
①請求番号 ②著者名 ③著者名(カタカナ) ④書名 ⑤書名(カタカナ) ⑥書架番号
Ac1-J 実業之日本社 ジツギョウノニホンシャ 英和俗語熟語故事大辞典 エイワゾクゴジュクゴコジダイジテン 1-1-前
Ac1-K 古事類苑刊行会 コジルイエンカンコウカイ 古事類苑（1）～（15） コジルイエン 1-1-前
Ac1-K 古事類苑刊行会 コジルイエンカンコウカイ 古事類苑（16）～（31） コジルイエン 1-1-後
Ac1-K 古事類苑刊行会 コジルイエンカンコウカイ 古事類苑（32）～（45） コジルイエン 1-2-前
Ac1-K 古事類苑刊行会 コジルイエンカンコウカイ 古事類苑（46）～（60） コジルイエン 1-2-後
Ac1-KM 岸上　操 キシガミ　ミサオ 事物原始一千題 ジブツゲンシイッセンダイ 1-2-後
Ac2-IJ 井上　十吉 イノウエ　ジュウキチ 井上英和大辞典 イノウエエイワダイジテン 1-2-後
Ac2-NS 登張　信一郎 ノボリバリ　シンイチロウ （新式）独和大辞典 シンシキドクワダイジテン 1-3-前
Ad1-AK 天野　敬太郎 アマノ　ケイタロウ 法政経済社会論文総覧 ホウセイケイザイシャカイロンブンソウラン 1-3-前

Ad1-C 中央公論 チュウオウコウロン
中央公論総目次明治20年12月（1号）から昭和45年12
月（1,000号）まで

チュウオウコウロン 1-3-前

Ad1-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮総督府及所属官署主要刊行圖書目録 チョウセンソウトクフオヨビショゾク… 1-3-前
Ad1-F 文車の会 フミグルマノカイ 古書逸品展示大即売会出品目録 コショイッピンテンジダイソクバイカイ… 1-3-前
Ad1-G 巖松堂書店古典部 ガンショウドウショテンコテンブ 古書籍在庫目録　日本志篇 コショセキザイコモクロク 1-3-前

Ad1-K 霞山会館 カザンカイカン
霞山会館図書室増加図書分類目録（1）－昭和12年10
月～同14年12月－

カザンカイカントショシツゾウカトショブンルイモクロク 1-3-前

Ad1-K 官庁刊行図書目録第43、44号昭和12年 カンチョウカンコウトショモクロク 1-3-前
Ad1-M 〔明治大学〕 メイジダイガク 明治大学和漢図書分類目録 メイジダイガクワカントショブンルイモクロク 1-3-前
Ad1-M 明治古典会 メイジコテンカイ 明治百年大古書展出品目録 メイジ100ネンダイコショテンシュツヒンモクロク 1-3-前
Ad1-N 内閣印刷局 ナイカクインサツキョク 官庁刊行図書目録（1） カンチョウカンコウトショモクロク 1-3-前
Ad1-OS 太田　重弘 オオタ　シゲヒロ 社史・実業家伝記目録－東京大学経済学部研究室所 シャシジツギョウカデンキモクロク (3F)

Ad1-T
台北帝国大学文政学部南方文化研
究室

タイホクテイコクダイガクブンセイ… 台湾文献目録－人文科学－ タイワンブンケンモクロク 1-3-前

Ad1-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 図書室彙報（2冊） トショシツイホウ 1-3-前

Ad1-T 東京市立日比谷図書館 トウキョウシリツヒビヤトショカン
近藤記念海事財団文庫図書目録－東京市立日比谷図
書館所蔵－　昭和11年12月末現在

コンドウキネンカイジザイダンブンコトショモクロク 1-3-前

Ad1-TY 高市　慶雄 タカイチ　ヨシオ 明治文献目録 メイジブンケンモクロク 1-3-前

Ad1-Z 在上海日本商務官事務局
ザイシャンハイニホンショウムカンジ
ム…

商務官室資料目録 ショウムカンシツシリョウモクロク 1-3-前

Ad2-K 経済界本部 ケイザイカイホンブ 大日本紳士鑑 ダイニホンシンシカン 1-3-前
Ad2-K 経済雑誌社 ケイザイザッシシャ 大日本人名辞書 ダイニホンジンメイジショ 1-3-前
Ad2-M 渋澤　栄一[等] シブサワ　エイイチ 明治大正史（13）～（15） メイジタイショウシ 1-3-前
Ad2-M 文部省専門学務局 モンブショウセンモンガクムキョク 学位録自明治21年5月至大正4年3月 ガクイロク 1-3-前
Ad2-MJ 松本　順吉 マツモト　ジュンキチ 東京工匠名鑑（全） トウキョウコウショウメイカン 1-3-前
Ad2-MN 前田　長善 マエダ　ナガヨシ 華族明鑑 カゾクメイカン 1-3-前
Ad2-S 上海興信所 シャンハイコウシンショ 中華全国中日実業家興信録（上海の部） チュウカゼンコクチュウニチジツギョウカ… 1-3-前
Ae1-T 東京商科大学 トウキョウショウカダイガク 東京商科大学創立五十周年 トウキョウショウカダイガクソウリツ… 1-3-前
Ae2-K 黒川　眞頼 クロカワ　マヨリ 皇典講究所講演　第1巻～2巻 コウテンコウキュウショコウエン 1-3-前
Ae2-K 黒川　眞頼 クロカワ　マヨリ 皇典講究所講演　第3巻～15巻 コウテンコウキュウショコウエン 1-3-後
Ae2-OB 岡　文二 オカ　ブンジ 明治演説大家集（1）（2）（3） メイジエンゼツタイカシュウ 1-3-後
Af1-M 明治文化研究会 メイジブンカケンキュウカイ 新舊時代第1年度合本 シンキュウジダイダイ1ネンドガッポン 1-3-後
Af1-SS 志賀　重昂 シガ　シゲタカ 日本人（1～5） ニホンジン 1-3-後
Af3-は3-H 北支那経済通信社 キタシナケイザイツウシンシャ 北支・蒙疆年鑑昭和16年版 ホクシモウキョウネンカン (3F)
Af3-A 朝日新聞社 アサヒシンブンシャ 朝日年鑑　大正14、15、16 アサヒネンカン 1-3-後
Af3-IY 伊東　祐穀 イトウ　ユウコク 世界年鑑明治38、39、41年 セカイネンカン 1-3-後
Af3-J 時事新報社 ジジシンポウシャ 時事年鑑昭和9～12年 ジジネンカン 1-4-前
Af3-J 同盟通信社 ドウメイツウシンシャ 時事年鑑昭和13、14、16年版 ジジネンカン 1-4-前
Af3-M 大阪毎日新聞社 オオサカマイニチシンブンシャ 毎日年鑑大正11、昭和3 マイニチネンカン 1-4-前
Af3-M 満州文化協会 マンシュウブンカキョウカイ 満州年鑑昭和7年、同8年 マンシュウネンカン (3F)

Af3-C 京城日報社毎日申報社
ケイジョウニッポウシャマイニチシン
ポウシャ

朝鮮年鑑昭和十年版 チョウセンネンカン (3F)

Af3-は3-M 蒙彊新聞社 モウキョウシンブンシャ 蒙彊年鑑成紀736年（昭和16年） モウキョウネンカン (3F)
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Af3-は3-S 申報年鑑社 シンポウネンカンシャ 申報年鑑第三次 シンポウネンカン 1-4-前
Ag3-K 樺太庁博物館 カラフトチョウハクブツカン 樺太庁博物館要覧 カラフトチョウハクブツカンヨウラン 1-4-前
Ah1-IM 伊藤　正徳 イトウ　マサノリ 新聞五十年史新版 シンブン50ネンシ 1-4-前

Ah1-J 実業同志会調査部 ジツギョウドウシカイチョウサブ
社会より見たる新聞の使命（欧米に於ける人権の尊重
と言論機関取締制度並に名誉毀損に対する判決例）

シャカイヨリミタルシンブン… 1-4-前

Ah1-N 日本経済新聞マーケッティング部
ニホンケイザイシンブンマーケッティ
ングブ

世界 大の経済紙 セカイサイダイノケイザイシ 1-4-前

Ah1-OH 小野　秀雄 オノ　ヒデオ 日本新聞発達史 ニホンシンブンハッタツシ 1-4-前
Ah1-OH 小野　秀雄 オノ　ヒデオ 横浜新報もしほ草 ヨコハマシンポウモシホグサ 1-4-前

Ah1-S ソ連報道出版界代表団
ソレンホウドウシュッパンカイダイヒョ
ウダン

ソ連の新聞製作の実際 ソレンノシンブンセイサクノジッサイ 1-4-前

Ah2-MF 松田　ふみ子 マツダ　フミコ 婦人公論の50年 フジンコウロンノ50ネン 1-4-前
Ah2-OS 小倉　政太郎 オグラ　セイタロウ 東洋経済新報言論六十年 トウヨウケイザイシンポウゲンロン60ネン 1-4-前
Ah2-SH 杉森　久英 スギモリ　ヒサヒデ 中央公論社の80年 チュウオウコウロンシャノ80ネン 1-4-前
Ah2-SY 嶋中　雄作 シマナカ　ユウサク 回顧五十年－中央公論社創立五十周年記念－ カイコ50ネン 1-4-前
Ba1-G 御高札写 ゴゴウサツウツシ 宝暦2（1752） ホウレキ2 1-4-後
Ba1-G 外務省条約局 ガイムショウジョウヤクキョク 条約彙纂（1）－日本国及各国間諸条約 ジョウヤクイサン 1-4-後
Ba1-IJ 伊藤　重治郎 イトウ　ジュウジロウ 和英法律語辞典 ワエイホウリツゴジテン 1-4-後
Ba1-K 工部省 コウブショウ 布達全書　自明治四年　至同七年 フタツゼンショ 1-4-後
Ba2-EC 江木　衷 エギ　マコト 冷灰漫筆 レイカイマンピツ 1-4-後
Ba2-KH 神川　彦松 カミカワ　ヒコマツ 日本の新しいイメージ－日本国民の自主憲法のあり方 ニホンノアタラシイイメージ 1-4-後
Ba2-MG 宮武　外骨 ミヤタケ　ガイコツ 筆禍史 ヒッカシ 1-4-後
Ba2-OY 大橋　安次郎 オオハシ　ヤスジロウ 内地雑居論（全） ナイチザッキョロン 1-4-後
Ba2-W 早稲田大学法学会 ワセダダイガクホウガッカイ 寺尾元彦博士追悼記念論文集 テラオモトヒコハカセツイトウ… 1-4-後
Ba3-NK 長尾　景弼 ナガオ　カゲスケ 日本六法全書 ニホンロッポウゼンショ 1-4-後
Ba4-Z 全国競輪施行者議会 ゼンコクケイリンシコウシャキョウギ 賭け事に関する英国王室委員会報告書 カケゴトニカンスルエイコクオウシツイインカイ… 1-4-後

Ba7-D 第一法規出版㈱編輯部
ダイイチホウキシュッパンカブシキカ
イシャヘンシュウブ

加除解説時局関係法令集（2） カジョカイセツジキョク… 1-4-後

Ba7-D 第一法規出版㈱編輯部
ダイイチホウキシュッパンカブシキカ
イシャヘンシュウブ

加除解説時局関係法令集（2）（3） カジョカイセツジキョク… (3F)

Ba7-E 営善管財局国有財産課
エイゼンカンザイキョクコクユウザイ
サンカ

社寺境内地ニ関スル沿革的法令集
シャジケイダイチニカンスルエンカクテキホウレイシュ
ウ

1-4-後

Ba7-G （続々）群書類従（6）（7） ゾクゾクグンショルイジュウ 1-4-後

Ba7-H 内閣記録局 ナイカクキロクキョク
法規分類大全（1）財政門（決算2･4）、租税門(地方税2・
雑税2)

ホウキブンルイタイゼン 1-4-後

Ba7-H 博文館 ハクブンカン 新法令附帝国議会史　明治32年、 明治39年、 大正12 シンホウレイ (一部3F)
Ba7-H 博文館 ハクブンカン 新法令附第二次軍国議会史　附軍国議会史 シンホウレイ (一部3F)
Ba7-J 重要産業協議会 ジュウヨウサンギョウキョウギカイ 許可認可等臨時措置令解説 キョカニンカトウリンジソチレイカイセツ (3F)
Ba7-J 地所処分公布類纂 ジショショブンコウフルイサン 1-4-後
Ba7-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 経済企画庁関係法令集 ケイザイキカクチョウカンケイホウレイシュウ 1-4-後
Ba7-K 警視庁 ケイシチョウ 警視庁布達全書明治17年 ケイシチョウフタツゼンショ 1-4-後
Ba7-KK 香取　関平 カトリ　カンペイ 鼇頭索引官令簡明目録太政官之部 ゴトウサクインカンレイカンメイモクロク 1-5-前
Ba7-N 内閣官報局 ナイカクカンポウキョク 法令全書－明治3年－ ホウレイゼンショ (3F)

Ba7-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク
主要財政経済関係法令並立法理由－第三・四回、第五
回、第六回国会－

シュヨウザイセイケイザイカンケイホウレイ… (3F)

Ba7-N 日本銀行調査局 二ホンギンコウチョウサキョク
第七十二回帝国議会の協賛を経たる法律竝に其の立
法理由

ダイ72カイテイコクギカイノキョウサンヲへタル… 1-5-前

Ba7-N 日本〔法令〕〔江戸期〕 ニホン（ホウレイ）（エドキ） 1-5-前
Ba7-NK 長峰　慶三郎 ナガミネ　ケイザブロウ 官民必携 カンミンヒッケイ 1-5-前
Ba7-O 大蔵省 オオクラショウ 開拓使事業報告附録布令類聚（上）（下） カイタクシジギョウホウコクフレイルイシュウ 1-5-前
Ba7-OH 小川　半七 オガワ　ハンシチ 新律綱領改定律例 シンリツコウリョウカイテイリツレイ 1-5-前
Ba7-S 司法省 シホウショウ 類聚法規再計第4編（上） ルイジュウホウキ 1-5-前
Ba7-S 司法大臣官房調査課 シホウダイジンカンボウチョウサカ 徳川禁令考後聚第1帙 トクガワキンレイコウコウシュウ (3F)
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Ba7-S 小川　半七 オガワ　ハンシチ 新律綱領改定律例合巻（上）（中）（下） シンリツコウリョウカイテイリツレイ… 1-5-前
Ba7-S 三省堂編輯所 サンセイドウヘンシュウショ 新制法令集昭和4年度版 シンセイホウレイシュウ 1-5-前
Ba7-ST 佐藤　達夫 サトウ　タツオ 時局関係法令集加除解説 ジキョクカンケイホウレイシュウ… 1-5-前
Ba7-T 帝国農会 テイコクノウカイ 戦時経済関係法令集 センジケイザイカンケイホウレイシュウ 1-5-前
Ba7-T 東京府外史局 トウキョウフガイシキョク 宦途必携（1）～（10）附録（1）、（2） カントヒッケイ 1-5-前
Ba7-T 土地売買譲渡規則 トチバイバイジョウトキソク 1-5-前
Ba7-TK 土屋　広次 ツチヤ　コウジ 官民必携改正（全） カンミンヒッケイ 1-5-前
Ba7-TS 鳥谷部　銑太郎 トヤベ　センタロウ 新法令附第二次軍國議會史 シンホウレイ 1-5-前
Ba7-UI 内沢　畏三 ウチザワ　イゾウ 貸借必携－御布達規則抄－（1）～（3） タイシャクヒッケイ 1-5-前

Ba7-Y 山一證券㈱調査課
ヤマイチショウケンカブシキガイシャ
チョウサカ

重要経済法律集 ジュウヨウケイザイホウリツシュウ (3F)

Ba7-YM 山田　正賢 ヤマダ　セイケン 銀行会社法令大全 ギンコウカイシャホウレイタイゼン 1-5-前
Ba7-は3-K 国務院総務庁人事処 コクムインソウムチョウジンジショ 文官令　附　関係諸法令 ブンカンレイ 1-5-前
Ba8-D 大日本紡績聯合會 ダイニホンボウセキレンゴウカイ 商紛議仲裁判決例 ショウフンギチュウサイハンケツレイ 1-5-前
Ba8-D 太政官 ダジョウカン 太政官指令案 ダジョウカンシレイアン 1-5-前
Ba8-K 旧幕府御定書 キュウバクフオサダメガキ (3F)
Ba8-K 旧幕府御定書付享保度法律類寄幕府時代届申渡 キョウバクフオサダメガキ 1-5-前
Ba8-KK 金田　謙 カネダ　ケン 人事慣例全集 ジンジカンレイゼンシュウ 1-5-前
Ba8-KK 近藤　圭造 コンドウ　ケイゾウ 聴訟指令1篇（1）～（5） チョウソシレイ 1-5-後
Ba8-KK 近藤　圭造 コンドウ　ケイゾウ 聴訟指令2篇（1）、（3）～（5）、（附録） チョウソシレイ 1-5-後
Ba8-KK 近藤　圭造 コンドウ　ケイゾウ 聴訟指令続篇（1）～（3） チョウソシレイゾクヘン 1-5-後
Ba8-KS 菊池　駿助 キクチ　シュンスケ 徳川禁令考（首巻）（1）～（9） トクガワキンレイコウ 1-5-後
Ba8-KS 菊池　駿助 キクチ　シュンスケ 徳川禁令考後聚（8）～（13）（19）～（24） トクガワキンレイコウ 1-5-後
Ba8-OS 大井　静雄 オオイ　シズオ 阿片事件ノ真相（2冊） アヘンジケンノシンソウ 1-5-後
Ba8-S 司法省 シホウショウ 日本商事慣例類集 ニホンショウジカンレイルイシュウ （3F）
Ba8-S 司法省調査課 シホウショウチョウサカ 徳川禁令考後聚第二帙 トクガワキンレイコウコウジュ （3F）
Ba8-S 司法省調査課 シホウショウチョウサカ 徳川禁令考後聚第三帙 トクガワキンレイコウコウジュ （3F）
Ba8-US 鵜澤　総明 ウザワ　フサアキ 洗塵 センジン 1-5-後
Bc1-G 伍人組異同弁全 ゴニングミイドウベン 1-5-後
Bc1-HY 萩野　由之 ハギノ　ヨシユキ 日本制度通（1）～（3） ニホンセイドツウ 1-5-後
Bc1-K 京都府 キョウトフ 京都府下人民告諭大意（1、2編） キョウトフカジンミンコクユタイイ 1-5-後
Bc1-KB 呉　文炳 クレ　フミアキ 法制を中心とせる江戸時代史論 ホウセイヲチュウシントセルエドジダイシロン 1-5-後
Bc1-KK 清浦　奎吾 キヨウラ　ケイゴ 明治法制史（全） メイジホウセイシ 1-5-後
Bc1-KT 加藤　高文 カトウ　タカフミ 地方大概集（1） チホウタイガイシュウ 1-5-後
Bc1-KT 加藤　高文 カトウ　タカフミ 地方大概集(2)～(10) チホウダイガイシュウ 1-5-後
Bc1-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 秩祿処分顚末略 チツロクショブンテンマツリャク 1-5-後
Bc1-O 大阪府 オオサカフ 寺院制法 ジインセイホウ 1-5-後
Bc1-O 大阪府 オオサカフ 町役心得条目 マチヤクココロエジョウモク 1-5-後
Bc1-O 大阪府 オオサカフ 市中制法 シチュウセイホウ 1-5-後
Bc1-TS 瀧川　政治郎 タキガワ　セイジロウ 日本法制史 ニホンホウセイシ （3F）
BC2-HT 細谷　徳衛 ホソヤ　トクエイ 舊仙台藩士家祿問題之眞相 キュウセンダイハンシカロクモンダイノ シンソウ 1-5-後
Bc2-は3-MI 宮崎　市定 ミヤザキ　イチサダ 科挙－中国の試験地獄－ カキョ 1-5-後
Bd1-IH 伊藤　博文 イトウ　ヒロフミ 帝国憲法義解 テイコクケンポウギカイ 1-5-後
Bd1-IH 伊藤　博文 イトウ　ヒロフミ 帝国憲法皇室典範義解（2冊） テイコクケンポウコウシツテンパンギカイ 1-5-後
Bd1-J 自主憲法期成議員同盟 ジジュケンポウキセイギインドウメイ 内閣憲法調査会における改正論 ナイカクケンポウチョウサカイ… 1-5-後
Bd1-KH 神川　彦松 カミカワ　ヒコマツ 日本の新しいイメージ－日本国民の自主憲法のあり方 ニホンノアタラシイイメージ 1-5-後
Bd1-N 日本聖典協会 ニホンセイテンキョウカイ 日本聖典 ニホンセイテン 1-5-後
Bd2-O 欧洲各国王室家憲 オウシュウカッコクオウシツカケン 1-5-後

Be1-BG
Boissonade de Fontarabie，Gustave
Emile

ボアソナード　ド　フォンタラビエ
ギュスターヴ　エミール

民法草案 ミンポウソウアン 1-5-後

Be1-NK 中田　薫 ナカタ　カオル 徳川時代の文学と私法 トクガワジダイノブンガクトシホウ 1-5-後
Be1-NT 中島　玉吉 ナカジマ　タマキチ 民法と社会主義 ミンポウトシャカイシュギ 1-5-後
Be2-IA 岩田　新 イワタ　アラタ 日本民法史－民法を通じて見たる明治大正思想史－ ニホンミンポウシ 1-5-後
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Be4－IS 市岡　正一 イチオカ　マサカズ 戸長必携身代限財産取調方法 コチョウヒッケイシンダイカギリザイサントリシラベホウ 1-5-後
Be4-KT 栗栖　赳夫 クルス　タケオ 工場・鉄道及鉱業抵当法論 コウジョウテツドウオヨビコウギョウ… 1-5-後
Be5-AM 青山　道夫 アオヤマ　ミチオ 日本家族制度の研究 ニホンカゾクセイドノケンキュウ １-6-前

Be7-は3-M 南満州鉄道㈱総務部調査課
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャソウムブ…

満蒙諸慣習概要 マンモウショカンシュウガイヨウ １-6-前

Bf1-H 法典質疑会 ホウテンシツギカイ 法典修正案理由書－商法・同施行法－ ホウテンシュウセイアンリユウショ （3F）
Bf1-K 光風社 コウフウシャ 商法必読 ショウホウヒツドク １-6-前
Bf1-TN 塚崎　直義 ツカザキ　ナオヨシ 改正商法及理由 カイセイショウホウオヨビリユウ １-6-前
Bf1-TO 塚越　翁太郎 ツカゴシ　オウタロウ 改正商法理由（全） カイセイショウホウリユウ １-6-前
Bf1-YK 柳川　勝二 ヤナガワ　カツジ 法制教育商法要領 ホウセイキョウイクショウホウヨウリョウ １-6-前
Bf7-IT 井上　武麿 イノウエ　タケマロ 為替手形約束手形条例註解並書式 カワセテガタヤクソクテガタ… １-6-前
Bg2-MS 松平　左近将監 マツダイラ　サコンショウゲン 御定書百箇條（全） オサダメガキヒャッカジョウ １-6-前
Bg6-SO 佐久間　長敬 サクマ　オサタカ 刑罪詳説 ケイザイショウセツ １-6-前
Bg6-U 浦和監獄 ウラワカンゴク 浦和監獄川越分監少年受刑者ノ統計及処遇一班 ウラワカンゴクカワゴエブンカン… １-6-前
Bg7-IK 猪俣　浩三 イノマタ　コウゾウ 闇取引と刑罰 ヤミトリヒキトケイバツ １-6-前

Bh1-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイニ
ケイジブ

被告人杉浦啓－上申書－徳田球－外三十六名治安維
持法違反被告事件

ヒコクニンスギウラケイイチジョウシンショ １-6-前

Bh1-は3-K 国務院総務廰情報處 コクムインソウムチョウジョウホウ 領事裁判権の撤廢に関する司法の整備概況 リョウジサイバンケンノテッパイニカンスル… １-6-前

Bh4-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

証拠書類中抜萃－徳田球一外三十六名事件－昭和三
年押第四四二号

ショウコショルイチュウバッスイ １-6-前

Bh5-IR 今村　力三郎 イマムラ　リキサブロウ 芻言 スウゲン １-6-前
Bh5-KS 桑田　繁志 クワタ　シゲシ 番町会事件顚末特輯号（公民講座） バンチョウカイジケンテンマツトクシュウゴウ １-6-前
Bh5-MR 松林　亮 マツバヤシ　リョウ 疑獄松島事件 ギゴクマツシマジケン １-6-前

Bh5-N
日本共産党公判速記録－日本共産党の労働組合政策
国領氏陳述－

ニホンキョウサントウコウハンソッキロク １-6-前

Bh5-N 日本共産党公判闘争代表陳述速記録（4冊） ニホンキョウサントウコウハントウソウダイヒョウ… １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

佐野学上申書（続）「解党派について」 サノマナブジョウシンショ… １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第2刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

証據書類中抜萃－徳田球一外三十六名事件－昭和三
年押第四四二号ノ三，同二五〇三(2冊)

ショウコショルイチュウバッスイ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第2刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（荒畑勝三）豫審訊問調書 アラハタショウゾウヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第2刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（淺野晃）豫審訊問調書 アサノアキラヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第2刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（福本和夫）豫審訊問調書(3冊) フクモトカズオヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第2刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（平井（豊田）直）豫審訊問調書 ヒライトヨダスナオヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第2刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（門屋博）豫審訊問調書 カドヤヒロシヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第2刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（北浦千太郎）豫審訊問調書 キタウラセンタロウヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第2刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（松尾直義河田賢治南喜）豫審訊問調書
マツオナオヨシカワダケンジミナミトシヨシンジンモン
チョウショ

１-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第2刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（村尾薩男）豫審訊問調書 ムラオサツオヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第2刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（中尾勝男）豫審訊問調書 ナカオカツオヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第2刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（野坂參貳）豫審訊問調書 ノサカサンジヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第2刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（佐野文夫）豫審訊問調書（2冊） サノフミオヨシンジンモンチョウショ １-6-前
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Bh5-T 東京地方裁判所第2刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（佐野學）豫審訊問調書(2冊) サノマナブヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第2刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（志賀義雄）豫審訊問調書(3冊) シガヨシオヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第2刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（杉浦啓一）豫審訊問調書（2冊） スギウラケイイチヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第2刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（徳田球一）豫審訊問調書(2冊) トクダキュウイチヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（入江正二）予審訊問調書 イリエショウジヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（岩田義道）予審訊問調書 イワタヨシミツヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（唐澤清八）予審訊問調書(2冊) カラサワセイハチヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（片山峰登）予審訊問調書（3冊） カタヤマミネトヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（河合悦三）予審訊問調書 カワイエツゾウヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（喜入虎太郎）予審訊問調書（2冊） キレイトラタロウヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（菊田善五郎）予審訊問調書（2冊） キクタゼンゴロウヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（湊七良）予審訊問調書 ミナトシチロウヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（宮原省久）予審訊問調書 ミヤハラヨシヤスヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（水野成夫）予審訊問調書 ミズノシゲオヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（中村義明岸本茂雄）予審訊問調書
ナカムラヨシアキキシモトシゲオヨシンジンモンチョウ
ショ

１-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（中野尚夫）予審訊問調書(2冊) ナカノヒサオヨシンジンモンチョウショ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

証拠書類中抜萃－徳田球一外三十六名事件－（2冊） ショウコショルイチュウバッスイ １-6-前

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（西雅雄・水野秀夫・小西茂国・日下部千代一）予審訊
問調書

ニシマサオミズノヒデオコニシシゲクニクサカチヨイチヨ
シンジンモンチョウショ

1-6-後

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（沼田一郎佐藤広次亀田金司）予審訊問調書
ヌマタイチロウサトウヒロジカメダキンジヨシンジンモン
チョウショ

1-6-後

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（大島英夫）予審訊問調書 オオシマヒデオヨシンジンモンチョウショ 1-6-後

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

斉藤久雄豫審訊問調書 サイトウヒサオヨシンジンモンチョウショ 1-6-後

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（斎藤久雄）予審訊問調書 サイトウヒサオヨシンジンモンチョウショ 1-6-後

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

斉藤久雄予審訊問調書 サイトウヒサオヨシンジンモンチョウショ 1-6-後

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（証人）予審訊問調書 ショウニンヨシンジンモンチョウショ 1-6-後

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（証人及鑑定人）予審訊問調書 ショウニンオヨビカンテイニンヨシンジンモンチョウショ 1-6-後

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（丹野せつ相馬一郎）予審訊問調書 タンノセツソウマイチロウヨシンジンモンチョウショ 1-6-後
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Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（内垣安造今野健夫）予審訊問調書 ウチガキヤスゾウコンノタケオヨシンジンモンチョウショ 1-6-後

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（被告人）予審訊問調書謄本 ヒコクニンヨシンジンモンチョウショ 1-6-後

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

予審訊問調書謄本(2編) ヨシンジンモンチョウショトウホン 1-6-後

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

豫審訊問調書謄本(2編) ヨシンジンモンチョウショトウホン 1-6-後

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（国領五一郎）予審訊問調書 コクリョウゴイチロウヨシンジンモンチョウショ 1-6-後

Bh5-T 東京地方裁判所第二刑事部
トウキョウチホウサイバンショダイ2
ケイジブ

（是枝恭二）予審訊問調書 コレエダキョウジヨシンジンモンチョウショ 1-6-後

Bh8-に1-K 協調会 キョウチョウカイ 英国仲裁裁判制度 エイコクチュウサイサイバンセイド 1-6-後
Bi1-MM 松下　正寿 マツシタ　マサトシ 大東亜国際法の諸問題 ダイトウアコクサイホウノショモンダイ 1-6-後
Bi1-NK 中村　菊男 ナカムラ　キクオ 近代日本の法的形成―条約改正と法典編纂―　贈訂 キンダイニホンノホウテキケイセイ 1-6-後
Bi4-IY 岩田　彌太郎 イワタ　ヤタロウ 本邦ニ於ケル外国人ノ国法上ノ地位 ホンポウニオケルガイコクジン… 1-6-後
Bi4-K 国務院総務庁情報処 コクムインソウムチョウジョウホウ 治外法権撤廃の実績－産業行政権篇－ チガイホウケンテッパイノジッセキ 1-6-後
Bi4-K 国務院総務庁情報處 コクムインソウムチョウジョウホウ 治外法権撤廃の実績－金融行政権篇－ チガイホウケンテッパイノジッセキ 1-6-後
Bi4-K 国務院総務庁情報處 コクムインソウムチョウジョウホウ 警察権の撤廃移譲に関する準備概況－ ケイサツケンノテッパイイジョウ… 1-6-後
Bi4-K 国務院総務庁弘報処 コクムインソウムチョウコウホウショ 治外法権撤廃読本－産業行政篇－ チガイホウケンテッパイトクホン 1-6-後
Bi4-は3-HN 英　修道 ハナブサ　ナガミチ 日本の在華治外法権 ニホンザイカチガイホウケン 1-6-後
Bi4-は3-K 国務院総務庁情報処 コクムインソウムチョウジョウホウ 治外法権撤廃等ニ関スル日満條約関係資料 チガイホウケンテッパイトウ… 1-6-後
Bi4-は3-S 支那ニ於ケル治外法権ニ関スル委員会ノ報告書 シナニオケルチガイホウケン… 1-6-後
Bi4-は3-T 土地局（満洲国） トチキョクマンシュウコク 商租關係法規集 ショウソカンケイホウキシュウ 1-6-後
Bi5-A 安全保障研究会 アンゼンホショウケンキュウカイ 安全保障をどうするか－独立・平和・自由のために－ アンゼンホショウヲドウスルカ 1-6-後
Bi5-G 外務省 ガイムショウ 条約改正経過概要 ジョウヤクカイセイケイカガイヨウ 1-6-後
Bi5-G 外務省記録課 ガイムショウキロクカ 再訂條約彙纂第一編 サイテイジョウヤクイサン 1-6-後
Bi5-G 外務省記録局 ガイムショウキロクキョク 締盟各国條約彙纂 テイメイカッコクジョウヤクイサン 1-6-後
Bi5-H 博文館 ハクブンカン 現行改正條約類纂 ゲンコウカイセイジョウヤクルイサン 1-6-後
Bi5-IR 五百木　良三 イオキ　リョウゾウ 新条約実施論及其善後策（下） シンジョウヤクジッシロンオヨビソノゼンゴサク 1-6-後
Bi5-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ 日支間竝支那ニ関スル日本及他国間ノ條約 ニッシカンナラビニシナニカンスル… 1-6-後
Bi5-NS 中村　進午 ナカムラ　シンゴ 新條約論（全） シンジョウヤクロン 1-6-後
Bi5-RM 蠟山　政道 ロウヤマ　マサミチ 東亞に関する条約と外交 トウアニカンスルジョウヤクトガイコウ 1-6-後
Bi5-SH 佐藤　宏 サトウ　ヒロシ 新条約実施論及其善後策（上）（中） シンジョウヤクジッシロンオヨビソノゼンゴサク 1-6-後
Bi5-YS 山本　茂 ヤマモト　シゲル 条約改正史 ジョウヤクカイセイシ 1-6-後
Bi5-に1-NT 中田　敬義 ナカダ　タカヨシ 日英條約改正記事 ニチエイジョウヤクカイセイキジ 1-6-後
Bi5-に2-C 朝陽会 チョウヨウカイ 同盟及連合国ト独逸国トノ平和條約竝議定書 ドウメイオヨビレンゴウコク… 1-6-後
Bi5-は3-UK 植田　捷雄 ウエタ　トシオ 在支列国権益概説 ザイシレッコクケンエキガイセツ 1-6-後
Bi6-A 朝日新聞法廷記者団 アサヒシンブンホウテイキシャダン 東京裁判（1）～（4） トウキョウサイバン 1-6-後
Bi6-A 朝日新聞法廷記者団 アサヒシンブンホウテイキシャダン 東京裁判（5）～（8） トウキョウサイバン 2-1-前
Bi6-J 時事研究所 ジジケンキュウショ 樞軸講和條約研究 スウジクコウワジョウヤクケンキュウ 2-1-前

Bi6-K 極東国際軍事裁判研究会
キョクトウコクサイグンジサイバンケ
ンキュウカイ

木戸日記―木戸被告人宣誓供述書全文― キドニッキ 2-1-前

Bi6-K 極東国際軍事裁判研究会
キョクトウコクサイグンジサイバンケ
ンキュウカイ

木戸日記―木戸被告人宣誓供述書全文― キドニッキ 2-1-前

Bi6-K 国家学会 コッカガッカイ 媾和類例　全 コウワルイレイ 2-1-前
Bi6-KI 清瀬　一郎 キヨセ　イチロウ 秘録東京裁判 ヒロクトウキョウサイバン 2-1-前
Bi6-ST 塩原　時三郎 シオバラ　トキサブロウ 東條メモ－かくて天皇は救われた－ トウジョウメモ 2-1-前
Bi6-T 東京裁判研究会 トウキョウサイバンケンキュウカイ 東條英機宣誓供述書－天皇に責任なし責任は我に在 トウジョウヒデキセンセイキョウジュツショ 2-1-前
Bi6-YS 柳下　奏一 ヤギシタ　ソウイチ 天皇の立場裁かれる日本－東京裁判報告第4集－ テンノウノタチバサバカレルニホン 2-1-前
Bi7-N 日本貿易報国連盟 ニホンボウエキホウコクレンメイ 資産凍結令解説 シサントウケツレイカイセツ 2-1-前
Bi7-N 日本貿易報国連盟 ニホンボウエキホウコクレンメイ 資産凍結令解説 シサントウケイレイカイセツ 2-1-前
Ca1-FH 藤本　尚則 フジモト　ナオノリ 明治大正国事年譜 メイジタイショウコクジネンプ （3F）
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Ca1-HH 細川　広世 ホソカワ　ヒロヨ 増補改正日本帝国形勢総覧 ニホンテイコクケイセイソウラン （3F）
Ca1-HH 細川　広世 ホソカワ　ヒロヨ 日本帝国形勢総覧 ニホンテイコクケイセイソウラン 2-1-前
Ca1-K 関東長官官房文書課 カントウチョウカンカンボウブンショカ 関東庁要覧昭和3年、同5年 カントウチョウヨウラン （3F）

