3輯 滿洲國国税制度提要滿洲國国税制度提要滿洲國国税制度提要滿洲國国税制度提要  福原静雄著 

    昭和12(1937)    252ｐ 

 

   第 4輯 経済都市大連経済都市大連経済都市大連経済都市大連 

    昭和12(1937)    263ｐ 

 

   第 5輯 關東州の工業事情關東州の工業事情關東州の工業事情關東州の工業事情  坂本善三郎著 

    昭和14(1939)    210ｐ 

 

  東三省ニ於ケル官兵匪賊暴東三省ニ於ケル官兵匪賊暴東三省ニ於ケル官兵匪賊暴東三省ニ於ケル官兵匪賊暴挙実例挙実例挙実例挙実例    
             自9月19日至11月15日 

   昭和6(1931)    26ｐ 

 

    大連新聞社大連新聞社大連新聞社大連新聞社                                                                                                                                                                                                                        
  黎明滿蒙叢書黎明滿蒙叢書黎明滿蒙叢書黎明滿蒙叢書 

   第 1輯 黎明滿蒙の開発を語る黎明滿蒙の開発を語る黎明滿蒙の開発を語る黎明滿蒙の開発を語る 

    昭和7(1932)    78ｐ 

 

  写真と図解写真と図解写真と図解写真と図解    新滿洲國早わかり新滿洲國早わかり新滿洲國早わかり新滿洲國早わかり 

   昭和7(1932)    80ｐ 
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    [実業之日本第35巻第 7号附録] 
 

    大連取引所銭鈔信託株式会社大連取引所銭鈔信託株式会社大連取引所銭鈔信託株式会社大連取引所銭鈔信託株式会社 

  大連銭鈔市場資料大連銭鈔市場資料大連銭鈔市場資料大連銭鈔市場資料    
             自大正6年6月至昭和8年12月 

   昭和9(1934)    93ｐ 表 

 

    大連取引所信託株式会社大連取引所信託株式会社大連取引所信託株式会社大連取引所信託株式会社 

  滿洲の特産と大連取引所信託株式会社滿洲の特産と大連取引所信託株式会社滿洲の特産と大連取引所信託株式会社滿洲の特産と大連取引所信託株式会社     

   昭和6(1931)    20ｐ 

 

    大連油脂工業株式会社研究室大連油脂工業株式会社研究室大連油脂工業株式会社研究室大連油脂工業株式会社研究室 

  大豆硬化油の石鹸性に就て大豆硬化油の石鹸性に就て大豆硬化油の石鹸性に就て大豆硬化油の石鹸性に就て  

   昭和10(1935)    15ｐ 

 

    福昌華工株式会社福昌華工株式会社福昌華工株式会社福昌華工株式会社 

  碧山荘碧山荘碧山荘碧山荘 

   昭和4(1929)    17ｐ 

 

    關東州経済会關東州経済会關東州経済会關東州経済会 

  關東州経済の現勢關東州経済の現勢關東州経済の現勢關東州経済の現勢 

   昭和19(1944)    125ｐ 

 

  關東州に於ける生活必需品切符制度の現状關東州に於ける生活必需品切符制度の現状關東州に於ける生活必需品切符制度の現状關東州に於ける生活必需品切符制度の現状 

   昭和19(1944)    65ｐ 

 

  滿洲開拓政策と關東州報国農場滿洲開拓政策と關東州報国農場滿洲開拓政策と關東州報国農場滿洲開拓政策と關東州報国農場 

   昭和19(1944)    26ｐ 

 

    
    
    

満満満満        州州州州        國國國國        関関関関        係係係係
 

 
滿滿滿滿    洲洲洲洲    國國國國 

 

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

    外交部政務司外交部政務司外交部政務司外交部政務司    
    極東蘇領事情極東蘇領事情極東蘇領事情極東蘇領事情    
  → 和雑誌の項を見よ 
 
経済部商務司關東局総務課経済部商務司關東局総務課経済部商務司關東局総務課経済部商務司關東局総務課    
    卸売物価月報卸売物価月報卸売物価月報卸売物価月報    
  → 和雑誌の項を見よ 
    
国務院実業部中央観象台国務院実業部中央観象台国務院実業部中央観象台国務院実業部中央観象台 

  滿洲國時憲書滿洲國時憲書滿洲國時憲書滿洲國時憲書    
      大同3年-康徳3年,康徳5年-康徳7年,康徳9年 

   大同3(1934)-康徳9(1942)    8冊 

 

    国務院経済部国務院経済部国務院経済部国務院経済部                                                                                                                                                                                                                                         
  滿洲國外国貿易統計年報滿洲國外国貿易統計年報滿洲國外国貿易統計年報滿洲國外国貿易統計年報  康徳4年 
   上篇,下篇 

   康徳6(1939)    2冊 

 

    国務院経済部商務司調査科国務院経済部商務司調査科国務院経済部商務司調査科国務院経済部商務司調査科 

    統制価格品目便覧統制価格品目便覧統制価格品目便覧統制価格品目便覧    
      康徳9年5月31日現在,康徳11年6月30日現在 

   康徳9(1942)-康徳11(1944)    2冊 
    [康徳11年6月30日現在:経済部商務司商事科] 
 

    国務院経済部商務司計画科国務院経済部商務司計画科国務院経済部商務司計画科国務院経済部商務司計画科                                                                                                                                                                                         
  小売物価統計年報小売物価統計年報小売物価統計年報小売物価統計年報  康徳8年度 

   康徳10(1943)    275ｐ 

 

    国務院民政部総務司資料科国務院民政部総務司資料科国務院民政部総務司資料科国務院民政部総務司資料科                                                                                                                                                                                         
  民政部要覧民政部要覧民政部要覧民政部要覧  康徳4年 

   康徳4(1937)    1冊 地図 

 

    国務院総務庁情報処国務院総務庁情報処国務院総務庁情報処国務院総務庁情報処                                                                                                                                                                                        
  滿洲國概覧滿洲國概覧滿洲國概覧滿洲國概覧  初版康徳元年,第4版康徳7年 

   康徳元(1934)-康徳7(1940)    2冊 
    [第4版:滿洲事情案内所編｢滿洲帝國概覧滿洲帝國概覧滿洲帝國概覧滿洲帝國概覧｣と 
       改題] 
 

    国務院総務庁統計処国務院総務庁統計処国務院総務庁統計処国務院総務庁統計処                                                                                                                                                                                        
  滿洲國年報滿洲國年報滿洲國年報滿洲國年報     第 1次-第 3次 

   大同2(1933)-康徳3(1936)    3冊 
    [第2次以降:｢滿洲帝國年報滿洲帝國年報滿洲帝國年報滿洲帝國年報｣と改題] 
 

  滿洲帝國国勢グラフ滿洲帝國国勢グラフ滿洲帝國国勢グラフ滿洲帝國国勢グラフ  康徳4年版 

   康徳3(1936)    140ｐ 

 

    国務院総務司文書科国務院総務司文書科国務院総務司文書科国務院総務司文書科                                                                                                                                                                                        
  滿洲國産業概観滿洲國産業概観滿洲國産業概観滿洲國産業概観 
   康徳3(1936)    208,86ｐ 表 図 

 

国国国国    勢勢勢勢    調調調調    査査査査 
 

    国務院総務庁臨時国勢調査事務局国務院総務庁臨時国勢調査事務局国務院総務庁臨時国勢調査事務局国務院総務庁臨時国勢調査事務局         

  康徳７年臨時国勢調査報告康徳７年臨時国勢調査報告康徳７年臨時国勢調査報告康徳７年臨時国勢調査報告 

   第 1巻 全国編 

    康徳10(1943)    199ｐ 図  

 

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

    国務院文教部国務院文教部国務院文教部国務院文教部 
     全遼志全遼志全遼志全遼志 
      第 1巻  ：叙目録凡例図考 
      第 1巻  ：沿革山川 
      第 2巻  ：賦役歳運 
      第 2巻  ：邊防兵政馬政 
      第 3巻  ：選挙志 
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   第 3巻 ：職官志 
   第 4巻 ：典礼六物祥異風俗故蹟雑 
   第 4巻 ：官業人物 
   第 5巻 ：芸文上 
   第 5巻 ：芸文下 
   第 6巻 ：詩賦歌詞行謡対 
   第 6巻 ：外志序 
    〔大同3〕(1934)    12冊   
 

        国務院実業部臨時産業調査局国務院実業部臨時産業調査局国務院実業部臨時産業調査局国務院実業部臨時産業調査局                                                                                                                                                                                 
     産調資料産調資料産調資料産調資料 

   6.  絹及人絹織物に関する調査報告書絹及人絹織物に関する調査報告書絹及人絹織物に関する調査報告書絹及人絹織物に関する調査報告書    
                                            ----輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第 2 2 2 2篇篇篇篇----    
                                    伊地知敏調査 

     康徳3(1936)    21ｐ 

 

   7. 海産物に関する調査報告書海産物に関する調査報告書海産物に関する調査報告書海産物に関する調査報告書    
                                            ----輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第 3 3 3 3篇篇篇篇----    
                          高橋豊夫調査 

     康徳3(1936)    56ｐ 

 

   8. 石鹸に関する調査報告書石鹸に関する調査報告書石鹸に関する調査報告書石鹸に関する調査報告書    
                                            ----輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第 4 4 4 4篇篇篇篇----    
                          伊地知敏調査 

     康徳3(1936)    20ｐ 

 

   9.  フエルト帽子に関する調査報告書フエルト帽子に関する調査報告書フエルト帽子に関する調査報告書フエルト帽子に関する調査報告書    
                                            ----輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第 5 5 5 5篇篇篇篇----   
          伊地知敏調査 

     康徳3(1936)    18ｐ 

 

   10. 麦酒に関する調査報告書麦酒に関する調査報告書麦酒に関する調査報告書麦酒に関する調査報告書    
                                            ----輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第 6 6 6 6篇篇篇篇----    
                          松浦進調査 

          康徳3(1936)    28ｐ 

 

   11. 酒精に関する調査報告書酒精に関する調査報告書酒精に関する調査報告書酒精に関する調査報告書    
                                            ----輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第 7 7 7 7篇篇篇篇----    
                          松浦進調査 

     康徳3(1936)    28ｐ 

 

   13. 煙草に関する調査報告書煙草に関する調査報告書煙草に関する調査報告書煙草に関する調査報告書    
                                            ----輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第 9 9 9 9篇篇篇篇----    
                             村岡喜代人調査 

     康徳3(1936)    40ｐ 

 

   14.    毛織物に関する調査報告書毛織物に関する調査報告書毛織物に関する調査報告書毛織物に関する調査報告書    
                                            ----輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第輸入品調査報告書第10101010篇篇篇篇----    
                          神戸昌調査 

     康徳3(1936)    36ｐ 

 

   43. 滿洲ニ於ケル商会滿洲ニ於ケル商会滿洲ニ於ケル商会滿洲ニ於ケル商会[増補] 楊蘭洲等調査 

     康徳4(1937)    289ｐ 

 

   47. 安東省に於ける商会安東省に於ける商会安東省に於ける商会安東省に於ける商会    
        安東省公署実業庁工商科調査 

     康徳4(1937)    258ｐ 
        [産調資料43｢滿洲に於ける商会[増補]の 

           続編｣] 
 

   50. 特産取引事情特産取引事情特産取引事情特産取引事情    上巻(康徳2,3年度) 
        始関伊平等調査 

     康徳4(1937)    864ｐ 

 

   51. 葉煙草、煙草並に煙草工業に関する調査葉煙草、煙草並に煙草工業に関する調査葉煙草、煙草並に煙草工業に関する調査葉煙草、煙草並に煙草工業に関する調査    
                                            書書書書    
                                村岡喜代人調査 

     康徳4(1937)    151ｐ 

 

   53.  メリヤス製品並にメリヤス工業に関するメリヤス製品並にメリヤス工業に関するメリヤス製品並にメリヤス工業に関するメリヤス製品並にメリヤス工業に関する    
                                            調査書調査書調査書調査書  高橋豊夫,陳興文調査 

          康徳4(1937)    104ｐ 

 

    国務院産業部大臣官房資料科国務院産業部大臣官房資料科国務院産業部大臣官房資料科国務院産業部大臣官房資料科                                                                                                                                                        
  農村実態調査農村実態調査農村実態調査農村実態調査((((総合･戸別総合･戸別総合･戸別総合･戸別))))調査項目調査項目調査項目調査項目 

   康徳6(1939)    372ｐ 

 

     産業部資料産業部資料産業部資料産業部資料 

   1. 綿布並に綿織物工業に関する調査書綿布並に綿織物工業に関する調査書綿布並に綿織物工業に関する調査書綿布並に綿織物工業に関する調査書    
        稻澤一 著 

     康徳4(1937)    241ｐ      

 

  40の1. 滿洲に於ける小作関係滿洲に於ける小作関係滿洲に於ける小作関係滿洲に於ける小作関係    
                                        ----康徳元･二･三年度農村実態調査報告書康徳元･二･三年度農村実態調査報告書康徳元･二･三年度農村実態調査報告書康徳元･二･三年度農村実態調査報告書---- 
     愛甲勝矢著 

     康徳5(1938)    402ｐ 図 地図 

 

    国務院総務庁情報処国務院総務庁情報処国務院総務庁情報処国務院総務庁情報処 

  治外法権撤廃並滿鉄附属地行政権の調整乃至委治外法権撤廃並滿鉄附属地行政権の調整乃至委治外法権撤廃並滿鉄附属地行政権の調整乃至委治外法権撤廃並滿鉄附属地行政権の調整乃至委    
                    譲に対する滿洲國側の準備譲に対する滿洲國側の準備譲に対する滿洲國側の準備譲に対する滿洲國側の準備 

   康徳3(1936)    42ｐ 地図 2 
 

    地方行政制度改革記念特刊地方行政制度改革記念特刊地方行政制度改革記念特刊地方行政制度改革記念特刊 

   康徳元(1934)    20ｐ  [民政部共編]  

 

  滿洲國概観滿洲國概観滿洲國概観滿洲國概観  滿洲國通信社写真部編 

   康徳元(1934)    写真42ｐ 
 

  滿洲國仮節日滿洲國仮節日滿洲國仮節日滿洲國仮節日 

   康徳2(1935)    66ｐ 

 

  滿洲國大系滿洲國大系滿洲國大系滿洲國大系((((日文日文日文日文)))) 
   第12輯 施政綱要施政綱要施政綱要施政綱要  鄭孝胥 

    康徳元(1934)    63ｐ 

 

   第13輯 滿洲帝國組織法滿洲帝國組織法滿洲帝國組織法滿洲帝國組織法 

    康徳元(1934)    20ｐ 

 

   第14輯 康徳元年度予算に就て康徳元年度予算に就て康徳元年度予算に就て康徳元年度予算に就て    
                     松田主計処長 

    康徳元(1934)    26ｐ 

 

   第15輯 産業産業産業産業  康徳元年度版 
      張燕卿等著 

    康徳元(1934)    64ｐ 
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   第15輯 産業篇産業篇産業篇産業篇 康徳元年度版 
      張燕卿等著 

    康徳元(1934)    138ｐ  [改訂増補版] 
 

   第16輯 財政金融篇財政金融篇財政金融篇財政金融篇    
                                                     附:財政金融関係統計資料 
      星野直樹等著 

    康徳元(1934)    98,47ｐ 

 

   第17輯  司法制度篇司法制度篇司法制度篇司法制度篇  康徳元年度版 

    康徳元(1934)    35ｐ 
      [滿洲國司法制度に就て  馮涵清著] 
 

   第18輯 交通篇交通篇交通篇交通篇 康徳元年度版 
      迫喜平次,森田成之,直木倫太郎 

    康徳元(1934)    47ｐ 

 

   第19輯 文化篇文化篇文化篇文化篇 康徳元年度版 
      西山政猪,陳懋鼎,岩間 也 

    康徳元(1934)    46ｐ 

 

   第20輯 都市（特別市）篇都市（特別市）篇都市（特別市）篇都市（特別市）篇 康徳元年度版 
      金壁東,阮振鐸,呂榮寰 

    康徳元(1934)    159ｐ 
 

   第21輯 民政篇民政篇民政篇民政篇    康徳元年度版 
      清水良策等著 

    康徳2(1935)    87ｐ 

 

   第22輯    外交篇外交篇外交篇外交篇 康徳元年度版 
      川崎寅雄,神吉正一 

    康徳2(1935)    26ｐ 

 

   第23輯 軍政篇軍政篇軍政篇軍政篇 康徳元年度版 

    康徳2(1935)    82ｐ 
      [李盛唐著 滿洲國軍政部概要] 
 