Ca1-K 西村　隼太郎、彦根　正三
ニシムラ　ハヤタロウ　ヒコネ　ショウ
ゾウ

官員録明治9、13、16年 カンインロク 2-1-前

Ca1-KS 香取　新之助 カトリ　シンノスケ 官民一般年中行事 カンミンイッパンネンチュウギョウジ 2-1-前
Ca1-KS 木戸　照陽 キド　ショウヨウ 日本帝国国会議員正伝 ニホンテイコクコッカイギインセイデン 2-1-前
Ca1-M 満洲國通信社 マンシュウコクツウシンシャ 満洲國現勢 マンシュウコクゲンセイ 2-1-前
Ca1-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 実業政治参考資料 ジツギョウセイジサンコウシリョウ 2-1-前
Ca1-N 農林省 ノウリンショウ 農林省予算決算編年誌 ノウリンショウヨサンケッサンヘンネンシ 2-1-前
Ca1-N 日華実業協会 ニッカジツギョウキョウカイ 支那近代の政治経済 シナキンダイノセイジケイザイ 2-1-前
Ca1-NY 西野　雄治 ニシノ　ユウジ 立憲政友会年表自明治33年創立 リッケンセイユウカイネンピョウ 2-1-前
Ca1-OT 大塚　武松 オオツカ　タケマツ 藩制一覧（上）（下） ハンセイイチラン 2-1-前
Ca1-SM 下中　彌三郎 シモナカ　ヤサブロウ 時局解説百科要覧 ジキョクカイセツヒャッカヨウラン 2-1-前
Ca1-SO 関谷　男也 セキヤ　ダンヤ 衆議院議院実伝 シュウギインギインジツデン 2-1-前
Ca1-SS 宍戸　新山 シシド　シンザン 明治大正昭和大官録 メイジタイショウショウワタイカンロク 2-1-前
Ca1-ST 坂本　辰之助 サカモト　タツノスケ 日本帝国政治年表 ニホンテイコクセイジネンピョウ （3F）
Ca1-T 逓信大臣官房文書課 テイシンダイジンカンボウブンショカ 逓信一覧第48回昭和14年12月調 テイシンイチラン 2-1-前
Ca2-AC 朝比奈　知泉 アサヒナ　チセン 条約厲行論 ジョウヤクレイコウロン 2-1-前
Ca2-AR オルコック，　R． オルコック　アール 日本における三年間（上） ニホンニオケル3ネンカン 2-1-前
Ca2-AY 会田　雄次 アイダ　ユウジ ア－ロン収容所－西欧ヒュ－マニズムの限界－ アーロンシュウヨウジョ 2-1-前
Ca2-C 中央公論社 チュウオウコウロンシャ 米ソ共存から中国の登場へ　－国際政治十年史－ ベイソキョウゾンカラチュウゴクノトウジョウヘ 2-1-前
Ca2-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 外人の観たる 近の朝鮮 ガイジンノミタルサイキンノ… 2-1-前
Ca2-C 中支派遣軍報道部 チュウシハケングンホウドウブ 二・一九上海租界テロ事件に関する内外新聞論調 219シャンハイソカイテロ… 2-1-前
Ca2-C 中支被難者連合会 チュウシヒナンシャレンゴウカイ 南京漢口事件真相－楊子江流域邦人遭難実記－ ナンキンカンコウジケンシンソウ 2-1-前
Ca2-DM 百々　正雄 ドド　マサオ ルーズヴェルト政権十年史 ルーズヴェルトセイケン10ネンシ 2-1-前
Ca2-FG 福地　源一郎 フクチ　ゲンイチロウ 懐往事談 カイオウジダン 2-1-前
Ca2-FH Fast，Howard ファスト　ハワード 邪教の神殿－作家と共産党－ ジャキョウノシンデン 2-1-前
Ca2-FH 藤田　尚徳 フジタ　ヒサノリ 侍従長の回想 ジジュウチョウノカイソウ 2-1-前
Ca2-FH フムメル，ハンス フムメル　ハンス 権力の街道－ジブラルタルよりアデンまで－ ケンリョクノカイドウ 2-1-前
Ca2-FI 藤田　一郎 フジタ　イチロウ 国家挽回論 コッカバンカイロ 2-1-前
Ca2-FJ 藤樫　準二 フジガシ　ジュンジ 陛下の“人間”宣言－旋風裡の天皇を描く－ ヘイカノニンゲンセンゲン 2-1-後
Ca2-G 外務省調査局第二課 ガイムショウチョウサキョクダイ2カ 支那ノ新ナル認識ニ就テ シナノアラタナルニンシキニツイテ 2-1-後
Ca2-G グループ基礎資料同人 グループキソシリョウドウジン 田中金脈問題資料大整理特集号 タナカキンミャクモンダイ… 2-1-後

Ca2-G （社）外交知識普及会
シャダンホウジンガイコウチシキフ
キュウカイ

世界の軍事情勢と日本頂上会談決裂後における国際
情勢

セカイノグンジジョウセイトニホン… 2-1-後

Ca2-GH 後藤　本馬 ゴトウ　モトマ 新進、大国民－日露戦争の今日と将来－ シンシンダイコクミン 2-1-後
Ca2-HH 細井　肇 ホソイ　ハジメ 閥族罪悪史 バツゾクザイアクシ 2-1-後
Ca2-HK 平沢　寛柔 ヒラサワ　カンジュウ 立憲改進党諸名士政談演説筆記 リッケンカイシントウショメイシセイダン… 2-1-後
Ca2-HT 橋本　徹馬 ハシモト　テツマ 天皇と叛乱将校 テンノウトハンランショウコウ 2-1-後
Ca2-HT 芳賀　徹 ハガ　トオル 大君の使節－幕末日本人の西欧体験－ タイクンノシセツ 2-1-後
Ca2-IC 池田　忠五郎 イケダ　チュウゴロウ 政海激波国民之意見 セイカイゲキハコクミンノイケン 2-1-後
Ca2-IK 伊藤　喜久蔵 イトウ　キクゾウ 中国人の心 チュウゴクジンノココロ 2-1-後
Ca2-IM 猪木　正道 イノキ　マサミチ 安全を考える アンゼンヲカンガエル 2-1-後
Ca2-J 自由民主党広報委員会 ジユウミンシュトウコウホウイインカ 革新自治体の終焉－その挫折と公約違反の実情－ カクシンジチタイノシュウエン 2-1-後
Ca2-K 国際日本協会 コクサイニホンキョウカイ 大東亜諸国の実情を語る ダイトウアショコクノジツジョウヲカタル 2-1-後
Ca2-K 国策研究会 コクサクケンキュウカイ 新国是の提唱 シンコクゼノテイショウ 2-1-後
Ca2-K 国政研究会 コクセイケンキュウカイ 田中大将機密費乱用告発大怪事件の真相 タナカタイショウキミツヒランヨウ… 2-1-後
Ca2-KA 風見　章 カザミ　アキラ 近衛内閣 コノエナイカク 2-1-後
Ca2-KC 羯南　陳人 カツナン　チンジン 外権内侵録 ガイケンナイシンロク 2-1-後
Ca2-KH 黒田　秀俊 クロダ　ヒデトシ 軍政 グンセイ 2-1-後
Ca2-KＫ 桑原　鶴 クワバラ　ツル 第三次世界大戦の規模様相 ダイ3ジセカイタイセンノキボヨウソウ 2-1-後
Ca2-KK 小久保　喜七 コクボ　キシチ 日本憲政発達史条約改正史論 ニホンケンセイハッタツシ… 2-1-後
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Ca2-KK 小坂　慶助 コサカ　ケイスケ 特高 トッコウ 2-1-後
Ca2-KK 久米　邦武 クメ　クニタケ 特命全権大使米欧回覧実記（1）、（3）～（5） トクメイゼンケンタイシベイオウカイランジッキ 2-1-後
Ca2-KN 海江田　信義 カイエダ　ノブヨシ 私議考案 シギコウアン 2-1-後
Ca2-KS 珂北　仙史 カホク　センシ 国会議員品定（完） コッカイギインシナサダメ 2-1-後
Ca2-KS 小山　貞知 コヤマ　サダトモ 東亞新秩序の建設と満洲国経営論 トウアシンチツジョノケンセツ… 2-1-後
Ca2-KT 神　敬尚 ジン　タカヒサ 新支那読本 シンシナドクホン 2-1-後
Ca2-KT 河野　司 コウノ　ツカサ 二・二六事件 226ジケン 2-1-後
Ca2-KT 河辺　虎四郎 カワベ　トラシロウ 市ケ谷台から市ケ谷台へ－ 後の参謀次長の回想録 イチガヤダイカライチガヤダイヘ 2-1-後
Ca2-KW 菅野　和太郎 カンノ　ワタロウ 新しい政治 アタラシイセイジ 2-1-後
Ca2-KZ 小坂　善太郎 コサカ　ゼンタロウ 新しき国の息吹を求めて　講談社 アタラシキクニノイブキヲモトメテ 2-1-後
Ca2-M 松下国際政治研究所 マツシタコクサイセイジケンキュウ 独立日本の進路 ドクリツニホンノシンロ 2-1-後
Ca2-M 松下国際政治研究所 マツシタコクサイセイジケンキュウ 原子力時代へのとびら ゲンシリョクジダイヘノトビラ 2-1-後
Ca2-M 満洲靑年聯盟 マンシュウセイネンレンメイ 満蒙問題と其真相 マンモウモンダイトソノシンソウ 2-1-後
Ca2-MA 松浦　篤郎 マツウラ　トクロウ 破綻した革新都政 ハタンシタカクシントセイ 2-1-後
Ca2-MA マックウィリアムス，アール　エフ マックウィリアムス　アール　エフ 歴史は繰返すか？ レキシワクリカエスカ 2-1-後

Ca2-MK 武藤　金太 ムトウ　キンタ
減税・行政改革具体案作成会報告－武藤山治「実業政
治」現代版の試み－

ゲンゼイギョウセイカイカクグタイアン… 2-1-後

Ca2-MM 宮川　孫二郎 ミヤガワ　マゴジロウ 明治新政譚 メイジシンセイタン 2-1-後
Ca2-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 政界革新運動と實業同志会 セイカイカクシンウンドウトジツギョウドウシカイ 2-1-後
Ca2-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 醒めたる力 サメタルチカラ 2-1-後
Ca2-MS 宮川　三郎 ミヤガワ　サブロウ 代走者の雑記帖 ダイソウシャノザッキチョウ 2-1-後
Ca2-MT 水島　毅 ミズシマ　ツヨシ 人物戦後日本共産党史－闇のなかの人間模様－ ジンブツセンゴニホンキョウサントウシ 2-1-後
Ca2-MT 三宅　虎太 ミヤケ　トラタ 纂評明治振起編 サンピョウメイジシンキヘン 2-1-後
Ca2-MY 三鬼　陽之助 ミキ　ヨウノスケ 財界首脳部 ザイカイシュノウブ 2-1-後
Ca2-MY 松岡　洋右 マツオカ　ヨウスケ 昭和維新－道義日本確立の急務－ ショウワイシン 2-1-後

Ca2-N 日本国際協会太平洋問題調査部
ニホンコクサイキョウカイタイヘイヨ
ウモンダイチョウサブ

太平洋問題－第六回太平洋会議報告－ タイヘイヨウモンダイ 2-1-後

Ca2-N 日本ハンガリー救援会 ニホンハンガリーキュウエンカイ ハンガリーは死なず ハンガリーワシナズ 2-1-後
Ca2-NK 中瀬　勝太郎 ナカセ　カツタロウ 徳川時代の賄賂秘史 トクガワジダイノワイロヒシ 2-1-後
Ca2-NM 中野　正剛 ナカノ　セイゴウ 国家改造計画綱領 コッカカイゾウケイカクコウリョウ 2-1-後
Ca2-NR 永井　了吉 ナガイ　リョウキチ 新日本建設案 シンニホンケンセツアン 2-1-後
Ca2-NR 長島　隆二 ナガシマ　リュウジ 政界秘話 セイカイヒワ 2-1-後
Ca2-NS 中西　重思 ナカニシ　シゲシ 米國の日本管理政策－米國の輿論はどう主張するか ベイコクノニホンカンリセイサク 2-1-後
Ca2-NT 内藤　民治 ナイトウ　タミジ 白梅と紅梅と－国際政治漫談－ ハクバイトコウバイト 2-1-後
Ca2-NT 中島　端 ナカジマ　タン 支那分割の運命 シナブンカツノウンメイ 2-1-後
Ca2-NT 中津海　知方 ナカツミ　トモカタ 預金部秘史 ヨキンブヒシ （3F）
Ca2-NT 則本　富三郎（崇古　生） ノリモト　トミサブロウ 官場回顧 カンジョウカイコ 2-2-前
Ca2-OH 岡崎　久彦 オカザキ　ヒサヒコ 緊張緩和外交 キンチョウカンワガイコウ 2-2-前
Ca2-OM 大石　正巳 オオイシ　マサミ 富強策 フキョウサク 2-2-前
Ca2-OM 大石　正巳 オオイシ　マサミ 日本之二大政策 ニホンノニダイセイサク 2-2-前
Ca2-OS 大川　周明 オオカワ　シュウメイ 米英東亜侵略史 ベイエイトウアシンリャクシ 2-2-前
Ca2-OS 大隈　重信 オオクマ　シゲノブ 大隈伯時局談 オオクマハクジキョクダン 2-2-前
Ca2-OT 大石　隆基 オオイシ　タカモト 満蒙の危機 マンモウノキキ 2-2-前
Ca2-OT 小川　為治 オガワ　タメジ 開化問答（上）（下） カイカモンドウ 2-2-前
Ca2-OT 尾佐竹　猛 オサタケ　タケキ 夷狄の国へ－幕末遣外使節物語－ イテキノクニエ 2-2-前
Ca2-OY 尾崎　行雄 オザキ　ユキオ 国福は来れり－「華府会議と日本」－ コクフクワキタレリ 2-2-前
Ca2-R 陸軍省新聞班 リクグンショウシンブンハン 躍進日本と列強の重圧 ヤクシンニホントレッキョウノジュウアツ 2-2-前
Ca2-S 支那研究會 シナケンキュウカイ 漢民族を如何に指導統治すべきか カンミンゾクヲイカニシドウトウチスベキカ 2-2-前
Ca2-S 世界の動き社 セカイノウゴキシャ 英国という国 エイコクトイウクニ 2-2-前
Ca2-SH 杉浦　晴男 スギウラ　ハルオ 東亞聯盟建設綱領 トウアレンメイケンセツコウリョウ 2-2-前
Ca2-SK 園田　孝吉 ソノダ　コウキチ 赤心一片（全） セキシンイッペン 2-2-前
Ca2-SK 佐藤　清勝 サトウ　キヨカツ 国民精神の昂揚と実践（本文）（続） コクミンセイシンノコウヨウトジッセン 2-2-前
Ca2-SK 下村　海南 シモムラ　カイナン 持久戦時代 ジキュウセンジダイ 2-2-前
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Ca2-SK 下村　海南 シモムラ　カイナン 終戦記 シュウセンキ 2-2-前
Ca2-SM 坂田　道太 サカタ　ミチタ 小さくても大きな役割 チイサクテモオオキナヤクワリ 2-2-前
Ca2-SM 佐藤　正夫（香月散士） サトウ　マサオ 闇黒社会 アンコクシャカイ 2-2-前
Ca2-SM 重光　葵 シゲミツ　マモル 昭和の動乱（上）（下） ショウワノドウラン 2-2-前
Ca2-SM 重光　葵 シゲミツ　マモル 重光外務大臣訪米言説集 シゲミツガイムダイジン… 2-2-前
Ca2-SN 坂本　則美 サカモト　ノリミ 実力政策 ジツリョクセイサク 2-2-前
Ca2-SS 佐橋　滋 サバシ　シゲル 日本への直言 ニホンヘノチョクゲン 2-2-前

Ca2-SS 塩田　三郎 シオタ　サブロウ
質疑論考治外法権論－日本ニ行ハルル外国法権ノ事
ヲ論スル書－

シツギロンコウチガイホウケンロン 2-2-前

Ca2-SS 島田　三郎 シマダ　サブロウ 條約改正論 ジョウヤクカイセイロン 2-2-前
Ca2-SS 白柳　秀湖 シラヤナギ　シュウコ 続財界太平記 ゾクザイカイタイヘイキ （3F）
Ca2-SS 白柳　秀湖（武司） シラヤナギ　シュウコ 財界太平記 ザイカイタイヘイキ （3F）
Ca2-SS 末広　重恭 スエヒロ　シゲヤス 現今の政事社会 ゲンコンノセイジシャカイ 2-2-前
Ca2-SS 末広　重恭（鉄膓） スエヒロ　シゲヤス 現今の政事社会（続） ゲンコンノセイジシャカイ 2-2-前
Ca2-SS 末広　重恭 スエヒロ　シゲヤス 二十三年未来記 23ネンミライキ 2-2-前
Ca2-SS 末広　重恭 スエヒロ　シゲヤス 軋轢の原因（全） アツレキノゲンイン 2-2-前
Ca2-ST 杉山　龍丸 スギヤマ　タツマル 飢餓を生きる人々―ガンジー翁の運動とは何か― キガオイキルヒトビト 2-2-前
Ca2-SY 斎藤　良衛 サイトウ　リョウエ 欺かれた歴史－松岡と三国同盟の裏面－ アザムカレタレキシ 2-2-前
Ca2-T 拓殖局 タクショクキョク 満洲問題ニ関スル世論 マンシュウモンダイニカンスルヨロン 2-2-前
Ca2-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 支那問題座談会 シナモンダイザダンカイ 2-2-前
Ca2-TH ティルトマン，ヘッセル ティルトマン　ヘッセル 日本再興の條件 ニホンサイコウノジョウケン 2-2-前
Ca2-TI 徳富　猪一郎 トクトミ　イイチロウ 時務一家言 ジムイッカゲン 2-2-前
Ca2-TI 徳富　猪一郎（蘇峰） トクトミ　イイチロウ 三十七八年役と外交 サンジュウシチハチネンエキトガイコウ 2-2-前
Ca2-TK 戴　季陶 タイ　キトウ 日本論 ニホンロン 2-2-前
Ca2-TM 豊田　雅孝 トヨタ　マサタカ 嵐に叫ぶ アラシニサケブ 2-2-前
Ca2-TS 田中　澤二 タナカ　タクジ 日本改造の具体案 ニホンカイゾウノグタイアン 2-2-前
Ca2-TS 鳥谷部　銑太郎 トヤベ　センタロウ 戦後経営 センゴケイエイ 2-2-前
Ca2-TS 坪内　逍遙 ツボウチ　ショウヨウ 内地雑居未来の夢神代種亮校訂 ナイチザッキョミライノユメ 2-2-前
Ca2-TT 高橋　鉄太郎 タカハシ　テツタロウ 隈閣失政史論 ワイカクシッセイシロン 2-2-前
Ca2-TT 田村　敏雄 タムラ　トシオ （特集）敗戦の体験と反省他 トクシュウハイセンノタイケントハンセイホカ 2-2-前
Ca2-U 卯九会 ﾎﾞウキュウカイ 内地雑居ニ対スル諸大家之意見（前）（後） ナイチザッキョニタイスルショタイカ… 2-2-前
Ca2-WG ヴィンシュ，ゲルト ヴィンシュ　ゲルト パレスチナに於ける英国の恐怖政治－英国の真貌・4 パレスチナニオケルエイコクノキョウフセイジ… 2-2-前
Ca2-WH ウェルズ，エイチュ　ジー ウェルズ　エイチュ　ジー 世界国家論 セカイコッカロン 2-2-前
Ca2-WR 若槻　礼次郎 ワカツキ　レイジロウ 国民に訴ふ コクミンニウッタウ 2-2-前
Ca2-WR 渡辺　竜策 ワタナベ　リュウサク 北京“クレムリン” ペキンクレムリン 2-2-前
Ca2-YA 八木　彬男 ヤギ　アヤオ 明治の呉及呉海軍 メイジノクレオヨビクレカイグン 2-2-前
Ca2-YH 山川　均 ヤマカワ　ヒトシ 無産階級政治運動の基調 ムサンカイキュウセイジウンドウノキチョウ 2-2-前
Ca2-YH 山川　浩 ヤマカワ　ヒロシ 京都守護職始末（完） キョウトシュゴショクシマツ 2-2-前
Ca2-YM 吉田　満 ヨシダ　ミツル 戦艦大和の 期 センカンヤマトノサイキ 2-2-前
Ca2-YT 横尾　武雄 ヨコオ　タケオ 建設途上の北支蒙古 ケンセツトジョウノホクシモウコ 2-2-後
Ca2-は2-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 施政に関する訓示竝演述 シセイニカンスルクンジナラビニエンジュツ 2-2-後
Ca2-は3-AM 秋山　昌男 アキヤマ　マサオ 満洲問題の基調 マンシュウモンダイノキチョウ 2-2-後
Ca2-は3-RS 劉　少奇 リュウ　ショウキ 輝かしい十年 カガヤカシイ10ネン 2-2-後
Ca2-は3-S 宣伝部 センデンブ 汪主席和平建国言論集 オウシュセキワヘイケンコクゲンロンシュウ 2-2-後
Ca2-へ1-MT 三浦　銕太郎 ミウラ　テツタロウ 米国の世界政策 ベイコクノセカイセイサク 2-2-後
Ca3-H 保守党中正派 ホシュトウチュウセイハ 保守新論第1号～第9号 ホシュシンロン 2-2-後
Ca3-K 青木　節一 アオキ　セツイチ 国際連盟年鑑1927～1930 コクサイレンメイネンカン （3F）
Ca3-K 青木　節一 アオキ　セツイチ 国際連盟年鑑1927 コクサイレンメイネンカン 2-2-後
Ca3-K 國際關係研究会 コクサイカンケイケンキュウカイ 國際關係研究　昭和15年、16年 コクサイカンケイケンキュウ 2-2-後
Ca3-M 国務院統計処 コクムイントウケイショ 満洲国年報第1次大同2年 マンシュウコクネンポウ （3F）

Ca3-O 大蔵省大臣官房文書課
オオクラショウダイジンカンボウブン
ショカ

大蔵省年報明治36年度 オオクラショウネンポウ （3F）

Ca3-は2-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮総督府施政年報大正11年度、12年度、昭和9年度 チョウセンソウトクフシセイネンポウ （3F）
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Ca4-C 地方官会議明治11　外1 チホウカンカイギ 地方官会議議事筆記、議院憲法並規則 チホウカンカイギギジヒッキ… 2-2-後
Ca4-C 編者不明 地方官会議議事筆記明治11年（2冊） チホウカンカイギギジヒッキ 2-2-後
Ca4-G 議案録（5）明治2年 ギアンロク 2-2-後
Ca4-IR 石川　龍星 イシカワ　リュウセイ 日本愛国運動総覧 ニホンアイコクウンドウソウラン 2-2-後
Ca4-KN ソビエト連邦大使館（日本） ソビエトレンポウタイシカンニホン フルシチョフ報告および結語 フルシチョフホウコクオヨビケツゴ 2-2-後

Ca4-N 日本中小企業政治連盟
ニホンチュウショウキギョウセイジレ
ンメイ

全国大会資料（7） ゼンコクタイカイシリョウ 2-2-後

Ca4-N 日本ハンガリー救援会 ニホンハンガリーキュウエンカイ 国連特別委員会ハンガリー問題報告書（全文） コクレントクベツイインカイハンガリー… 2-2-後
Ca4-S 昭和同人会 ショウワドウジンカイ 昭和研究会 ショウワケンキュウカイ 2-2-後
Ca4-S 翼賛政治会 ヨクサンセイジカイ 政務調査会報告昭和17年 セイムチョウサカイホウコク 2-2-後
Ca4-SM 渋沢　雅英 シブサワ　マサヒデ 東南アジアの日本批判 トウナンアジアノニホンヒハン 2-2-後
Ca4-T 大政翼賛会 タイセイヨクサンカイ 臨時中央協力会議議題処理経過概要 リンジチュウオウキョウリョクカイギギダイショリ… 2-2-後
Ca4-T 大政翼賛会 タイセイヨクサンカイ 臨時中央協力会議会議録 リンジチュウオウキョウリョクカイギカイギロク 2-2-後
Ca4-T 大政翼賛会 タイセイヨクサンカイ 〔大政翼賛会〕調査会報告 タイセイヨクサンカイチョウサカイホウコク 2-2-後
Ca4-T 大政翼賛会組織局文化部 タイセイヨクサンカイソシキキョク… （第一回）四国地方文化協議会会議録 ダイ1カイシコクチホウブンカキョウギカイ… 2-2-後
Ca4-T 大政翼贊会 タイセイヨクサンカイ 中央協力会議会議録第一回 チュウオウキョウリョクカイギカイギロク 2-2-後
Ca4-T 大政翼贊会 タイセイヨクサンカイ 調査委員会報告書（2冊） チョウサイインカイホウコクショ 2-2-後
Ca4-T 大政翼贊会 タイセイヨクサンカイ 中央協力会議総常会会議録（全） チュウオウキョウリョクカイギソウジョウカイ… 2-2-後
Ca4-T 東邦通信社 トウホウツウシンシャ 労働農民党第二回全国大会速記録 ロウドウノウミントウダイ2カイゼンコクタイカイソッキロ 2-2-後
Ca5-C 中国総合研究会 チュウゴクソウゴウケンキュウカイ 中国総合研究会研究資料（8） チュウゴクソウゴウケンキュウカイケンキュウシリョウ 2-2-後
Ca5-G 外務省 ガイムショウ わが外交の近況特集 ワガガイコウノキンキョウ 2-2-後
Ca5-G 外務省 ガイムショウ わが外交の近況（1）（2）（3）（4）（5） ワガガイコウノキンキョウ 2-2-後
Ca5-G 外務省情報局 ガイムショウジョウホウキョク 外務省発表文集（1）（2） ガイムショウハッピョウブンシュウ 2-2-後
Ca5-G 外務省情報文化局 ガイムショウジョウホウブンカキョク 外務省発表文集（4）～（7） ガイムショウハッピョウブンシュウ 2-2-後
Ca5-G 外務省情報文化局 ガイムショウジョウホウブンカキョク 外務省公表資料集（1）～（5）、大正14年 ガイムショウコウヒョウシリョウシュウ 2-2-後
Ca5-G 外務省情報文化局 ガイムショウジョウホウブンカキョク 外務省公表集（昭和36年度）上、下半期 ガイムショウコウヒョウシュウ 2-2-後
Ca5-K 經濟安定本部總裁官房 ケイザイアンテイホンブソウサイカンボ我國經濟の戰爭被害 ワガクニケイザイノセンソウヒガイ 2-3-前
Ca5-K 国際連盟協会 コクサイレンメイキョウカイ リットン報告附属書 リットンホウコクフゾクショ 2-3-前
Ca5-K 国際連盟協会 コクサイレンメイキョウカイ リットン報告書に対する帝国政府意見書 リットンホウコクショニタイスル… 2-3-前
Ca5-KK 金子　堅太郎 カネコ　ケンタロウ 北海道三県巡視復命書 ホッカイドウ3ケンジュンシフクメイショ 2-3-前
Ca5-T 太平洋問題調査会 タイヘイヨウモンダイチョウサカイ 太平洋問題資料（9）～（11）（15）（16） タイヘイヨウモンダイシリョウ 2-3-前
Ca5-T 太平洋問題調査会 タイヘイヨウモンダイチョウサカイ 太平洋問題資料 タイヘイヨウモンダイシリョウ 2-3-前
Ca5-T 太平洋問題調査会 タイヘイヨウモンダイチョウサカイ 太平洋問題資料（12）（18）（19）（21） タイヘイヨウモンダイシリョウ 2-3-前

Ca5-は11-M 南満州鉄道庶務部 ミナミマンシュウテツドウショムブ
労農露国調査資料（3）（5）（7）（9）～（12）（17）（19）（23）
（24）

ロウノウロコクチョウサシリョウ 2-3-前

Cb1-FI 藤田　一郎 フジタ　イチロウ 日本経国論（全） ニホンケイコクロン 2-3-前
Cb1-GS 後藤　新平 ゴトウ　シンペイ 政治の倫理化－血涙を揮って国民の良心に訴ふ－ セイジノリンリカ 2-3-前
Cb1-HO 浜口　雄幸 ハマグチ　オサチ 強く正しく明るき政治 ツヨクタダシクアカルキセイジ 2-3-前
Cb1-HT 長谷川　徳三郎 ハセガワ　トクサブロウ 正論彙纂 セイロンイサン 2-3-前
Cb1-IT 板垣　退助 イタガキ　タイスケ 立国の大本 リッコクノタイホン 2-3-前
Cb1-K 宮内省 クナイショウ 須多因氏講義筆記 スタインシコウギヒッキ 2-3-前
Cb1-OY 尾崎　行雄 オザキ　ユキオ 政治読本 セイジドクホン 2-3-前
Cb1-SY 鈴木　安蔵 スズキ　ヤスゾウ 政治・文化の新理念 セイジブンカノシンリネン 2-3-前
Cb1-TS 鳥谷部　銑太郎（春汀） トヤベ　センタロウ 通俗政治汎論 ツウゾクセイジハンロン 2-3-前
Cb1-TT 建部　遯吾 タテベ　トンゴ 外政時言 ガイセイジゲン 2-3-前
Cb1-UR 内田　良平 ウチダ　リョウヘイ 日本之三大急務 ニホンノ3ダイキュウム 2-3-前
Cb1-YS 吉野　作造 ヨシノ　サクゾウ 現代憲政の運用 ゲンダイケンセイノウンヨウ 2-3-前
Cb2-FY 福澤　諭吉 フクザワ　ユキチ 民情一新 ミンジョウイッシン 2-3-前
Cb2-IM 稲垣　満次郎 イナガキ　マンジロウ 東方策再版（2） トウホウサク 2-3-前
Cb2-IM 稲垣　満次郎 イナガキ　マンジロウ 東方策結論艸案（上） トウホウサクケツロンソウアン 2-3-前
Cb2-OH 小野　寿人 オノ　ヒサト 明治維新前後に於ける政治思想の展開 メイジイシンゼンゴニオケルセイジ… 2-3-前
Cb2-OK 岡本　瓊二 オカモト　ケイジ 国家及国民生活の実相を叙す コッカオヨビコクミンセイカツノ… 2-3-前
Cb2-UE 植原　悦二郎 ウエハラ　エツジロウ 日本民権発達史 ニホンミンケンハッタツシ 2-3-前
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Cb2-US 鵜沢　総明 ウザワ　フサアキ 老子の政治思想に就て ロウシノセイジシソウニツイテ 2-3-前
Cb3-EB 江口　朴郎 エグチ　ボクロウ 帝国主義の時代 テイコクシュギノジダイ 2-3-前
Cb3-FY 福澤　諭吉 フクザワ　ユキチ 通俗民権論（全） ツウゾクミンケンロン 2-3-前
Cb3-HY 平野　義太郎 ヒラノ　ヨシタロウ 民権運動の発展 ミンケンウンドウノハッテン 2-3-前
Cb3-IS 石原　新三郎 イシハラ　シンザブロウ 皇道国家建設試論―昭和維新と新東亜建設― コウドウコッカケンセツシロン 2-3-前
Cb3-K 国策研究会 コクサクケンキュウカイ 南方諸民族事情研究 ナンポウショミンゾクジジョウケンキュウ 2-3-前
Cb3-KH 木下　半治 キノシタ　ハンジ 日本国家主義運動史（上）（下） ニホンコッカシュギウンドウシ 2-3-前
Cb3-KY 口田　康信 クチダ　ヤスノブ 国家思想の研究 コッカシソウノケンキュウ 2-3-前
Cb3-LN Lenin，　Nikolai レーニン　ニコライ 帝国主義論 テイコクシュギロン 2-3-前
Cb3-OK 大場　喜嘉治 オオバ　キカジ 世界皇化の根本理念 セカイコウカノコンポンリネン 2-3-前
Cb3-OS 岡田　信治 オカダ　シンジ 欧洲の文化を築いた民族と人々 オウシュウノブンカヲキズイタミンゾクトヒトビト 2-3-前
Cb3-SY 坂田　吉雄 サカタ　ヨシオ 明治前半期のナショナリズム メイジゼンハンキノナショナリズム 2-3-前
Cb3-T 太平洋協会 タイヘイヨウキョウカイ 東南アジアにおける民族運動 トウナンアジアニオケルミンゾクウンドウ 2-3-前
Cb3-TI 徳富　猪一郎 トクトミ　イイチロウ 大正の青年と帝国の前途 タイショウノセイネントテイコクノゼント 2-3-前
Cb3-UK 浮田　和民 ウキタ　カズタミ 倫理的帝国主義（全） リンリテキテイコクシュギ 2-3-前
Cb3-YK 吉川　兼光 ヨシカワ　カネミツ 全体主義十講 ゼンタイシュギジュッコウ 2-3-前
Cb3-は3-MK 村田　熊三 ムラタ　クマゾウ 支那官民の性情（対支外交参考資料） シナカンミンノセイジョウ 2-3-前
Cb3-は3-T 東亜調査会 トウアチョウサカイ 支那の民族問題 シナノミンゾクモンダイ 2-3-前
Cb3-へ1-T 太平洋協会 タイヘイヨウキョウカイ アメリカの世界制覇主義解剖 アメリカノセカイセイハシュギカイボウ 2-3-前
Cc1-DG 伊達　源一郎 ダテ　ゲンイチロウ 日本憲政史 ニホンケンセイシ 2-3-前
Cc1-HM 秦　政治郎（火水風人） ハタ　マサジロウ 日本政体史（完） ニホンセイタイシ 2-3-前
Cc1-IM 岩田　衛 イワタ　マモル 民政史鑑 ミンセイシカン 2-3-後
Cc1-IS 稲田　周之助 イナダ　シュウノスケ 日本憲政提要 ニホンケンセイテイヨウ 2-3-後
Cc1-KM 金井　圓 カナイ　マドカ 藩政 ハンセイ 2-3-後
Cc1-KT 金森　徳次郎 カナモリ　トクジロウ 日本政治百年史 ニホンセイジ100ネンシ 2-3-後
Cc1-M 指原　安三 サシハラ　ヤスゾウ 明治政史（1）～（12） メイジセイシ 2-3-後
Cc1-TS 遠山　茂樹 トオヤマ　シゲキ 明治維新と現状 メイジイシントゲンジョウ 2-3-後
Cc2-FG 福地　源一郎 フクチ　ゲンイチロウ 幕末政治家 バクマツセイジカ 2-3-後

Cc3-BK Birusubikki，Kuruto ヴィールスビッキー　クルト
東南アジア地政治学－白色・赤色・黄色間の将来の戦
場－

トウナンアジアチセイジガク 2-3-後

Cc3-JW ジェンニングス ジェンニングス 西ヨーロッパ連邦論 ニシヨーロッパレンポウロン 2-3-後
Cc3-M 満州事情案内所 マンシュウジジョウアンナイショ 満州支辺境事情 マンシュウシヘンキョウジジョウ 2-3-後
Cc4-AH 安藤　博 アンドウ　ヒロシ 徳川幕府県治要略（全） トクガワバクフケンチヨウリャク 2-3-後
Cc4-AK 朝河　貫一 アサカワ　カンイチ 日本の禍機 ニホンノカキ 2-3-後
Cc4-AK 朝河　貫一 アサカワ　カンイチ 日本の禍機 ニホンノカキ 2-3-後
Cc4-AK 朝河　貫一 アサカワ　カンイチ 日本之禍機 ニホンノカキ 2-3-後
Cc4-AN 有賀　長雄 アリガ　ナガオ 日本政治史 ニホンセイジシ 2-3-後
Cc4-AO 安藤　音三郎 アンドウ　オトサブロウ 原内閣罪悪史 ハラナイカクザイアクシ 2-3-後
Cc4-BK 朴　慶植 ボク　キョンシク 日本帝国主義の朝鮮支配（上）（下） ニホンテイコクシュギノチョウセンシハイ 2-3-後
Cc4-EJ 江澤　譲爾 エザワ　ジョウジ 地政学研究 チセイガクケンキュウ 2-3-後
Cc4-ES 煙山　専太郎 エンザン　センタロウ 征韓論実相（2冊） セイカンロンジッソウ 2-3-後
Cc4-G 外務省情報部 ガイムショウジョウホウブ 国際事情（続） コクサイジジョウ 2-3-後
Cc4-G 外務省情報部 ガイムショウジョウホウブ 国際事情 コクサイジジョウ 2-3-後
Cc4-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 幕末の新政策　増訂 バクマツノシンセイサク 2-3-後
Cc4-HH 細川　広世 ホソカワ　ヒロヨ 明治政覧 メイジセイラン 2-3-後
Cc4-HH 堀江　英一 ホリエ　ヒデイチ 藩政改革の研究 ハンセイカイカクノケンキュウ 2-3-後
Cc4-HK 原口　清 ハラグチ　キヨシ 日本近代国家の形成 ニホンキンダイコッカノケイセイ 2-3-後
Cc4-HN 弘田　直衛 ヒロタ　ナオエ 五十年間内閣更迭史論 50ネンカンナイカクコウテツシロン 2-3-後
Cc4-IT 石井　孝 イシイ　タカシ 明治維新の国際的環境（1）～（3） メイジイシンノコクサイテキカンキョウ （3F）

Cc4-K
公議所日誌（前編1～3）（4～8上）（8下～13）（14、15）
（16～19）

コウギショニッシ 2-3-後

Cc4-K 宮内省 クナイショウ 大政紀要（全） タイセイキヨウ 2-3-後
Cc4-K 国策研究会 コクサクケンキュウカイ 南方諸民族事情研究 ナンポウショミンゾクジジョウケンキュウ 2-3-後
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Cc4-K 国家学会 コッカガッカイ 明治憲政経済史論 メイジケンセイケイザイシロン 2-3-後
Cc4-KF 加藤　房蔵 カトウ　フサゾウ 朝鮮騒擾の真相 チョウセンソウジョウノシンソウ 2-4-前
Cc4-KF 近衛　文磨 コノエ　フミマロ 上院と政治 ジョウイントセイジ 2-4-前
Cc4-KS 鎌田　澤一郎 カマタ　サワイチロウ 朝鮮は起ち上る チョウセンハタチアガル 2-4-前
Cc4-KT 片岡　直温 カタオカ　タダナオ 大正昭和政治史の一断面続回想録（2冊） タイショウショウワセイジシノイチダンメン 2-4-前
Cc4-MR 前田　蓮山 マエダレンザン 政変物語 セイヘンモノガタリ 2-4-前
Cc4-MT 三浦　鉄太郎 ミウラ　テツタロウ ソ連四十年 ソレン40ネン 2-4-前
Cc4-NA 蜷川　新 ニナガワ　アラタ 維新前後の政争と小栗上野の死 イシンゼンゴノセイソウトオグリコウズケノシ 2-4-前
Cc4-NK 野村　兼太郎 ノムラ　ケンタロウ 維新前後 イシンゼンゴ 2-4-前
Cc4-NM 野中　盛隆 ノナカ　モリタカ 帝人疑獄－真相史－ テイジンギゴク （3F）
Cc4-OH 小野　壽人 オノ　ヒサト 明治維新前後に於ける政治思想の展開 メイジイシンゼンゴニオケルセイジシソウ… 2-4-前
Cc4-OI 大井　一哲 オオイ　イッテツ 憲政と破壊する政党政治 ケインセイトハカイスルセイトウセイジ 2-4-前
Cc4-OJ 大津　淳一郎 オオツ　ジュンイチロウ 大日本憲政史（１）～(10) ダイニホンケンセイシ 2-4-前
Cc4-OT 小田　徳三郎 オダ　トクサブロウ 明治政要論（上） メイジセイヨウロン 2-4-後
Cc4-OY 大沢　吉五郎 オオサワ　ヨシゴロウ 米国の野心と帝国の前途 ベイコクノヤシントテイコクノゼント 2-4-後
Cc4-RG Rea，George Bronson レー　ジョージ　ブロンソン 満洲国出現の合理性 マンシュウコクシュツゲンノゴウリセイ 2-4-後
Cc4-S 神州社編纂部 シンシュウシャヘンサンブ 明治維新聖訓集 メイジイシンセイクンシュウ 2-4-後
Cc4-SS 信夫　清三郎 シノブ　セイザブロウ 大正政治史（1） タイショウセイジシ 2-4-後
Cc4-SS 信夫　清三郎 シノブ　セイザブロウ 大正政治史（2）～（4） タイショウセイジシ 2-4-後
Cc4-T 統監府 トウカンフ 韓國併合顚末書 カンコクヘイゴウテンマツショ 2-4-後
Cc4-TI 徳富　猪一郎 トクトミ　イイチロウ 将来之日本 ショウライノニホン 2-4-後
Cc4-TI 徳富　猪一郎 トクトミ　イイチロウ 大正政局史論 タイショウセイキョクシロン 2-4-後
Cc4-TI 徳富　猪一郎 トクトミ　イイチロウ 大正政局史論 タイショウセイキョクシロン 2-4-後
Cc4-TY 竹越　与三郎 タケゴシ　ヨサブロウ 台湾統治志 タイワントウチシ 2-4-後
Cc4-TY 谷口　吉彦 タニグチ　ヨシヒコ 新体制の理論－政治・経済・文化・東亞の新原理－ シンタイセイノリロン 2-4-後
Cc4-WS 渡辺　修二郎 ワタナベ　シュウジロウ 我国之前途 ワガクニノゼント 2-4-後
Cc4-YK 山辺　健太郎 ヤマベ　ケンタロウ 日韓併合小史 ニッカンヘイゴウショウシ 2-4-後
Cc4-YK 山辺　健太郎 ヤマベ　ケンタロウ 日本統治下の朝鮮 ニホントウチカノチョウセン 2-4-後
Cc4-YS 吉野　作造 ヨシノ　サクゾウ 現代政局の展望 ゲンダイセイキョクノテンボウ 2-4-後
Cc4-YT 矢部　貞治 ヤベ　テイジ 日本政治の反省 ニホンセイジノハンセイ 2-4-後
Cc4-い2-BK Birrenbach，Kurt ビルレンバッハ　ケイ 大西洋共同体の将来－欧州と米国の提携を期して－ タイセイヨウキョウドウタイノショウライ 2-4-後
Cc4-に11-KR 小峯　柳多 コミネ　リュウタ 新しいソ連産業経済新聞社 アタラシイソレン 2-4-後
Cc4-に11-LN レーニン，Ｎ． レーニン　エヌ ソヴィエット政権 ソヴィエットセイケン 2-4-後
Cc4-に11-LW レオンハルト，ヴォルフガング レオンハルト　ヴォルフガング スターリン死後 スターリンシゴ 2-4-後
Cc4-に11-MT 三浦　銕太郎 ミウラ　テツタロウ ソ連四十年（2冊） ソレン40ネン 2-4-後
Cc4-に11-S 社会思想社 シャカイシソウシャ 労農連邦研究 ロウノウレンポウケンキュウ 2-4-後
Cc4-に1-D 大日本文明協会 ダイニホンブンメイキョウカイ 英国と其領土 エイコクトソノリョウド 2-4-後
Cc4-に1-H Hopusu ホープス 大英世界帝国の将来 ダイエイセカイテイコクノショウライ 2-4-後
Cc4-に1-HY 堀江邑一 ホリエ　ユウイチ 大英帝国当面の諸問題 ダイエイテイコクトウメンノショモンダイ 2-4-後
Cc4-に1-OH 大内　兵衛 オオウチ　ヒョウエ 現代イギリスの政治過程 ゲンダイイギリスノセイジカテイ 2-4-後
Cc4-に1-PD Pumu，Datto R． パーム　ダット　アール 大英帝国の危機－崩れゆくイギリス帝国 ダイエイテイコクノキキ 2-4-後
Cc4-に1-WS Webb，Sidney James ウェッブ　シドニ　ジェームス 大英社会主義国の構成 ダイエイシャカイシュギコクノコウセイ 2-4-後
Cc4-に2-RE リヒテル，オイゲネ リヒテル　オイゲネ 社会主義審判 シャカイシュギシンパン 2-4-後
Cc4-に2-TK 戸田　海市 トダ　カイイチ 我独逸観 ワガドイツカン 2-4-後
Cc4-に4-IA 井出　浅亀 イデ　アサキ フランス再建 フランスサイケン 2-4-後
Cc4-は17-T 東洋協会調査部 トウヨウキョウカイチョウサブ 近の外蒙古事情 サイキンノソトモウコジジョウ 2-4-後
Cc4-は3-C 中国総合研究会 チュウゴクソウゴウケンキュウカイ 中共の実態と日中新関係の在り方 チュウキョウノジッタイトニッチュシンカンケイ… 2-4-後

Cc4-は3-G 現代中国研究協会
ゲンダイチュウゴクケンキュウキョウ
カイ

現代中国の知識 ゲンダイチュウゴクノチシキ 2-4-後

Cc4-は3-JS 徐　世昌 ジョ　セイショウ 欧戦後の支那 オウセンゴノシナ 2-4-後

Cc4-は3-K 国家統計局編 コッカトウケイキョクヘン
偉大な十年　中華人民共和国の経済・文化建設の成果
についての統計

イダイナジュウネン チュウカジンミンキョウワコクﾉケイ
ザイブンカケンセツノセイカニツイテノトウケイ

2-4-後

Cc4-は3-K 華北事情案内所 カホクジジョウアンナイショ 新生北支の建設現況 シンセイキタシノケンセツ… 2-4-後
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Cc4-は3-K 興亜協会 コウアキョウカイ 国共衝突の実相－並ニ其将来－ コクキョウショウトツノジッソウ… 2-4-後
Cc4-は3-KE 岸田　英二 キシダ　エイジ 大支那大系（3） ダイシナタイケイ 2-4-後
Cc4-は3-KY 小林　良男 コバヤシ　ヨシオ 消え行く支那 キエユクシナ 2-5-前
Cc4-は3-NA 長野　朗 ナガノ　アキラ 支那国民運動の指導原理 シナコクミンウンドウノシドウゲンリ 2-5-前
Cc4-は3-NA 長野　朗 ナガノ　アキラ 支那は動く・支那を見よ シナワウゴクシナオミヨ 2-5-前
Cc4-は3-S 支那調査会 シナチョウサカイ 支那現勢論 シナゲンセイロン 2-5-前

Cc4-は3-S 世界反共連盟中華民国分会
セカイハンキョウレンメイチュウカミ
ンコクブンカイ

中共現況の透視 チュウキョウゲンキョウノトウシ 2-5-前

Cc4-は3-SK 重光　蔵 シゲミツ　オサム 支那辺疆概観 シナヘンキョウガイカン 2-5-前
Cc4-は3-SK 蔣　介石 ショウ　カイセキ 中国のなかのソ連 チュウゴクノナカノソレン 2-5-前
Cc4-へ1-HG ホワード，G．K． ホワード　ジー　ケー 米国の進路アメリカと世界新秩序 ベイコクノシンロアメリカトセカイチツジョ 2-5-前
Cc4-へ1-NS Nearing, Scott ニアリング　スコット 大資本の制覇 ダイシホンノセイハ 2-5-前
Cc4-へ1-TE タッパー，エリアノーア タッパー　エリアノーア 勃興日本と米国の与論 ボッコウニホントベイコクノヨロン 2-5-前
Cd1-S スタイン スタイン 須多因氏講義（完）（2冊） スタインシコウギ 2-5-前
Cd2-IM 井上　光貞 イノウエ　ミツサダ 日本国家の起源 ニホンコッカノキゲン 2-5-前
Cd2-IZ 伊藤　蔵平 イトウ　ゾウヘイ 日本国家の成立過程 ニホンコッカノセイリツカテイ 2-5-前
Cd2-NE ノーマン，イー　ハーバート ノーマン　イー　ハーバート 日本における近代国家の成立（2冊） ニホンニオケルキンダイコッカノセイリツ 2-5-前
Cd2-SK 趙　欣伯 ショウ　キンハク 新国家大満洲 シンコッカダイマンシュウ 2-5-前
Cd3-MT 松平　太郎 マツダイラ　タロウ 江戸時代制度の研究 エドジダイセイドノケンキュウ 2-5-前
Cd3-S 社会経済史学会 シャカイケイザイシガッカイ 封建領主制の確立－太閤検地をめぐる諸問題－ ホウケンリョウシュセイノカクリツ 2-5-前
Cd3-TS 田中　惣五郎 タナカ　ソウゴロウ 日本官僚政治史 ニホンカンリョウセイジシ 2-5-前
Cd3-WK Wittfoge，Karl　 A． ウィットフォーゲル　カルル　エー 東洋的専制主義 トウヨウテキセンセイシュギ 2-5-前
Cd4-IM 伊部　政一 イベ　マサイチ 民主主義新講 ミンシュシュギシンコウ 2-5-前
Cd4-JC Julien，Claude ジュリアン　クロード 崩れゆく民主国家―裏切られた理想― クズレユクミンシュコッカ 2-5-前

Cd4-K 「紅旗」雑誌編集部 コウキザッシヘンシュウブ
ふたたびトリアッチ同志とわれわれとの意見の相違につ
いて－レーニン主義の現代におけるいくつかの重要問

フタタビトリアッチドウシトワレワレトノイケンノソウイニ
ツイテ

2-5-前

Cd4-M 民主社会主義研究会議
ミンシュシャカイシュギケンキュウカ
イギ

民主社会主義の未来像 ミンシュシャカイシュギノミライゾウ 2-5-前

Cd4-NI 中西　功 ナカニシ　イサオ 日本ファシズムをめぐる理論的諸問題 ニホンファシズムオメグル… 2-5-前
Cd4-OH Overstreet，　Harry オーバーストリート　ハリ 共産主義について知っておかねばならぬこと キョウサンシュギニツイテシッテオカネバナラナイコト 2-5-前

Cd4-S
ソ同盟共産党（ボルシェヴイキ）中
央委員会所属特別委員会

ソドウメイキョウサントウチュウオウ
イインカイショゾクトクベツイインカイ

ソヴエト同盟共産党（ボルシェヴイキ）歴史－小教程－ ソヴエトドウメイキョウサントウレキシ 2-5-前

Cd4-TK 高柳　賢三 タカヤナギ　ケンゾウ
党独裁制と国際責任－コミンテルンと中国国民党－（1）
（2）

トウドクサイセイトコクサイセキニン 2-5-前

Cd4-に2-HA Hitler，　Adolf ヒットラー　アドルフ　 我が新秩序 ワガシンチツジョ 2-5-前
Cd6-N 日本経済連盟会 ニホンケイザイレンメイカイ 固定資産原価償却年数改正案 コテイシサンゲンカショウキャク… 2-5-前
Ce1-HT 花井　卓蔵 ハナイ　タクゾウ 軍国議会史要（2冊） グンコクギカイシヨウ 2-5-前
Ce1-KT 工藤　武重 クドウ　タケシゲ 帝国議会史（2冊） テイコクギカイシ 2-5-前
Ce1-OT 尾佐竹　猛 オサタケ　タケキ 維新前後に於ける立憲思想－帝国議会史前記－ イシンゼンゴニオケルリッケンシソウ 2-5-前
Ce1-TS 鳥谷部　銑太郎 トヤベ　センタロウ 議会史附明治36年史（2冊） ギカイシ 2-5-後
Ce2-K 国策研究会 コクサクケンキュウカイ 貴族院制度改革に関する研究資料 キゾクインセイドカイカク… 2-5-後
Ce3-C 治安維持法反對記者同盟 チアンイジホーハンタイキシャドーメ 治安維持法案反對論 チアンイジホウアンハンタイロン 2-5-後
Ce3-H 法典調査会 ホウテンチョウサカイ 民法修正案理由書 ミンポウシュウセイアンリユウショ 2-5-後
Ce3-HK 広瀬　喜六 ヒロセ　キロク 貴族院改革論集 キゾクインカイカクロンシュウ 2-5-後
Ce3-HO 浜口　雄幸 ハマグチ　オサチ 強く正しく明るき政治 ツヨクタダシクアカルキセイジ 2-5-後
Ce3-HZ 堀切　善次郎 ホリキリ　ゼンジロウ 貴族院改革資料 キゾクインカイカクシリョウ 2-5-後
Ce3-K 貴族院事務局 キゾクインジムキョク 貴族院要覧（甲）（乙） キソクインヨウラン 2-5-後
Ce3-K 貴族院事務局 キゾクインジムキョク 貴族院要覧昭和3年（乙） キゾクインヨウラン 2-5-後
Ce3-K 神戸市経済部産業課 コウベシケイザイブサンギョウカ 第七十三議会重要法律要綱 ダイ73ギカイジュウヨウホウリツヨウコウ 2-5-後
Ce3-MY 益川　保次郎 マスカワ　ヤスジロウ 帝国議会に於ける暴利取締令舌戦録（上巻）第40回 テイコクギカイニオケル… 2-5-後
Ce3-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 主要財政経済関係法令竝立法理由第二回国会 シュヨウザイセイケイザイカンケイホウレイ… 2-5-後

Ce3-N 日本銀行調査局 二ホンギンコウチョウサキョク
第七十一回帝国議会の協賛を経たる法律竝に其の立
法理由

ダイ71カイテイコクギカイノキョウサンオへタル… 2-5-後
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Ce3-N 二松堂編輯所 ニショウドウヘンサンショ
農漁山村中小商工業匡救に関する第六十三回非常時
臨時議会議事録

ノウギョサンソンチュウショウショウコウギョウ… 2-5-後

Ce3-N 野村合名会社 ノムラゴウメイカイシャ
（第六十五議会に於ける）予算案並に主要経済関係法
案と其の審議の要約

ダイ65ギカイニオケルヨサンアンナラビニシュヨウ… 2-5-後

Ce3-N 日本〔法令〕 ニホンホウレイ 海関税ニ関シ政府ニ建議案他 カイカンゼイニカンシセイフ… 2-5-後
Ce3-NI 野間　五造 ノマ　イツゾウ 立法一元論（上）（下）－貴族院無用論－ リッポウイチゲンロン 2-5-後
Ce3-O 大蔵省印刷局 オオクラショウインサツキョク 大蔵大臣財政演説集 オオクラダイジンザイセイエンゼツシュウ 2-5-後

Ce3-O 大蔵大臣官房 オオクラダイジンカンボウ
政府ハ何ヲ爲スカ－第四回帝國議會ヲ通過シタル各豫
算竝法律概要－

セイフハナニオナスカ 2-5-後

Ce3-S 衆議院事務局 シュウギインジムキョク 議案件名録可決之部 ギアンケンメイロク 2-5-後
Ce3-S 衆議院事務局 シュウギインジムキョク 衆議院議員党籍録第1回議会及至第48回議会 シュウギインギイントウセキロク 2-5-後
Ce3-S 衆議院事務局 シュウギインジムキョク 衆議院報告第五十一帝国議会 シュウギインホウコク 2-5-後
Ce3-S 翼賛政治会 ヨクサンセイジカイ 衆議院報告書第八十一回帝国議会 シュウギインホウコクショ 2-5-後
Ce3-S 衆議院事務局 シュウギインジムキョク 衆議院三十年誌 シュウギイン30ネンシ 2-5-後
Ce3-SM 澤田　実 サワダ　ミノル 貴族院改革問題と貴族制度の研究 キゾクインカイカクモンダイトキゾクインセイドノケン 2-5-後
Ce4-FN 船田　中 フナダ　ナカ 粛正選挙の総決算 シュクセイセンキョノソウケッサン 2-5-後
Ce4-KM 小泉　又次郎 コイズミ　マタジロウ 普選運動秘史 フセンウンドウヒシ 2-5-後
Ce4-MM 宮武　茂平 ミヤタケ　モヘイ 普選第一次財将の語らひ フセンダイ1ジザイショウノカタライ 2-5-後
Ce4-TC 高橋　忠治郎 タカハシ　チュウジロウ 帝国議会議員候補者列傳（全） テイコクギカイギインコウホシャレツデン 2-5-後
Ce4-TT 田所　輝明 タドコロ　テルアキ 政治運動教程 セイジウンドウキョウテイ 2-5-後
Ce5-A アメリカ国務省調査局 アメリカコクムショウチョウサキョク 共産党の現勢力―世界120カ国― キョウサントウノゲンセイリョク 2-5-後
Ce5-AO 安藤　音三郎 アンドウ　オトサブロウ 政友会罪悪史 セイユウカイザイアクシ 2-5-後
Ce5-AS 青野　季吉 アオノ　スエキチ 無産政党と社会運動（2冊） ムサンセイトウトシャカイウンドウ 2-5-後
Ce5-HK 林田　亀太郎 ハヤシダ　カメタロウ 日本政党史（下巻） ニホンセイトウシ 2-5-後
Ce5-HK 林田　亀太郎 ハヤシダ　カメタロウ 明治大正政界側面史（上巻） メイジタイショウセイカイソクメンシ 2-5-後
Ce5-HM 平野　学 ヒラノ　マナブ 電力国営 デンリョクコクエイ 2-5-後
Ce5-HM 平野　学 ヒラノ　マナブ 高物価と如何に闘ふか―社会大衆党の物価対策― コウブッカトイカニタタカフカ 2-5-後
Ce5-IK 板倉　勝憲 イタクラ　カツノリ 既成政党撲滅論 キセイセイトウボクメツロン 2-5-後
Ce5-IT 板垣　退助 イタガキ　タイスケ 自由党史（上）（下） ジユウトウシ 2-5-後
Ce5-J 自由民主党 ジユウミンシュトウ 自由民主党年報昭和44年 ジユウミンシュトウネンポウ 2-6-前
Ce5-J 自由民主党 ジユウミンシュトウ わが党の基本方針 ワガトウノキホンホウシン 2-6-前
Ce5-J 自由民主党 ジユウミンシュトウ わが党の公約 ワガトウノコウヤク 2-6-前
Ce5-J 自由民主党政務調査会 ジユウミンシュトウセイムチョウサカ 平和・安全・繁栄－参議院選挙政策解説－ ヘイワアンゼンハンエイ 2-6-前
Ce5-K 憲政会史編纂所 ケンセイカイシヘンサンショ 憲政会史 ケンセイカイシ 2-6-前
Ce5-K 憲政党 ケンセイトウ 憲政党党報号外（大演説会速記） ケンセイトウトウホウゴウガイ 2-6-前
Ce5-K 公明党政策局 コウメイトウセイサクキョク 大衆福祉をめざして（1） タイシュウフクシオメザシテ 2-6-前
Ce5-K 公明党政策局 コウメイトウセイサクキョク 大衆福祉をめざして－公明党の政策（2）－ タイシュウフクシオメザシテ 2-6-前
Ce5-K 公明党政策局 コウメイトウセイサクキョク 福祉経済への道（1）（2） フクシケイザイヘノミチ 2-6-前
Ce5-KJ 北岡　寿逸 キタオカ　ジュイツ 日本共産党の正体 ニホンキョウサントウノショウタイ 2-6-前
Ce5-KM 狩野　勝 カノウ　マサル 明日の政治を考えよう－政党近代化への道－ アスノセイジオカンガエヨウ 2-6-前
Ce5-KM 河野　密 コウノ　ミツ 日本無産政党史（2冊） ニホンムサンセイトウシ 2-6-前
Ce5-KY 小林　雄吾 コバヤシ　ユウゴ 立憲政友会史（1）伊藤総裁時代（3冊） リッケンセイユウカイシ 2-6-前
Ce5-KY 小林　雄吾 コバヤシ　ユウゴ 立憲政友会史（2）西園寺総裁時代 リッケンセイユウカイシ 2-6-前
Ce5-KY 小林　雄吾 コバヤシ　ユウゴ 立憲政友会史（3）（4） リッケンセイユウカイシ 2-6-前
Ce5-M 民主社会党教宣局 ミンシュシャカイトウキョウセンキョク 民社党第7回全国大会決定集 ミンシャトウダイ7カイゼンコクタイカイケッテイシュウ 2-6-前
Ce5-MK 宮本　顕治 ミヤモト　ケンジ 日本革命の展望－網領問題報告論文集－ ニホンカクメイノテンボウ 2-6-前
Ce5-MT 村松　武 マツムラ　タケシ 日本共産党テーゼ（2冊） ニホンキョウサントウテーゼ 2-6-前
Ce5-MZ 松本　善造 マツモト　ゼンゾウ 政友会罪悪史 セイユウカイザイアクシ 2-6-前

Ce5-N 日本共産党中央委員会
ニホンキョウサントウチュウオウイイ
ンカイ

日本共産党綱領集 ニホンキョウサントウコウリョウシュウ 2-6-前

Ce5-N 日本社会党 ニホンシャカイトウ 総選挙綱領および政策 ソウセンキョコウリョウオヨビセイサク 2-6-前
Ce5-N 日本社会党政策審議会 ニホンシャカイトウセイサクシンギカ いかにして不況を克服するか日本社会党基本経済政 イカニシテフキョウオコクフクスルカ 2-6-前
Ce5-N 日本労農党 ニホンロウノウトウ 日本労農党第1回大会報告書及び本部議案 ニホンロウノウトウダイ1カイタイカイ… 2-6-前
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Ce5-R 立憲政友會會報局 リッケンセイユウカイカイホウキョク 濱口内閣の不況及失業對策と地方財政
ハマグチナイカクノフキョウオヨビシツギョウタイサクト
チホウザイセイ

2-6-前

Ce5-R 立憲民政党本部 リッケンミンセイトウホンブ 民政党政策講演集 ミンセイトウセイサクコウエンシュウ 2-6-前
Ce5-S 社会大衆党 シャカイタイシュウトウ 闘争報告書昭和12年度上半期 トウソウホウコクショ 2-6-前
Ce5-S 社会大衆党 シャカイタイシュウトウ 全国大会議案7回 ゼンコクタイカイギアン 2-6-前
Ce5-S 社会大衆党本部 シャカイタイシュウトウホンブ 社会大衆党議案昭和10年度大会 シャカイタイシュウトウギアン 2-6-前
Ce5-S 社会大衆党本部 シャカイタイシュウトウホンブ 社会大衆党報告書昭和9年度 シャカイタイシュウトウホウコクショ 2-6-前
Ce5-S 社会大衆党本部 シャカイタイシュウトウホンブ 社会大衆党活動報告書昭和13年度 シャカイタイシュトウカツドウホウコクショ 2-6-前
Ce5-TS 鳥谷部　銑太郎 トヤベ　センタロウ 政党史 セイトウシ 2-6-前
Ce5-WK 若林　清 ワカバヤシ　キヨシ 大日本政党史 ダイニホンセイトウシ 2-6-前
Ce5-WR 若槻　礼次郎 ワカツキ　レイジロウ 国民に訴ふ コクミンニウッタウ 2-6-前
Ce5-Y 翼賛政治会 ヨクサンセイジカイ 重要国策ニ関スル資料（2） ジュウヨウコクサクニカンスルシリョウ 2-6-前
Ce5-YK 山本　熊太郎 ヤマモト　クマタロウ 浜口内閣不景気政策の実相 ハマグチナイカクフケイキセイサクノジッソウ 2-6-前
Ce5-YS 吉田　正太郎 ヨシダ　ショウタロウ 民権官権政党盟約全書 ミンケンカンケンセイトウメイ… 2-6-前
Ce5-YS 吉野　作造 ヨシノ　サクゾウ 日本無産政党論 ニホンムサンセイトウロン 2-6-前
Ce5-Z 全國勞農大衆黨 ゼンコクロウノウタイシュウトウ 昭和6年度大會議案 ショウワ6ネンドダイカイギアン 2-6-前
Ce5-Z 全国労農大衆党 ゼンコクロウノウタイシュウトウ 闘争報告書1931年度 トウソウホウコクショ 2-6-前
Ce5-に11-KL カガノウヰッチ，エル．エム カガノウヰッチ　エル　エム ボルシェヴヰキ党の組織構成 ボルシェヴィキトウノソシキコウセイ 2-6-前

Ce5-に11-N 日本共産党中央委員会翻訳委員会
ニホンキョウサントウチュウオウイイ
ンカイホンヤク…

ソ同盟共産党第二〇回大会（第一分冊） ソドウメイキョウサントウダイ20カイタイカイ 2-6-後

Ce5-に11-N 日本共産党中央委員会翻訳委員会
ニホンキョウサントウチュウオウイイ
ンカイホンヤクイインカイ

ソ同盟共産党第二〇回大会（第二分冊）（第三分冊） ソドウメイキョウサントウダイ20カイタイカイ 2-6-後

Ce5-に11-S
ソビエト社会主義共和国連邦大使
館広報課

ソビエトシャカイシュギキョウワコク
レンポウ…

フルシチョフ報告にもとづく大会決議 フルシチョフホウコクニモトズク… 2-6-後

Ce5-に11-SI イー，ヴェ．スターリン イー　ヴェ　スターリン ソ同盟共産党史（全）－万国の労働者団結せよ！－ ソドウメイキョウサントウシ 2-6-後
Ce5-に1-E 英国労働党 エイコクロウドウトウ 英国労働党綱領 エイコクロウドウトウコウリョウ 2-6-後
Ce5-に1-FT 藤井　悌 フジイ　テイ 英国労働党の組織・沿革・政策 エイコクロウドウトウノソシキ　エンカク　セイサク 2-6-後

Ce5-は3-C 中国共産党中央委員会
チュウゴクキョウサントウチュウオウ
イインカイ

国際共産主義運動の総路線についての提案（2部） コクサイキョウサンシュギウンドウノソ… 2-6-後

Ce6-HY 平野　義太郎 ヒラノ　ヨシタロウ 民権運動の発展 ミンケンウンドウノハッテン 2-6-後
Ce7-S 上海日本商業会議所 シャンハイニホンショウギョウカイギ 山東問題に関する日貨排斥の影響（1） サントウモンダイニカンスル… 2-6-後
Ce7-CT 千葉　豊治 チバ　トヨジ 米国加州排日事情－加州外人新土地法直接立法顚末 ベイコクカシュウハイニチ… 2-6-後
Ce7-GY 後藤　靖 ゴトウ　ヤスシ 自由民権－明治の革命と反革命－ ジユウミンケン… 2-6-後
Ce7-HG 半澤　玉城 ハンザワ　ギョクジョウ 大正政戦史 タイショウセイセンシ 2-6-後
Ce7-HH 細井　肇 ホソイ　ハジメ 政争と党弊 セイソウトトウヘイ 2-6-後
Ce7-HT 橋本　徹馬 ハシモト　テツマ 天皇と叛乱将校 テンノウトハンランショウコウ 2-6-後
Ce7-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 政界革新運動と実業同志会 セイカイカイシンウンドウトジツギョウ… 2-6-後
Ce7-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ 支那南洋に於ける 近日貨排斥の経過並に影響 シナナンヨウニオケルサイキン… 2-6-後
Ce7-TF 富岡　福寿郎 トミオカ　フクジロウ 5.15と血盟団 515トケツメイダン 2-6-後
Ce7-TK 津田　光造 ツダ　コウゾウ 5.15事件の真相（2冊） 515ジケンノシンソウ 2-6-後
Ce7-YM 山本　三生 ヤマモト　ミツオ 二・二六事件 226ジケン 2-6-後
Ce7-に11-SS 嶋野　三郎 シマノ　サブロウ この目で見たロシア革命－革命前夜－（上） コノメデミタロシアカクメイ 2-6-後
Ce7-に11-SS 嶋野　三郎 シマノ　サブロウ この目で見たロシア革命－恐怖の共産政治－（下） コノメデミタロシアカクメイ 2-6-後

Ce7-は2-C 朝鮮総督官房庶務部調査課
チョウセンソウトクカンボウショムブ
チョウサカ

朝鮮の獨立思想及運動 チョウセンノドクリツシソウオヨビウンドウ 2-6-後

Ce7-は3-K 漢口日本商業会議所 カンコウニホンショウギョウカイギ 武漢長汐及各地ニ於ケル排日情況（1）（2） ブカンチョウセキオヨビカクチ… 2-6-後
Ce7-は3-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ 支那ニ於ケル 近ノ日貨排斥運動 シナニオケルサイキン… 2-6-後
Ce7-は3-S 上海日本商業会議所 シャンハイニホンショウギョウカイギ 山東問題に関する排日状況（2） サントウモンダイニカンスルハイニチジョウキョウ 2-6-後
Ce7-は3-S 上海日本商業会議所 シャンハイニホンショウギョウカイギ 邦人紡績罷業事件と五州事件及各地の動搖（1） ホウジンボウセキヒギョウジケン… 2-6-後

Ce7-は3-T 天津日本人商業会議所
テンシンニホンジンショウギョウカイ
ギショ

天津に於ける排日貨運動 テンシンニオケルハイニッカウンドウ 2-6-後

Ce7-は3-Y 横浜貿易協会 ヨコハマボウエキキョウカイ 支那の排日と出先邦商 シナノハイニチトデサキホウショウ 2-6-後
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Ce7-へ1-CT 千葉　豊治 チバ　トヨジ
排日問題梗概－加州外国人土地所有権禁止法成立と
其善後策－

ハイニチモンダイコウガイ 2-6-後

Ce81-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮総攬 チョウセンソウラン （3F）
Ce81-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 実業政治－吾々もし政治に立たば－（3冊） ジツギョウセイジ 2-6-後
Ce81-は2-C 〔朝鮮総督官房庶務部〕 チョウセンソウトクカンボウショムブ 朝鮮に於ける新施政（大正10年） チョウセンニオケルシンシセイ 2-6-後
Ce81-は2-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮に於ける新施政（大正11年） チョウセンニオケルシンシセイ 2-6-後
Ce81-は3-K 國務院總務廳情報處 コクムインソウムチョウジョウホウ 満洲帝國施政の實績と第二期建設計畫の展望（2冊） マンシュウテイコクシセイ… 2-6-後
Ce82-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 施政二十五年史 シセイ25ネンシ （3F）
Ce82-C 貯金局 チョキンキョク 郵便為替制度沿革史料（1） ユウビンカワセセイドエンカツシリョウ 2-6-後

Ce82-G 外務省100年史編纂委員会
ガイムショウ100ネンシヘンサンイイ
ンカイ

外務省の100年（上）（下） ガイムショウノ100ネン 2-6-後

Ce82-H 浜口内閣編纂所 ハマグチナイカクヘンサンジョ 浜口内閣 ハマグチナイカク 2-6-後
Ce82-I 印刷局 インサツキョク 印刷局沿革録 インサツキョクエンカクロク 2-6-後
Ce82-I 印刷局五十年略史（2冊） インサツキョク50ネンリャクシ 2-6-後
Ce82-J 重要産業協議会 ジュウヨウサンギョウキョウギカイ 官界新体制の諸問題 カンカイシンタイセイノショモンダイ 3-1-前
Ce82-K 会計検査院 カイケイケンサイン 会計検査院史 カイケイケンサインシ 3-1-前
Ce82-K 関東庁 カントウチョウ 関東庁施政二十年史 カントウチョウシセイ20ネンシ （3F）
Ce82-K 関東長官官房調査課 カントウチョウカンカンボウチョウサ 関東庁要覧昭和9年 カントウチョウヨウラン （3F）
Ce82-K 企画院研究会 キカクインケンキュウカイ 行政機構改革と大東亞省 ギョウセイキコウカイカク… 3-1-前
Ce82-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 経済企画庁関係法令集 ケイザイキカクチョウカンケイホウレイシュウ 3-1-前
Ce82-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 経済企画庁二十年小史 ケイザイキカクチョウ20ネンショウシ 3-1-前
Ce82-K 経済企画庁〔法令・訓令〕 ケイザイキカクチョウ 経済企画庁関係法令・訓令集 ケイザイキカクチョウカンケイホウレイ… 3-1-前
Ce82-K 神戸税関 コウベゼイカン 神戸税関沿革史 コウベゼイカンエンカクシ 3-1-前