   第24輯 康徳二年度予算に就て康徳二年度予算に就て康徳二年度予算に就て康徳二年度予算に就て 

    康徳2(1935)    31ｐ 

 

   第25輯    民政民政民政民政 康徳二年度版 

    康徳2(1935)    102ｐ 

 

   第26輯 康徳三年度予算に就て康徳三年度予算に就て康徳三年度予算に就て康徳三年度予算に就て 

    康徳3(1936)    33ｐ 

 

   第27輯 我国通貨政策と日滿為替安定問題に我国通貨政策と日滿為替安定問題に我国通貨政策と日滿為替安定問題に我国通貨政策と日滿為替安定問題に    
                                                            就て就て就て就て  財政部理財司調査科著 

        康徳3(1936)    45ｐ 

 

   第28輯 金融合作社に就て金融合作社に就て金融合作社に就て金融合作社に就て 

    康徳3(1936)    88ｐ 

 

   第30輯 産業産業産業産業    康徳3年度版 

    康徳3(1936)    218ｐ 

 

   第31輯 外交外交外交外交 

    康徳3(1936)    38ｐ 

 

  蒙旗行政制度改革紀念特刊蒙旗行政制度改革紀念特刊蒙旗行政制度改革紀念特刊蒙旗行政制度改革紀念特刊         

   康徳元(1934)    23ｐ 

 

  王道管窺王道管窺王道管窺王道管窺((((中文中文中文中文))))     鄭孝胥撰 

   康徳元(1934)    15ｐ 

 

王道主義研究資料王道主義研究資料王道主義研究資料王道主義研究資料 

  第 3号  滿洲國与儒教之新使命滿洲國与儒教之新使命滿洲國与儒教之新使命滿洲國与儒教之新使命    
     中山久四郎著 

大同2(1933)    9p 
 

  省政彙覧省政彙覧省政彙覧省政彙覧((((日文日文日文日文)))) 
   第 1輯 吉林省篇吉林省篇吉林省篇吉林省篇 

    康徳2(1935)    303ｐ 

 

   第 2輯 龍江省篇龍江省篇龍江省篇龍江省篇 

    康徳2(1935)    353ｐ 

 

   第 4輯 三江省篇三江省篇三江省篇三江省篇    
                                                        附:日本拓務省特別農業移民概況 

    康徳3(1936)    292,30ｐ 

 

    国務院情報庁弘報処国務院情報庁弘報処国務院情報庁弘報処国務院情報庁弘報処                                                                                                                                                                                    
  治外法権撤廃読本治外法権撤廃読本治外法権撤廃読本治外法権撤廃読本  産業行政篇 

   康徳5(1938)    214ｐ 

 

    国務院民政部総務司調査科国務院民政部総務司調査科国務院民政部総務司調査科国務院民政部総務司調査科                                                                                                                                                                
  蒙務行政ノ沿革蒙務行政ノ沿革蒙務行政ノ沿革蒙務行政ノ沿革  石橋清担当 

   大同3(1934)    42ｐ 

 

 

そそそそ    のののの    他他他他    諸諸諸諸    機機機機    関関関関 

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

 
        安東商業会議所安東商業会議所安東商業会議所安東商業会議所 

  安東商業会議所統計年報安東商業会議所統計年報安東商業会議所統計年報安東商業会議所統計年報    
      大正15年度-昭和5年度,昭和7年度-昭和9年度 
     上編,昭和11年度上編 

    昭和2(1927)-昭和12(1937)    9冊 
  [昭和2年度以降:安東商工会議所編｢安東商工会 
     議所統計年報｣と改題] 
 

        安東商工会議所安東商工会議所安東商工会議所安東商工会議所 

  安東経済時報安東経済時報安東経済時報安東経済時報    
   → 和雑誌の項を見よ 

    
安東商工案内安東商工案内安東商工案内安東商工案内  昭和4年度 

   昭和4(1929)    101,20,38ｐ 

 

  安東商工会議所統計年報安東商工会議所統計年報安東商工会議所統計年報安東商工会議所統計年報 

   → 「安東商業会議所統計年報」 

 

    安東商工名録安東商工名録安東商工名録安東商工名録  昭和12年版 

    昭和12(1937)    80,8ｐ 
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        安東商工公会安東商工公会安東商工公会安東商工公会 

   安東経済月報安東経済月報安東経済月報安東経済月報    
            →和雑誌の項を見よ 
 

安東商工案内安東商工案内安東商工案内安東商工案内  康徳6年版 

    昭和14(1939)    244,85ｐ 

 

    安東商工公会統計年報安東商工公会統計年報安東商工公会統計年報安東商工公会統計年報  康徳4年度下編 

   昭和14(1939)    85ｐ 

 

    撫順商工会撫順商工会撫順商工会撫順商工会 

  撫順経済年報撫順経済年報撫順経済年報撫順経済年報  康徳5年度 

   康徳6(1939)    35ｐ 

 

    海拉爾商工公会海拉爾商工公会海拉爾商工公会海拉爾商工公会 

  海拉爾商工名鑑海拉爾商工名鑑海拉爾商工名鑑海拉爾商工名鑑  康徳7年度 

   康徳7(1940)    190ｐ 

 

  海拉爾統計年報海拉爾統計年報海拉爾統計年報海拉爾統計年報  康徳6年 

   康徳7(1940)    44ｐ  

 

    哈爾濱商工公会哈爾濱商工公会哈爾濱商工公会哈爾濱商工公会 

  哈爾濱経済年鑑哈爾濱経済年鑑哈爾濱経済年鑑哈爾濱経済年鑑    
      康徳5年上半期,下半期,康徳6年上半期 

  康徳5(1938)-康徳6(1939)    3冊 
  [康徳5年下半期以降:｢哈爾濱市況年鑑哈爾濱市況年鑑哈爾濱市況年鑑哈爾濱市況年鑑｣となる] 
 

  哈爾濱商工公会会報哈爾濱商工公会会報哈爾濱商工公会会報哈爾濱商工公会会報    
   → 和雑誌の項を見よ 
    
哈爾濱商工名録哈爾濱商工名録哈爾濱商工名録哈爾濱商工名録  康徳6年度,康徳8年度 

   康徳6(1939)-康徳8(1941)    2冊 

 

  北滿経済月報北滿経済月報北滿経済月報北滿経済月報    
   → 和雑誌の項を見よ 
 

滿洲國鉄滿洲國鉄滿洲國鉄滿洲國鉄道貨物運賃率表道貨物運賃率表道貨物運賃率表道貨物運賃率表        ----北鮮鉄道包括在内北鮮鉄道包括在内北鮮鉄道包括在内北鮮鉄道包括在内---- 
   康徳5(1938)    180ｐ 

 

    奉天市公署官房調査科奉天市公署官房調査科奉天市公署官房調査科奉天市公署官房調査科 

  奉天市統計年報奉天市統計年報奉天市統計年報奉天市統計年報  第 1回(康徳3年) 
   康徳4(1937)    193ｐ 

 

    奉天商工会議所奉天商工会議所奉天商工会議所奉天商工会議所 

  奉天商工月報奉天商工月報奉天商工月報奉天商工月報    
            → 和雑誌の項を見よ 
    
奉天商工会議所統計年報奉天商工会議所統計年報奉天商工会議所統計年報奉天商工会議所統計年報     昭和8年 

   昭和9(1934)    239ｐ 表 

 

奉天省工公会奉天省工公会奉天省工公会奉天省工公会    
    奉天省工公会月報奉天省工公会月報奉天省工公会月報奉天省工公会月報    
        → 和雑誌の項を見よ 
 
 奉天省工公会統計月報奉天省工公会統計月報奉天省工公会統計月報奉天省工公会統計月報    
        → 和雑誌の項を見よ 
 
奉天商工公会奉天商工公会奉天商工公会奉天商工公会    

    奉天商工公会調査月報奉天商工公会調査月報奉天商工公会調査月報奉天商工公会調査月報    
  → 和雑誌の項を見よ 
    
奉天商工公会調査科奉天商工公会調査科奉天商工公会調査科奉天商工公会調査科 

  奉天経済事情奉天経済事情奉天経済事情奉天経済事情  康徳5年版 

   康徳5(1938)    190ｐ 

 

    奉天商工公会調査課奉天商工公会調査課奉天商工公会調査課奉天商工公会調査課                                                                                                                                                                                        
  奉天経済統計年報奉天経済統計年報奉天経済統計年報奉天経済統計年報     康徳4年-康徳5年 

   康徳5(1938)-康徳6(1939)    2冊 

 

奉天省商工公会奉天省商工公会奉天省商工公会奉天省商工公会    
        奉天省経済季報奉天省経済季報奉天省経済季報奉天省経済季報    
            → 和雑誌の項を見よ 
 
華北貿易組合連合会華北貿易組合連合会華北貿易組合連合会華北貿易組合連合会    
    華北貿易総連合会報華北貿易総連合会報華北貿易総連合会報華北貿易総連合会報    
        → 和雑誌の項を見よ 
    
華北電信電話株式会社華北電信電話株式会社華北電信電話株式会社華北電信電話株式会社    
    華北電信電話株式会社研究雑誌華北電信電話株式会社研究雑誌華北電信電話株式会社研究雑誌華北電信電話株式会社研究雑誌    
  → 和雑誌の項を見よ 

 

華北事情案内所華北事情案内所華北事情案内所華北事情案内所 

  北京邦人生活費物価調北京邦人生活費物価調北京邦人生活費物価調北京邦人生活費物価調 

   昭和15(1940)    18ｐ 表 

 

    華北交通株式会社華北交通株式会社華北交通株式会社華北交通株式会社 

  主要農産物生産費調査報告書主要農産物生産費調査報告書主要農産物生産費調査報告書主要農産物生産費調査報告書  昭和17年度 

   昭和18(1943)    186ｐ 

    
    滿蒙知識社滿蒙知識社滿蒙知識社滿蒙知識社    
        滿蒙知識滿蒙知識滿蒙知識滿蒙知識    
         → 和雑誌の項を見よ 
    
滿洲中央銀行滿洲中央銀行滿洲中央銀行滿洲中央銀行    
    〔滿洲中央銀行〕調査彙報〔滿洲中央銀行〕調査彙報〔滿洲中央銀行〕調査彙報〔滿洲中央銀行〕調査彙報    
  → 和雑誌の項を見よ 
    
滿洲中央銀行調査部滿洲中央銀行調査部滿洲中央銀行調査部滿洲中央銀行調査部    
        国際事情国際事情国際事情国際事情        
            → 和雑誌の項を見よ 
    
滿洲中央銀行調査課滿洲中央銀行調査課滿洲中央銀行調査課滿洲中央銀行調査課    
        金融経済月報金融経済月報金融経済月報金融経済月報    
            → 和雑誌の項を見よ 
 

  金融経済統計年報金融経済統計年報金融経済統計年報金融経済統計年報  康徳4年-康徳6年 

   康徳5(1938)-康徳7(1940)    3冊 

 

     国際調査彙報国際調査彙報国際調査彙報国際調査彙報    
            → 和雑誌の項を見よ 
    
滿洲物価年報滿洲物価年報滿洲物価年報滿洲物価年報     康徳3年度-康徳6年度 

   康徳4(1937)-康徳7(1940)    4冊 

 

  滿洲物価労銀調滿洲物価労銀調滿洲物価労銀調滿洲物価労銀調    
            →→→→    和雑誌の項を見よ    
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滿洲物価調滿洲物価調滿洲物価調滿洲物価調    
        → 和雑誌の項を見よ 
    
滿洲中央銀行滿洲中央銀行滿洲中央銀行滿洲中央銀行     康徳7年版 

   康徳7(1940)    110ｐ 

 

    滿洲國通信社滿洲國通信社滿洲國通信社滿洲國通信社 

  滿洲開拓年鑑滿洲開拓年鑑滿洲開拓年鑑滿洲開拓年鑑     康徳8年･昭和16年版 

   康徳8(1941)    560ｐ 図 地図 

 

    滿洲日々新聞社滿洲日々新聞社滿洲日々新聞社滿洲日々新聞社 

  滿洲年鑑滿洲年鑑滿洲年鑑滿洲年鑑    
         康徳5年･昭和13年,康徳7年･昭和15年 

   昭和12(1937)-昭和14(1939)    2冊 
 

滿洲商工公会中央会滿洲商工公会中央会滿洲商工公会中央会滿洲商工公会中央会    
    滿洲商工経済滿洲商工経済滿洲商工経済滿洲商工経済    
  → 和雑誌の項を見よ 

 

滿洲炭坑株式会社滿洲炭坑株式会社滿洲炭坑株式会社滿洲炭坑株式会社    
    滿炭時報滿炭時報滿炭時報滿炭時報    
        → 和雑誌の項を見よ 
    
滿洲帝國国立中央博物館滿洲帝國国立中央博物館滿洲帝國国立中央博物館滿洲帝國国立中央博物館    
    滿洲帝國国立中央博物館論叢滿洲帝國国立中央博物館論叢滿洲帝國国立中央博物館論叢滿洲帝國国立中央博物館論叢    
  → 和雑誌の項を見よ 
    
滿洲帝國国立中央図書館滿洲帝國国立中央図書館滿洲帝國国立中央図書館滿洲帝國国立中央図書館    
    資料公報資料公報資料公報資料公報    
        → 和雑誌の項を見よ 
    
滿洲輸入組合連合会滿洲輸入組合連合会滿洲輸入組合連合会滿洲輸入組合連合会    
    滿洲輸入組合連合会会報滿洲輸入組合連合会会報滿洲輸入組合連合会会報滿洲輸入組合連合会会報    
  → 和雑誌の項を見よ 
    
蒙疆銀行蒙疆銀行蒙疆銀行蒙疆銀行    
    蒙銀経済月報蒙銀経済月報蒙銀経済月報蒙銀経済月報    
     → 和雑誌の項を見よ 
    
蒙疆銀行調査局蒙疆銀行調査局蒙疆銀行調査局蒙疆銀行調査局 

  蒙疆物価年報蒙疆物価年報蒙疆物価年報蒙疆物価年報  民国31年度 

   民国32(1943)    79ｐ 
 

    日滿実業協会滿洲支部日滿実業協会滿洲支部日滿実業協会滿洲支部日滿実業協会滿洲支部    
    滿洲経済情報滿洲経済情報滿洲経済情報滿洲経済情報    
        → 和雑誌の項を見よ 
 
 内外経済情報内外経済情報内外経済情報内外経済情報    
  → 和雑誌の項を見よ 
    
上海日本商工会議所上海日本商工会議所上海日本商工会議所上海日本商工会議所 

  上海外国人商工団体と商社一覧上海外国人商工団体と商社一覧上海外国人商工団体と商社一覧上海外国人商工団体と商社一覧  昭和19年版 

   昭和19(1944)    45ｐ 

 

    新京商工公会新京商工公会新京商工公会新京商工公会 

  新京経済季報新京経済季報新京経済季報新京経済季報    
   → 和雑誌の項を見よ 

 
  新京商工月報新京商工月報新京商工月報新京商工月報    
   → 和雑誌の項を見よ 
 
全滿及新京地区組合其他全滿及新京地区組合其他全滿及新京地区組合其他全滿及新京地区組合其他団体名簿団体名簿団体名簿団体名簿 

   康徳9年度 

    追録第 1版  康徳10(1943)    110ｐ 

    改訂第 2版  康徳 9(1942)    50ｐ 

 

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

    安東商工会議所安東商工会議所安東商工会議所安東商工会議所 

  安東経済事情安東経済事情安東経済事情安東経済事情  阿部光次編 

   昭和12(1937)    68ｐ 

 

  安東の柞蚕業安東の柞蚕業安東の柞蚕業安東の柞蚕業 

   昭和5(1930)    76ｐ 

 

  工業地としての安東工業地としての安東工業地としての安東工業地としての安東  阿部光次編 

   昭和11(1936)    56ｐ 

 

  鴨緑江の木材と滿洲に於ける木材事情鴨緑江の木材と滿洲に於ける木材事情鴨緑江の木材と滿洲に於ける木材事情鴨緑江の木材と滿洲に於ける木材事情 

   昭和5(1930)    140,21ｐ 

 

    安東商安東商安東商安東商工公会工公会工公会工公会 

  安東経済概要安東経済概要安東経済概要安東経済概要 

   康徳5(1938)    81ｐ 

 

  工業地安東工業地安東工業地安東工業地安東 

   康徳6(1939)    42ｐ 

 

    安東商工公会調査科安東商工公会調査科安東商工公会調査科安東商工公会調査科                                                                                                                                                                                
  資料資料資料資料 

   第 3輯 柞蚕に関する研究柞蚕に関する研究柞蚕に関する研究柞蚕に関する研究    
                                                        附:蓖麻と蓖麻蚕 