Ce82-K
神戸税関長崎税関坂口税関鑑定官
補

コウベゼイカンナガサキゼイカンテ
イカン

関税彙纂（11） カンゼイイサン 3-1-前

Ce82-K 厚生省 コウセイショウ 厚生行政要覧　昭和13年 コウセイギョウセイヨウラン 3-1-前
Ce82-N 内閣調査局 ナイカクチョウサキョク 内閣及各省司掌事務一覧 ナイカクオヨビカクショウシショウジムイチラン 3-1-前
Ce82-N 内務省警保局 ナイムショウケイホキョク 庁府県警察沿革史（1） チョウフケンケイサツエンカクシ 3-1-前
Ce82-N 南洋庁長官々房 ナンヨウチョウチョウカンカンボウ 南洋庁施政十年史 ナンヨウチョウシセイ10ネンシ （3F）
Ce82-N 西郷　従道 サイゴウ　ジュウドウ 農商務卿報告（1）～（4） ノウショウムキョウホウコク 3-1-前
Ce82-N 農商務省 ノウショウムショウ 事務功程報告（6） ジムコウテイホウコク 3-1-前
Ce82-N 農林省 ノウリンショウ 農林省予算決算編年誌 ノウリンショウヨサンケッサン… 3-1-前
Ce82-O 大蔵省 オオクラショウ 開拓使事業報告（2） カイタクシジギョウホウコク 3-1-前
Ce82-O 大蔵省 オオクラショウ 開拓使事業報告（3）（4）（5） カイタクシジギョウホウコク 3-1-前
Ce82-O 大蔵省 オオクラショウ 工部省沿革報告 コウブショウエンカクホウコク 3-1-前
Ce82-O 大蔵省記録局 オオクラショウキロクキョク 類纂大蔵省沿革略志 ルイサンオオクラショウエンカクリャクシ 3-1-前
Ce82-O 大蔵省税関部 オオクラショウゼイカンブ 税関八十年小史 ゼイカン80ネンショウシ 3-1-前

Ce82-O 大蔵省百年史編集室
オオクラショウヒャクネンシヘンシュ
ウシツ

大蔵省百年史（上）（下）（別巻） オオクラショウ100ネンシ 3-1-前

Ce82-O 大阪税関 オオサカゼイカン 大阪税関沿革史 オオサカゼイカンエンカクシ 3-1-後
Ce82-R 臨時財産整理局 リンジザイサンセイリキョク 臨時財産整理局事務要綱 リンジザイサンセイリキョクジムヨウコウ 3-1-後
Ce82-R 臨時産業合理局 リンジサンギョウゴウリキョク 臨時産業合理局の事業(2冊） リンジサンギョウゴウリキョクノ… 3-1-後
Ce82-S 〔紙幣寮〕 シヘイリョウ 紙幣寮職工規則 シヘイリョウショッコウキソク 3-1-後
Ce82-S 紙幣局 シヘイキョク 紙幣局工場成規 シヘイキョクコウジョウセイキ 3-1-後
Ce82-S 紙幣局 シヘイキョク 紙幣局幼年技生学場規則 シヘイキョクヨウネンギセイガクジョウキソク 3-1-後
Ce82-S 社会局庶務課 シャカイキョクショムカ 社会局関係事務概要 シャカイキョクカンケイジム… 3-1-後
Ce82-S 商工行政史刊行会 ショウコウギョウセイシカンコウカイ 商工行政史（上） ショウコウギョウセイシ 3-1-後
Ce82-S 商工行政史刊行会 ショウコウギョウセイシカンコウカイ 商工行政史（上）（中）（下） ショウコウギョウセイシ （3F）

Ce82-S 昭和大蔵省外史刊行会
ショウワオオクラショウガイシカンコ
ウカイ

昭和大蔵省外史（上）（中）（下） ショウワオオクラショウガイシ （3F）

Ce82-S 千住製絨所 センジュセイジュショ 千住製絨所五十年略史 センジュセイジュショ50ネンリャクシ 3-1-後
Ce82-S 総理府統計局 ソウリフトウケイキョク 総理府統計局八十年史稿 ソウリフトウケイキョク80ネンシコウ 3-1-後
Ce82-SY 島　恭彦 シマ　ヤスヒコ 大蔵大臣 オオクラダイジン 3-1-後
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Ce82-T 通商産業省 ツウショウサンギョウショウ 通商産業行政四半世紀の歩み ツウショウサンギョウギョウセイ4ハンセイキノアユミ 3-1-後
Ce82-T 通商産業省 ツウショウサンギョウショウ 通商産業省20年史 ツウショウサンギョウショウ20ネンシ 3-1-後
Ce82-W 若槻内閣編纂会 ワカツキナイカクヘンサンカイ 若槻内閣 ワカツキナイカク 3-1-後
Ce82-Y 横須賀海軍工廠 ヨコスカカイグンコウショウ 横須賀海軍船廠史（1）（2）（3） ヨコスカカイグンセンショウシ 3-1-後
Ce82-Y 横浜税関 ヨコハマゼイカン 横浜税関沿革 ヨコハマゼイカンエンカク 3-1-後
Ce82-YK 山田　幸太郎 ヤマダ　コウタロウ 大蔵省預金部論 オオクラショウヨキンブロン （3F）
Ce82-Z 造幣局 ゾウヘイキョク 造幣局沿革史 ゾウヘイキョクエンカクシ 3-1-後
Ce82-は3-M 満洲国財政部 マンシュウコクザイセイブ 財政部機構所管事項 ザイセイブキコウショカンジコウ 3-1-後
Ce82-は3-R 陸軍省調査班 リクグンショウチョウサハン 満州国の容相 マンシュウコクノヨウソウ 3-1-後
Ce83-C 貯金局 チョキンキョク 年金恩給業務状況 ネンキンオンキュウギョウムジョウキョウ 3-1-後
Ce83-T 大政翼賛会制度部 タイセイヨクサンカイセイドブ 官吏制度改革ニ関スル意見綴 カンリセイドカイカクニカンスルイケンツヅリ 3-1-後
Ce83-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 官吏制度改革問題に関する資料 カンリセイドカイカクモンダイニカンスルシリョウ 3-1-後
Ce84-N 内務大臣官房 ナイムダイジンカンボウ 明治国民亀鑑 メイジコクミンキカン 3-1-後
Ce84-YN 山崎　直高 ヤマザキ　ナオタカ 職原略抄 ショクゲンリャクショウ 3-1-後
Ce86-F 福島県地理課 フクシマケンチリカ 地所処分公布類纂（3） ジショショブンコウフルイサン 3-1-後
Ce86-GS 後藤　新平 ゴトウ　シンペイ 江戸の自治制 エドノジチセイ 3-1-後
Ce86-H 函館区 ハコダテク 函館区史 ハコダテクシ 3-1-後
Ce86-H 北海道庁 ホッカイドウチョウ 道治一斑 ドウチイッパン 3-1-後
Ce86-M 明治史料研究連絡会 メイジシリョウケンキュウレンラクカイ 地租改正と地方自治制 チソカイセイトチホウジチセイ 3-1-後
Ce86-MR 水野　錬太郎 ミズノ　レンタロウ 自治制の活用と人 ジチセイノカツヨウトヒト 3-1-後
Ce86-MT 美濃部　達吉 ミノベ　タツキチ 改正府縣制郡制要義 カイセイフケンセイグンセイヨウギ 3-1-後
Ce86-N 内務省地方局 ナイムショウチホウキョク 地方行政史料小鑑 チホウギョウセイシリョウショウカン 3-1-後
Ce86-N 内務省地方局 ナイムショウチホウキョク 地方改良事業講演集（上）（下） チホウカイリョウジギョウコウエンシュウ 3-1-後
Ce86-N 内務省地方局 ナイムショウチホウキョク 地方改良の要項 チホウカイリョウノヨウコウ 3-1-後
Ce86-N 内務省図書局 ナイムショウトショキョク 地方沿革略譜 チホウエンカクリャクフ 3-1-後
Ce86-N 長谷川　如是閑 ハセガワ　ニョゼカン 長野事件 ナガノジケン 3-1-後
Ce86-NS 長野　士郎 ナガノ　シロウ あすの地方自治を考える（知事対談） アスノチホウジチオカンガエル 3-1-後
Ce86-O 大蔵省 オオクラショウ 改置府県概表（2冊） カイチフケンガイヒョウ 3-1-後
Ce86-O 大阪府 オオサカフ 大阪府治要覧（2冊） オオサカフチヨウラン 3-1-後
Ce86-O 大阪府 オオサカフ 大阪府誌（1）（2） オオサカフシ 3-2-前
Ce86-OK 小野崎　堅治 オノザキ　ケンジ 秋田県達要約 アキタケンタツヨウヤク 3-2-前

Ce86-S 参事院内局編纂課 サンジインナイキョクヘンサンカ
説明録－郡区町村編成法、府県会規則、区郡部会規
則、地方税規則、営業税雑種税規則、区町村会法、備
荒儲蓄法－

セツメイロク 3-2-前

Ce86-S 仙台市 センダイシ 仙台市史 センダイシシ 3-2-前
Ce86-T 〔東京市〕総務局企画課 トウキョウシソウムキョクキカクカ 各種事業総合計画（案） カクシュジギョウソウゴウケイカクアン 3-2-前
Ce86-T 東京市文書課 トウキョウシブンショカ 特別市制ニ関スル諸案－其ノ一－ トクベツシセイニカンスル… 3-2-前
Ce86-T 東京地方改良協会 トウキョウチホウカイリョウキョウカイ 新舊對照地方制度 シンキュウタイショウチホウセイド 3-2-前
Ce86-T 東京府 トウキョウフ 東京府民政史料（2冊） トウキョウフミンセイシリョウ 3-2-前
Ce86-T 東京府 トウキョウフ 東京府史府会篇（2） トウキョウフシフカイヘン 3-2-前
Ce86-T 東京府 トウキョウフ 東京府史府会篇（3） トウキョウフシフカイヘン 3-2-前
Ce86-TT 田中　知邦 タナカ　トモクニ 市町村制実務要書（上）（下） シチョウソンセイジツムヨウショ 3-2-前
Ce86-Z 全国知事会 ゼンコクチジカイ 府県政白書－その現状と明日への課題－ フケンセイハクショ 3-2-前
Ce87-N 長野縣 ナガノケン 長野縣会沿革史（全） ナガノケンカイエンカクシ 3-2-前
Ce87-T 東京府 トウキョウフ 東京府史府会篇（1） トウキョウフシフカイヘン 3-2-前
Ce87-TY 土屋　米吉 ツチヤ　ヨネキチ 台湾第一回選挙の考察 タイワンダイイッカイセンキョノ… 3-2-前
Ce88-に1-T 東京市政調査会 トウキョウシセイチョウサカイ 英国自治制度の歴史的考察 エイコクジチセイドノレキシテキ… 3-2-前
Ce88-は2-HH 細井　肇 ホソイ　ハジメ 牧民心書 ボクミンシンショ 3-2-前
Ce88-は3-ED 江藤　大吉 エトウ　ダイキチ 支那連省自治の主体－華北自治運動の全貌－ シナレンショウジチノシュタイ 3-2-前
Ce9-へ1-IM 家永　正章 イエナガ　マサアキ 米国大統領－地位及び権限－ ベイコクダイトウリョウ 3-2-前
Cf1-AB 荒木　武行 アラキ　ブコウ 昭和外交片鱗録－有田外相之巻－ ショウワガイコウヘンリンロク 3-2-前

Cf1-AH 赤松　祐之 アカマツ　ヒロユキ
国際連盟支那調査委員会報告書に対する帝国政府意
見書

コクサイレンメイシナチョウサ… 3-2-前
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Cf1-AY 荒井　好民 アライ　ヨシタミ 憎悪の日米関係 ゾウオノニチベイカンケイ 3-2-前
Cf1-BC ビアード，チャールス　A． ビアード　チャールス　エー 米国外交政策の解剖 ベイコクガイコウセイサクノカイボウ 3-2-前
Cf1-C 中国人民外交学会 チュウゴクジンミンガイコウガッカイ 日本軍国主義の復活に反対する（重要文献選集） ニホングンコクシュギノフッカツ… 3-2-前

Cf1-C 中国総合研究会 チュウゴクソウゴウケンキュウカイ
フルシチョフの訪米と中共外交政策の動向－中国総合
研究会第八次研究報告－

フルシチョフノホウベイトチュウキョウ… 3-2-前

Cf1-D 大日本文明協会 ダイニホンブンメイキョウカイ 日米交渉五十年史 ニチベイコウショウ50ネンシ 3-2-前
Cf1-DJ ドライアー，ジョン　C． ドライアー　ジョン　シー 米州機構と西半球の危機 ベイシュウキコウトニシハンキュウノキキ 3-2-前

Cf1-E 英国王室国際問題研究所情報部
エイコクオウシツコクサイモンダイケ
ンキュウショジョウホウブ

英国の観た日支関係（2冊） エイコクノミタニッシカンケイ 3-2-前

Cf1-G 外務省情報部 ガイムショウジョウホウブ 満州事変及上海事件関係公表集 マンシュウジヘンオヨビシャンハイジケンカンケイ… 3-2-前
Cf1-HT 原田　豊次郎 ハラダ　トヨジロウ 近外交史 サイキンガイコウシ 3-2-前
Cf1-IM 稲垣　満次郎 イナガキ　マンジロウ 対外策（全） タイガイサク 3-2-前
Cf1-IM 稲垣　満二郎 イナガキ　マンジロウ 東方策 トウホウサク 3-2-前
Cf1-IS 衣斐　釮吉 エビ　サイキチ 遼東還附の由来及眞相 リョウトウカンプノユライオヨビシンソウ 3-2-前
Cf1-K 国策研究会 コクサクケンキュウカイ 大東亜共栄圏文化体制論 ダイトウアキョウエイケンブンカタイセイロン 3-2-後
Cf1-K 国策研究会 コクサクケンキュウカイ 大東亜共栄圏技術体制論 ダイトウアキョウエイケンギジュツタイセイロン 3-2-後
Cf1-K 国策研究会 コクサクケンキュウカイ 大東亜共栄圏政治経済体制論 ダイトウアキョウエイケンセイジケイザイタイセイロン 3-2-後
Cf1-K 国書刊行会 コクショカンコウカイ 通航一覧（3） ツウコウイチラン 3-2-後

Cf1-KA Kuropatkin，Aleksei Nikolaevich
クロパトキン　アレクセイ　ニコラエ
ビッチ

満蒙処分論 マンモウショブンロン 3-2-後

Cf1-KK 清沢　洌 キヨサワ　キヨシ 日本外交史（上）（下） ニホンガイコウシ （3F）
Cf1-KM 小松　緑 コマツ　ミドリ 朝鮮併合之裏面 チョウセンヘイゴウノリメン 3-2-後
Cf1-KM 小松　緑（桜雲閣主人） コマツ　ミドリ 明治史実外交秘話 メイジシジツガイコウヒワ 3-2-後
Cf1-KM 鹿島　守之助 カシマ　モリノスケ 日英外交史 ニチエイガイコウシ 3-2-後
Cf1-KM 鹿島　守之助 カシマ　モリノスケ 日本外交政策の史的考察（普及版） ニホンガイコウセイサクノシテキコウサツ 3-2-後
Cf1-KS 加瀬　俊一 カセ　シュンイチ 日本外交の主役たち ニホンガイコウノシュヤクタチ 3-2-後

Cf1-M 南満州鉄道（株）庶務部調査課
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャショムブチョウサカ

上海事件に関する報告 シャンハイジケンニカンスルホウコク 3-2-後

Cf1-M 南満洲鉄道（株）東亜経済調査局
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャトウアケイザイキョク

満鉄を中心とする外交 マンテツオチュウシントスルガイコウ 3-2-後

Cf1-MM 宮崎　正義 ミヤザキ　マサヨシ 東亜聯盟論 トウアレンメイロン 3-2-後
Cf1-MT 牧野　武夫 マキノ　タケオ リットン報告書 リットンホウコクショ 3-2-後
Cf1-N 日本外政協会 ニホンガイセイキョウカイ 昭和十五年の国際情勢（1940） ショウワ15ネンノコクサイジョウセイ 3-2-後
Cf1-N 日本外政協会 ニホンガイセイキョウカイ 昭和十六年の国際情勢（1941） ショウワ16ネンノコクサイジョウセイ 3-2-後

Cf1-N 日本国際協会太平洋問題調査部
ニホンコクサイキョウカイタイヘイヨ
ウモンダイチョウサブ

太平洋問題－第6回太平洋会議報告－ タイヘイヨウモンダイ 3-2-後

Cf1-NK 野村　吉三郎 ノムラ　キチサブロウ 米国に使して－日米交渉の回顧－ ベイコクニシシテ 3-2-後
Cf1-NS 中田　千畝 ナカダ　センポ 南方外交史話 ナンポウガイコウシワ 3-2-後
Cf1-NU 中村　梅吉 ナカムラ　ウメキチ 米英対日壓迫五十年史 ベイエイタイニチアッパク50ネンシ 3-2-後
Cf1-NZ 中島　端蔵 ナカジマ　タンゾウ 近世外交史 キンセイガイコウシ 3-2-後
Cf1-OJ 織田　純一郎 オダ　ジュンイチロウ 日清韓交渉録 ニッシンカンコウショウロク 3-2-後
Cf1-OM 大倉　充夫 オオクラ　ミツオ 日蘭交渉300年史 ニチランコウショウ300ネンシ 3-2-後
Cf1-OR 岡本　柳之助 オカモト　リュウノスケ 日魯交渉北海道史稿 ニチロコウショウホッカイドウシコウ 3-2-後
Cf1-OR 尾間　立顕 オノマ　リッケン 幕末遣欧使節談判私記 バクマツケンオウシセツダンパンシキ 3-2-後
Cf1-OT 大熊　真 オオクマ　タダシ 幕末期東亜外交史 バクマツキトウアガイコウシ 3-2-後
Cf1-OT 大塚　武松 オオツカ　タケマツ 幕末外交史の研究 バクマツガイコウシノケンキュウ 3-2-後
Cf1-OT 尾佐竹　猛 オサタケ　タケキ 国際法より観たる幕末外交物語 コクサイホウヨリミタルバクマツガイコウモノガタリ 3-2-後
Cf1-OT 尾佐竹　猛 オサタケ　タケキ 近世日本の国際観念の発達 キンセイニホンノコクサイカンネンノハッタツ 3-2-後
Cf1-OY 岡本　良知 オカモト　ヨシトモ 長崎開港以前欧舶来往考 ナガサキカイコウイゼンオウハクライオウコウ 3-2-後
Cf1-OY 尾崎　行雄 オザキ　ユキオ 支那処分案（全） シナショブンアン 3-2-後
Cf1-PF Piggott，F． S． G． ビゴット　エフ　エス　ジー 断たれたきずな－日英外交六十年－ タタレタキズナ 3-2-後
Cf1-RS 立　作太郎 タチ　サクタロウ 明治二十七、八年戦役とヨーロッパ強国の外交 メイジ278ネンセンエキトヨーロッパキョウコクノガイコウ 3-2-後
Cf1-S 支那派遣軍総司令部報道部 シナハケングンソウシレイブホウドウ 日支新関係の根本理念 ニッシシンカンケイノコンポンリネン 3-2-後
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Cf1-S 支那派遣軍総司令部報道部 シナハケングンソウシレイブホウドウ 日支新関係の根本理念（第２編） ニッシシンカンケイノコンポンリネン 3-2-後
Cf1-SA Stosz，Alfred ストッス　アルフレッド 猶太と日本の戦ひ ユダヤトニホンノタタカイ 3-2-後
Cf1-SB 斎藤　文蔵 サイトウ　ブンゾウ 日本 近外交史 ニホンサイキンガイコウシ 3-2-後
Cf1-SE Sato，Ernest サトウ　アーネスト 維新日本外交秘録全－英使サトウ滞日見聞記－ イシンニホンガイコウヒロク 3-3-前
Cf1-SG 蔡　元培 サイ　ゲンバイ 支那人の観た中日外交秘史 シナジンノミタチュウニチガイコウ… 3-3-前
Cf1-SJ 信夫　淳平 シノブ　ジュンペイ 明治秘話二大外交の真相 メイジヒワ2ダイガイコウノシンソウ 3-3-前
Cf1-SJ 信夫　淳平 シノブ　ジュンペイ 大正外交十五年史 タイショウガイコウ15ネンシ 3-3-前
Cf1-SK 芝間　（キョウ）吉 シバマ　キョウキチ 万延元年第一遣米使節日記 マンエンガンネンダイ1ケンベイシセツニッキ 3-3-前
Cf1-SK 末廣　一雄 スエヒロ　カズオ 抉眼録－日本国民ノ同盟国民ニ對スル要求－（2冊） ケツガンロク 3-3-前

Cf1-SY 佐藤　安之助 サトウ　ヤスノスケ
満蒙問題を中心とする日支関係－共存共栄か共亡共
枯か－

マンモウモンダイヲチュウシントスルニッシカンケイ 3-3-前

Cf1-T
対支功栄者伝記編纂会（東亜同文
会内）

タイシコウエイシャデンキヘンサンカ
イ

対支回顧録（上）（下） タイシカイコロク 3-3-前

Cf1-T 東亜調査会 トウアチョウサカイ 焦点下の北方問題 ショウテンカノホッポウモンダイ 3-3-前
Cf1-T 東亜調査会 トウアチョウサカイ 西力東漸の史的展望 セイリョクトウゼンノシテキテンボウ 3-3-前
Cf1-T 国書刊行会 コクショカンコウカイ 通航一覧（1）（2）（4）～（8） ツウコウイチラン 3-3-前
Cf1-TK 田村　幸策 タムラ　コウサク 大東亜外交史研究 ダイトウアガイコウシケンキュウ 3-3-前
Cf1-TS 立　作太郎 タチ　サクタロウ 日英同盟締結に関するヨーロッパ強国の外交 ニチエイドウメイテイケツニカンスル… 3-3-前

Cf1-TS 立　作太郎 タチ　サクタロウ
明治三十七、八年戦役とヨーロッパ及びアメリカ強国の
外交

メイジ378ネンセンエキトヨーロッパオヨビ… 3-3-前

Cf1-W 外務省 ガイムショウ わが外交の近況（9） ワガガイコウノキンキョウ 3-3-前
Cf1-WS 渡辺　修二郎 ワタナベ　シュウジロウ 対清対欧策 タイシンタイオウサク 3-3-前
Cf1-YF 矢野　文雄（龍溪） ヤノ　フミオ 世界に於る日本之将来 セカイニオケルニホンノショウライ 3-3-前
Cf1-YK 山本　兼太郎 ヤマモト　ケンタロウ 亜細亜ニ於ケル英露之角逐 アジアニオケルエイロノカクチク 3-3-前
Cf1-YM 米田　実 ヨネダ　ミノル 現代外交講話 ゲンダイガイコウコウワ 3-3-前
Cf1-YS 吉野　作造 ヨシノ　サクゾウ 対支問題 タイシモンダイ 3-3-前
Cf1-YS 吉野　作造 ヨシノ　サクゾウ 極東の外交 キョクトウノガイコウ 3-3-前
Cf1-に11-ST 下野　哲四郎（柏村） シモノ　テツシロウ 新露西亜の極東政策 シンロシアノキョクトウセイサク 3-3-前
Cf1-に11-TK 田村　幸策 タムラ　コウサク ソヴィエト外交史研究（2冊） ソヴィエトガイコウシケンキュウ 3-3-前
Cf1-に1-FS 深尾　重正 フカオ　シゲマサ 印度侵略序幕 インドシンリャクジョマク 3-3-前
Cf1-に1-MJ Masutaman，Ｊ． B． マスターマン　ジェイ　ビー 百年間の英国外交政策 100ネンカンノエイコクガイコウセイサク 3-3-前
Cf1-に1-T 東方通信社調査部 トウホウツウシンシャチョウサブ 華府会議大観 カフカイギタイカン 3-3-前
Cf1-は3-A アジア政経学会 アジアセイケイガッカイ 中華人民共和国外交資料総覧 チュウカジンミンキョウワコクガイコウシリョウソウラン 3-3-後
Cf1-は3-G 外務省情報部 ガイムショウジョウホウブ 支那情報（2） シナジョウホウ 3-3-後
Cf1-は3-SY 斎藤　良衛 サイトウ　リョウエ 近支那国際関係 サイキンシナコクサイカンケイ 3-3-後
Cf1-は3-YC Young, C. W. ヤング　シー　ダブリュー 満洲に於ける日本の特殊地位 マンシュウニオケルニホンノトクシュチイ 3-3-後
Cf1-へ1-FJ フォスター，ジョン Ｗ． フォスター　ジョン　ダブリュー 米国の対東外交（2冊） ベイコクノタイトウガイコウ 3-3-後
Cf1-へ1-IM 石川　実 イシカワ　ミノル 米国の東漸（2冊） ベイコクノトウゼン 3-3-後
Cf1-へ1-K 国際関係研究会 コクサイカンケイケンキュウカイ 米国の太平洋政策 ベイコクノタイヘイヨウセイサク 3-3-後
Cf1-へ1-SH Stimson，　Henry L． スチムソン　ヘンリー　エル 極東の危機 キョクトウノキキ 3-3-後
Cf1-へ1-TR タウンセンド，ラルフ タウンセンド　ラルフ 米禍－アメリカ外交政策の過誤－ ベイカ 3-3-後
Cf1-へ1-TY 高木　八尺 タカギ　ヤサカ 米国東洋政策の史的考察 ベイコクトウヨウセイサクノシテキコウサツ 3-3-後
Cf2-IT 石丸　藤太 イシマル　トウタ 華盛頓会議の真相 ワシントンカイギノシンソウ 3-3-後
Cf2-NF Nitti，Francesce S． ニッチ　フランセスコ　エス 平和なき欧州 ヘイワナキオウシュウ 3-3-後

Cf2-RL ライヒマン，エル ライヒマン　エル
ライヒマン報告書－国際連盟の対支技術援助に関する
報告書－

ライヒマンホウコクショ 3-3-後

Cf3-BK Birrenbach，Kurt ビルレンバッハ　クルト 太西洋共同体の将来－欧州と米国の提携を期して－ タイセイヨウキョウドウタイノショウライ 3-3-後
Cf3-G 外務省情報文化局 ガイムショウジョウホウブンカキョク 国際連合概観 コクサイレンゴウガイカン 3-3-後
Cf3-IT 石丸　藤太 イシマル　トウタ 倫敦軍縮会議へ ロンドングンシュクカイギエ 3-3-後
Cf3-KT 片山　敏朗 カタヤマ　トシロウ 米英戦時会談外交の展望 ベイエイセンジカイダンガイコウノテンボウ 3-3-後
Cf3-NH 那須　皓 ナス　ヒロシ 上海に於ける太平洋会議 シャンハイニオケルタイヘイヨウカイギ 3-3-後
Cg1-A 朝日新聞社 アサヒシンブンシャ 終戦記録－議会への報告書並に重要公文書輯－ シュウセンキロク 3-3-後
Cg1-AH 芦田　均 アシダ　ヒトシ 世界大戦前史第二次 セカイタイセンゼンシダイ2ジ 3-3-後
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Cg1-AT 青木　得三 アオキ　トクゾウ 太平洋戦争前史（1）～（5） タイヘイヨウセンソウゼンシ （3F）
Cg1-AT 青木　得三 アオキ　トクゾウ 太平洋戦争前史（6） タイヘイヨウセンソウゼンシ （3F）
Cg1-CB 長　文連 チョウ　ブンレン 敗戦秘史戦争責任覚え書 ハイセンヒシセンソウセキニンオボエガキ 3-3-後
Cg1-CW Churchill，Winston チャーチル　ウィンストン 第二次大戦回顧録（1）～（4） ダイ2ジタイセンカイコロク 3-3-後
Cg1-FS 福地　重孝 フクチ　シゲタカ 軍国日本形成－士族意識の展開とその終末－ グンコクニホンケイセイ 3-3-後
Cg1-FT 古屋　哲夫 フルヤ　テツオ 日露戦争 ニチロセンソウ 3-3-後
Cg1-G 外務省 ガイムショウ 終戦史録（上）（下） シュウセンシロク （3F）
Cg1-GD ジョージ，デビッドロイド ジョージ　デビッドロイド 世界大戦回顧録（1）～（9） セカイタイセンカイコロク （3F）
Cg1-GD ジョージ，デビッドロイド ジョージ　デビッドロイド 世界大戦回顧録（2）～（3） セカイタイセンカイコロク 3-3-後
Cg1-HA Hitler, Adolf ヒットラー　アドルフ 独逸の決戦態度 ドイツノケッセンタイド 3-3-後
Cg1-HA ヒットラー，アドルフ ヒットラー　アドルフ ナチスの戦争論 ナチスノセンソウロン 3-3-後
Cg1-HK 林　克也 ハヤシ　カツヤ 日本軍事技術史 ニホングンジギジュツシ 3-3-後
Cg1-HK 堀場　一雄 ホリバ　カズオ 支那事変戦争指導史 シナジヘンセンソウシドウシ 3-3-後
Cg1-HK 堀場　一雄 ホリバ　カズオ 支那事変戦争指導史－統計資料－ シナジヘンセンソウシドウシ 3-3-後
Cg1-HM 原田　政右衛門 ハラダ　マサエモン 日本軍の暗黒面 ニホングンノアンコクメン 3-3-後
Cg1-HM 細川　護貞 ホソカワ　モリサダ 情報天皇に達せず（上）（下） ジョウホウテンノウニタッセズ 3-3-後
Cg1-HS 秀島　成忠 ヒデジマ　ナリタダ 佐賀藩海軍史 サガハンカイグンシ 3-3-後
Cg1-HT 服部　卓四郎 ハットリ　タクシロウ 大東亜戦争全史（1）～（4） ダイトウアセンソウゼンシ 3-4-前
Cg1-IK 生田　清範 イクタ　キヨノリ 日本近世戦史 ニホンキンセイセンシ 3-4-前
Cg1-IM 伊藤　正徳 イトウ　マサノリ 軍閥興亡史 グンバツコウボウシ 3-4-前
Cg1-IT 五十嵐　豊作 イガラシ　トヨサク 第二次世界大戦原因論 ダイ2ジセカイタイセンゲンインロン 3-4-前
Cg1-J 時事新報社 ジジシンポウシャ 回顧三十年日露戦争を語る－外交・財政の巻－ カイコ30ネンニチロセンソウオカタル 3-4-前
Cg1-KB クラーク，ブレーク クラーク　ブレーク 眞珠湾 シンジュワン 3-4-前
Cg1-KK 金子　堅太郎 カネコ　ケンタロウ 日露戦役秘録 ニチロセンエキヒロク 3-4-前
Cg1-KK 清沢　洌 キヨサワ　キヨシ 欧州大戦の研究第二次 オウシュウタイセンノケンキュウダイ2ジ 3-4-前
Cg1-KM 金久保　通雄 カネクボ　ミチオ 連合国の日本管理方策 レンゴウコクノニホンカンリホウサク 3-4-前
Cg1-KM 鹿島　守之助 カシマ　モリノスケ 世界大戦原因の研究 セカイタイセンゲンインノケンキュウ 3-4-前
Cg1-KR 草鹿　龍之介 クサカ　リュウノスケ 聯合艦隊－草鹿元参謀長の回想－ レンゴウカンタイ 3-4-前
Cg1-KY 北村　佳逸 キタムラ　ヨシトシ 兵法尉繚子新版 ヘイホウウツリョウシ 3-4-前
Cg1-MT 間野　俊夫 マノ　トシオ ルーデンドルフの国家総力戦 ルーデンドルフノコッカソウリョクセン 3-4-前
Cg1-MY 松下　芳男 マツシタ　ヨシオ 日清戦争前後 ニッシンセンソウゼンゴ 3-4-前
Cg1-N 日本外交学会 ニホンガイコウガッカイ 太平洋戦争原因論 タイヘイヨウセンソウゲンインロン （3F）

Cg1-N
日本国際政治学会太平洋戦争原因
研究部

ニホンコクサイセイジガッカイ… 太平洋戦争への道－開戦外交史－(1)～(6) タイヘイヨウセンソウヘノミチカイセンガイコウシ （3F）

Cg1-N
日本国際政治学会太平洋戦争原因
研究部

ニホンコクサイセイジガッカイ… 太平洋戦争への道－開戦外交史－（7） タイヘイヨウセンソウヘノミチカイセンガイコウシ （3F）

Cg1-N 農林大臣官房渉外課 ノウリンダイジンカンボウショウガイ 司令部覚書集 シレイブオボエガキシュウ 3-4-前
Cg1-NT 沼田　多稼蔵 ヌマタ　タケゾウ 日露陸戦新史 ニチロリクセンシンシ 3-4-前
Cg1-OK 大谷　敬二郎 オオタニ　ケイジロウ 軍閥 グンバツ 3-4-前
Cg1-OY 大場　彌平 オオバ　ヤヘイ 第二次大戦前史 ダイ2ジタイセンゼンシ 3-4-前
Cg1-PS Possony，Stephen ポソニー　ステファン 今日の戦争－その計画・遂行・経費－ コンニチノセンソウ 3-4-前
Cg1-R 連合軍総司令部 レンゴウグンソウシレイブ 日本占領の使命と成果 ニホンセンリョウノシメイトセイカ 3-4-前
Cg1-R 連合国軍事補給会議 レンゴウコクグンジホキュウカイギ 欧州戦に於ける連合軍軍需補給の実績 オウシュウセンニオケルレンゴウグングンジュ… 3-4-前

Cg1-R 連合国 高司令部民間情報教育局
レンゴウコクサイコウシレイブミンカ
ンジョウホウキョウイクキョク

眞相箱－太平洋戦争の政治・外交・陸海空戦の真相－ シンソウバコ 3-4-前

Cg1-R 陸軍省 リクグンショウ 支那事變の眞意義 シナジヘンノシンイギ 3-4-前
Cg1-RE ルードウィッヒ，エミール ルードウィッヒ　エミール 一九一四年七月 1914ネン7ガツ 3-4-前

Cg1-S 占領軍調達史編纂委員会
センリョウグンチョウタツシヘンサン
イインカイ

占領軍調達史－占領軍調達の基調－ センリョウグンチョウタツシ 3-4-前

Cg1-S 占領軍調達史編纂委員会
センリョウグンチョウタツシヘンサン
イインカイ

占領軍調達史統計編－占領経費に関する統計－ センリョウグンチョウタツシ 3-4-前

Cg1-S
占領軍調達史編さん委員会（事務
局）

センリョウグンチョウタツシヘンサン
イインカイ

占領軍調達史部門編（1）（2） センリョウグンチョウタツシ 3-4-前
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Cg1-S 参謀本部 サンボウホンブ 明治二十七八年日清戦史 （1）（2） メイジ278ネンニッシンセンシ 3-4-前
Cg1-S 参謀本部 サンボウホンブ 明治二十七八年日清戦史（3、4）（5、6）付図 メイジ278ネンニッシンセンシ 3-4-後
Cg1-SH 下村　宏（海南） シモムラ　ヒロシ 決戦期の日本 ケッセンキノニホン 3-4-後
Cg1-SH 迫水　久常 サコミズ　ヒサツネ 終戦の真相 シュウセンノシンソウ 3-4-後
Cg1-SR 袖井　林二郎 ソデイ　リンジロウ マッカーサーの2000日 マッカーサーノ2000ニチ （3F）
Cg1-ST 佐藤　庸也 サトウ　ツネナリ 活機戦第2部上海事変 カッキセンダイ2ブシャンハイジヘン 3-4-後
Cg1-ST 住本　利男 スミモト　トシオ 占領秘録（上） センリョウヒロク 3-4-後
Cg1-SW Schering，Walter Marmsten シェリング　ウァルター　マルムステ 戦争哲学 センソウテツガク 3-4-後
Cg1-T 太平洋協会 タイヘイヨウキョウカイ 欧洲動乱読本 オウシュウドウランドクホン 3-4-後
Cg1-T タイムス軍事投書家 タイムスグンジトウショカ 日露戦争批評 ニチロセンソウヒヒョウ 3-4-後
Cg1-T 大陸新報社 タイリクシンポウシャ 江南戦場 コウナンセンジョウ 3-4-後
Cg1-TJ Toland，　John トーランド　ジョン 大日本帝国の興亡（1）～（5） ダイニホンテイコクノコウボウ （3F）
Cg1-TR テクスター，ロバート　B． テクスター　ロバート　ビー 日本における失敗 ニホンニオケルシッパイ （3F）
Cg1-TS 高木　惣吉 タカギ　ソウキチ 日本の運命 ニホンノウンメイ 3-4-後
Cg1-TS 高木　惣吉 タカギ　ソウキチ 太平洋海戦史 タイヘイヨウカイセンシ （3F）
Cg1-TY 寺田　彌吉 テラダ　ヤキチ 日本総力戦夜話 ニホンソウリョクセンヤワ 3-4-後
Cg1-UK ウノ　カズマロ ウノ　カズマロ コレヒドール 後の日 コレヒドールサイゴノヒ 3-4-後
Cg1-WH Wildes，H．E． ワイルズ　エイチ　イー 東京旋風－これが占領軍だった－ トウキョウセンプウ （3F）
Cg1-WM Ward, Mary A. ウォード　メーリー　エー 英国戦時の努力 エイコクセンジノドリョク 3-4-後
Cg1-YK 横田　喜三郎 ヨコタ　キサブロウ 連合国の日本管理－その機構と政策－ レンゴウコクノニホンカンリ （3F）
Cg1-YK 横田　喜三郎 ヨコタ　キサブロウ 連合国の日本管理－その機構と政策－ レンゴウコクノニホンカンリ 3-4-後
Cg1-YM 吉松　正勝 ヨシマツ　マサカツ 戦史を破る－日本は無罪なり－ センシオヤブル 3-4-後
Cg1-YS 山鹿　素行 ヤマガ　ソコウ 士談（全） シダン 3-4-後
Cg1-に2-D ドイツ国外務省 ドイツコクガイムショウ 独逸白書 ドイツハクショ 3-4-後
Cg1-に2-GJ グロメール，　ジョルジュ グロメール　ジョルジュ 世界大戦間獨逸軍の佛蘭西占領地行政 セカイタイセンカンドイツグン… 3-4-後
Cg2-AM 浅井　将秀 アサイ　マサヒデ 海軍軍備沿革 カイグングンビエンカク 3-4-後
Cg2-B 防衛庁 ボウエイチョウ 日本の防衛 ニホンノボウエイ 3-4-後
Cg2-G 外務省 ガイムショウ 国際聯盟ニ於ケル軍備縮小問題 コクサイレンメイニオケルグンビ… 3-4-後
Cg2-HB 堀内　文次郎 ホリウチ　ブンジロウ 陸軍省沿革史 リクグンショウエンカクシ 3-4-後
Cg2-HH 細井　肇 ホソイ　ハジメ 三国会議の真相 3ゴクカイギノシンソウ 3-4-後
Cg2-HT 本宿　宅命 ホンジュク　イエノリ 海軍歴史抄（全） カイグンレキシショウ 3-4-後
Cg2-IM 伊藤　正徳 イトウ　マサノリ 連合艦隊の 後 レンゴウカンタイノサイゴ 3-4-後
Cg2-K 海防彙議1、2編 カイボウイギ 3-4-後
Cg2-K 海防彙議補巻1～6、7～15 カイボウイギ 3-4-後
Cg2-MS 宮川　三郎 ミヤガワ　サブロウ 新内閣と再軍備 シンナイカクトサイグンビ 3-4-後
Cg2-MY 松下　芳男 マツシタ　ヨシオ 日清戦争前後 ニッシンセンソウゼンゴ 3-4-後
Cg2-N 住田　正一 スミタ　ショウイチ 日本海防史料叢書（1） ニホンカイボウシリョウソウショ 3-4-後
Cg2-N 住田　正一 スミタ　ショウイチ 日本海防史料叢書（3）（4） ニホンカイボウシリョウソウショ 3-4-後
Cg2-N 住田　正一 スミタ　ショウイチ 日本海防史料叢書（5）～（8） ニホンカイボウシリョウソウショ 3-4-後
Cg2-OY 尾崎　行雄 オザキ　ユキオ 軍備制限 グンビセイゲン 3-5-前
Cg2-R 陸軍省 リクグンショウ 帝国及列強之陸軍（2冊） テイコクオヨビレッキョウノリクグン 3-5-前
Cg2-R 陸軍省新聞班 リクグンショウシンブンハン 陸軍軍備の充実と其の精神 リクグングンビノジュウジツトソノセイシン 3-5-前
Cg2-R 陸軍総務部 リクグンソウムブ 陸軍歴史（1～15）、（16～30） リクグンレキシ 3-5-前
Cg2-T 陸軍省 リクグンショウ 帝国及列国の陸軍昭和8年版 テイコクオヨビレッコクノリクグン 3-5-前
Cg2-TK 田中　一 タナカ　カズジ 空爆下の南支那 クウバクカノミナミシナ 3-5-前
Cg2-に2-RI Rayosu，Iban ラヨス　イヴァン ドイツの抗戦力（2冊） ドイツノコウセンリョク 3-5-前
Cg2-は10-R 陸軍省調査部 リクグンショウチョウサブ 蘭領印度軍事概要 ランリョウインドグンジガイヨウ 3-5-前
Cg3-AT 綾川　武治 アヤカワ　タケジ 我が大陸経営失敗の真相 ワガタイリクケイエイシッパイノシンソウ （3F）
Cg3-MK 三浦　恵一 ミウラ　ケイイチ 戒嚴令詳論 カイゲンレイショウロン 3-5-前
Cg3-MY 松下　芳男 マツシタ　ヨシオ 明治軍制史論（上）（下） メイジグンセイシロン 3-5-前
Cg3-N 日本歴史地理学会 ニホンレキシチリガッカイ 歴史地理日本兵制史 レキシチリニホンヘイセイシ 3-5-前
Cg3-NY 西野　雄治 ニシノ　ユウジ 次の極東戦争 ツギノキョクトウセンソウ 3-5-前
Cg3-OT 大糸　年夫 オオイト　トシオ 幕末兵制改革史 バクマツヘイセイカイカクシ 3-5-前
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Cg3-S 参謀本部 サンボウホンブ 杉山メモ－大本営・政府連絡会議等筆記－（上）（下） スギヤマメモ 3-5-前
Cg3-SK 佐藤　清勝 サトウ　キヨカツ 帝国国防の危機 テイコクコクボウノキキ 3-5-前
Cg3-TC 角田　忠七郎 ツノダ　チュウシチロウ 憲兵秘録 ケンペイヒロク 3-5-前
Cg3-TR 田中　隆吉 タナカ　リュウキチ 日本軍閥暗闘史 ニホングンバツアントウシ 3-5-前
Cg3-TS 高橋　三吉 タカハシ　サンキチ 南方共栄圏を語る ナンポウキョウエイケンオカタル 3-5-前
Cg3-Y 横須賀海軍工廠 ヨコスカカイグンコウショウ 横須賀海軍工廠技術官及職工教育沿革史 ヨコスカカイグンコウショウギジュツカン… 3-5-前
Cg3-YN 依田　述 ヨダ　ジュツ 学生と兵役（改訂版） ガクセイトヘイエキ 3-5-前
Cg3-に1-AH 安藤　久次郎 アンドウ　キュウジロウ 英國戦時の國家管理の經験 エイコクセンジノコッカカンリ… 3-5-前
Da1-K 経済部協会 ケイザイブキョウカイ 租税と民族協和問題年表 ソゼイトミンゾクキョウワモンダイネンピョウ 3-5-前
Da1-N 内務省地方局 ナイムショウチホウキョク 地方税総攬（2冊） チホウゼイソウラン 3-5-前

Da1-O 〔大蔵省〕預金部 オオクラショウヨキンブ
預金部地方資金融通條件一覧表－昭和11年3月末現
在－

ヨキンブチホウシキンユウズウジョウケン 3-5-前

Da1-O 大蔵財務協会 オオクラザイムキョウカイ 租税法規類集－昭和13年6月10日現在－ ソゼイホウキルイシュウ 3-5-前
Da1-O 大蔵財務協会 オオクラザイムキョウカイ 租税法規類集昭和14年版 ソゼイホウキルイシュウ 3-5-前
Da1-O 大蔵省官房調査課 オオクラショウカンボウチョウサカ 絵でみる日本の財政 エデミルニホンノザイセイ 3-5-前
Da1-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 内国税ノ税率及納期ニ関スル沿革摘要（昭和3年3月） ナイコクゼイノゼイリツオヨビノウキ… 3-5-前
Da1-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 内国税ノ税率及納期ニ関スル沿革摘要（昭和12年6月） ナイコクゼイノゼイリツオヨビノウキ… 3-5-前
Da1-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 租税法規類集－昭和12年5月10日現在－ ソゼイホウキルイシュウ 3-5-前
Da1-O 大蔵省主税局調査 オオクラショウシュゼイキョクチョウ 税務官廰一覧 ゼイムカンチョウイチラン 3-5-前
Da1-O 大蔵省預金部 オオクラショウヨキンブ 預金部資金運用条件明細書 ヨキンブシキンウンヨウジョウケンメイサイショ 3-5-前
Da1-OT 岡田　貞三郎 オカダ　サダザブロウ 全国金満家大番附 ゼンコクキンマンカオオバンヅケ 3-5-前
Da1-S 有斐閣 ユウヒカク 新旧税額比較表（表6）～（表79） シンキュウゼイガクヒカクヒョウ 3-5-前
Da1-S 有斐閣 ユウヒカク 新舊税額比較表（表80）～（表192） シンキュウゼイガクヒカクヒョウ 3-5-前
Da1-S 大蔵財務協会 オオクラザイムキョウカイ 租税法規類集－昭和十三年六月十日現在－ ソゼイホウキルイシュウ 3-5-後
Da1-S 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 租税法規類集昭和15年版 ソゼイホウキルイシュウ 3-5-後

Da1-S 大蔵省理財局臨時調査課
オオクラショウリザイキョクリンジチョ
ウサカ

主要国財政経済要覧（大正12年3月調）（2冊） シュヨウコクザイセイケイザイヨウラン 3-5-後

Da1-S 租税法規類集（間税編）昭和十七年版 ソゼイホウキルイシュウ 3-5-後
Da1-S 租税法規類集（直税編）昭和十七年版 ソゼイホウキルイシュウ 3-5-後
Da1-SN 島　延由 シマ　ノブヨシ 税法便覧 ゼイホウベンラン 3-5-後
Da1-SS 鈴木　栄 スズキ　サカエ 栄誉鑑 エイヨカン 3-5-後
Da1-T 東京税務監督局 トウキョウゼイムカントクキョク 第三種所得事項調書（全） ショトクジコウチョウショ 3-5-後
Da1-Z 国務院財政部 コクムインザイセイブ 財務提要 ザイムテイヨウ 3-5-後

Da1-は3-T 台湾総督府民政部財務局
タイワンソウトクフミンセイブザイム
キョク

台湾宅地租調査事業成績報告書 タイワンタクチソチョウサジギョウセイセキ… 3-5-後

Da2-BE 馬場　鍈一 バンバ　エイイチ 財政と金融に関する若干の問題 ザイセイトキンユウニカンスルジャッカンノモンダイ 3-5-後
Da2-C 地租増徴反対同盟会 チソゾウチョウハンタイドウメイカイ 農民之声－非増租運動顚末－ ノウミンノコエ 3-5-後
Da2-HT 原田　擣三 ハラダ　トウゾウ 北海廻瀾録 ホッカイカイランロク 3-5-後
Da2-IJ 井上　甚太郎 イノウエ　ジンタロウ 財政救済策 ザイセイキュウサイサク 3-5-後
Da2-IT 石橋　湛山 イシバシ　タンゼン 石橋財政 イシバシザイセイ 3-5-後
Da2-K 国政一新会 コクセイイッシンカイ 予算と地方財政研究 ヨサントチホウザイセイケンキュウ 3-5-後

Da2-KT 亀川　哲也 カメカワ　テツヤ
濱口内閣実行豫算の批判と現代政治の暴露－官吏減
俸不當論－

ハマグチナイカクジッコウヨサンノヒハントゲンダイセイ
ジノバクロ

3-5-後

Da2-KU 梶原　菟喜 カジワラ　トキ 政費節減策 セイヒセツゲンサク 3-5-後
Da2-SK 柴尾　寛太 シバオ　カンタ 内地雑居可否論纂 ナイチザッキョカヒロンサン 3-5-後
Da2-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 日本財政の前途（1）（2） ニホンザイセイノゼント 3-5-後
Da2-に1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 戦後ノ英国財界通観附滞英雑感 センゴノエイコクザイカイツウカン… 3-5-後
Da3-C 内務省地方局 ナイムショウチホウキョク 地方財政概要昭和7年度、昭和9年度 チホウザイセイガイヨウ 3-5-後
Da3-C 内務省地方局 ナイムショウチホウキョク 地方財政概要明治36～大正元年，大正15年度 チホウザイセイガイヨウ 3-5-後
Da3-C 内務省地方局 ナイムショウチホウキョク 地方財政概要昭和8年度，昭和11年度，昭和13年度 チホウザイセイガイヨウ 3-5-後
Da3-I 大蔵省主計局 オオクラショウシュケイキョク 一般会計予算昭和22年度－第92回帝国議会提出－ イッパンカイケイヨサン 3-5-後

Da3-I 大蔵省主計局 オオクラショウシュケイキョク
一般会計予算昭和31年度－昭和31年一般会計予算参
照書添附－

イッパンカイケイヨサン 3-5-後
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Da3-I 大蔵省主計局 オオクラショウシュケイキョク 一般会計予算綱要昭和18年度，19年度 イッパンカイケイヨサンコウヨウ 3-5-後
Da3-K 大蔵省主計局 オオクラショウシュケイキョク 各特別会計予算大正15年度 カクトクベツカイケイヨサン 3-5-後
Da3-K 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 国債額明細表（大正14年5月末調～昭和2年12月末調） コクサイガクメイサイヒョウ （3F）
Da3-K 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 国債額明細表（昭和6年6月末調～7年12月末調） コクサイガクメイサイヒョウ （3F）
Da3-K 会計検査院長官官房 カイケイケンサインチョウカンカンボ 帝国決算統計 テイコクケッサントウケイ 3-5-後
Da3-K 日本租税研究協会 ニホンソゼイケンキュウキョウカイ 研究大会記録第4回第12回 ケンキュウタイカイキロク 3-5-後
Da3-N 江口　健司 エグチ　ケンジ 図説日本の税金昭和43年版 ズセツニホンノゼイキン 3-5-後
Da3-N 日本租税研究協会 ニホンソゼイケンキュウキョウカイ 税制合理化の理論と実際 ゼイセイゴウリカノリロントジッサイ 3-5-後
Da3-N 農林省 ノウリンショウ 農林省所管予定経費追加要求書昭和8年度（合冊） ノウリンショウショカンヨテイケイヒツイカヨウキュウショ 3-5-後

Da3-O 大蔵省資金局 オオクラショウシキンキョク
大蔵省預金部年報昭和7年度（第3回、9年度（別冊）、
15年度、16年度

オオクラショウヨキンブネンポウ （3F）

Da3-O 大蔵省大臣官房文書課
オオクラショウダイジンカンボウブン
ショカ

大蔵省年報明治35年度 オオクラショウネンポウ （3F）

Da3-O 大蔵大臣官房文書課 オオクラダイジンカンボウブンショカ 大蔵省年報 オオクラショウネンポウ （3F）
Da3-S 大蔵省主計局 オオクラショウシュケイキョク 歳入歳出実行予算昭和11年度 サイニュウサイシュツジッコウヨサン 3-5-後
Da3-S 大蔵省主計局 オオクラショウシュケイキョク 歳入歳出総決算昭和10年度 サイニュウサイシュツソウケッサン 3-5-後
Da3-S 大蔵省主計局 オオクラショウシュケイキョク 歳入歳出総予算昭和2年度 サイニュウサイシュツソウヨサン 3-5-後
Da3-S 大蔵省主計局 オオクラショウシュケイキョク 歳入歳出予算大正15年度、昭和14年度、18年度 サイニュウサイシュツヨサン 3-5-後
Da3-S 大蔵省主計局 オオクラショウシュケイキョク 歳入歳出予算昭和18年度、19年度 サイニュウサイシュツヨサン 3-5-後
Da3-S 大蔵省主計局 オオクラショウシュケイキョク 歳入予算明細書大正14年 サイニュウヨサンメイサイショ 3-5-後

Da3-S 大蔵省主計局 オオクラショウシュケイキョク
政府関係機関予算昭和31年度－昭和31年度政府関係
機関予算参照書添附－

セイフカンケイキカンヨサン 3-5-後

Da3-S 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 主税局年報11、11附録～13、15、17～23、29回 シュゼイキョクネンポウ 3-6-前
Da3-S 専売局 センバイキョク 専売局年報 センバイキョクネンポウ 3-6-前

Da3-S 専売局長官官房経理課
センバイキョクチョウカンカンボウケ
イリカ

専売局年報第15回大正元年 センバイキョクネンポウ 3-6-前

Da3-S 専売局長官官房総務課
センバイキョクチョウカンカンボウソ
ウムカ

専売局年報第20回大正6年度 センバイキョクネンポウ 3-6-前

Da3-S 専売局長官官房総務課
センバイキョクチョウカンカンボウソ
ウムカ

専売局年報5～7回、9～13回、16～19回、21回、23回、
25～28回、31～32回、34（2冊）～36回、39回

センバイキョクネンポウ 3-6-前

Da3-S 専売局長官官房調査課
センバイキョクチョウカンカンボウ
チョウサカ

専売局年報第14回明治44年 センバイキョクネンポウ 3-6-前

Da3-S 長野県地方課 ナガノケンチホウカ 市町村財政概要昭和13年度 シチョウソンザイセイガイヨウ 3-6-後

Da3-S

主税局統計年報　32回（明治38年度）、35回（明治41年
度）、37回（明治43年度）～38回（明治44年度）、44回
（大正6年度）～45回（大正7年度）、49回（大正11年度）
～57回（昭和5年度）、59回（昭和7年度）、61回（昭和9
年度）、63回（昭和11年度）、65回（昭和13年度）～67回
（昭和15年度）

シュゼイキョクトウケイネンポウ 3-6-後

Da3-T 大蔵省主計局 オオクラショウシュケイキョク 帝国歳入歳出予算昭和14年度 テイコクサイニュウサイシュツヨサン 4-1-前
Da3-Y 〔大蔵省主計局〕 オオクラショウシュケイキョク 予算参考書大正15年度 ヨサンサンコウショ 4-1-前
Da3-Y 〔大蔵省主計局〕 オオクラショウシュケイキョク 予算参考書昭和18年度 ヨサンサンコウショ 4-1-前
Da3-Y 大蔵省 オオクラショウ 予算の解説昭和7年度、9年度、10年度 ヨサンノカイセツ 4-1-前
Da3-Y 大蔵省主計局 オオクラショウシュケイキョク （帝国）予算提要昭和4年度、14年度 テイコクヨサンテイヨウ 4-1-前
Da3-Y 大蔵省主計局 オオクラショウシュケイキョク 予算提要昭和11年度，18年度（3冊），20年度 ヨサンテイヨウ 4-1-前
Da3-Z 造幣局 ゾウヘイキョク 造幣局長報告第59～60、62～66回 ゾウヘイキョクチョウホウコク 4-1-前
Da3-は3-T 台湾総督府財務局 タイワンソウトクフザイムキョク 台湾総督府税務年報昭和7年度 タイワンソウトクフゼイムネンポウ 4-1-前
Da3-は3-T 台湾総督府財務局 タイワンソウトクフザイムキョク 台湾総督府税務年報昭和9年度（2冊） タイワンソウトクフゼイムネンポウ 4-1-前
Da3-は3-T 台湾総督府財務局 タイワンソウトクフザイムキョク 台湾総督府税務年報昭和11年度 タイワンソウトクフゼイムネンポウ 4-1-前

Da3-は3-T 台湾総督府専売局 タイワンソウトクフセンバイキョク
台湾総督府専売事業年報(16～22年)（昭和4年）（昭和7
年）

タイワンソウトクフセンバイジギョウネンポウ 4-1-前

Da3-は3-Z 財政部財政年鑑編纂處
ザイセイブザイセイネンカンヘンサ
ンショ

財政年鑑（上）（下） ザイセイネンカン 4-1-前
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Da4-O 大蔵財務協会 オオクラザイムキョウカイ 財政懇談会資料集 ザイセイコンダンカイシリョウシュウ 4-1-前
Da4-Y 大蔵省預金部 オオクラショウヨキンブ 預金部資金運用委員会議事録（昭和2年）（昭和3年） ヨキンブシキンウンヨウイインカイギジロク 4-1-前
Da5-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 米国駐箚財務官報告1/3 ベイコクチュウサツザイムカンホウコク 4-1-前
Da5-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 米国駐箚財務官報告2/3 ベイコクチュウサツザイムカンホウコク 4-1-前
Da5-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 米国駐箚財務官報告3/3 ベイコクチュウサツザイムカンホウコク 4-1-前
Da5-S シャウプ使節団 シャウプシセツダン 日本税制報告書 ニホンゼイセイホウコクショ 4-1-前
Da5-は3-C 財政部 ザイセイブ 地方財務機關特別調査事蹟報告書 チホウザイムキカントクベツチョウサジセキホウコク 4-1-前
Da5-は3-C 財政部 ザイセイブ 地方財務機關特別調査事蹟報告書 チホウザイムキカントクベツチョウサジセキホウコク 4-1-前
Da5-は3-C 財政部 ザイセイブ 地方財務機關特別調査事蹟報告書 チホウザイムキカントクベツチョウサジセキホウコク 4-1-前
Da5-は3-C 財政部税務司 ザイセイブゼイムシ 地方財務機關特別調査事蹟報告書 チホウザイムキカントクベツチョウサジセキホウコク 4-1-前
Da5-は3-C 財政部税務司 ザイセイブゼイムシ 地方財務機關特別調査事蹟報告書 チホウザイムキカントクベツチョウサジセキホウコク 4-1-前

Da5-は3-T 薹灣總督府民政部財務局
タイワンソウトクフミンセイブザイム
キョク

薹灣宅地租調査事業成績報告書附属1～10 タイワンタクチソチョウサジギョウセイセキホウコクショ 4-1-前

Da6-S 大蔵省財政史室 オオクラショウザイセイシシツ 昭和財政史－終戦から講和まで－（3）（12） ショウワザイセイシ 4-1-前

Da6-S 大蔵省財政史室 オオクラショウザイセイシシツ
昭和財政史－終戦から講和まで－（9）国有財産・造幣・
印刷・専売

ショウワザイセイシ 4-1-前

Da6-Z 大内　兵衛、土屋　喬雄 オオウチ　ヒョウエ　ツチヤ　タカオ （明治前期）財政経済史料集成（1）～（16） ザイセイケイザイシリョウシュウセイ （3F）
Da6-Z 大内　兵衛、土屋　喬雄 オオウチ　ヒョウエ　ツチヤ　タカオ （明治前期）財政経済史料集成（18）～（21） ザイセイケイザイシリョウシュウセイ （3F）
Da6-Z 大内　兵衛、土屋　喬雄 オオウチ　ヒョウエ　ツチヤ　タカオ （明治前期）財政経済史料集成（6）（7）（8）（9） ザイセイケイザイシリョウシュウセイ 4-1-後
Da6-Z 大内　兵衛、土屋　喬雄 オオウチ　ヒョウエ　ツチヤ　タカオ （明治前期）財政経済史料集成（19）（20） ザイセイケイザイシリョウシュウセイ 4-1-後
Db1-DK 田　健治郎 デン　ケンジロウ 財政意見 ザイセイイケン 4-1-後
Db1-HS 土方　成美 ヒジカタ　セイビ 我国民経済と財政 ワガコクミンケイザイトザイセイ 4-1-後
Db1-HS 土方　成美 ヒジカタ　セイビ 財政学の基礎概念 ザイセイガクノキソガイネン 4-1-後
Db1-HS 本多　精一 ホンダ　セイイチ 財政問題百話 ザイセイモンダイヒャクワ 4-1-後
Db1-K 国防経済協会 コクボウケイザイキョウカイ 戦費の研究（3） センピノケンキュウ 4-1-後
Db1-KS 北崎　進 キタザキ　ススム 財政学要義 ザイセイガクヨウギ 4-1-後
Db1-MK 松野　賢吾 マツノ　ケンゴ 財政学の新動向 ザイセイガクノシンドウコウ 4-1-後
Db1-NK 乗竹　孝太郎 ノリタケ　コウタロウ 肅堂遺稿財政論 シュクドウイコウザイセイロン 4-1-後
Db1-SA 沢田　章 サワダ　アキラ 維新当初の御用金穀の調達と会計基金 イシントウショノゴヨウキンコクノチョウタツトカイケイキ 4-1-後
Db1-SF 嵯峨根　不二郎 サガネ　フジロウ 財政学（上） ザイセイガク 4-1-後
Db1-SH 下村　宏 シモムラ　ヒロシ 財政読本 ザイセイトクホン 4-1-後
Db1-SS 汐見　三郎 シオミ　サブロウ 日本財政の特殊問題 ニホンザイセイノトクシュモンダイ 4-1-後
Db1-TI 田尻　稲次郎 タジリ　イネジロウ 財政と金融 ザイセイトキンユウ 4-1-後
Db2-SY 島　泰彦 シマ　ヤスヒコ 近世租税思想史 キンセイソゼイシソウシ 4-1-後
Db3-に3-VG ヴァロア，ジョルジュ ヴァロア　ジョルジュ ファッショ財政批判 ファッショザイセイヒハン 4-1-後
Db3-AI 阿部　勇 アベ　イサム 戦時・準戦時財政 センジジュンセンジザイセイ 4-1-後
Db3-AK 阿部　興人 アベ　タカト 大日本帝国二十五期間財政始末 ダイニホンテイコク25キカンザイセイシマツ 4-1-後
Db3-DA ディンケビッチ，A．I． ディンケビッチ　エー　アイ 日本の戦時財政（1937-45年） ニホンノセンジザイセイ 4-1-後
Db3-FT 藤田　武夫 フジタ　タケオ 日本資本主義と財政（上） ニホンシホンシュギトザイセイ 4-1-後
Db3-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 日本財政史 ニホンザイセイシ 4-1-後
Db3-HS 土方　成美 ヒジカタ　セイビ 開国後の財政一瞥（全） カイコクゴノザイセイイチベツ 4-1-後
Db3-HS 本多　精一 ホンダ　セイイチ 新日本の財政経済（2冊） シンニホンノザイセイケイザイ 4-1-後
Db3-HY 細川　雄二郎 ホソカワ　ユウジロウ 新版明治財政要鑑（2冊） シンパンメイジザイセイヨウカン 4-1-後
Db3-IH 岩崎　英恭 イワサキ　エイキョウ 長期建設と日本の財政（2冊） チョウキケンセツトニホンノザイセイ 4-1-後
Db3-KH 吉川　秀造 キッカワ　ヒデゾウ 日本財政史 ニホンザイセイシ 4-1-後
Db3-KS 木瀧　清類 キタキ　セイルイ （評纂）大隈君財政要覧附大隈君 ヒョウサンオオクマクンザイセイヨウラン 4-1-後
Db3-KU 小林　丑三郎 コバヤシ　ウシサブロウ 明治大正財政史 メイジタイショウザイセイシ 4-1-後
Db3-KY 風早　八十二 カザハヤ　ヤソジ 戦後国家財政の実態分析 センゴコッカザイセイノジッタイブンセキ 4-1-後
Db3-KY 風早　八十二 カザハヤ　ヤソジ 財政史 ザイセイシ 4-1-後
Db3-M 大蔵省 オオクラショウ 明治大正財政史（1）（2） メイジタイショウザイセイシ （3F）
Db3-M 大蔵省 オオクラショウ 明治大正財政史（3） メイジタイショウザイセイシ （3F）
Db3-M 大蔵省 オオクラショウ 明治大正財政史（4）～（20） メイジタイショウザイセイシ （3F）
Db3-M 明治財政史編纂会 メイジザイセイシヘンサンカイ 明治財政史（1）（2）（4）（8）（9） メイジザイセイシ 4-2-前
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Db3-M 明治財政史編纂会 メイジザイセイシヘンサンカイ
明治財政史（11）～（15）　ただし、（14）は初版・改訂版
各1冊

メイジザイセイシ 4-2-前

Db3-M 明治財政史編纂会 メイジザイセイシヘンサンカイ 明治財政史（2） メイジザイセイシ 4-2-前
Db3-M 明治財政史編纂会 メイジザイセイシヘンサンカイ 明治財政史（4） メイジザイセイシ 4-2-前
Db3-M 明治財政史編纂会 メイジザイセイシヘンサンカイ 明治財政史（5） メイジザイセイシ 4-2-前

Db3-M 明治財政史編纂会（大蔵省内）
メイジザイセイシヘンサンカイ（オオ
クラショウナイ）

明治財政史（1）～（10） メイジザイセイシ （3F）

Db3-N 日本銀行調査局 二ホンギンコウチョウサキョク
明治四十三年度以降十箇年間ニ於ケル財政状態ノ変
遷概況

メイジ43ネンドイコウ10カネンカン… 4-2-前

Db3-N 日本経済叢書刊行会 ニホンケイザイソウショカンコウカイ 日本経済叢書巻35 ニホンケイザイソウショ 4-2-前
Db3-O 大蔵省 オオクラショウ 欧米大戦争ニ於ケル財政ニ関スル調査 オウベイダイセンソウニオケルザイセイニカンスルチョ 4-2-後
Db3-O 大蔵省 オオクラショウ （明治三十七八年役）戦後財政整理報告 センゴザイセイセイリホウコク 4-2-後
Db3-O 大蔵省 オオクラショウ 戦時財政始末報告明治三十七、八年 センジザイセイシマツホウコク 4-2-後
Db3-O 大蔵省 オオクラショウ （明治三十七八年）戦時財政始末報告 センジザイセイシマツホウコク 4-2-後
Db3-O 大蔵省 オオクラショウ 徳川理財会要 トクガワリザイカイヨウ 4-2-後
Db3-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 各国ノ戦時財政－総論及米独ノ財政－ カクコクノセンジザイセイ 4-2-後

Db3-O 大蔵大臣官房財政経済調査課
オオクラダイジンカンボウザイセイケ
イザイチョウサカ

世界戦争各国戦費及財源要覧 セカイセンソウカクコクセンピオヨビザイゲンヨウラン 4-2-後

Db3-S 大蔵省昭和財政史編集室
オオクラショウショウワザイセイシヘ
ンシュウシツ

昭和財政史（1）～（3） ショウワザイセイシ 4-2-後

Db3-S 大蔵省昭和財政史編集室
オオクラショウショウワザイセイシヘ
ンシュウシツ

昭和財政史（4）～（11） ショウワザイセイシ 4-2-後

Db3-S 大蔵省昭和財政史編集室
オオクラショウショウワザイセイシヘ
ンシュウシツ

昭和財政史（12）～（18）、ただし（16）のみ2冊 ショウワザイセイシ 4-3-前

Db3-SA 沢田　章 サワダ　アキラ 明治財政の基礎的研究 メイジザイセイノキソテキケンキュウ （3F）
Db3-SA 澤田　章 サワダ　アキラ 明治財政の基礎的研究 メイジザイセイノキソテキケンキュウ 4-3-前
Db3-SN 鈴木　憲久 スズキ　ノリヒサ 近日本財政史 サイキンニホンザイセイシ （3F）
Db3-SS 佐藤　進 サトウ　ススム 日本財政の構造と特徴－国際比較的視点から－ ニホンザイセイノコウゾウトトクチョウ 4-3-前
Db3-ST 鈴木　武雄 スズキ　タケオ 現代日本財政史（上）（中） ゲンダイニホンザイセイシ （3F）
Db3-ST 鈴木　武雄 スズキ　タケオ 現代日本財政史（上）2冊、（中） ゲンダイニホンザイセイシ 4-3-前
Db3-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 近英国及独逸の財政状態 サイキンエイコクオヨビドイツノザイセイジョウタイ 4-3-前
Db3-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 明治財政史綱 メイジザイセイシコウ 4-3-前
Db3-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 財政経済二十五年誌（1）～（5）　初版 ザイセイケイザイ25ネンシ （3F）
Db3-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 財政経済二十五年誌（6）～（8）　初版 ザイセイケイザイ25ネンシ （3F）
Db3-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 財政経済二十五年誌　復刻版 ザイセイケイザイ25ネンシ （3F）

Db3-TT 土屋　喬雄 ツチヤ　タカオ
封建社会崩壊過程の研究－江戸時代における諸侯の
財政－

ホウケンシャカイホウカイカテイノケンキュウ 4-3-後

Db3-TT 武富　時敏 タケトミ　トキトシ 財政便覧（全） ザイセイベンラン 4-3-後
Db3-YA 山縣　明七 ヤマガタ　アキシチ 財政十年 ザイセイ10ネン 4-3-後
Db3-に1-KH 古賀　英正 コガ　ヒデマサ 英国財政の現状に関する調査 エイコクザイセイノゲンジョウニカンスルチョウサ 4-3-後
Db3-に1-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 英国財政と其整理 エイコクザイセイトソノセイリ 4-3-後
Db3-に2-R Risa リーサー 財政上ノ戦備及財政上ノ作戦 ザイセイジョウノセンビオヨビザイセイジョウノサクセン 4-3-後
Db3-に3-JG Jeze，Gaston ジェー　ガストン 伊国ノ戦時財政 イコクノセンジザイセイ 4-3-後
Db3-は10-Y 横浜正金銀行調査部 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 蘭印財政通観 ランインザイセイツウカン 4-3-後
Db3-は2-AK 荒井　賢太郎 アライ　ケンタロウ 韓国財政施設綱要 カンコクザイセイシセツコウヨウ 4-3-後
Db3-は3-K 国民政府実業部 コクミンセイフジツギョウブ 民国財政（2冊） ミンコクザイセイ 4-3-後
Db3-は3-KF 北山　冨久二郎 キタヤマ　フクジロウ 「豊かな」台湾の財政 ユタカナタイワンノザイセイ 4-3-後
Db3-は3-KM 木村　増太郎 キムラ　マスタロウ 支那財政ノ真相ト其革新策ニ就テ シナザイセイノシンソウトソノカクシンサクニツイテ 4-3-後
Db3-は3-OS 岡崎　三郎 オカザキ　サブロウ 支那國民政府の財政 シナコクミンセイフノザイセイ 4-3-後
Db3-は3-SS 塩見　俊二 シオミ　シュンジ 中華人民共和国の財政と租税制度 チュウカジンミンキョウワコクノザイセイトソゼイセイド 4-3-後
Db3-は3-T 台湾総督官房調査課 タイワンソウトクカンボウチョウサカ 支那 近の工業竝に財政 シナサイキンノコウギョウナラビニザイセイ 4-3-後
Db3-に4-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 佛国行政財政整理問題 フツコクギョウセイザイセイセイリモンダイ 4-3-後
Db3-へ1-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 米国行政財政整理問題 ベイコクギョウセイザイセイセイリモンダイ 4-3-後
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Dc1-DK 田　健治郎 デン　ケンジロウ 財政意見 ザイセイイケン 4-3-後
Dc1-EK 円城寺　清 エンジョウジ　キヨシ 財政整理案（2冊） ザイセイセイリアン 4-3-後
Dc1-HH 原　潜 ハラ　セン 財政経済国是意見 ザイセイケイザイコクゼイケン 4-3-後
Dc1-HK 堀江　帰一 ホリエ　キイチ 経済財政横議 ケイザイザイセイオウギ 4-3-後

Dc1-O 大蔵省大臣官房調査課
オオクラショウダイジンカンボウチョ
ウサカ

終戦後のわが国における財政・金融の推移（第一次試
案）

シュウセンゴノワガクニニオケルザイセイキンユウノス
イイ

4-3-後

Dc1-O 大蔵省理財局見返資金課
オオクラショウリザイキョクミカエリシ
キンカ

見返資金の記録 ミカエリシキンノキロク 4-3-後

Dc1-O 大蔵省大臣官房文書課
オオクラショウダイジンカンボウブン
ショカ

財政新時代 ザイセイシンジダイ 4-3-後

Dc1-O 大蔵省明治大正財政史編纂係
オオクラショウメイジタイショウザイ
セイシヘンサンガカリ

石高拝借未納金取調書他 コクダカハイシャクミノウキントリシラベショホカ 4-3-後

Dc1-OK 大口　喜六 オオグチ　キロク 財政整理 ザイセイセイリ 4-3-後
Dc1-SH 新庄　博 シンジョウ　ヒロシ 戦後におけるわが国の財政、金融とその問題点（2冊） センゴニオケルワガクニノザイセイ… 4-3-後
Dc1-SS 汐見　三郎 シオミ　サブロウ 日本財政政策（2冊） ニホンザイセイセイサク 4-3-後
Dc1-WT 渡辺　武 ワタナベ　タケシ 占領下の日本財政覚え書 センリョウカノニホンザイセイオボエガキ 4-3-後