    康徳8(1941)    194,23ｐ 

 

   第 8輯    安東産業経済概観安東産業経済概観安東産業経済概観安東産業経済概観 

    康徳9(1942)    172ｐ 

 

   第10輯 安東物価の実態安東物価の実態安東物価の実態安東物価の実態と推移と推移と推移と推移    
                                                     解説:安東の物価は高いか廉いか 

    康徳9(1942)    87ｐ 

 

   第11輯 安東省の葦蓆安東省の葦蓆安東省の葦蓆安東省の葦蓆    
                                                     附:安東省葦蓆検査規則 

    康徳9(1942)    64,10ｐ 

 

    中央儲備銀行中央儲備銀行中央儲備銀行中央儲備銀行 

       中央儲備銀行概要中央儲備銀行概要中央儲備銀行概要中央儲備銀行概要 

       民国31(1941)    123p 
 

    中支建設資料整備委員会中支建設資料整備委員会中支建設資料整備委員会中支建設資料整備委員会 

  業務概況業務概況業務概況業務概況  昭和16年 

   昭和16(1941)    46ｐ 

 

    哈爾濱商工公会哈爾濱商工公会哈爾濱商工公会哈爾濱商工公会 

  哈爾濱経済概観哈爾濱経済概観哈爾濱経済概観哈爾濱経済概観     長谷川調査科長 
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   康徳5(1938)    242ｐ 

 

  哈爾濱経済資料集哈爾濱経済資料集哈爾濱経済資料集哈爾濱経済資料集  第 1輯-第 2輯 

   康徳7(1940)-康徳8(1941)    2冊 

 

        奉天商工公会奉天商工公会奉天商工公会奉天商工公会 

  中小工業者転出座談会要領筆記録中小工業者転出座談会要領筆記録中小工業者転出座談会要領筆記録中小工業者転出座談会要領筆記録 

   康徳6(1939)    122ｐ   
[奉天商工公会調査月報第 2巻第6号附録] 

 

  奉天市に於ける統制団体並に商工関係組合一覧奉天市に於ける統制団体並に商工関係組合一覧奉天市に於ける統制団体並に商工関係組合一覧奉天市に於ける統制団体並に商工関係組合一覧 

   康徳8(1941)    300,20ｐ 

 

    奉天商工会議所奉天商工会議所奉天商工会議所奉天商工会議所 

奉天経済三十年史奉天経済三十年史奉天経済三十年史奉天経済三十年史 附:奉天重要政治経済年表
(自明治38年至昭和12年)  佐々木孝三郎 編 

   康徳7(1940)    710ｐ 

 

    華北事情案内所華北事情案内所華北事情案内所華北事情案内所 

  北支事情解説パンフレット北支事情解説パンフレット北支事情解説パンフレット北支事情解説パンフレット 

   第 3輯 山東省事情山東省事情山東省事情山東省事情 

    昭和14(1939)    100ｐ 

 

  華北事情紹介資料華北事情紹介資料華北事情紹介資料華北事情紹介資料 

   第 4輯 新生北支の建設現況新生北支の建設現況新生北支の建設現況新生北支の建設現況 

    昭和14(1939)    122ｐ  

 

   第 9輯 北支最近の経済事情北支最近の経済事情北支最近の経済事情北支最近の経済事情 

     昭和15(1940)    124ｐ 

 

   第12輯 北支に於ける経済統制の現状北支に於ける経済統制の現状北支に於ける経済統制の現状北支に於ける経済統制の現状 

     昭和16(1941)    208ｐ 

 

   第14輯 北支に於ける邦人衣食住状況北支に於ける邦人衣食住状況北支に於ける邦人衣食住状況北支に於ける邦人衣食住状況 

     昭和17(1942)    39ｐ 

 

    華北交通株式会社華北交通株式会社華北交通株式会社華北交通株式会社 

  北支河川要覧北支河川要覧北支河川要覧北支河川要覧(改訂版)  東條義治,三澤寅和
鹿 

    昭和16(1941)    305ｐ 
 
  華北交通株式会社東京支社華北交通株式会社東京支社華北交通株式会社東京支社華北交通株式会社東京支社  
         華北展望華北展望華北展望華北展望 

   昭和18(1943)    57ｐ 

 

    金融合作社連合金融合作社連合金融合作社連合金融合作社連合 

  金融合作社の全貌金融合作社の全貌金融合作社の全貌金融合作社の全貌 

   康徳5(1938)    40ｐ 

 

    滿洲貿易調査会滿洲貿易調査会滿洲貿易調査会滿洲貿易調査会 

  調査資料調査資料調査資料調査資料 

   第 1輯 日滿貿易論日滿貿易論日滿貿易論日滿貿易論  Tsai Kyung-we 
        昭和7(1932)    27ｐ 
      原書名:Japanese Trade with Manchuria. 
        (Chinese Economic Journal 1931 November) 
 

        滿洲文化協会滿洲文化協会滿洲文化協会滿洲文化協会 

     滿蒙講座滿蒙講座滿蒙講座滿蒙講座 

   7.  滿洲の農畜産業の現勢滿洲の農畜産業の現勢滿洲の農畜産業の現勢滿洲の農畜産業の現勢  三箇功著 

     昭和7(1932)    82ｐ 

 

   12. 滿洲の新興工業滿洲の新興工業滿洲の新興工業滿洲の新興工業  安村義一著 

     昭和8(1933)    96ｐ 

 

    滿洲中央銀行滿洲中央銀行滿洲中央銀行滿洲中央銀行 

  滿洲中央銀行滿洲中央銀行滿洲中央銀行滿洲中央銀行 写真集写真集写真集写真集 

   康徳7(1940)    20ｐ 
 
    滿洲事情案内所滿洲事情案内所滿洲事情案内所滿洲事情案内所 

  滿洲國の宗教滿洲國の宗教滿洲國の宗教滿洲國の宗教 

   康徳6(1939)    70ｐ 

 

  滿洲に於ける通貨･滿洲に於ける通貨･滿洲に於ける通貨･滿洲に於ける通貨･金融の過去及現在金融の過去及現在金融の過去及現在金融の過去及現在 

   昭和11(1936)    212ｐ 
    [滿洲事情案内所報告滿洲事情案内所報告滿洲事情案内所報告滿洲事情案内所報告36] 
 

  在滿主要会社要覧在滿主要会社要覧在滿主要会社要覧在滿主要会社要覧 

   昭和14(1939)    130ｐ 

 

    滿洲重工業開発株式会社滿洲重工業開発株式会社滿洲重工業開発株式会社滿洲重工業開発株式会社     

  滿洲重工業資源の開発と滿業の使命滿洲重工業資源の開発と滿業の使命滿洲重工業資源の開発と滿業の使命滿洲重工業資源の開発と滿業の使命 

   康徳6(1939)    27ｐ 表 

 

    滿洲経済研究会滿洲経済研究会滿洲経済研究会滿洲経済研究会 

  滿洲経済研究会叢書滿洲経済研究会叢書滿洲経済研究会叢書滿洲経済研究会叢書 

   第 1輯 滿洲経済建設の指導原理滿洲経済建設の指導原理滿洲経済建設の指導原理滿洲経済建設の指導原理    
                  岡野鑑記著 

    康徳9(1942)    97ｐ 

 

    滿洲興業銀行滿洲興業銀行滿洲興業銀行滿洲興業銀行 

  滿洲興業銀行誌滿洲興業銀行誌滿洲興業銀行誌滿洲興業銀行誌 

   康徳9(1942)     71ｐ 

 

  滿洲興業銀行調査課滿洲興業銀行調査課滿洲興業銀行調査課滿洲興業銀行調査課                                                                                                                                                                            
  統制経済調査資料統制経済調査資料統制経済調査資料統制経済調査資料 

   第 2号 滿洲に於ける農業統制滿洲に於ける農業統制滿洲に於ける農業統制滿洲に於ける農業統制 

    康徳8(1941)    130ｐ 

 

    滿洲國法学研究会滿洲國法学研究会滿洲國法学研究会滿洲國法学研究会 

  亜細亜民族大同団結論亜細亜民族大同団結論亜細亜民族大同団結論亜細亜民族大同団結論  趙欣伯著 

   昭和8(1933)    22ｐ 
    [日文:1～12ｐ 満文:13～22ｐ]  

 