Dc1-に3-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク
伊国財政経済政策（1）（2）－通貨安定問題を中心とせ
る調査－

イコクザイセイケイザイセイサク 4-3-後

Dc1-に4-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 佛蘭西 近の財政・経済政策 フランスサイキンノザイセイケイザイセイサク 4-3-後
Dc1-へ1-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 米国歳計制度概要 ベイコクサイケイセイドガイヨウ 4-3-後
Dc1-へ1-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 近米国の財政々策 サイキンベイコクノザイセイセイサク 4-3-後
Dc2-C 貯金局 チョキンキョク 国庫金業務状況昭和9年、10年 コッコキンギョウムジョウキョウ 4-3-後
Dc2-K 会計検査院 カイケイケンサイン 決算検査報告昭和29年度、30年度、32年度、34～35年 ケッサンケンサホウコク 4-3-後
Dc2-K 会計検査院 カイケイケンサイン 決算検査報告昭和37年 ケッサンケンサホウコク 4-3-後

Dc2-K 会計検査院事務総長官房調査課
カイケイケンサインジムソウチョウカ
ンボウチョウサカ

予算は正しく使われたか1956 ヨサンハタダシクツカワレタカ 4-3-後

Dc2-K 会計検査院 カイケイケンサイン 国の決算と検査　昭和35年、昭和40年 クニノケッサントケンサ 4-3-後
Dc2-K 会計検査院 カイケイケンサイン 国の決算と検査　昭和46年版 クニノケッサントケンサ 4-3-後
Dc2-K 会計検査院 カイケイケンサイン 国の決算と検査　昭和48年版 クニノケッサントケンサ 4-3-後
Dc2-K 会計検査院 カイケイケンサイン 国の決算と検査　昭和49年版 クニノケッサントケンサ 4-3-後
Dc2-K 会計検査院 カイケイケンサイン 国の決算と検査　昭和50年版 クニノケッサントケンサ 4-3-後

Dc2-K 会計検査院事務総長官房調査課
カイケイケンサインジムソウチョウカ
ンボウチョウサカ

国の決算と検査　1962年版（昭和37年版） クニノケッサントケンサ 4-3-後

Dc2-MM 松方　正義 マツカタ　マサヨシ 国庫準備金及貸付金等ニ関スル質問ニ答フル書 コッコジュンビキンオヨビカシツケキントウ… 4-4-前
Dc2-O 大蔵省 オオクラショウ 準備金始末 ジュンビキンシマツ 4-4-前

Dc2-Y 会計検査院事務総長官房
カイケイケンサインジムソウチョウカ
ンボウ

予算は正しく使われたか1957 ヨサンハタダシクツカワレタカ 4-4-前

Dc2-YK 山田　幸太郎 ヤマダ　コウタロウ 大蔵省預金部論 オオクラショウヨキンブロン 4-4-前
Dc3-N 農林省 ノウリンショウ 農林省所管予定経費要求書昭和8年度 ノウリンショウショカンヨテイケイヒヨウキュウショ 4-4-前

Dc3-は3-T 拓務省 タクムショウ
拓務省所管台湾総督府台湾官設鉄道用品資金特別会
計歳入歳出予定計算書各目明細書（昭和10～11年度）

タクムショウショカンタイワンソウトクフ… 4-4-前

Dd1-H 内閣書記局 ナイカクショキキョク 法規分類大全第1編 ホウキブンルイタイゼン 4-4-前
Dd1-I 大蔵省 オオクラショウ 一般會計豫算網要昭和17年度、20年度 イッパンカイケイヨサンコウヨウ 4-4-前
Dd1-O 大蔵省 オオクラショウ 非常時財政の内容－昭和八年度予算の解説－ ヒジョウジザイセイノナイヨウ 4-4-前
Dd1-O 大蔵省主計局 オオクラショウシュケイキョク 予算の説明　昭和28年度、29年度、31年度 ヨサンノセツメイ 4-4-前
Dd1-OM 太田　正孝 オオタ　マサタカ 国民予算論改訂・増補 コクミンヨサンロン 4-4-前
Dd1-S 大蔵省主計局 オオクラショウシュケイキョク 歳入歳出総予算昭和14年度 サイニュウサイシュツソウヨサン 4-4-前
Dd1-S 大蔵省主計局 オオクラショウシュケイキョク 歳入予算明細書昭和14年度 サイニュウヨサンメイサイショ 4-4-前
Dd1-S 才入才出決算報告書自明治元年1月至仝8年6月（上） サイニュウサイシュツケッサンホウコクショ 4-4-前
Dd1-S 歳入歳出総予算大正15年度 サイニュウサイシュツソウケッサン 4-4-前
Dd1-SS 砂田　重政 スナダ　シゲマサ 昭和八、九、十、十一年度予算比較調査書 ヨサンヒカクチョウサショ 4-4-前
Dd1-ST 鈴木　敬義 スズキ　ケイギ 帝国歳計沿革史 テイコクサイケイエンカクシ 4-4-前
Dd1-TT 武富　時敏 タケトミ　トキトシ 財政便覧（全） ザイセイベンラン 4-4-前
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Dd1-Y 〔大蔵省主計局〕 オオクラショウシュケイキョク 予算参考書昭和15年度 ヨサンサンコウショ 4-4-前
Dd1-Y 〔大蔵省主計局〕 オオクラショウシュケイキョク 予算修正綱要昭和12年度 ヨサンシュウセイコウヨウ 4-4-前
Dd1-Y 豫算綱要大正15年度 ヨサンコウヨウ 4-4-前
Dd1-Y 予算参考書大正12、14年度（2冊） ヨサンサンコウショ 4-4-前
Dd1-に1-J 実業同志会調査部 ジツギョウドウシカイチョウサブ 一九二八年度英国大蔵大臣予算演説 1928ネンドエイコクオオクラダイジンヨサンエンゼツ 4-4-前
Dd1-に4-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 佛国予算法竝各予算書､1921年度 フツコクヨサンホウナラビニカクヨサンショ 4-4-前
Dd1-は3-K 国務院総務庁情報処 コクムインソウムチョウジョウホウ 豫算 ヨサン 4-4-前
Dd1-は3-K 国務院総務庁情報処 コクムインソウムチョウジョウホウ 康徳四年度予算に就て コウトクヨネンドヨサンニツイテ 4-4-前
Dd3-O 〔大蔵省〕主計局 オオクラショウシュケイキョク 国費と地方費との関係 コクヒトチホウヒトノカンケイ 4-4-前
Dd4-N 日本ILO協会 ニホンアイエルオーキョウカイ 世界の 低賃金問題 セカイノサイテイチンギンモンダイ 4-4-前
De1-AK 阿部　賢一 アベ　ケンイチ 非常時財政読本 ヒジョウジザイセイトクホン 4-4-前
De1-C 地租委譲絶對反對論－地租問題より税制整理に及ぶ チソイジョウゼッタイハンタイロン 4-4-前
De1-C 地租改正例規沿革撮要（完）（2冊） チソカイセイレイキエンカクサツヨウ 4-4-前
De1-EK 円城寺　清 エンジョウジ　キヨシ 地租全廃論 チソゼンパイロン 4-4-前
De1-H 内閣記録局 ナイカクキロクキョク 法規分類大全第1編 ホウキブンルイタイゼン 4-4-前
De1-HK 平田　敬一郎 ヒラタ　ケイイチロウ 税金の基礎知識 ゼイキンノキソチシキ 4-4-前
De1-IT 石塚　剛毅（梧堂） イシヅカ　ゴウキ 増税得失論（完） ゾウゼイトクシツロン 4-4-前
De1-K 神戸市経済部産業課 コウベシケイザイブサンギョウカ （改正）税法概説 カイセイゼイホウガイセツ 4-4-前
De1-K 国政研究会 コクセイケンキュウカイ 我国租税の体系と財政上における地位 ワガクニソゼイノタイケイ… 4-4-前
De1-KM 勝　正憲 カツ　マサノリ 新税の話昭和14年度 シンゼイノハナシ 4-4-前
De1-KM 勝　正憲 カツ　マサノリ 税の話 ゼイノハナシ 4-4-前
De1-KM 勝　正憲 カツ　マサノリ 企業と租税 キギョウトソゼイ 4-4-前

De1-MH 松隅　秀雄 マツクマ　ヒデオ
本邦税制改正後の実施状況並に欧米各国戦時租税増
徴状況

ホンポウゼイセイカイセイゴノジッシジョウキョウ… 4-4-前

De1-MH 松隈　秀雄 マツクマ　ヒデオ 租税計算 ソゼイケイサン 4-4-前
De1-MK 松崎　蔵之助 マツザキ　クラノスケ 税法整理論 ゼイホウセイリロン 4-4-前
De1-MS 松岡　俊三 マツオカ　シュンゾウ 惨酷を極むる雪害地の地租解剖 ザンコクオキワムルセツガイチノカイボウ 4-4-前
De1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 新舊對照税法及同関係法規 シンキュウタイショウゼイホウ… 4-4-前
De1-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 農村及都市の租税負担並財政状況調査の概要 ノウソンオヨビトシノソゼイ… 4-4-前
De1-NS 能勢　貞治 ノセ　テイジ 今日の租税－事変下の納税早わかり（2冊） コンニチノソゼイ 4-4-前
De1-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 臨時租税増徴法案外五件（上） リンジソゼイゾウチョウホウアンホカ… 4-4-前
De1-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 臨時租税増徴法案外五件委員会議録（下） リンジソゼイゾウチョウホウアンホカ… 4-4-前
De1-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 租税ニ関スル参考計表 ソゼイニカンスルサンコウケイヒョウ 4-4-後
De1-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 税法改正法律案 ゼイホウカイセイホウリツアン 4-4-後
De1-O 大蔵省臨時調査局 オオクラショウリンジチョウサキョク 租税負担調書大正6年9月調 ソゼイフタンチョウショ 4-4-後

De1-R 臨時税制調査会 リンジゼイセイチョウサカイ
臨時税制調査会資料集－租税上の特別措置に関する
資料－

リンジゼイセイチョウサカイシリョウシュウ 4-4-後

De1-T 帝国農会 テイコクノウカイ 農業者ト営業者ノ租税公課負担比較調査 ノウギョウシャトエイギョウシャノソゼイコウカ… 4-4-後
De1-T 東京市政調査会 トウキョウシセイチョウサカイ 土地増価税と土地未改良価格税の研究 トチゾウカゼイトトチミカイリョウカカクゼイノケンキュウ 4-4-後
De1-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 林内閣増税及新税綱要 ハヤシナイカクゾウゼイオヨビシンゼイコウヨウ 4-4-後
De1-T 東京税務監督局 トウキョウゼイムカントクキョク 納税施設例彙 ノウゼイシセツレイイ 4-4-後
De1-T 東京税務監督局 トウキョウゼイムカントクキョク 欧米各国ニ於ケル砂糖ニ関スル制度 オウベイカッコクニオケルサトウニカンスルセイド 4-4-後
De1-TD 田川　大吉郎 タガワ　ダイキチロウ 大増税迫る－互いの 大関心事その解説対処－ ダイゾウゼイセマル 4-4-後
De1-TH 田中　秀吉 タナカ　ヒデキチ 税の知識 ゼイノチシキ 4-4-後
De1-TH 田中　秀吉 タナカ　ヒデキチ 税の過・現・未 ゼイノカゲンミ 4-4-後
De1-TH 田中　穂積 タナカ　ホヅミ 税制整理論 ゼイセイセイリロン 4-4-後
De1-TJ 高木　寿一 タカギ　ジュイチ 経費理論・租税負担能力・売上税問題 ケイヒリロンソゼイフタンノウリョクウリアゲゼイモンダ 4-4-後
De1-YY 矢野　芳弘 ヤノ　ヨシヒロ 本邦地租論 ホンポウチソロン 4-4-後
De2-HN 星野　直樹 ホシノ　ナオキ 日本租税法概論 ニホンソゼイホウガイロン 4-4-後
De2-IT 今村　武雄 イマムラ　タケオ 増税等ニ関スル資料 ゾウゼイトウニカンスルシリョウ 4-4-後
De2-KK 加藤　清 カトウ　キヨシ 戦後の各国租税制度概説 センゴノカッコクソゼイセイドガイセツ 4-4-後
De2-KM 神戸　正雄 カンベ　マサオ 現行税制及其整理 ゲンコウゼイセイオヨビソノセイリ 4-4-後
De2-KM 神戸　正雄 カンベ　マサオ 増税論 ゾウゼイロン 4-4-後
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De2-N 日本経済連盟会調査部 ニホンケイザイレンメイカイチョウサ 戦時税制の諸問題 センジゼイセイノショモンダイ 4-4-後
De2-O 大蔵省 オオクラショウ 内国税ノ税率及納期ニ関スル沿革摘要 ナイコクゼイノゼイリツオヨビノウキ… 4-4-後
De2-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 現行租税制度ノ概要 ゲンコウソゼイセイドノガイヨウ 4-4-後
De2-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 各税法中改正法律案 カクゼイホウチュウカイセイホウリツアン 4-4-後
De2-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 新税法規集 シンゼイホウキシュウ 4-4-後
De2-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 所得税法外二十九法律中改正法律案新旧対照 ショトクゼイホウホカ29ホウリツチュウ… 4-4-後
De2-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク シャウプ使節団日本税制第二次報告書 シャウプシセツダンニホンゼイセイダイ2ジホウコク 4-4-後
De2-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 租税法規提要 ソゼイホウキテイヨウ 4-4-後

De2-O 大蔵省明治大正財政史編纂係
オオクラショウメイジタイショウザイ
セイシヘンサンガカリ

理財稽蹟参考書 リザイケイセキサンコウショ 4-4-後

De2-R 臨時税制調査会 リンジゼイセイチョウサカイ 臨時税制調査会答申 リンジゼイセイチョウサカイトウシン 4-4-後
De2-T 台湾総督府財務局 タイワンソウトクフザイムキョク 台湾税制の沿革 タイワンゼイセイノエンカク 4-4-後
De2-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 税制再編成と大増税の方向 ゼイセイサイヘンセイトダイゾウゼイノホウコウ 4-4-後
De2-TH 田中　穂積 タナカ　ホヅミ 税制整理論 ゼイセイセイリロン 4-4-後
De2-TY 玉木　懿夫 タマキ　ヨシオ 税制改革と産業 ゼイセイカイカクトサンギョウ 4-4-後
De2-YN 吉田　信邦 ヨシダ　ノブクニ 明治維新以後の租税制度 メイジイシンイゴノソゼイセイド 4-4-後
De2-Z 〔税制調査会〕 ゼイセイチョウサカイ 税制に関する意見調査参考資料 ゼイセイニカンスルイケン… 4-4-後
De2-Z 税法審査委員会 ゼイホウシンサイインカイ 税法審査委員会審査報告 ゼイホウシンサイインカイシンサホウコク 4-4-後
De2-Z 税法整理案審査会 ゼイホウセイリアンシンサカイ 税法整理案審査会議事速記録 ゼイホウセイリアンシンサカイギジソッキロク 4-4-後
De2-Z 税法整理案審査会 ゼイホウセイリアンシンサカイ 税法整理案審査会審査要録　新・旧 ゼイホウセイリアンシンサカイシンサヨウロク 4-4-後
De4-IK 今里　勝雄 イマサト　カツオ 軍備と税金の歴史 グンビトセイキンノレキシ 4-4-後
De4-NJ 野中　準 ノナカ　ジュン 大日本租税志 ダイニホンソゼイシ 4-4-後
De4-O 大蔵財務協会 オオクラザイムキョウカイ 新税法規提要昭和14年 シンゼイホウキテイヨウ 4-5-前
De4-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 地租史 チソシ 4-5-前
De4-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 現行租税法規 ゲンコウソゼイホウキ 4-5-前

De4-O 大蔵省臨時調査局租税部内国税掛
オオクラショウリンジチョウサキョクソ
ゼイブナイコクゼイカカリ

戦時ニ於ケル各国ノ租税 センジニオケルカｯクコクノソゼイ 4-5-前

De4-S 吹塵録（25～31）－徳川氏之部（1～7）－ スイジンロク 4-5-前
De4-T 鳥取県内務部 トットリケンナイムブ 旧鳥取藩の租法と明治初期の改革 キュウトットリハンノソホウ… 4-5-前
De4-TK 寺尾　宏二 テラオ　コウジ 日本賦税史研究 ニホンフゼイシケンキュウ 4-5-前
De4-に2-M 三菱経済研究所 ミツビシケイザイケンキュウショ 独逸の現行税制と租税政策 ドイツノゲンコウゼイセイトソゼイセイサク 4-5-前
De4-は3-Z 財政部税務司 ザイセイブゼイムシ 建国後ニ於ケル内国税制度整理改善ノ概要（2冊） ケンコクゴニオケルナイコクゼイセイド… 4-5-前
De4-は6-T 台湾総督官房調査課 タイワンソウトクカンボウチョウサカ 蘭領印度主要租税関係法規 ランリョウインドシュヨウソゼイカンケイホウキ 4-5-前
De4-へ1-NT 野津　高次郎 ノヅ　タカジロウ 米国税制発達史 ベイコクゼイセイハッタツシ 4-5-前
De4-へ1-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 米国に於ける 近の増税に付て ベイコクニオケルサイキンノゾウゼイニツイテ 4-5-前
De5-C 地租改正資料刊行会 チソカイセイシリョウカンコウカイ 明治初年地租改正基礎資料（上）（中）（下） メイジショネンチソカイセイキソシリョウ 4-5-前
De5-KM 勝　正憲 カツ　マサノリ 所得税の話 ショトクゼイノハナシ 4-5-前
De5-O 〔大蔵省〕 オオクラショウ 府県地租改正紀要（上）（中2冊）（下） フケンチソカイセイキヨウ 4-5-前
De5-O 大蔵省 オオクラショウ 地租改正報告書 チソカイセイホウコクショ 4-5-前
De5-O 大蔵省 オオクラショウ 田租・沿革要記 デンソエンカクヨウキ 4-5-前
De5-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 地租関係書類彙纂（内国税彙纂号外） チソカンケイショルイイサン 4-5-前
De5-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 地租関係書類彙纂 チソカンケイショルイイサン 4-5-前

De5-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 所得税法改正法律案新旧対照表
ショトクゼイホウカイセイホウリツアンシンキュウタイ
ショウヒョウ

4-5-前

De5-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 相続税法改正法律案新旧対照表 ソウゾクゼイホウカイセイホウ… 4-5-前
De5-OK 大島　清 オオシマ　キヨシ 人物・日本資本主義（1）地租改正 ジンブツニホンシホンシュギ 4-5-前
De5-S 産業計画会議 サンギョウケイカクカイギ 法人税の帰着分析 ホウジンゼイノキチャクブンセキ 4-5-前
De5-TK 谷　干城（隈山） タニ　カンジョウ 地租増否論（2冊） チソゾウヒロン 4-5-前
De5-UK 宇野　弘蔵 ウノ　コウゾウ 地租改正の研究（上）（下） チソカイセイノケンキュウ 4-5-前
De5-YE 矢野　悦次郎 ヤノ　エツジロウ 地租 チソ 4-5-前
De6-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 興行税及観覧税に関する調査 コウギョウゼイオヨビカンランゼイニカンスルチョウサ 4-5-前
De86-K 樺太庁 カラフトチョウ 樺太庁施政三十年史 カラフトチョウシセイサンジュウネンシ 4-5-前
Df1-K 大蔵省編 オオクラショウヘン 国債沿革略（完） コクサイエンカクリャク 4-5-前
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Df1-K 大蔵省編 オオクラショウヘン 国債沿革略明治33年調 コクサイエンカクリャク 4-5-前
Df1-N 日支借款契約 ニッシシャッカンケイヤク 4-5-前
Df1-O 大蔵省 オオクラショウ やさしい国債のはなし ヤサシイコクサイノハナシ 4-5-前
Df1-TI 田尻　稲次郎 タジリ　イネジロウ 公債論 コウサイロン 4-5-前
Df2-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 現代公債政策 ゲンダイコウサイセイサク （3F）
Df2-に2-EP Einzig，Paul アインチヒ　ポール 独逸外債政策の批判 ドイツガイサイセイサクノヒハン （3F）
Df2-に2-EP Einzig，Paul アインチヒ　ポール 独逸外債政策の批判 ドイツガイサイセイサクノヒハン 4-5-前
Df3-へ1-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 米国の国債に関する調査 ベイコクノコクサイニカンスルチョウサ （3F）
Df3-KS 工藤　重義 クドウ　シゲヨシ 国債史 コクサイシ （3F）
Df3-に9-O 大蔵省 オオクラショウ 墺国公債竝墺匃帝国中央銀行ニ関スル調査報告書 オウコクコウサイナラビニオウカイテイコク… （3F）
Df3-は3-AK 天海　謙三郎 アマミ　ケンザブロウ 支那の借款事情 シナノシャッカンジジョウ （3F）
Df4-へ1-Y 横浜正金銀行調査部 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 戦時下米国の国債消化問題 センジカベイコクノコクサイ… （3F）

Df4-O 大蔵省明治大正財政史編纂係
オオクラショウメイジタイショウザイ
セイシヘンサンガカリ

旧藩外国逋債処分録 キュウハンガイコクホサイショブンロク （3F）

Df4-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 秩祿処分参考書 チツロクショブンサンコウショ （3F）
Df4-T 東京交換所 トウキョウコウカンショ 欧米国債整理始末 オウベイコクサイセイリシマツ （3F）
Df4-T 東京府公債掛 トウキョウフコウサイカカリ 東京府下公債証書取扱心得 トウキョウフカコウサイショウショ… （3F）
Df4-TS 玉木　薫蔵 タマキ　シゲゾウ 減債基金問題論文集 ゲンサイキキンモンダイロンブンシュウ （3F）
Df4-TS 東野　新三郎 トウノ　シンザブロウ 帰農商必携 キノウショウヒッケイ （3F）
Df5-O 大蔵省証券ニ関スル調査 オオクラショウショウケンニカンスルチョウサ （3F）
Df5-に1-Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 英国大蔵省証券と倫敦金融市場 エイコクオオクラショウショウケン… （3F）
Df6-TK 高柳　賢三 タカヤナギ　ケンゾウ 鑑定書 カンテイショ （3F）

Dg1-N 日本經濟聯盟會 ニホンケイザイレンメイカイ
官營事業の現況に就て－大蔵省専賣局長官花田正春
氏，鐵道省運輸局長長崎惣之助氏，遞信省經理局長
山田良秀氏講演－

カンエイジギョウノゲンキョウニツイ （3F）

Dg1-SK 佐田　弘治郎 サダ　コウジロウ 国営論－時局救済国本確立－共済富籖 コクエイロン （3F）
Dg2-K 国有財産増減総計算書　大正13年度 コクユウザイサンゾウゲンソウケイサンショ 4-5-前
Dg2-は3-T 臺灣總督府内務局 タイワンソウトクフナイムキョク 官有地の管理及處分 カンユウチノカンリオヨビショブン （3F）

Dg3-G
軍団各部人名表軍団被服諸品受拂
差引区分表他

グンダンカクブジンメイヒョウグンダ
ンヒフクショシナウケハライサシヒキ
クムブンヒョウホカ

4-5-前

Dg3-HY 堀江　保蔵 ホリエ　ヤスゾウ 我国近世の専売制度 ワガクニキンセイノセンバイセイド 4-5-前
Dg3-S 専売局 センバイキョク 専売二十五年誌（2冊） センバイ25ネンシ 4-5-前
Dg3-S 専賣局 センバイキョク 現行専賣制度竝ニ事業概要 ゲンコウセンバイセイドナラビニジギョウガイヨウ 4-5-前
Dg3-T 台湾総督府専売局 タイワンソウトクフセンバイキョク 専売事業 センバイジギョウ 4-5-前
Dg3-は3-T 台湾総督府専売局 タイワンソウトクフセンバイキョク 台湾の専売事業昭和11年版 タイワンノセンバイジギョウ 4-5-前
Dg4-IH 岩崎　穂一 イワサキ　スイイチ 明治煙草業史 メイジタバコギョウシ 4-5-前
Dg4-J 醸造試験所 ジョウゾウシケンジョ 醸造試験所沿革史 ジョウゾウシケンジョエンカクシ 4-5-後
Dg4-MT 三浦　鶴治 ミウラ　ツルジ 日本食塩回送史 ニホンショクエンカイソウシ 4-5-後

Dg4-N 日満財政経済研究会
ニチマンザイセイケイザイケンキュ
ウカイ

清酒専賣に関する研究 セイシュセンバイニカンスルケンキュウ 4-5-後

Dg4-N 日本専売公社管理調整本部広報課
ニホンセンバイコウシャカンリチョウ
セイホンブコウホウカ

塩の話あれこれ シオノハナシアレコレ 4-5-後

Dg4-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 塩業諮問記事 エンギョウシモンキジ 4-5-後
Dg4-O 大阪自由通商協会 オオサカジユウツウショウキョウカイ 専売塩価に関する調査 センバイエンカニカンスルチョウサ 4-5-後
Dg4-S 専売局 センバイキョク 煙草専売史（1）～（3） タバコセンバイシ 4-5-後
Dg4-T 専売局 センバイキョク 煙草専売事務参考書（1） タバコセンバイジムサンコウショ 4-5-後

Dg4-は3-J 実業部臨時産業調査局
ジツギョウブリンジサンギョウチョウ
サキョク

葉煙草、煙草並に煙草工業に関する調査書 ハタバコタバコナラビニタバココウギョウ… 4-5-後

Dg4-は3-T 台湾総督府専売局 タイワンソウトクフセンバイキョク 台湾の専売事業昭和12年版 タイワンノセンバイジギョウ 4-5-後
Dh1-HY 細川　雄二郎 ホソカワ　ユウジロウ 地方財政 チホウザイセイ 4-5-後
Dh1-N 長野県内務部 ナガノケンナイムブ 公共団体経済ノ状態ト一般経済ノ現象 コウキョウダンタイケイザイノジョウタイ… 4-5-後
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Dh1-O 大蔵省調査部財政史室
オオクラショウチョウサブザイセイシ
シツ

昭和財政史地方財政篇（2冊） ショウワザイセイシチホウザイセイヘン 4-5-後

Dh1-T 東京税務監督局 トウキョウゼイムカントクキョク 本邦地方財政ノ現況 ホンポウチホウザイセイノゲンキョウ 4-5-後
Dh1-TK 田中　広太郎 タナカ　コウタロウ 地方財政 チホウザイセイ 4-5-後
Dh1-は3-T 臺灣總督府内務局 タイワンソウトクフナイムキョク 臺灣地方財政概要昭和10年度 タイワンチホウザイセイガイヨウ 4-5-後
Dh2-N 内閣調査局 ナイカクチョウサキョク 地方財政改善ニ関スル内閣審議会中間報告（2冊） チホウザイセイカイゼンニカンスルナイカクシンギカイ 4-5-後
Dh5-H 内閣記録局 ナイカクキロクキョク 法規分類大全第1編 ホウキブンルイタイゼン 4-5-後
Dh5-KM 神戸　正雄 カンベ　マサオ 近地方税問題 サイキンチホウゼイモンダイ 4-5-後

Dh5-N 新潟市宅地賃貸価格調査委員会
ニイガタシタクチチンタイカカクチョウ
サイインカイ

新潟租法沿革 ニイガタソホウエンカク 4-5-後

Dh5-T 台湾総督府財務局 タイワンソウトクフザイムキョク 我国植民地地方税制の概観 ワガクニショクミンチチホウゼイセイ… 4-5-後
Dh5-T 東京市 トウキョウシ 増税新税調 ゾウゼイシンゼイシラベ 4-5-後
Dh5-T 東京市政調査会 トウキョウシセイチョウサカイ 地方税制改正案批判 チホウザイセイカイセイアンヒハン 4-5-後
Dh5-Z 全国山林会連合会 ゼンコクサンリンカイレンゴウカイ 林業関係地方税に関する調査 リンギョウカンケイチホウゼイニカンスルチョウサ 4-5-後
Ea1-K 簡易保険局 カンイホケンキョク 金利及利廻に関する調査（上）（中）（下2冊） キンリオヨビリマワリニカンスルチョウサ 4-5-後
Ea1-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 金融日誌自昭和6年下半期至昭和11年上半期 キンユウニッシ （3F）
Ea1-KN 草間　直方 クサマ　ナオカタ 三貨図彙 サンカズイ 4-5-後
Ea1-M 満州中央銀行 マンシュウチュウオウギンコウ 旧紙幣見本帖 キュウシヘイミホンチョウ 4-5-後
Ea1-MT 三井　高維 ミツイ　タカスミ 両替年代記関鍵（新稿）（1） リョウガエネンダイキカンケン 4-5-後
Ea1-MT 三井　高維 ミツイ　タカスミ 両替年代記関鍵（2）考証篇（新稿） リョウガエネンダイキカンケン 4-5-後
Ea1-MT 三井　高維 ミツイ　タカスミ 旧貨幣年表並相場表 キュウカヘイネンピョウナラビニソウバヒョウ 4-5-後
Ea1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 日本金融年表－自明治元年至昭和29年－ ニホンキンユウネンピョウ 4-6-前
Ea1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 日本金融年表－自明治元年至昭和35年－ ニホンキンユウネンピョウ 4-6-前
Ea1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 日本金融年表（昭和36年－39年3月） ニホンキンユウネンピョウ 4-6-前

Ea1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク
昭和29-34年間年別および昭和34年年間四半期別マ
ネーフロー分析表

マネーフローブンセキヒョウ 4-6-前

Ea1-O 〔大蔵省〕理財局国庫課 オオクラショウリザイキョクコッコカ
欧洲戦争二箇年の実績－第二、各交戦国金融事項要
覧－

オウシュウセンソウ2カネンノジッセキ 4-6-前

Ea1-ST 下間　寅之助 シモツマ　トラノスケ 大日本古紙幣銘鑑 ダイニホンコシヘイメイカン 4-6-前
Ea1-TT 高垣　寅次郎 タカガキ　トラジロウ 体系金融辞典 タイケイキンユウジテン （3F）
Ea1-は3-K 台湾総督府財務局税務課 タイワンソウトクフザイムキョクゼイ 金利調査書昭和11年1月調 キンリチョウサショ 4-6-前
Ea1-は3-TT 高垣　寅次郎 タカガキ　トラジロウ 中華民国貨幣制度及銀問題文献集録金融研究会 チュウカミンコクカヘイセイド… 4-6-前
Ea2-AS 新井　真次 アライ　シンジ ものがたり正金史 モノガタリショウキンシ 4-6-前
Ea2-IJ 井上　準之助 イノウエ　ジュンノスケ 戦後の世界金融 センゴノセカイキンユウ 4-6-前

Ea2-K
金融問題研究会（名古屋大学経済
学部）

キンユウモンダイケンキュウカイ 経済成長と金融政策 ケイザイセイチョウトキンユウセイサク 4-6-前

Ea2-K 経済往来編集部 ケイザイオウライヘンシュウブ 自由化読本 ジユウカトクホン 4-6-前
Ea2-KB 神崎　謨雄 カンザキ　ボユウ 日銀総裁講演集 ニチギンソウサイコウエンシュウ 4-6-前
Ea2-KC 神崎　儲 カンザキ　ヒツギ 歴代日本銀行総裁講演集 レキダイニホンギンコウソウサイコウエンシュウ 4-6-前
Ea2-KO 賀屋　興宣 カヤ　オキノリ 戦時下に於ける我国金融経済問題 センジカニオケルワガクニ… 4-6-前

Ea2-MK 松方　幸次郎 マツカタ　コウジロウ 何故お互いは馬鹿である乎並に外債募集反対論
ナゼオタイワバカデアルカナラビニガイサイボシュウハ
ンタイロン

4-6-前

Ea2-MS 松好　貞夫 マツヨシ　サダオ 金持大名貧乏大名 カネモチダイミョウビンボウダイミョウ 4-6-前
Ea2-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 景気転換策としての金輸出禁止－新平価とは何か？ ケイキテンカンサク… 4-6-前
Ea2-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 金融史談速記録―田中鐵三郎氏（日本銀行元理事）― キンユウシダンソッキロク 4-6-前
Ea2-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク ラドクリフ委員会における各国中央銀行総裁証言集 ラドクリフイインカイ… 4-6-前
Ea2-O 大阪朝日新聞経済部 オオサカアサヒシンブンケイザイブ 金融恐慌秘話 キンユウキョウコウヒワ 4-6-前
Ea2-OK 大島　堅造 オオシマ　ケンゾウ 法幣問題講演集 ホウヘイモンダイコウエンシュウ 4-6-前
Ea2-SK 佐藤　喜一郎 サトウ　キイチロウ 折にふれて（上）（下） オリニフレテ 4-6-前
Ea2-T 東京交換所 トウキョウコウカンショ 戦時経済財政調査報告 センジケイザイザイセイチョウサホウコク 4-6-前
Ea2-T 東京市 トウキョウシ 徳川時代の金座 トクガワジダイノキンザ 4-6-前
Ea2-TK 田中　啓二郎 タナカ　ケイジロウ 論理の展開と収斂－ひとつの体験と省察－ ロンリノテンカイトシュウレン 4-6-前
Ea2-TT 高垣　寅次郎 タカガキ　トラジロウ 五十嵐直三記念論文集 イガラシナオゾウキネンロンブンシュウ 4-6-前
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Ea2-TT 土屋　喬雄 ツチヤ　タカオ シャンド－わが国銀行史上の教師－ シャンド 4-6-前
Ea2-YA 山路　愛山 ヤマジ　アイザン 現代金権史 ゲンダイキンケンシ 4-6-前
Ea2-YT 吉野　俊彦 ヨシノ　トシヒコ 琉球旅行記 リュウキュウリョコウキ 4-6-前
Ea2-YT 吉野　俊彦 ヨシノ　トシヒコ 資本の自由化と金融 シホンノジユウカトキンユウ 4-6-前
Ea2-YT 吉野　俊彦 ヨシノ　トシヒコ 忘れられた元日銀総裁 ワスレラレタモトニチギンソウサイ 4-6-前
Ea3-C 朝鮮総督府財務局 チョウセンソウトクフザイムキョク 朝鮮金融事項参考書 チョウセンキンユウジコウサンコウショ (3F)
Ea3-G 大蔵省監査局 オオクラショウカンサキョク 銀行営業報告書 ギンコウエイギョウホウコクショ (3F)
Ea3-G 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク 銀行局報告第1、4、7、8、10～12次、24次 ギンコウキョクホウコク (3F)
Ea3-G 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク 銀行局年報 ギンコウキョクネンポウ (3F)
Ea3-G 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク 銀行局年報　51、52、53次 ギンコウキョクネンポウ 4-6-前
Ea3-G 大蔵大臣官房銀行課 オオクラダイジンカンボウギンコウカ 銀行及擔保附社債信託事業報告（33）～（39） ギンコウオヨビタンポツキシャサイ… （3F）
Ea3-G 大蔵大臣官房銀行課 オオクラダイジンカンボウギンコウカ 銀行及擔保附社債信託事業報告（30）～（32） ギンコウオヨビタンポツキシャサイ… 4-6-前
Ea3-G 大蔵大臣官房第3課 オオクラダイジンカンボウダイ3カ 銀行営業報告第14、16、17、19、20、28次 ギンコウエイギョウホウコク （3F）
Ea3-K 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 金融事項参考書外国之部（1）（2） キンユウジコウサンコウショガイコクノブ （3F）
Ea3-K 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 金融事項参考書外国之部（1）～（3） キンユウジコウサンコウショガイコクノブ 4-6-前
Ea3-K 金融学会 キンユウガッカイ 金融学会報告（1）（2）（4）～（12） キンユウガッカイホウコク 4-6-前
Ea3-K 金融学会 キンユウガッカイ 金融学会報告（22）（24）（26）（28）（29）（30）（31）（36） キンユウガッカイホウコク 4-6-前
Ea3-K 金融学会 キンユウガッカイ 金融学会報告（32） キンユウガッカイホウコク 4-6-前
Ea3-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 金融資料（1）（1附録）（2）～（12）（15）～（33） キンユウシリョウ 4-6-前

Ea3-K 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク
金融事項参考書　明治31、33（2冊）～36（2冊）、37～
39、41、43、45年

キンユウジコウサンコウショ 4-6-後

Ea3-K 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 金融事項参考書（内国之部）大正2～5年 キンユウジコウサンコウショ 4-6-後

Ea3-K 朝鮮金融組合連合会
チョウセンキンユウクミアイレンゴウ
カイ

金融組合年鑑昭和12年版、16年版 キンユウクミイアイネンカン 4-6-後

Ea3-K 日本経済新聞社 ニホンケイザイシンブンシャ 金融白書昭和37年度 キンユウハクショ 4-6-後

Ea3-K 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク
金融事項参考書　大正6～7、9～11、15（2冊）、昭和2、
7、9、11、13、16、17年調

キンユウジコウサンコウショ 5-1-前

Ea3-N 日本銀行 ニホンギンコウ 日本銀行営業報告大正2、8～12年昭和6～13年 ニホンギンコウエイギョウホウコク 5-1-前
Ea3-O 〔大蔵省〕預金部資金局 オオクラショウヨキンブシキンキョク 大蔵省預金部年報昭和14年度 オオクラショウヨキンブネンポウ 5-1-前
Ea3-O 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク 〔大蔵省〕銀行局報告1～3次 オオクラショウギンコウキョクホウコク （3F）
Ea3-O 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク 銀行局報告（8） ギンコウキョクホウコク 5-1-前
Ea3-O 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク 各種銀行資産負債表 カクシュギンコウシサンフサイヒョウ 5-1-前
Ea3-O 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク 全国銀行資産負債表 ゼンコクギンコウシサンフサイヒョウ 5-1-前
Ea3-O 大蔵大臣官房第3課 オオクラダイジンカンボウダイ3カ 銀行営業報告15次 ギンコウエイギョウホウコク 5-1-前
Ea3-S 世界銀行 セカイギンコウ 世界銀行年次報告1974 セカイギンコウネンジホウコク 5-1-前
Ea3-S 世界銀行 セカイギンコウ 〔世界銀行〕年次報告1976 セカイギンコウネンジホウコク 5-1-前

Ea3-S
世界金融経済年報1972～1973－第43次国際決済銀行
年次報告－

セカイキンユウケイザイネンポウ 5-1-前

Ea3-Z 造幣局長年報書第7～14回（明治13年～21年） ゾウヘイキョクチョウネンポウショ 5-1-前

Ea3-は2-C 朝鮮殖産銀行調査課
チョウセンショクサンギンコウチョウ
サカ

朝鮮金融事情概観（2冊） チョウセンキンユウジジョウガイカン 5-1-前

Ea3-は3-T 台湾銀行 タイワンギンコウ 台湾金融事項参考書（9）～（13）（16） タイワンキンユウジコウサンコウショ 5-1-前
Ea3-は3-T 台湾総督府財務局 タイワンソウトクフザイムキョク 台湾金融年報昭和9、11、12年 タイワンキンユウネンポウ 5-1-前
Ea4-K 金融制度調査会 キンユウセイドチョウサカイ 一般民間金融機関のあり方等について イッパンミンカンキンユウキカンノアリカタナドニツイテ 5-1-前
Ea4-K 金融制度調査会 キンユウセイドチョウサカイ 金融制度調査会議事速記録 キンユウセイドチョウサカイギジソッキロク 5-1-前
Ea4-K 金融制度調査会 キンユウセイドチョウサカイ 金融制度調査会資料（1）～（4） キンユウセイドチョウサカイシリョウ 5-1-前

Ea4-K 国際連盟事務局東京支局
コクサイレンメイジムキョクトウキョウ
シキョク

国際通貨経済会議議題－専門家準備委員會報告書全
文－

コクサイツウカケイザイカイギギダイ 5-1-前

Ea4-K 国際連盟事務局東京支局
コクサイレンメイジムキョクトウキョウ
シキョク

通貨経済会議事録（1） ツウカケイザイカイギジロク 5-1-前

Ea4-O 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク 金融制度調査会中央銀行制度特別委員会 キンユウセイドチョウサカイチュウオウギンコウセイド 5-1-前
Ea4-O 大阪銀行協会 オオサカギンコウキョウカイ 大阪銀行協会史 オオサカギンコウキョウカイシ 5-1-前
Ea4-T 東京商業會議所 トウキョウショウギョウカイギショ 財界安定ノ陳情經過(2冊) ザイカイアンテイノチンジョウケイカ 5-1-前

Ａ－31/3



Ea5-D 第一銀行調査部 ダイイチギンコウチョウサブ （第一銀行）調査報告三ノ四（倫敦割引業者の苦境） ダイイチギンコウチョウサホウコク 5-1-前
Ea5-D （株）電通リサーチ カブシキガイシャデンツウリサーチ 預金利子課税に関する世論調査 ヨキンリシカゼイ… 5-1-後
Ea5-K 金融制度調査会 キンユウセイドチョウサカイ 金融制度調査会議事速記録（1）（2） キンユウセイドチョウサカイギジソッキロク 5-1-後
Ea5-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 代理店監督役報告 ダイリテンカントクヤクホウコク 5-1-後
Ea5-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 海外経済彙報、同目録 カイガイケイザイイホウドウモクロク 5-1-後
Ea5-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 貨幣論叢（1）（2）（4）（7）（10） カヘイロンソウ 5-1-後

Ea5-T 通貨制度研究会 ツウカセイドケンキュウカイ
通貨制度研究会報告第1、3～7、10、12～15、17、20～
22号

ツウカセイドケンキュウカイホウコク 5-1-後

Ea5-Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 〔横浜正金銀行〕調査資料 ヨコハマショウキンギンコウチョウサシリョウ 5-1-後
Ea5-に2-N 日本銀行調査部 ニホンギンコウチョウサブ 独逸情況報告 ドイツジョウキョウホウコク 5-1-後
Ea5-は3-Z 財政部理財司理財科 ザイセイブリザイシリザイカ 現小洋貨建取引禁止訓令施行措置出張 ゲンショウヨウカダテトリヒキキンシ… 5-1-後
Ea6-G 阿部　勇 アベ　イサム 現代金融経済全集（11） ゲンダイキンユウケイザイゼンシュウ 5-1-後
Ea6-G 改造社 カイゾウシャ 現代金融経済全集（1）（3）（12）（13）（21）（24）（30） ゲンダイキンユウケイザイゼンシュウ 5-1-後
Ea6-G 改造社 カイゾウシャ 現代金融経済全集（4）（22）（23） ゲンダイキンユウケイザイゼンシュウ 5-1-後
Ea6-G 改造社 カイゾウシャ 現代金融経済全集（5）～（7）（9）（10）（17）（20）（25） ゲンダイキンユウケイザイゼンシュウ 5-1-後
Ea6-G 改造社 カイゾウシャ 現代金融経済全集（27） ゲンダイキンユウケイザイゼンシュウ 5-1-後
Ea6-G 改造社 カイゾウシャ 現代金融経済全集（15）（16） ゲンダイキンユウケイザイゼンシュウ 5-1-後
Ea6-G 北山　冨久二郎 キタヤマ　フクジロウ 現代金融経済全集（31） ゲンダイキンユウケイザイゼンシュウ 5-1-後

Ea6-I 井上準之助論叢編纂会
イノウエジュンノスケロンソウヘンサ
ンカイ

井上準之助論叢（1）～（4）、附録 イノウエジュンノスケロンソウ （3F）

Ea6-K 金融学会 キンユウガッカイ 金融論選集（7）（12）（14）－（16） キンユウロンセンシュウ 5-1-後
Ea6-K 金融学会 キンユウガッカイ 金融論選集（17）－（20） キンユウロンセンシュウ 5-1-後
Ea6-S 気賀　健三 キガ　ケンゾウ 清明会叢書（2） セイメイカイソウショ 5-1-後
Ea6-S 清明会 セイメイカイ 清明会叢書（8） セイメイカイソウショ （3F）
Ea6-S 清明会 セイメイカイ 清明会叢書（1）（4）（6）（7） セイメイカイソウショ 5-1-後
Ea6-S 清明会 セイメイカイ 清明会叢書（5） セイメイカイソウショ （3F）
Eb1-AC 天利　長三 アマリ　チョウゾウ 金融理論の基本問題　地銀協編 キンユウリロンノキホンモンダイ 5-2-前
Eb1-HG 樋口　午郎 ヒグチ　ゴロウ 資金の意義並に形成に就て シキンノイギナラビニケイセイニツイテ 5-2-前
Eb1-IT 板倉　董一 イタクラ　トウイチ 金融の理論と実際 キンユウノリロントジッサイ 5-2-前
Eb1-K 金融問題研究会 キンユウモンダイケンキュウカイ 金融機構と金融政策 キンユウキコウトキンユウセイサク 5-2-前
Eb1-KS 紅林　茂夫 クレバヤシ　シゲオ 銀行経営の理論 ギンコウケイエイノリロン 5-2-前
Eb1-KS 紅林　茂夫 クレバヤシ　シゲオ 金融論 キンユウロン 5-2-前
Eb1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 各国資金循環分析の研究 カクコクシキンジュンカンブンセキノケンキュウ 5-2-前

Eb1-O
大阪毎日新聞社東京日日新聞社エ
コノミスト部

オオサカマイニチシンブンシャトウ
キョウニチニチシンブンシャエコノミ

日本金融資本戦 ニホンキンユウシホンセン （3F）

Eb1-OT 沖中　恒幸 オキナカ　ツネユキ 金融の基礎知識 キンユウノキソチシキ 5-2-前
Eb1-SY 佐々木　雄二郎 ササキ　ユウジロウ 金融論 キンユウロン 5-2-前
Eb1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本金融論 ニホンキンユウロン （3F）
Eb1-TK 高橋　長太郎 タカハシ　チョウタロウ 金融・財政 キンユウザイセイ 5-2-前
Eb1-YS 山口　茂 ヤマグチ　シゲル 金融総論 キンユウソウロン 5-2-前
Eb2-AK 朝倉　孝吉 アサクラ　コウキチ 明治前期日本金融構造史 メイジゼンキニホンキンユウコウゾウシ 5-2-前
Eb2-AT 明石　照男 アカシ　テルオ 金融界 近の趨向 キンユウカイサイキンノスウコウ 5-2-前
Eb2-AT 明石　照男 アカシ　テルオ 日本金融史（1）～（3） ニホンキンユウシ （3F）

Eb2-C
中央銀行制度特別委員会実態調査
小委員会

チュウオウギンコウセイドトクベツイ
インカイジッタイチョウサショウイイン

日本銀行を中心とする戦後金融の実態調査 ニホンギンコウオチュウシントスルセンゴキンユウ… （3F）

Eb2-EP Einzig，Paul アインツィヒ　ポール 大戦後の世界金融史 タイセンゴノセカイキンユウシ （3F）

Eb2-H （株）北海道拓殖銀行
カブシキガイシャホッカイドウタクショ
クギンコウ

北海道金融史 ホッカイドウキンユウシ 5-2-前

Eb2-HK 長谷川　光太郎 ハセガワ　コウタロウ 基軸通貨（磅・弗）史考 キジクツウカシコウ 5-2-前
Eb2-HS 土方　成美 ヒジカタ　セイビ 金解禁 キンカイキン （3F）
Eb2-IJ 井上　準之助 イノウエ　ジュンノスケ 国民経済の立直しと金解禁 コクミンケイザイノタテナオシ… 5-2-前
Eb2-IJ 井上　準之助 イノウエ　ジュンノスケ 戦後に於ける我国の経済及金融 センゴニオケルワガクニノケイザイオヨビキンユウ （3F）
Eb2-IJ 井上　準之助 イノウエ　ジュンノスケ 戦後に於ける我国の経済及金融 センゴニオケルワガクニノケイザイオヨビキンユウ 5-2-前
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Eb2-IJ 井上　準之助 イノウエ　ジュンノスケ 金再禁止と我財界の前途 キンサイキンシトワガザイカイノゼント 5-2-前
Eb2-IK 飯淵　敬太郎 イイブチ　ケイタロウ 日本信用体系前史（2冊） ニホンシンヨウタイケイゼンシ 5-2-前

Eb2-IM 石川　通達 イシカワ　ミチサト
やさしい日本金融史－明治・大正・昭和の景気変動を
中心に－

ヤサシイニホンキンユウシ （3F）

Eb2-IT 石橋　湛山 イシバシ　タンザン 金解禁の影響と対策―新平価金解禁の提唱― キンカイキンノエイキョウトタイサク （3F）
Eb2-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 金輸出再禁止後の我国金融事情 キンユシュツサイキンシゴノワガクニキンユウジジョウ （3F）
Eb2-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 金輸出再禁止後の我国金融事情 キンユシュツサイキンシゴノワガクニキンユウジジョウ 5-2-前
Eb2-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 我国金融事情（1） ワガクニキンユウジジョウ （3F）
Eb2-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 我国金融事情（1） ワガクニキンユウジジョウ 5-2-前
Eb2-KK 兒玉　謙次 コダマ　ケンジ 日英米金融事情 ニチエイベイキンユウジジョウ 5-2-前
Eb2-KS 黒岩　島 クロイワ　シマ 金解禁即行論 キンカイキンソッコウロン 5-2-前
Eb2-KS 小島　精一 コジマ　セイイチ 日本金融資本論 ニホンキンユウシホンロン （3F）
Eb2-KT 勝田　貞次 カツタ　テイジ 金解禁直後の財界 キンカイキンチョクゴノザイカイ 5-2-前
Eb2-KT 栗栖　赳夫 クルス　タケオ 日本金融経済史の研究 ニホンキンユウケイザイシノケンキュウ （3F）
Eb2-M 三菱銀行調査課 ミツビシギンコウチョウサカ 海外経済事情（1） カイガイケイザイジジョウ 5-2-前
Eb2-MC 三土　忠造 ミツチ　チュウゾウ 金解禁と緊縮政策の批判 キンカイキントキンシュクセイサクノヒハン 5-2-前
Eb2-MH 森田　久 モリタ　ヒサシ ＄販売の解剖 ドルハンバイノカイボウ 5-2-前
Eb2-MR Mckenna，Reginald マッケンナ　レジナルド マッケンナ金融政策十四年 マッケンナキンユウセイサク14ネン （3F）
Eb2-MS 松好　貞夫 マツヨシ　サダオ 明治維新後に於ける両替商金融 メイジイシンゴニオケルリョウガエショウキンユウ （3F）
Eb2-MS 松好　貞夫 マツヨシ　サダオ 明治維新後に於ける両替商金融 メイジイシンゴニオケルリョウガエショウキンユウ 5-2-前
Eb2-MS 松好　貞夫 マツヨシ　サダオ 金貸と大名 カネカシトダイミョウ 5-2-前
Eb2-N 日本銀行調査局 二ホンギンコウチョウサキョク 事業会社金詰りの現状 ジギョウガイシャカネヅマリノゲンジョウ 5-2-前
Eb2-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 日本金融史資料明治大正編（1）～（7上） ニホンキンユウシシリョウ 5-2-前
Eb2-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 日本金融史資料明治大正編（7下）～（19） ニホンキンユウシシリョウ 5-2-後
Eb2-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 日本金融史資料明治大正編（20）～（25） ニホンキンユウシシリョウ 5-3-前
Eb2-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 日本金融史資料明治大正編目次総覧 ニホンキンユウシシリョウ 5-3-前
Eb2-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 日本金融史資料昭和編（1）～（7） ニホンキンユウシシリョウ 5-3-前
Eb2-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 日本金融史資料（8）～（9） ニホンキンユウシシリョウ 5-3-前
Eb2-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 日本金融史資料（10）～（14） ニホンキンユウシシリョウ 5-3-後
Eb2-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 日本金融史資料昭和編（15）～（23） ニホンキンユウシシリョウ 5-3-後
Eb2-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 日本金融史資料昭和編（24） ニホンキンユウシシリョウ 5-3-後
Eb2-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 日本金融史資料昭和編（25）～（26） ニホンキンユウシシリョウ 5-3-後
Eb2-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 日本金融史資料昭和編（27）～（35） ニホンキンユウシシリョウ 5-4-前

Eb2-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ
各地金融梗塞ノ実状並ニ之カ対策ニ関スル各商工会
議所意見（3冊）

カクチキンユウコウソクノジツジョウ… 5-4-前

Eb2-S
新政策研究会（国民経済研究協会
内）

シンセイサクケンキュウカイ 欧米諸国における貿易，通貨，金融の正常化政策 オウベイショコクニオケルボウエキツウカ… 5-4-前

Eb2-T 東京銀行集会所調査課
トウキョウギンコウシュウカイショチョ
ウサカ

戦時下金融の諸問題 センジカキンユウノショモンダイ 5-4-前

Eb2-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 明治金融史 メイジキンユウシ 5-4-前
Eb2-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 日本の金融（2冊） ニホンノキンユウ 5-4-前
Eb2-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 金融六十年史 キンユウ60ネンシ 5-4-前
Eb2-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 実践金融論 ジッセンキンユウロン （3F）
Eb2-TM 竹澤　正武 タケサワ　マサタケ 日本金融100年史 ニホンキンユウ100ネンシ （3F）
Eb2-TN 瀧澤　直七 タキザワ　ナオシチ （稿本）日本金融史論 ニホンキンユウシロン （3F）
Eb2-TS 高北　四郎 タカキタ　シロウ 台湾の金融 タイワンノキンユウ 5-4-前
Eb2-TS 高島　佐一郎 タカシマ　サイチロウ 金本位制動揺と日本金融の将来 キンホンイセイドウヨウトニホンキンユウノショウライ （3F）
Eb2-TS 高橋　眞一 タカハシ　シンイチ 京都金融史 キョウトキンユウシ （3F）
Eb2-O 楠見　一正 クスミ　カズマサ 金輸出解禁問題―その経過と影響 キンユシュツカイキンモンダイソノケイカトエイキョウ 5-4-前
Eb2-YT 吉野　俊彦 ヨシノ　トシヒコ 戦後金融史の思い出 センゴキンユウシノオモイデ （3F）
Eb2-YY 山崎　靖純 ヤマザキ　セイジュン 金輸出解禁問題 キンユシュツカイキンモンダイ （3F）
Eb2-に1-BU Beijihotto，Uorutoru ベイジホット　ウォルトル 英国金融事情 エイコクキンユウジジョウ （3F）
Eb2-に1-CR キャメロン，R． キャメロン　アール 産業革命と銀行業 サンギョウカクメイトギンコウギョウ （3F）
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Eb2-に1-D 第一銀行調査部 ダイイチギンコウチョウサブ 1938年欧洲国際政情危機と倫敦経済市場 1938ネンオウシュウコクサイセイジョウキキ… （3F）
Eb2-に1-KJ Keynes，J．M． ケインズ　ジェー　エム 金解禁と国民経済 キンカイキントコクミンケイザイ （3F）
Eb2-に1-R ラドクリフ委員会 ラドクリフイインカイ ラドクリフ委員会報告 ラドクリフイインカイホウコク （3F）
Eb2-に1-ST 塩野谷　九十九 シオノヤ　ツクモ イギリスの金本位復帰とケインズ イギリスノキンホンイフッキトケインズ （3F）
Eb2-に1-Y 横浜正金銀行調査部 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 英国の戦時金融為替政策 エイコクノセンジキンユウカワセセイサク （3F）
Eb2-は2-OT 岡崎　遠光 オカザキ　エンコウ 朝鮮金融及産業政策 チョウセンキンユウオヨビサンギョウセイサク （3F）
Eb2-は3-KM 木村　増太郎 キムラ　マスタロウ 事変下の支那金融及び金融機関 ジヘンカノシナキンユウオヨビキンユウキカン （3F）

Eb2-は3-M 南満洲鉄道（株）資料課
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャシリョウカ

東三省金融整理委員会報告書 トウサンショウキンユウセイリイインカイホウコクショ （3F）

Eb2-は3-M 満洲事情案内所 マンシュウジジョウアンナイショ 満洲に於ける通貨・金融の過去及現在 マンシュウニオケルツウカ… （3F）
Eb2-は3-N 日本興業銀行調査部 ニホンコウギョウギンコウチョウサブ 事変下に於ける上海金融の動態 ジヘンカニオケルシャンハイキンユウノドウタイ （3F）
Eb2-は3-KM 木村　増太郎 オオムラ　マスタロウ 事変下の支那金融及び金融機関 ジヘンカノシナキンユウオヨビキンユウキカン 5-4-前
Eb2-は3-T 台湾総督府財務局 タイワンソウトクフザイムキョク 台湾の金融 タイワンノキンユウ （3F）
Eb2-は3-TT 田中　鐵三郎 タナカ　テツサブロウ 満州の経済竝に金融に就いて マンシュウノケイザイナラビニキンユウニツイテ （3F）
Eb2-は3-TT 田中　鐵三郎 タナカ　テツサブロウ 満州の経済竝に金融に就いて マンシュウノケイザイナラビニキンユウニツイテ 5-4-前
Eb2-は3-YM 吉田　政治 ヨシダ　マサジ 物価・通貨・民心－中国経済の動貌－ ブッカツウカミンシン （3F）

Eb2-は5-Y 横浜正金銀行頭取席調査部
ヨコハマショウキンギンコウトウドリ
セキ…

戦前に於ける比島の財政・金融・通貨・貿易一般 センゼンニオケルヒトウノザイ… 5-4-前

Eb2-へ1-O 〔大蔵省〕理財局国庫課 オオクラショウリザイキョクコッコカ 欧洲戦争開始以来米国金融事項要覧 オウシュウセンソウカイシイライベイコク… （3F）

Eb3-C 朝鮮銀行東京調査部
チョウセンギンコウトウキョウチョウ
サブ

外国銀行支店設置ニ関スル各国ノ取扱現状並国際協
約案－マルクス・ワレンベルグ氏稿－

ガイコクギンコウシテンセッチ… （3F）

Eb3-FS 舟山　正吉 フナヤマ　ショウキチ 臨時資金調整法解説 リンジシキンチョウセイホウカイセツ （3F）
Eb3-K 経済制度研究会 ケイザイセイドケンキュウカイ 恐慌後の金融制度改善案 キョウコウゴノキンユウセイドカイゼンアン （3F）
Eb3-KT 栗栖　赳夫 クルス　タケオ 日本金融制度発達の研究 ニホンキンユウセイドハッタツノケンキュウ （3F）

Eb3-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク
各国発券銀行及通貨関係法規（1）（4）（4追補）（12）
（17）（19）（20）～（22）

カッコクハッケンギンコウオヨビツウカカンケイホウキ 5-4-前

Eb3-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク わが国の金融制度昭和37、41年版 ワガクニノキンユウセイド 5-4-前
Eb3-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク わが国の金融制度昭和44年版 ワガクニノキンユウセイド 5-4-前
Eb3-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク わが国の金融制度昭和46年版 ワガクニノキンユウセイド 5-4-前

Eb3-N 日本銀行臨時調査委員会
ニホンギンコウリンジチョウサイイン
カイ

戦時各国中央銀行関係法規集 センジカッコクチュウオウカンケイホウキシュウ… 5-4-前

Eb3-S 高垣　寅次郎 タカガキ　トラジロウ 世界各国の金融制度第一巻 セカイカッコクノキンユウセイド 5-4-前
Eb3-YT 吉野　俊彦 ヨシノ　トシヒコ 我国金融制度の研究 ワガクニキンユウセイドノケンキュウ （3F）

Eb3-Z 全国銀行協会連合会
ゼンコクギンコウキョウカイレンゴウ
カイ

金融制度 キンユウセイド 5-4-前

Eb3-に1-Ｎ 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 英国の金融制度 エイコクノキンユウセイド 5-4-前
Eb3-に1-Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 英国銀行制度 エイコクギンコウセイド 5-4-前
Eb3-は12-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク インドの金融制度－各国金融制度調査（その5）－ インドノキンユウセイド 5-4-前
Eb3-は12-T 台湾銀行総務部調査課 タイワンギンコウソウムブチョウサカ 印度金融制度 インドキンユウセイド 5-4-前
Eb3-は3-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 中國の金融制度－各國金融制度調査（その4）－ チュウゴクノキンユウセイド （3F）
Eb3-へ1-D 第一銀行調査部 タイイチギンコウチョウサブ 米國銀行業に於ける法定支拂準備制度の發展 ベイコクギンコウギョウニオケルホウテイシハライ… 5-4-前
Eb3-へ1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 金融制度に関する外国の事例 キンユウセイドニカンスルガイコクノジレイ 5-4-前
Eb3-へ1-TT 高垣　寅次郎 タカガキ　トラジロウ アメリカ諸州の金融制度 アメリカショシュウノキンユウセイド 5-4-前
Eb3-へ1-WP ウァールバーグ，P．M． ウァールバーグ　ポール　モーリツ 米国正貨準備制度の本質 ベイコクセイカジュンビセイドノホンシツ 5-4-後
Eb3-へ1-Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 米国聯邦準備法1935年修正 ベイコクレンポウジュンビホウ 5-4-後
Ec1-HM 花井　益 ハナイ　マス 内外金利比較研究 ナイガイキンリヒカクケンキュウ 5-4-後
Ec1-OM 大政　満 オオマサ　ミツル 金利の研究（2冊） キンリノケンキュウ 5-4-後
Ec1-TS 高城　仙次郎 タカギ　センジロウ 利子歩合論（全） リシブアイロン 5-4-後
Ec1-へ1-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 米国金融市場金利に就て（2冊） ベイコクキンユウシジョウキンリニツイテ 5-4-後

Ec3-Z 全国銀行協会連合会
ゼンコクギンコウキョウカイレンゴウ
カイ

金利 キンリ 5-4-後

Ed1-HK 堀江　帰一 ホリエ　キイチ 海外金融市場（全） カイガイキンユウシジョウ （3F）
Ed1-MS 三村　称平 ミムラ　ショウヘイ 日本銀行と金融市場 ニホンギンコウトキンユウシジョウ （3F）

Ａ－34/3



Ed1-YS 山室　宗文 ヤマムロ　ソウブン 我国の金融市場　大正15年、昭和3年（続編） ワガクニノキンユウシジョウ （3F）
Ed1-に3-KK 春日井　薫 カスガイ　カオル 仏蘭西の金融組織 フランスノキンユウソシキ （3F）
Ed1-へ1-NK 西村　勝太郎 ニシムラ　カツタロウ 紐育金融市場研究 ニューヨークキンユウシジョウケンキュウ （3F）
Ed2-AS 浅見　審三 アサミ　シンゾウ コール・マネー・マーケット コールマネーマーケット （3F）
Ed2-AS 浅見　審三 アサミ　シンゾウ コール・マネー・マーケット コールマネーマーケット 5-4-後
Ed2-T 短資協会 タンシキョウカイ 短資市場70年史 タンシシジョウ70ネンシ （3F）
Ed2-Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ コール取引の研究 コールトリヒキノケンキュウ （3F）
Eb3-K 金融制度研究会 キンユウセイドケンキュウカイ 長期金融制度私案 チョウキキンユウセイドシアン （3F）
Ed3-TK 竹中　一雄 タケナカ　カズオ 長期金融機構の分析 チョウキキンユウキコウノブンセキ （3F）
Ed4-EP アインチッヒ，ポール アインチッヒ　ポール 世界金融恐慌の真相 セカイキンユウキョウコウノシンソウ （3F）
Ed4-HT 堀越　鉄蔵 ホリコシ　テツゾウ 近に於ける金融界の恐慌と之に関連する二三の問 サイキンニオケルキンユウカイ… （3F）
Ed4-KS 小島　精一 コジマ　セイイチ 金融恐慌論 キンユウキョウコウロン （3F）

Ed4-N 野村證券（株）調査部
ノムラショウケンカブシキカイシャ
チョウサブ

モラトリアム後の我財界 モラトリアムゴノワガザイカイ （3F）

Ed4-T 東京商業会議所 トウキョウショウギョウカイギショ 金融恐慌ト其影響 キンユウキョウコウトソノエイキョウ （3F）
Ed4-T 東京商業会議所 トウキョウショウギョウカイギショ 金融恐慌ト其影響 キンユウキョウコウトソノエイキョウ 5-4-後
Ed4-WH 渡辺　広重 ワタナベ　ヒロシゲ 財界恐慌の真相 ザイカイキョウコウノシンソウ （3F）
Ed4-へ1-D 第一銀行調査部 ダイイチギンコウチョウサブ アメリカ金融恐慌について アメリカキンユウキョウコウニツイテ （3F）
Ed4-へ1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 1933年米国金融恐慌概要 1933ネンベイコクキンユウキョウコウガイヨウ （3F）
Ee1-C 調査資料協会 チョウサシリョウキョウカイ 大戦後の各国金融政策及法規 タイセンゴノカッコクキンユウセイサクオヨビホウキ （3F）
Ee1-FS 舟山　正吉 フナヤマ　ショウキチ 非常金融対策要綱解説 ヒジョウキンユウタイサクヨウコウカイセツ （3F）

Ee1-K 金融制度調査会常設調査企画部会
キンユウセイドチョウサカイジョウセ
ツ…

オーバー・ローンの是正について オーバーローンノゼセイニツイテ （3F）

Ee1-KT 栗栖　赳夫 クルス　タケオ 戦時金融 センジキンユウ （3F）

Ee1-S
新政策研究会（国民経済研究協会
内）

シンセイサクケンキュウカイ 「新政策研究会」資料（16）（18）（19） シンセイサクケンキュウカイシリョウ （3F）

Ee1-ST 鈴木　武雄 スズキ　タケオ 金融政策と中央銀行 キンユウセイサクトチュウオウギンコウ （3F）
Ee1-T 東京銀行集会所 トウキョウギンコウシュウカイショ 戦時財政経済特ニ政府ト銀行トノ関係 センジザイセイケイザイトクニセイフ… （3F）
Ee1-T 東京商工會議所 トウキョウショウコウカイギショ 保證準備擴張問題に關する参考資料 ホショウジュンビカクチョウモンダイ… （3F）
Ee1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 統制金融と自由金融 トウセイキンユウトジユウキンユウ （3F）
Ee1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 金融統制論 キンユウトウセイロン （3F）
Ee1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 金融・財政の再編成 キンユウザイセイノサイヘ （3F）
Ee1-YM 矢尾板　正雄 ヤオイタ　マサオ 昭和金融政策史 ショウワキンユウセイサクシ （3F）
Ee1-に1-E 大蔵省 オオクラショウ 英、佛に於ける金融非常時の對策 エイフツニオケルキンユウヒジョウジノタイサク 5-4-後
Ee1-に1-MR マッケンナ，R． マッケンナ　アール 金融政策十四年 キンユウセイサク14ネン （3F）
Ee1-に1-O 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク 英仏に於ける金融非常時の対策 エイフツニオケルキンユウ… （3F）
Ee1-に2-BK Blessing， Karl ブレッシング　カルル 通貨価値の擁護 ツウカカチノヨウゴ （3F）
Ee1-に2-PK プール，ケー．イー． プール　ケー　イー ナチス・ドイツの金融政策（上）（下） ナチスドイツノキンユウセイサク （3F）
Ee1-に2-PK プール，ケー．イー． プール　ケー　イー ナチス・ドイツの金融政策（下） ナチスドイツノキンユウセイサク 5-4-後
Ee1-へ1-B 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク 米国に於ける金融非常時の対策 ベイコクニオケルキンユウヒジョウジノタイサク （3F）
Ee1-へ1-B 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク 米国に於ける金融非常時の対策 ベイコクニオケルキンユウヒジョウジノタイサク 5-4-後

Ee1-へ1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク
金融政策と国債管理―一般的信用調節および国債管
理に関するバットマン委員会の 終報告

キンユウセイサクトコクサイカンリ （3F）

Ee6-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 我国に於ける銀行合同の大勢 ワガクニニオケルギンコウゴウドウノタイセイ （3F）
Ee6-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 我国に於ける銀行合同の大勢（追加） ワガクニニオケルギンコウゴウドウノタイセイ （3F）
Ee6-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 我国銀行の合同問題 ワガクニギンコウノゴウドウモンダイ （3F）
Ee6-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 我国銀行の合同問題（2冊） ワガクニギンコウノゴウドウモンダイ 5-4-後
Ee6-TT 高垣　寅次郎 タカガキ　トラジロウ 銀行集中論（全） ギンコウシュウチュウロン （3F）
Ef1-C 朝鮮銀行調査室 チョウセンギンコウチョウサシツ 中央発行銀行の勢力の減退 チュウオウハッコウギンコウノセイリョクノゲンタイ 5-4-後
Ef1-C 朝鮮銀行調査室 チョウセンギンコウチョウサシツ 中央発行銀行の勢力の減退 チュウオウハッコウギンコウノセイリョクノゲンタイ 5-4-後
Ef1-K 金融制度研究会 キンユウセイドケンキュウカイ 中央銀行制度私案綱要 チュウオウギンコウセイドシアンコウヨウ 5-4-後
Ef1-MS マーチン，スナイダー マーチン　スナイダー 各国における大蔵省と中央銀行との関係 カッコクニオケルオオクラショウ… 5-4-後
Ef1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 中央銀行制度の諸問題 チュウオウギンコウセイドノショモンダイ 5-4-後
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Ef1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 各国中央銀行の政策決定機構（2冊） カッコクチュウオウギンコウノセイサクケッテイキコウ 5-4-後
Ef1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 各国の中央銀行制度（2冊） カクコクノチュウオウギンコウセイド 5-4-後
Ef1-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 中央銀行の発券機能（2冊） チュウオウギンコウノハッケンキノウ 5-4-後
Ef1-TK 田中　金司 タナカ　キンジ 中央銀行・日本銀行論 チュウオウギンコウニホンギンコウロン （3F）
Ef2-N 日本銀行史料調査室 ニホンギンコウシリョウチョウサシツ 日本銀行80年史 ニホンギンコウ80ネンシ （3F）
Ef2-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 日本銀行の沿革と現状概説（増補改訂版） ニホンギンコウノエンカクトゲンジョウガイセツ 5-4-後
Ef2-YT 吉野　俊彦 ヨシノ　トシヒコ 日本銀行 ニホンギンコウ 5-4-後
Ef2-YT 吉野　俊彦 ヨシノ　トシヒコ 日本銀行史（1） ニホンギンコウシ 5-4-後
Ef2-YT 吉野　俊彦 ヨシノ　トシヒコ 日本銀行史（2） ニホンギンコウシ 5-4-後
Ef2-YT 吉野　俊彦 ヨシノ　トシヒコ 歴代日本銀行総裁論 レキダイニホンギンコウソウサイロン （3F）
Ef2-YT 吉野　俊彦 ヨシノ　トシヒコ 歴代日本銀行総裁論 レキダイニホンギンコウソウサイロン 5-4-後
Ef3-AS 新井　真次 アライ　シンジ 中央銀行の独立性と為替支配権の所在論策編 チュウオウギンコウノドクリツセイ… 5-4-後

Ef3-C 中央銀行制度特別委員会
チュウオウギンコウセイドトクベツイ
インカイ

中央銀行制度（金融制度調査会資料） チュウオウギンコウセイド （3F）

Ef3-C 中央銀行制度特別委員会
チュウオウギンコウセイドトクベツイ
インカイ

中央銀行制度（金融制度調査会資料）（2冊） チュウオウギンコウセイド 5-4-後

Ef3-C 中央銀行制度特別委員会
チュウオウギンコウセイドトクベツイ
インカイ

中央銀行制度の基本問題に関する意見 チュウオウギンコウセイドノキホンモンダイ… 5-4-後

Ef3-C
中央銀行制度特別委員会実態調査
小委員会

チュウオウギンコウセイドトクベツイ
インカイジッタイチョウサショウイイン

日本銀行を中心とする戦後金融の実態調査 ニホンギンコウオチュウシントスルセンゴキンユウ… 5-4-後

Ef3-N 日本銀行 ニホンギンコウ 日本銀行法日本銀行法施行令日本銀行定款（2冊） ニホンギンコウホウ… 5-4-後
Ef3-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 日本銀行－その機能と組織－（2冊） ニホンギンコウ 5-4-後
Ef3-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 日本銀行制度改善論小史日本銀行改組の事情 ニホンギンコウセイドカイゼンロンショウシ 5-4-後
Ef3-YT 吉野　俊彦 ヨシノ　トシヒコ 日本銀行制度改革史 ニホンギンコウセイドカイカクシ （3F）
Ef4-い2-S 西独銀行協会 ニシドクギンコウキョウカイ 金融政策の効果と限界―第10回国際銀行学校講義― キンユウセイサクノコウカトゲンカイ 5-4-後

Ef4-に11-SP Sutaiberugu，Pauru スタイベルグ　パウル
幣制改革以降（自一八九七年至一九一〇年）ノ露西亜
中央銀行

ヘイセイカイカクイコウ1897ネン1910ネンノロシアチュ
ウオウギンコウ

5-4-後

Ef4-に1-AA Andreades，A． アンドレァーデス　エー 英蘭銀行史論 エイランギンコウシロン （3F）
Ef4-に1-CJ Clapham，John クラパム　ジョン イングランド銀行（1）（2） イングランドギンコウ 5-4-後
Ef4-に1-IT 井上　辰九郎 イノウエ　タツクロウ 英国の金融組織と英蘭銀行の機能 エイコクノキンユウソシキトエイランギンコウノキノウ 5-4-後
Ef4-に1-IT 井上　辰九郎 イノウエ　タツクロウ 英蘭銀行と金融市場 エイランギンコウトキンユウシジョウ 5-4-後
Ef4-に2-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク ライヒスバンク営業報告概要 ライヒスバンクエイギョウホウコクガイヨウ 5-4-後
Ef4-は3-ST 尚　徳純 ショウ　トクジュン 満洲中央銀行（2冊） マンシュウチュウオウギンコウ 5-4-後
Ef4-は5-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク フィリピン中央銀行法 フィリピンチュウオウギンコウホウ 5-4-後

Ef4-へ1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク
米国連邦準備制度と行政府の関係－パットマン委員会
に対する米国連邦準備制度理事会会長および財務長
官の報告－

ベイコクレンポウジュンビセイド… 5-4-後

Ef4-へ1-R 連邦準備制度理事会 レンポウジュンビセイドリジカイ 連邦準備制度－その目的と機能－ レンポウジュンビセイド 5-4-後

Ef4-へ2-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ カナダに於ける中央銀行創設問題（2冊）
カナダニオケルチュウオウギンコウソウセツソウセツモ
ンダイ

5-4-後

Ef4-ほ4-C 朝鮮銀行調査局 チョウセンギンコウチョウサキョク 埃及國立銀行及埃及農業銀行 エジプトコクリツギンコウオヨビエジプトノウギョウギン 5-4-後
Eg1-A アメリカ通貨信用委員会 アメリカツウカシンヨウイインカイ 通貨と信用－その雇用、物価および成長に及ぼす影響 ツウカトシンヨウ 5-4-後
Eg1-AK 荒木　光太郎 アラキ　コウタロウ 貨幣概論 カヘイガイロン 5-5-前
Eg1-FI フイッシャー，アーヴィング フイッシャー　アーヴィング 貨幣錯覚 カヘイサッカク 5-5-前
Eg1-HA 橋爪　明男 ハシヅメ　アキオ 貨幣理論 カヘイリロン 5-5-前
Eg1-HK 堀江　帰一 ホリエ　キイチ 貨幣論（改訂） カヘイロン 5-5-前

Eg1-K 国際貨幣問題研究グループ
コクサイカヘイモンダイケンキュウグ
ループ

貨幣及び金融政策の将来 カヘイオヨビキンユウセイサクノショウライ 5-5-前

Eg1-MB 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 貨幣に関する 近の諸学説 カヘイニカンスルサイキンノショガクセツ 5-5-前
Eg1-MT 牧野　輝智 マキノ　テルトモ 貨幣学の実証的研究 カヘイガクノジッショウテキケンキュウ 5-5-前
Eg1-SH Schacht，Hjalmar シャハト　ヒャルマール マルクの安定 マルクノアンテイ 5-5-前
Eg1-SH 新庄　博 シンジョウ　ヒロシ 土地貨幣の研究 トチカヘイノケンキュウ 5-5-前
Eg1-ST 佐原　貴臣 サハラ　タカオミ 貨幣の総合理論 カヘイノソウゴウリロン 5-5-前
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Eg1-T 通貨制度研究会 ツウカセイドケンキュウカイ 通貨制度研究会報告（1） ツウカセイドケンキュウカイホウコク 5-5-前
Eg1-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 金本位制の研究 キンホンイセイノケンキュウ 5-5-前
Eg1-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 金本位制の研究 キンホンイセイノケンキュウ （3F）
Eg1-YK 山崎　覚次郎 ヤマザキ　カクジロウ 貨幣問題雑観 カヘイモンダイザッカン 5-5-前
Eg1-YK 山崎　覚次郎 ヤマザキ　カクジロウ 貨幣瑣話 カヘイサワ 5-5-前
Eg2-AK 阿部　謙二 アベ　ケンジ 幕末秋田藩発鋳の諸貨幣とその研究 バクマツアキタハンハッチュウノショカヘイ… 5-5-前
Eg2-AK 阿部　謙二 アベ　ケンジ 日本通貨経済史の研究 ニホンツウカケイザイシノケンキュウ 5-5-前
Eg2-AK 阿部　謙二 アベ　ケンジ 和同開珎銭覆考 ワドウカイチンセンプクコウ 5-5-前
Eg2-IS 岩井　茂 イワイ　シゲル 日附貨幣の批判的研究 ヒヅケカヘイノヒハンテキケンキュウ 5-5-前
Eg2-IS 岩井　茂 イワイ　シゲル 日附貨幣の理論的根拠（2） ヒヅケカヘイノリロンテキコンキョ 5-5-前
Eg2-K 国際連盟金委員会 コクサイレンメイキンイインカイ 国際連盟金委員会 終報告書 コクサイレンメイキンイインカイサイ… 5-5-前
Eg2-KK 木村　禧八郎 キムラ　キハチロウ 金本位制の没落？ キンホンイセイノボツラク 5-5-前
Eg2-KM 近藤　守重 コンドウ　モリシゲ 銭録 センロク 5-5-前
Eg2-MM 〔松方　正義〕 マツカタ　マサヨシ 明治三十年幣制改革始末概要（全） メイジ30ネンヘイセイカイカクシマツガイヨウ 5-5-前
Eg2-MT 三井　高維 ミツイ　タカスミ 江戸時代の貨幣相場研究 エドジダイノカヘイソウバケンキュウ 5-5-前
Eg2-O 大蔵省 オオクラショウ 貨幣法規 カヘイホウキ 5-5-前
Eg2-O 大蔵省 オオクラショウ 貨政考要（上）（政貨事歴） カセイコウヨウ 5-5-前
Eg2-O 大蔵省 オオクラショウ 明治三十年幣制改革始末概要 メイジ30ネンヘイセイカイカクシマツガイヨウ 5-5-前
Eg2-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 将来ノ貨幣制度ニ関スル考察 ショウライノカヘイセイドニカンスルコウサツ 5-5-前
Eg2-OH 大内　兵衛 オオウチ　ヒョウエ 反樞軸國の貨幣制度案の意義と我國の地位 ハンスウジクコクノカヘイセイドアン… 5-5-前
Eg2-SK 斎藤　坦蔵 サイトウ　タンゾウ 徳川氏貨幣志 トクガワシカヘイシ 5-5-前
Eg2-SK 坂本　一夫 サカモト　カズオ 欧洲戦後に於ける貨幣制度の改革 オウシュウセンゴニオケルカヘイセイド… 5-5-前
Eg2-SS 章　宗元 ショウ　ソウゲン 支那幣制沿革 シナヘイセイエンカク 5-5-前

Eg2-T 東京商工会議所　調査部
トウキョウショウコウカイギショチョウ
サブ

明日の貨幣－各国貨幣制度改革案－ アスノカヘイ 5-5-前

Eg2-TS 瀧本　誠一 タキモト　セイイチ 日本貨幣史 ニホンカヘイシ （3F）
Eg2-TT 塚本　豊次郎 ツカモト　トヨジロウ 日本貨幣史別編金座考 ニホンカヘイシ 5-5-前

Eg2-に2-O 大蔵省臨時調査局金融部
オオクラショウリンジチョウサキョク
キンユウブ

戦後ニ於ケル獨逸ノ財政経済制度ニ関スル研究（1）貨
幣制度

センゴニオケルドイツノザイセイケイザイセイド… 5-5-前

Eg2-は12-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 印度貨幣制度 インドカヘイセイド 5-5-前
Eg2-は12-T 台湾総督官房調査課 タイワンソウトクカンボウチョウサカ 印度の幣制改革問題附印度の棉花及カラチ事情 インドノヘイセイカイカクモンダイ 5-5-前
Eg2-は3-BG ヴヰッサリング，ジー ヴヰッサリング　ジー 支那幣制改革論 シナヘイセイカイカクロン 5-5-前
Eg2-は3-C 朝鮮銀行調査局 チョウセンギンコウチョウサキョク 奉天支那銀行兌換問題沿革 ホウテンシナギンコウダカンモンダイエンカク 5-5-前
Eg2-は3-IS 井村　薫雄 イムラ　シゲオ 世界の銀と支那の通貨 セカイノギントシナノツウカ 5-5-前
Eg2-は3-K 金融問題研究会 キンユウモンダイケンキュウカイ 銀問題 ギンモンダイ 5-5-前
Eg2-は3-TK 土屋　計左右 ツチヤ　ケイゾウ 中支新幣制の提案 チュウシシンヘイセイノテイアン 5-5-前
Eg2-は3-TT 高垣　寅次郎 タカガキ　トラジロウ 中華民国貨幣制度及銀問題文献集録 チュウカミンコクカヘイセイド… 5-5-前
Eg2-は3-Y 横浜正金銀行 ヨコハマショウキンギンコウ 支那幣制改革問題一斑 シナヘイセイカイカクモンダイイッパン 5-5-前

Eg2-は6-Y 横浜正金銀行頭取席調査課
ヨコハマショウキンギンコウトウドリ
セキチョウサカ

仏領印度支那貨幣史 フツリョウインドシナカヘイシ 5-5-後

Eg2-へ5-Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 伯国幣制と貨幣史の梗概 ハクコクヘイセイトカヘイシノコウガイ 5-5-後
Eg3-CG Cassel，Gustav カッセル　グスタフ 金本位制度の没落 キンホンイセイドノボツラク 5-5-後
Eg3-CG 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 貨幣価値安定問題 カヘイカチアンテイモンダイ 5-5-後
Eg3-D 太政官 ダジョウカン 金銀貨幣品位 キンギンカヘイヒンイ 5-5-後
Eg3-FE 深井　英五 フカイ　エイゴ 通貨調節論 ツウカチョウセツロン （3F）
Eg3-FE 深井　英五 フカイ　エイゴ 通貨問題としての金解禁 ツウカモンダイトシテノキンカイキン （3F）
Eg3-FE 深井　英五 フカイ　エイゴ 金本位制離脱後の通貨政策 キンホンイセイリダツゴノツウカセイサク （3F）
Eg3-FE 深井　英五 フカイ　エイゴ 金解禁に伴ふ通貨政策　全 キンカイキンニトモナウツウカセイサク 5-5-後
Eg3-FE 深井　英五 フカイ　エイゴ 金の価値と通過の価値（2冊） キンノカチトツウカノカチ 5-5-後
Eg3-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク フラン切下及関係各国の措置（3） フランキリサゲオヨビカンケイ… 5-5-後
Eg3-G 銀行問題研究会 ギンコウモンダイケンキュウカイ 金輸出禁止史―金解禁問題の理論と実際― キンユシュツキンシシ 5-5-後
Eg3-GS 郷　誠之助 ゴウ　セイノスケ 金解禁に就て キンカイキンニツイテ 5-5-後
Eg3-H 法政大学経済学部会 ホウセイダイガクケイザイガクブカイ 金解禁問題を中心として キンカイキンモンダイオチュウシントシテ 5-5-後
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Eg3-HK 早坂　喜一郎 ハヤサカ　キイチロウ 銀價と銀為替 ギンカトギンカワセ 5-5-後
Eg3-HR Hawtray，R．G． ホートレー　アール　ジー 金本位制度の理論と実際 キンホンイセイドノリロントジッサイ 5-5-後
Eg3-IY 石丸　義富 イシマル　ヨシトミ 円切上げと日本経済（2冊） エンキリアゲトニホンケイザイ 5-5-後
Eg3-J 條約局第三部 ジョウヤクキョクダイ3ブ 通貨僞造防止ニ關スル混成委員會ノ報告及條約案 ツウカギゾウボウシニカンスル… 5-5-後
Eg3-K 貨幣制度調査会 カヘイセイドチョウサカイ 貨幣制度調査会報告附録（2冊） カヘイセイドチョウサカイホウコクフロク 5-5-後
Eg3-K 貨幣制度調査会 カヘイセイドチョウサカイ 貨幣制度調査会報告（2冊） カヘイセイドチョウサカイホウコク 5-5-後
Eg3-K 貨幣制度調査会 カヘイセイドチョウサカイ 幣制改革問題 ヘイセイカイカクモンダイ 5-5-後
Eg3-K 国際連盟事務局東京支局 コクサイレンメイジムキョクトウキョウ 国際連盟金委員会 終報告書 コクサイレンメイキンイインカイ… 5-5-後
Eg3-K 金貨本位制実施満二十年記念 キンカホンイセイジッシマン20ネンキネン 5-5-後
Eg3-KE ケムラー，E．W． ケムラー　エドウィン　ワルター 物価決定の法則 ブッカケッテイノホウソク 5-5-後
Eg3-KS 小泉　三申（策太郎） コイズミ　サンシン 三申先生経済変革論－貨幣制度変革論－ サンシンセンセイケイザイヘンカクロン 5-5-後
Eg3-MF Mlynarski，Feliks メリナルスキィ　フェリクス 金本位制の職能 キンホンイセイノショクノウ 5-5-後
Eg3-MG 増田　義一 マスダ　ギイチ 金貨本位の日本　（全）　（2冊） キンカホンイノニホン 5-5-後
Eg3-MK 松方　幸次郎 マツカタ　コウジロウ 英国金輸出解禁に対する評論を論じて我経済政策に エイコクキンユシュツカイキンニタイスルヒョウロン 5-5-後
Eg3-MK 宮田　喜代蔵 ミヤタ　キヨゾウ 平価切下論 ヘイカキリサゲロン 5-5-後
Eg3-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 景気転換策としての金輸出再禁止－新平價とは何 ケイキテンカンサクトシテノキンユシュツサイキンシ 5-5-後
Eg3-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 金解禁善後処置とは何か（2冊） キンカイキンゼンゴショチトワナニカ 5-5-後

Eg3-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク
銀に関する一般的調査と 近の銀問題－昭和八年七
月調査局調査－

ギンコウニカンスルイッパンテキチョウサ… 5-5-後

Eg3-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 金輸出再禁止後の我国金融事情 キンユシュツサイキンシゴノワガクニキンユウジジョウ 5-5-後
Eg3-N 日本経済調査協議会 ニホンケイザイチョウサキョウギカイ 円の国際的地位 エンノコクサイテキチイ 5-5-後

Eg3-N 日本工業倶楽部 ニホンコウギョウクラブ
金輸出解禁問題に関する日本工業倶楽部会員の意見
（2冊）

キンユシュツカイキンモンダイニカンスルニホンコウ
ギョウクラブ…

5-5-後

Eg3-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 幣制改革参考書 ヘイセイカイカクサンコウショ 5-5-後
Eg3-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 金ニ関スル研究 キンニカンスルケンキュウ 5-5-後
Eg3-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 諸外国に於ける金本位問題 ショガイコクニオケルキンホンイモンダイ 5-5-後
Eg3-O 大蔵省理財局国庫課 オオクラショウリザイキョクコッコカ 銀相場ノ将来（2冊） ギンソウバノショウライ 5-5-後
Eg3-OK 大多和　耕造 オオタワ　コウゾウ 銀価及銀市場竝ニ銀為替統轄制度ニ就テ ギンカオヨビギンシジョウ… 5-5-後
Eg3-OS 岡田　俊平 オカダ　シュンペイ 幕末維新の貨幣政策（2冊） バクマツイシンノカヘイセイサク 5-5-後
Eg3-S 紙幣整理始末（完） シヘイセイリシマツ 5-5-後
Eg3-S 吹塵録（18）－貨幣之部（10）－ スイジンロク 5-5-後
Eg3-SS 鈴木　嶋吉 スズキ　シマキチ 圓貨の價値に就いて エンカノカチニツイテ 5-5-後
Eg3-T 東京朝日新聞欧米部 トウキョウアサヒシンブンオウベイブ 金本位没落の渦紋 キンホンイボツラクノカモン 5-5-後
Eg3-T 東京商業会議所 トウキョウショウギョウカイギショ 金輸出解禁問題に関する参考資料（2冊） キンユシュツカイキンモンダイニカンスルサンコウショ 5-5-後
Eg3-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 金本位離脱期の我が通貨 キンホンイリダツキノワガツウカ （3F）
Eg3-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 金本位離脱期の我が通貨 キンホンイリダツキノワガツウカ 5-5-後
Eg3-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 金解禁出直すべし キンカイキンデナオスベシ… （3F）
Eg3-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 金輸出再禁止論―不景気打開の基本政策― キンユシュツサイキンシロン （3F）
Eg3-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 金輸出再禁止と新平価論 キンユシュツサイキンシ… （3F）
Eg3-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 金輸出再禁止是非の二人論争 キンユシュツサイキンシゼヒノフタリロンソウ （3F）
Eg3-TK 土屋　計左右 ツチヤ　ケイゾウ 東亞經濟プロックの通貨及び金融制度（3冊） トウアケイザイブロックノツウカ… 5-5-後
Eg3-TT 高垣　寅次郎 タカガキ　トラジロウ 銀－本位通貨史における役割－（2冊） ギン 5-5-後
Eg3-TT 高垣　寅次郎 タカガキ　トラジロウ 金本位制度の研究（全） キンホンイセイドノケンキュウ 5-5-後
Eg3-WN 和田　信純 ワダ　ノブスミ 金輸出再禁止及び平価切下論に就て キンユシュツサイキンシオヨビヘイカ… 5-5-後
Eg3-Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 印度の金流出に就て インドノキンリュウシュツニツイテ 5-5-後
Eg3-YS 山口　茂 ヤマグチ　シゲル 銀行券発行制度の問題点と管理通貨制の理論 ギンコウケンハッコウセイド… 5-5-後
Eg3-YT 吉野　俊彦 ヨシノ　トシヒコ 円の歴史 エンノレキシ 5-5-後
Eg3-に2-HG 陸軍経理学校研究部 リクグンケイリガッコウケンキュウブ 占領地域に於ける通貨工作 センリョウチイキニオケルツウカコウサク 5-5-後
Eg3-に2-Y 横浜正金銀行調査部 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 独逸併合地及占領地の通貨工作 ドイツヘイゴウチオヨビセンリョウチ… 5-5-後
Eg3-に4-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク フラン切下及関係各国の措置（1）（2） フランキリサゲオヨビカンケイカッコクノソチ 5-5-後

Eg3-に4-N 日本経済調査協議会 ニホンケイザイチョウサキョウギカイ
金、フランス、フランス人―フランスの金に対する考えの
変遷と第２次大戦後の金・外貨準備の動向―

キンフランスフランスジン 5-5-後

Eg3-は12-Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 印度と金銀 インドトキンギン 5-5-後
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Eg3-は12-Y 横浜正金銀行調査部 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 印度幣制概説 インドヘイセイガイセツ 5-5-後
Eg3-は3-C 朝鮮銀行調査課 チョウセンギンコウチョウサカ 法幣を繞る支那經濟の動向 ホウヘイオメグルシナケイザイノドウコウ 5-5-後
Eg3-は3-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 満州ニ於ケル通貨事情 マンシュウニオケルツウカジジョウ 5-5-後
Eg3-は3-IS 井村　薫雄 イムラ　シゲオ 支那の銀国有と法定紙幣 シナノギンコクユウトホウテイシヘイ 5-5-後

Eg3-は3-K （財）金融研究会
ザイダンホウジンキンユウケンキュ
ウカイ

満洲國幣制と金融 マンシュウコクヘイセイトキンユウ 5-5-後

Eg3-は3-KT 川島　富丸 カワシマ　トミマル 満洲国通貨問題の研究竝に資料 マンシュウコクツウカモンダイ… 5-5-後

Eg3-は3-M 南満洲鐡道（株）経済調査会
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャケイザイチョウサカイ

満洲國通貨金融制度統一略史 マンシュウコクツウカキンユウセイド 5-5-後

Eg3-は3-MG 森田　元治郎 モリタ　ゲンジロウ 満洲に於ける通貨及金融 マンシュウニオケルツウカオヨビキンユウ 5-5-後
Eg3-は3-T 東洋協会調査部 トウヨウキョウカイチョウサブ 満洲国通貨の現勢 マンシュウコクツウカノゲンセイ 5-5-後
Eg3-は3-T 東亞産業協會 トウアサンギョウキョウカイ 近支那銀問題の檢討 サイキンシナギンモンダイノケントウ 5-5-後
Eg3-は3-Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 〔横浜正金銀行〕行報 ヨコハマショウキンギンコウコウホウ 5-5-後
Eg3-は3-YM 安盛　松之助 ヤスモリ　マツノスケ 恐慌の発展過程に於ける支那幣制改革の研究 キョウコウノハッテンカテイニオケルシナヘイセイ… 5-6-前
Eg3-は3-YS 吉田　政治 ヨシダ　マサジ 近の支那通貨事情－蔣政権の通貨政策と国際関係 サイキンノシナツウカジジョウ 5-6-前
Eg3-は7-Y 横浜正金銀行調査部 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 泰国の通貨・金融史概説 タイコクノツウカキンユウシガイセツ 5-6-前
Eg4-IT 今村　忠男 イマムラ　タダオ 軍票論 グンピョウロン 5-6-前
Eg6-Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 為替安定の研究（2）購買力平価説 カワセアンテイノケンキュウ 5-6-前
Eh4-I 犬田　章 イヌタ　アキラ 国際通貨制度改革の進展 コクサイツウカセイドカイカクノシンテン 5-6-前
Eh1-AH 赤松　祐之 アカマツ　ヒロユキ 通貨経済会議の顚末 ツウカケイザイカイギノテンマツ 5-6-前
Eh1-EP アインチヒ，ポール アインチヒ　ポール 国際金融争覇戦 コクサイキンユウソウハセン 5-6-前
Eh1-EP アインチヒ，ポール アインチヒ　ポール 世界金融外交戦 セカイキンユウガイコウセン 5-6-前
Eh1-HS 堀江　薫雄 ホリエ　シゲオ 国際金融 コクサイキンユウ 5-6-前
Eh1-IJ 井上　準之助 イノウエ　ジュンノスケ 戦時及戦後に於ける我国の対外金融（2冊） センジオヨビセンゴニオケルワガクニノタイガイキンユ 5-6-前
Eh1-IJ 井上　準之助 イノウエ　ジュンノスケ 我国際金融の現状及び改善策 ワガコクサイキンユウノゲンジョウオヨビカイゼンサク 5-6-前
Eh1-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 国際決済銀行第九年次報告－世界金融情勢（2）－ コクサイケッサイギンコウダイ9ネンジホウコク 5-6-前
Eh1-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 近の世界金融情勢－国際決済銀行第八回年次報告 サイキンノセカイキンユウジョウセイ 5-6-前

Eh1-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ
世界金融情勢（3）－国際決済銀行第拾回年次報告－
（2冊）

セカイキンユウジョウセイ 5-6-前

Eh1-K 国際決済銀行 コクサイケッサイギンコウ 近の世界金融情勢－国際決済銀行第八回年次報告 サイキンノセカイキンユウジョウセイ 5-6-前
Eh1-K 国際連盟金委員会 コクサイレンメイキンイインカイ 英米独仏における金移動問題（2冊） エイベイドクフツニオケルキンイドウモンダイ 5-6-前

Eh1-K
国際金貨決済資金設置問題－第2編講和会議ト財政経
済問題第四章－

コクサイキンカケッサイシキンセッチモンダイ 5-6-前

Eh1-KH 金森　久雄 カナモリ　ヒサオ 国際金融論 コクサイキンユウロン 5-6-前
Eh1-MK 森　賢吾 モリ　ケンゴ 国際金融 コクサイキンユウ 5-6-前

Eh1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 国際決済銀行第七回営業報告書概要
コクサイケッサイギンコウダイ7カイエイギョウホウコク
ショ…

5-6-前

Eh1-OK 大島　堅造 オオシマ　ケンゾウ 国際金融の主要問題 コクサイキンユウノシュヨウモンダイ 5-6-前

Eh1-S 産業計画会議円問題研究委員会
サンギョウケイカクカイギエンモンダ
イケンキュウイインカイ

国際金融の動向と展望 コクサイキンユウノドウコウトテンボウ 5-6-前

Eh1-Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 為替安定の研究（1）国際貸借決済に関する創設案 カワセアンテイノケンキュウ 5-6-前
Eh2-CH Callis，Helmut G． キャリス　ヘルムート　ジー 東南亜細亜における外国投資 トウナンアジアニオケルガイコクトウシ 5-6-前

Eh2-K
経済審議会国際資本移動研究委員
会

ケイザイシンギカイコクサイシホンイ
ドウケンキュウイインカイ

国際資本移動研究委員会報告書－資本自由化と海外
企業進出－

コクサイシホンイドウケンキュウイインカイ… 5-6-前

Eh2-K 東京銀行調査部 トウキョウギンコウチョウサブ 国際決済銀行第15回年次報告（1944～45）（2冊） コクサイケッサイギンコウダイ15カイネンジホウコク 5-6-前
Eh2-N 日本経済調査協議会 ニホンケイザイチョウサキョウギカイ 日本を中心とした戦後の国際長期資本移動 ニホンオチュウシントシタセンゴ… 5-6-前
Eh2-S 政治経済研究所 セイジケイザイケンキュウショ 日本における外国資本 ニホンニオケルガイコクシホン （3F）
Eh2-S 政治経済研究所 セイジケイザイケンキュウショ 日本における外国資本 ニホンニオケルガイコクシホン 5-6-前
Eh2-S 世界経済調査会 セカイケイザイチョウサカイ 国際投資の安全性に関するアプスの提案とその前後 コクサイトウシノアンゼンセイ… 5-6-前
Eh2-S 総合政策研究会 ソウゴウセイサクケンキュウカイ 資本自由化・本質と対策 シホンジユウカホンシツトタイサク 5-6-前
Eh2-S （社）世界経済研究協会 シャダンホウジンセカイケイザイケンキわが国の対外投資の現状と問題点 ワガクニノタイガイトウシ… 5-6-前
Eh2-SK 杉村　広蔵 スギムラ　コウゾウ 昭和十一年末現在列国対支投資概要 ショウワ11ネンマツゲンザイレッコクタイシトウシガイヨ 5-6-前
Eh2-SS 傍島　省三 ソバジマ　ショウゾウ 国際投資の諸問題 コクサイトウシノショモンダイ 5-6-前
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Eh2-T 東亜研究所 トウアケンキュウショ 日本の対支投資－第1調査委員会報告書－ ニホンノタイシトウシ （3F）
Eh2-T 東亜研究所 トウアケンキュウショ 日本の対支投資－第1調査委員会報告書－ ニホンノタイシトウシ 5-6-前
Eh2-に11-G 外務省情報部 ガイムショウジョウホウブ 露西亜ニ於ケル外国資本 ロシアニオケルガイコクシホン 5-6-前
Eh2-は3-T 東亞研究所 トウアケンキュウショ 列國對支投資と支那國際収支 レッコクタイシトウシトシナコクサイシュウシ 5-6-前
Eh3-K 国際連盟事務局 コクサイレンメイジムキョク 近各国の国際収支 サイキンカッコクノコクサイシュウシ 5-6-前
Eh3-MK 神谷　克巳 ミタニ　カツミ 国際収支と日本の成長 コクサイシュウシトニホンノセイチョウ 5-6-前
Eh3-MT 牧野　輝智 マキノ　テルトモ 国際貸借 コクサイタイシャク 5-6-前
Eh3-TJ 津島　寿一 ツシマ　ジュイチ 我国の国際貸借及び対外金融 ワガクニノコクサイタイシャクオヨタイガイキンユウ 5-6-前
Eh3-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本の国際収支対策 ニホンノコクサイシュウシタイサク （3F）
Eh4-AK 赤松　要 アカマツ　カナメ 金廃貨と国際経済 キンハイカトコクサイケイザイ 5-6-前
Eh4-GR ガードナー，R．N． ガードナー　アール　エヌ 国際通貨体制成立史（上）（下） コクサイツウカタイセイセイリツシ 5-6-前
Eh4-K 国際管理通貨論付録参考資料 コクサイカンリツウカロン 5-6-前
Eh4-KY 柏木　雄介 カシワギ　ユウスケ 激動期の通貨外交 ゲキドウキノツウカガイコウ 5-6-前
Eh4-OE 尾崎　英二 オザキ　エイジ 国際管理通貨論 コクサイカンリツウカロン 5-6-前
Eh4-T 通貨制度研究会 ツウカセイドケンキュウカイ 将来の通貨制度（2冊） ショウライノツウカセイド 5-6-前

Eh4-TY 冨田　勇太郎 トミタ　ユウタロウ
フラン切下を中心とする国際通貨問題欧米の財政経済
事情（2冊）

フランキリサゲオチュウシントスルコクサイツウカモン
ダイ

5-6-後

Eh4-YS 山室　宗文 ヤマムロ　ソウブン 国際通貨制度に就て（全） コクサイツウカセイドニツイテ 5-6-後

Eh5-S 世界銀行・第二世銀東京事務所
セカイギンコウダイニセギントウキョ
ウジムショ

政策及び業務－世界銀行グループ－ セイサクオヨビギョウム 5-6-後

Eh5-S 世界銀行グループ セカイギンコウグループ 質問と解答 シツモントカイトウ 5-6-後
Eh5-TT 田中　鉄三郎 タナカ　テツサブロウ 国際決済銀行と世界恐慌（2冊） コクサイケッサイギンコウトセカイキョウコウ 5-6-後
Eh6-B 賠償問題研究会 バイショウモンダイケンキュウカイ 日本の賠償－その現状と問題点－ ニホンノバイショウ 5-6-後
Eh6-N 野村合名会社調査部 ノムラゴウメイカイシャチョウサブ ドーズ案を中心として ドーズアンオチュウシントシテ 5-6-後

Eh6-O 〔大蔵省理財局〕 オオクラショウリザイキョク
償金収支報告自明治二拾八年拾月拾日至明治三拾一
年六月三拾日

ショウキンシュウシホウコク 5-6-後

Eh6-OK 岡野　鑑記 オカノ　カンキ 第一次大戦における戦債及賠償問題
ダイイチジタイセンニオケルセンサイオヨビバイショウ
モンダイ

5-6-後

Eh6-Z ゾエトベール ゾエトベール 償金五拾億法問題（全） ショウキン50オクフランモンダイ 5-6-後
Eh6-に2-T 東京商工會議所 トウキョウショウコウカイギショ 賠償及戦債支拂猶予問題と世論 バイショウオヨビセンサイシハライユウヨ… 5-6-後

Eh6-に2-Y 横浜正金銀行頭取席調査課
ヨコハマショウキンギンコウトウドリ
セキチョウサカ

「ドーズ」案から「ヤング」案まで（2冊） ドーズアンカラヤングアンマデ 5-6-後

Fa1-AT 安達　太郎 アダチ　タロウ 徳川時代経済秘録全集 トクガワジダイケイザイヒロクゼンシュウ （3F）
Fa1-DK 土橋　久七 ドバシ　キュウシチ 有価証券参考資料 ユウカショウケンサンコウシリョウ （3F）
Fa1-DK 土橋　久七 ドバシ　キュウシチ 有価証券参考資料 ユウカショウケンサンコウシリョウ 5-6-後
Fa1-IF 岩本　文太郎 イワモト　フミタロウ 三分半利附（二期払）債券 サンブハンリツキニキバライイケン （3F）
Fa1-K 大阪野村銀行調査部 オオサカノムラギンコウチョウサブ 公社債要覧　大正10年 コウシャサイヨウラン 5-6-後
Fa1-M 日興證券データ・センター ニッコウショウケンデータセンター 銘柄診断グラフ66年版 メイガラシンダングラフ 5-6-後
Fa1-N 野村総合研究所 ノムラソウゴウケンキュウショ 証券辞典（2冊） ショウケンジテン 5-6-後

Fa1-N 日本興業銀行調査部 ニホンコウギョウギンコウチョウサブ
昭和十六年下期公社債株式等資金移動予告（昭和十
六年六月三十日締切）

コウシャサイカブシキトウシキンイドウヨコク 5-6-後

Fa1-S （株式会社）證券交換所 カブシキカイシャショウケンコウカン 有價證券現物市場設置出願顚末 ユウカショウケンゲンブツシジョウ… （3F）

Fa1-S
証券制度研究会（日本証券経済研
究所内）

ショウケンセイドケンキュウカイ 証券関係主要雑誌記事索引 ショウケンカンケイシュヨウザッシキジサクイン 5-6-後

Fa1-Y 豊商事（株）企画調査部
ユタカショウジカブシキカイシャキカ
クチョウサブ

株式商品相場読本 カブシキショウヒンソウバドクホン 5-6-後

Fa1-Z ダイヤモンド社調査部 ダイヤモンドシャチョウサブ 全国株主要覧大正6年版 ゼンコクカブヌシヨウラン （3F）

Fa2-F 藤本ビルブローカー銀行調査部
フジモトビルブローカーギンコウチョ
ウサブ

米国会社法概論（上）、米国實業の精神、金融と投資 ベイコクカイシャホウガイロン… 5-6-後

Fa2-FK 福本　邦雄 フクモト　クニオ 明日の繁栄への窓を開く－大和證券－ アスノハンエイエノマドオヒラク 5-6-後
Fa2-FK 福本　邦雄 フクモト　クニオ 世界に立つマネービルの指揮者－日興證券－（2冊） セカイニタツマネービルノシキシャ 5-6-後
Fa2-HK 長谷川　光太郎 ハセガワ　コウタロウ 兜町盛衰記（1）～（3） カブトチョウセイスイキ （3F）
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Fa2-IH 石井　久（独眼流） イシイ　ヒサシ
カブト町わが闘争独眼流戦法の全て－株式相場の見
方、考え方、摑み方－

カブトチョウワガトウソウドクガンリュウセンポウノスベ
テ

5-6-後

Fa2-KS 神原　周平 カミハラ　シュウヘイ 「株式制度」改革座談会 カブシキセイドカイカクザダンカイ 5-6-後
Fa2-KS 柄澤　照覚 カラサワ　ショウカク 財産保護家憲組織大鑑（全） ザイサンホゴカケンソシキタイカン 5-6-後

Fa2-KY 河合　良成 カワイ　ヨシナリ
取引所と金融市場との関係－大正11年3月17日本会東
京支部第4回集会講演－

トリヒキショトキンユウシジョウトノカンケイ 5-6-後

Fa2-NA 中村　朝彦 ナカムラ　アサヒコ 現物市場問題 ゲンブツシジョウモンダイ （3F）
Fa2-NH 長崎　英造 ナガサキ　ヒデゾウ 事業資金問題資料 ジギョウシキンモンダイシリョウ 5-6-後
Fa2-NK 二村　喜十郎 ニムラ　キジュウロウ 相場の金言－相場師ノ虎ノ巻－ ソウバノキンゲン 5-6-後
Fa2-NR 南波　礼吉 ナンバ　レイキチ 株界生活六十年 カブカイセイカツ60ネン 5-6-後
Fa2-OI 岡本　鷸園 オカモト　イツエン 兜町繁昌記 カブトチョウハンジョウキ （3F）
Fa2-SK 島田　金次郎 シマダ　キンジロウ 兜町秘史 カブトチョウヒシ （3F）
Fa2-YS 吉田　政治 ヨシダ　セイジ 兜町の一隅から－金銀・銀行・証券－ カブトチョウノイチグウカラ 5-6-後
Fa3-J 東京証券取引所 トウキョウショウケントリヒキジョ 上場会社総