    滿洲國官吏消費組合滿洲國官吏消費組合滿洲國官吏消費組合滿洲國官吏消費組合 

  滿洲國官吏消費組合五年史滿洲國官吏消費組合五年史滿洲國官吏消費組合五年史滿洲國官吏消費組合五年史 

   昭和15(1940)    250ｐ 図 表 

 

    滿洲滿洲滿洲滿洲公共機関連合会公共機関連合会公共機関連合会公共機関連合会 

  滿洲公共機関連合会決議事項滿洲公共機関連合会決議事項滿洲公共機関連合会決議事項滿洲公共機関連合会決議事項 

   昭和7(1932)    12ｐ 

 

    滿洲日々新聞社滿洲日々新聞社滿洲日々新聞社滿洲日々新聞社     

  滿日時局叢書滿日時局叢書滿日時局叢書滿日時局叢書 

   第 1輯 日本人発展報告書日本人発展報告書日本人発展報告書日本人発展報告書 

    昭和11(1936)    50ｐ 
      [滿洲國建国 4周年記念] 
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    滿日叢書滿日叢書滿日叢書滿日叢書 

   第 3輯 滿洲國は躍進す滿洲國は躍進す滿洲國は躍進す滿洲國は躍進す    
                                                            ----治外法権の一部撤廃とその影響治外法権の一部撤廃とその影響治外法権の一部撤廃とその影響治外法権の一部撤廃とその影響---- 
    昭和11(1936)    113ｐ 

 

    滿洲農産公社滿洲農産公社滿洲農産公社滿洲農産公社 

  縣城に於ける土着資本実態調査報告書縣城に於ける土着資本実態調査報告書縣城に於ける土着資本実態調査報告書縣城に於ける土着資本実態調査報告書    
                    3 計数編 

    康徳11(1944)    692ｐ 
     [康徳10年度調査資料第15号] 
 

  滿洲農産公社理事長室調査科滿洲農産公社理事長室調査科滿洲農産公社理事長室調査科滿洲農産公社理事長室調査科                                                                                                                                                                                                     
  農公調査資料農公調査資料農公調査資料農公調査資料 

   第 1輯 主要農産物生産費に関する調査報告主要農産物生産費に関する調査報告主要農産物生産費に関する調査報告主要農産物生産費に関する調査報告    
                                                            書書書書    
                              附:北滿一農村に於ける農産物価 
                   格形成事情 
              康徳8年度 

    康徳9(1942)    240ｐ 

 

    滿洲新滿洲新滿洲新滿洲新聞社聞社聞社聞社 

  黄土に芽ぐむもの黄土に芽ぐむもの黄土に芽ぐむもの黄土に芽ぐむもの 

   康徳8(1941)    120ｐ 

 

    滿洲市場株式会社滿洲市場株式会社滿洲市場株式会社滿洲市場株式会社 

  二十年史二十年史二十年史二十年史 

   康徳5(1938)    492ｐ 

 

    滿洲商業会議所連合会滿洲商業会議所連合会滿洲商業会議所連合会滿洲商業会議所連合会 

  滿洲金融制度並ニ政策改善ニ関スル要請書滿洲金融制度並ニ政策改善ニ関スル要請書滿洲金融制度並ニ政策改善ニ関スル要請書滿洲金融制度並ニ政策改善ニ関スル要請書 

     大正15(1926)    6ｐ 

 

  滿洲金融制度並ニ政策改善ニ関スル要請書滿洲金融制度並ニ政策改善ニ関スル要請書滿洲金融制度並ニ政策改善ニ関スル要請書滿洲金融制度並ニ政策改善ニ関スル要請書 

   昭和2(1927)    10ｐ 

 

    滿洲書院編輯部滿洲書院編輯部滿洲書院編輯部滿洲書院編輯部 

  滿洲國税関輸入税税則滿洲國税関輸入税税則滿洲國税関輸入税税則滿洲國税関輸入税税則 附:統税規呈 

     昭和7(1932)    84,30ｐ 

 

    滿洲商工会議所連合会滿洲商工会議所連合会滿洲商工会議所連合会滿洲商工会議所連合会 

  滿鉄及滿洲商工界根本建直滿鉄及滿洲商工界根本建直滿鉄及滿洲商工界根本建直滿鉄及滿洲商工界根本建直シニ関スル要請書シニ関スル要請書シニ関スル要請書シニ関スル要請書 

   昭和6(1931)    8ｐ 表 

 

    滿洲商工公会中央会滿洲商工公会中央会滿洲商工公会中央会滿洲商工公会中央会 

  滿洲國産業経済関係要綱集滿洲國産業経済関係要綱集滿洲國産業経済関係要綱集滿洲國産業経済関係要綱集  第 1輯 

   康徳11(1944)    194ｐ 

 

    滿洲煙草統制組合滿洲煙草統制組合滿洲煙草統制組合滿洲煙草統制組合 

  滿煙統資料滿煙統資料滿煙統資料滿煙統資料 

   第 1号 滿洲煙草事業小史滿洲煙草事業小史滿洲煙草事業小史滿洲煙草事業小史  高橋亘著 

    康徳10(1943)    68ｐ 

 

    滿洲炭鉱株式会社滿洲炭鉱株式会社滿洲炭鉱株式会社滿洲炭鉱株式会社 

  滿洲炭鉱株式会社概要滿洲炭鉱株式会社概要滿洲炭鉱株式会社概要滿洲炭鉱株式会社概要 

   康徳6(1939)    35ｐ 図 写真 

 

    滿洲輸入組合連合会商業研究部滿洲輸入組合連合会商業研究部滿洲輸入組合連合会商業研究部滿洲輸入組合連合会商業研究部 

  調査調査調査調査  

   第 1輯 滿洲に於ける金巾滿洲に於ける金巾滿洲に於ける金巾滿洲に於ける金巾,,,,粗布及大尺布粗布及大尺布粗布及大尺布粗布及大尺布    
                  桐澤信六著 

    昭和11(1936)    307ｐ  

 

   第 2輯 滿洲に於ける塩干魚滿洲に於ける塩干魚滿洲に於ける塩干魚滿洲に於ける塩干魚,,,,寒天寒天寒天寒天,,,,昆布事情昆布事情昆布事情昆布事情    
                  原道之著 

    昭和11(1936)    228ｐ 

 

   第 3輯 滿洲に於ける紙滿洲に於ける紙滿洲に於ける紙滿洲に於ける紙  永田平八郎著 

    昭和11(1936)  198ｐ 

 

   第 4輯 滿洲に於ける綾織綿布並加工綿布滿洲に於ける綾織綿布並加工綿布滿洲に於ける綾織綿布並加工綿布滿洲に於ける綾織綿布並加工綿布    
                  桐澤信六著 

    昭和11(1936)    498ｐ 

 

   第 5輯 滿洲に於ける食料品缶詰滿洲に於ける食料品缶詰滿洲に於ける食料品缶詰滿洲に於ける食料品缶詰    
                  原道之著 

    昭和11(1936)   220ｐ  

 

      第 6輯 滿洲に於ける紙製品滿洲に於ける紙製品滿洲に於ける紙製品滿洲に於ける紙製品    
                     永田平八郎著 

    昭和11(1936)    170ｐ 

 

   第 7輯    滿洲に於ける石鹸滿洲に於ける石鹸滿洲に於ける石鹸滿洲に於ける石鹸  相京實著 

    昭和11(1936)    149ｐ 

 

   第 8輯  滿洲に於ける電球滿洲に於ける電球滿洲に於ける電球滿洲に於ける電球  重田實著 

    昭和11(1936)    188ｐ 

 

   第11輯 滿洲に於ける小麦粉滿洲に於ける小麦粉滿洲に於ける小麦粉滿洲に於ける小麦粉  原道之著 

    昭和12(1937)    276ｐ 

 

   第13輯 滿洲に於ける染料滿洲に於ける染料滿洲に於ける染料滿洲に於ける染料  今和泉武雄著 

    昭和12(1937)    123ｐ 

 

   第14輯 滿洲に於ける滿洲に於ける滿洲に於ける滿洲に於ける護謨靴護謨靴護謨靴護謨靴  池田茂著 

    昭和12(1937)    135ｐ 

 

   第15輯 滿洲に於ける毛織物滿洲に於ける毛織物滿洲に於ける毛織物滿洲に於ける毛織物     風間鐵男著 

    昭和13(1938)    161ｐ 

 

   第16輯 滿洲に於ける果実並蔬菜滿洲に於ける果実並蔬菜滿洲に於ける果実並蔬菜滿洲に於ける果実並蔬菜    
                  今和泉武雄著 

    昭和13(1938)    209ｐ   
 

      第17輯 滿洲に於ける綿洋服及服地滿洲に於ける綿洋服及服地滿洲に於ける綿洋服及服地滿洲に於ける綿洋服及服地    
                  原道之著 

    昭和13(1938)    136ｐ 

 

   第18輯    滿洲に於ける麻滿洲に於ける麻滿洲に於ける麻滿洲に於ける麻  桐澤信六著 

    昭和13(1938)    247ｐ 

 

   第19輯 滿洲に於ける羊毛滿洲に於ける羊毛滿洲に於ける羊毛滿洲に於ける羊毛     風間鐵男著 

    昭和14(1939)    302ｐ 

 

   第21輯 滿洲に於ける莫大小製品滿洲に於ける莫大小製品滿洲に於ける莫大小製品滿洲に於ける莫大小製品    
                  風間鐵男著 
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    昭和14(1939)    171ｐ 

 

    蒙疆銀行調査課蒙疆銀行調査課蒙疆銀行調査課蒙疆銀行調査課 

  調査資料調査資料調査資料調査資料 

   甲28第 9号 宣化に於ける制帽工業宣化に於ける制帽工業宣化に於ける制帽工業宣化に於ける制帽工業    
                                                                            ----所謂所謂所謂所謂 帽業に就いて帽業に就いて帽業に就いて帽業に就いて----    
                  楮原忠人担当 

    民国28(1939)    23ｐ 
      [蒙疆工業調査資料第2輯] 
 

   甲28第10号 蒙疆に於ける質業と其の業態蒙疆に於ける質業と其の業態蒙疆に於ける質業と其の業態蒙疆に於ける質業と其の業態    
                                                                            ----所謂当舗業に就いて所謂当舗業に就いて所謂当舗業に就いて所謂当舗業に就いて---- 
    民国28(1939)    34ｐ 
      [蒙疆金融調査資料第1輯] 
 

   甲734年第12号 蒙疆主要会社法令及定款集蒙疆主要会社法令及定款集蒙疆主要会社法令及定款集蒙疆主要会社法令及定款集    
                                                                                 附:蒙疆主要会社一覧表 

    民国28(1939)    256ｐ 

 

   甲734年第13号 張家口を中心として観たる張家口を中心として観たる張家口を中心として観たる張家口を中心として観たる    
                                        各都市貿易概況各都市貿易概況各都市貿易概況各都市貿易概況((((民国民国民国民国27272727年度年度年度年度))))    
                  田丸慶次担当 

    民国28(1939)    49ｐ 

 

  蒙疆金融調査資料蒙疆金融調査資料蒙疆金融調査資料蒙疆金融調査資料 

   第 1輯 蒙疆蒙疆蒙疆蒙疆に於ける質業と其の業態に於ける質業と其の業態に於ける質業と其の業態に於ける質業と其の業態    
                                                            ----所謂当舗業に就いて所謂当舗業に就いて所謂当舗業に就いて所謂当舗業に就いて---- 
    民国28(1939)    34ｐ 
      [調査資料甲28第10号] 
 

  蒙疆工業調査資料蒙疆工業調査資料蒙疆工業調査資料蒙疆工業調査資料 

   第 2輯 宣化に於ける制帽工業宣化に於ける制帽工業宣化に於ける制帽工業宣化に於ける制帽工業    
                                                            ----所謂所謂所謂所謂 帽業に就いて帽業に就いて帽業に就いて帽業に就いて---- 
    民国28(1939)    23ｐ 
      [調査資料甲28第 9号] 
 

    新京商工公会新京商工公会新京商工公会新京商工公会 

  経済関係法令並布告集経済関係法令並布告集経済関係法令並布告集経済関係法令並布告集  第 1輯-第 7輯 

   康徳5(1938)-康徳7(1940)    7冊 

 

  新京商工事情新京商工事情新京商工事情新京商工事情 

   第 2輯 商工業編商工業編商工業編商工業編  康徳 9年 

    康徳9(1942)    167ｐ 

 

  新京を主としたる鉄道貨物運賃新旧比較新京を主としたる鉄道貨物運賃新旧比較新京を主としたる鉄道貨物運賃新旧比較新京を主としたる鉄道貨物運賃新旧比較 

   康徳5(1938)    70ｐ 

    
    
    

中中中中        國國國國        関関関関        係係係係    
    
    

青青青青        島島島島 
 

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

    青島日本商工会議所青島日本商工会議所青島日本商工会議所青島日本商工会議所 

青島港貿易概況青島港貿易概況青島港貿易概況青島港貿易概況  昭和3年度-昭和6年度 

   昭和4(1929)-昭和7(1932)    4冊 
    [青島日本商工会議所統計月報附録 
      調査報告] 
 

  青島港貿易統計年報青島港貿易統計年報青島港貿易統計年報青島港貿易統計年報    
         自1926年至1928年,自1927年至1929年, 
       自1928年至1930年,1931年-1939年 

      昭和4(1929)-昭和15(1940)    11冊 

 

  青島経済統計月報青島経済統計月報青島経済統計月報青島経済統計月報    
            → 和雑誌の項を見よ 
    
青島日本商工会議所所報青島日本商工会議所所報青島日本商工会議所所報青島日本商工会議所所報    

   → 和雑誌の項を見よ 
    
青島の現勢青島の現勢青島の現勢青島の現勢    

  昭和14年,昭和15年版,昭和18年版 

   昭和14(1939)-昭和18(1943)    3冊 

 

  青島商工案内青島商工案内青島商工案内青島商工案内  昭和14年度版,昭和19年度版 

   昭和14(1939)-昭和19(1944)    2冊 

    
経済時報経済時報経済時報経済時報    
    → 和雑誌の項を見よ    

 

    航業航業航業航業連合協会芝罘支部連合協会芝罘支部連合協会芝罘支部連合協会芝罘支部 

  芝罘事情芝罘事情芝罘事情芝罘事情  昭和14年度版 

   昭和14(1939)    247ｐ 図14 地図 

 

    日華社日華社日華社日華社 

  青島案内青島案内青島案内青島案内 附:山東各地事情  昭和8年版 

   昭和8(1933)    266ｐ 図 地図 

 

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

    青島日本商工会議所青島日本商工会議所青島日本商工会議所青島日本商工会議所 

  青島を中心とする交通対策青島を中心とする交通対策青島を中心とする交通対策青島を中心とする交通対策 

   昭和13(1938)    215ｐ 

 

     調査報告調査報告調査報告調査報告 

   第38号 山東労働者の移動状況山東労働者の移動状況山東労働者の移動状況山東労働者の移動状況 

    昭和3(1928)    49ｐ 
      [統計月報第32号附録] 
 

   第39号 山東之物産山東之物産山東之物産山東之物産    第 2篇 生牛 

    昭和4(1929)    104ｐ 
      [統計月報第34号附録] 
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   第43号 山東之物産山東之物産山東之物産山東之物産 第 3篇 石炭 

    昭和4(1929)    195ｐ 表 
      [統計月報第40号附録] 
 

   第46号 山東之物産山東之物産山東之物産山東之物産    
                     第 4篇 青島,芝罘,龍口,威海衛地方の漁業 
                 附: 島及利津沖の黄花魚漁業 

    昭和5(1930)    112ｐ 
       [統計月報第49号附録] 
 

  山東物産叢書山東物産叢書山東物産叢書山東物産叢書 

   第 1輯 山東の麦稈真田山東の麦稈真田山東の麦稈真田山東の麦稈真田 

    昭和15(1940)    45ｐ 

 

    青島新聞社青島新聞社青島新聞社青島新聞社 

  青島問題青島問題青島問題青島問題  鬼頭玉汝著 

   大正8(1919)    40ｐ 

 

    青島取引所青島取引所青島取引所青島取引所 

  山東ニ於ケル金融事情山東ニ於ケル金融事情山東ニ於ケル金融事情山東ニ於ケル金融事情  安藤榮次郎 

   昭和7(1932)    63ｐ 

 

    在青島日本帝國総領事館在青島日本帝國総領事館在青島日本帝國総領事館在青島日本帝國総領事館 

     青島概観青島概観青島概観青島概観 

   大正4(1925)    112ｐ 
 

 

北北北北        京京京京 
 

逐逐逐逐    次次次次    刊刊刊刊    行行行行    物物物物 
    
華北貿易組合連合会華北貿易組合連合会華北貿易組合連合会華北貿易組合連合会    
    華北貿易総連合会報華北貿易総連合会報華北貿易総連合会報華北貿易総連合会報    
        → 和雑誌の項を見よ 

 
 

上上上上        海海海海 
    

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

滿洲鉄道株式会社上海事務所研究室滿洲鉄道株式会社上海事務所研究室滿洲鉄道株式会社上海事務所研究室滿洲鉄道株式会社上海事務所研究室    
    滿鉄支那月報滿鉄支那月報滿鉄支那月報滿鉄支那月報    
            → 旧満州関係の項を見よ        
    
上海日本商工会議所上海日本商工会議所上海日本商工会議所上海日本商工会議所 

  上海外国人商工団体と商社一覧上海外国人商工団体と商社一覧上海外国人商工団体と商社一覧上海外国人商工団体と商社一覧 

→ 満州國関係の項を見よ 
 

単単単単    行行行行    書書書書    ････    叢叢叢叢    書書書書 
    
滿洲鉄道株式会社滿洲鉄道株式会社滿洲鉄道株式会社滿洲鉄道株式会社    
上海事務所上海事務所上海事務所上海事務所 

上海滿鉄時局資料上海滿鉄時局資料上海滿鉄時局資料上海滿鉄時局資料 

→旧滿洲関係の項を見よ    
    
上海事務所調査室上海事務所調査室上海事務所調査室上海事務所調査室     

  極東に於ける獨逸の権益と政策極東に於ける獨逸の権益と政策極東に於ける獨逸の権益と政策極東に於ける獨逸の権益と政策    
    → 旧滿洲関係の項を見よ 

            
上海事務所研究室上海事務所研究室上海事務所研究室上海事務所研究室                                                                                                                                                                                                

  上海滿鉄調査資料上海滿鉄調査資料上海滿鉄調査資料上海滿鉄調査資料    
         → 旧滿洲関係の項を見よ 

 

 
天天天天        津津津津 

    
単単単単    行行行行    書書書書    ････    叢叢叢叢    書書書書 
    
滿洲鉄道株式会社滿洲鉄道株式会社滿洲鉄道株式会社滿洲鉄道株式会社 
天津事務所調査課天津事務所調査課天津事務所調査課天津事務所調査課 

  北支経済資料北支経済資料北支経済資料北支経済資料 

   → 旧滿洲関係の項を見よ 

   
北支経済提要北支経済提要北支経済提要北支経済提要 

   → 旧滿洲関係の項を見よ 

    
    
    

樺樺樺樺        太太太太        関関関関        係係係係    
 

 
樺樺樺樺        太太太太        庁庁庁庁 

 

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

    樺太庁樺太庁樺太庁樺太庁 

  樺太庁治一班樺太庁治一班樺太庁治一班樺太庁治一班  第16回 

   大正13(1924)    498ｐ 

 

  樺太庁治要覧樺太庁治要覧樺太庁治要覧樺太庁治要覧    
      昭和3年-昭和4年,昭和8年-昭和9年 

   昭和5(1930)-昭和11(1936)    4冊 

 

  樺太庁統計書樺太庁統計書樺太庁統計書樺太庁統計書  昭和3年-昭和9年 

   昭和4(1929)-昭和10(1935)    7冊 
    [昭和8年以降:樺太庁長官々房調査課]  

 

  樺太概要樺太概要樺太概要樺太概要  昭和4年-昭和6年 

   昭和4(1929)-昭和5(1930)    3冊 

 

  樺太要覧樺太要覧樺太要覧樺太要覧    
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         大正14年-昭和8年,昭和10年-昭和11年 

   大正14(1925)-昭和12(1937)    11冊 

 

    樺太庁中央試験所樺太庁中央試験所樺太庁中央試験所樺太庁中央試験所                                                                                                                                                                                                                         
  業務概要業務概要業務概要業務概要     農業部,農事試験支所 
   昭和9年度-昭和10年度 

   昭和11(1936)-昭和13(1938)    2冊 

 

  業務概要業務概要業務概要業務概要    水産部 
   昭和7年度,昭和9年度-昭和10年度 

   昭和9(1934)-昭和13(1938)   3冊 
 
        樺太庁農事試験場樺太庁農事試験場樺太庁農事試験場樺太庁農事試験場                                                                                                                                                                                                                         
     事業報告事業報告事業報告事業報告  大正12年度 

   大正14(1925)    59,58,42ｐ 

 

国国国国    勢勢勢勢    調調調調    査査査査 
 

    樺太庁樺太庁樺太庁樺太庁 

  昭和５年国勢調査昭和５年国勢調査昭和５年国勢調査昭和５年国勢調査    昭和5年10月1日施行 

   国勢調査報告国勢調査報告国勢調査報告国勢調査報告 附:表  昭和5年 

    昭和9(1934)    78,59ｐ 

 

   国勢調査結果表国勢調査結果表国勢調査結果表国勢調査結果表  昭和5年  

        昭和9(1934)    925ｐ 

 

 

そそそそ    のののの    他他他他    諸諸諸諸    機機機機    関関関関 
 

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

    樺太真岡商業会議所樺太真岡商業会議所樺太真岡商業会議所樺太真岡商業会議所     

  真岡商業会議所統計年報真岡商業会議所統計年報真岡商業会議所統計年報真岡商業会議所統計年報     大正13年 

   大正14(1925)    63ｐ 

 

単単単単    行行行行    書書書書 
 

    豊原商工会議所豊原商工会議所豊原商工会議所豊原商工会議所 

  憂ふべき将来の中小工商業問題と其の対策憂ふべき将来の中小工商業問題と其の対策憂ふべき将来の中小工商業問題と其の対策憂ふべき将来の中小工商業問題と其の対策 

   昭和9(1934)    27ｐ 
 
 

 

 

 

南南南南        洋洋洋洋        群群群群        島島島島        関関関関        係係係係 
 

 
南南南南        洋洋洋洋        庁庁庁庁 

 

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

        南洋庁南洋庁南洋庁南洋庁 

  南洋庁統計年報南洋庁統計年報南洋庁統計年報南洋庁統計年報    
      第 1回(昭和8年)-第 7回(昭和14年) 
   昭和8(1933)-昭和14(1939)    7冊 
    [第 2回(昭和9年)以降:｢南洋庁統計年鑑｣と 
       改題] 
 

  南洋群島々勢調査報告南洋群島々勢調査報告南洋群島々勢調査報告南洋群島々勢調査報告 

   大正14年 

   昭和 5年 1. 総括編 

         2. 島民編 

         3.  邦人外国人編 

         4.  顛末編 

   昭和10年 1.  統計表 

        2.  顛末編    
   昭和2(1927)-昭和12(1937)    7冊 
    [昭和5年以降:｢南洋群島々勢調査書南洋群島々勢調査書南洋群島々勢調査書南洋群島々勢調査書｣と改題] 
 

  南洋群島要覧南洋群島要覧南洋群島要覧南洋群島要覧     昭和 9年版 

      昭和9(1934)    24,291p 
 

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

    南洋庁長官々房南洋庁長官々房南洋庁長官々房南洋庁長官々房 

  南洋庁施政十年史南洋庁施政十年史南洋庁施政十年史南洋庁施政十年史 

   昭和7(1932)    476ｐ 図 地図 2 
 

    南洋庁長官々房調査課南洋庁長官々房調査課南洋庁長官々房調査課南洋庁長官々房調査課                                                                                                                                                                                
   ギルバート諸島ギルバート諸島ギルバート諸島ギルバート諸島 

   昭和14(1939)    9ｐ 図 

 

  南洋庁調査課資料南洋庁調査課資料南洋庁調査課資料南洋庁調査課資料 

     第 4輯 ニューギニア事情ニューギニア事情ニューギニア事情ニューギニア事情((((濠洲委任統治領濠洲委任統治領濠洲委任統治領濠洲委任統治領)))) 
    昭和14(1939)    406ｐ 

 

   第 6輯 英保護領ソロモン群島事情英保護領ソロモン群島事情英保護領ソロモン群島事情英保護領ソロモン群島事情 

    昭和15(1940)    193ｐ 地図 表 

 

  ヌメア案内ヌメア案内ヌメア案内ヌメア案内 

   昭和14(1939)    6ｐ 地図  

 

  海外研究所海外研究所海外研究所海外研究所 

    南洋群島人事録南洋群島人事録南洋群島人事録南洋群島人事録      
      昭和17(1942)    219p 
 
 

 


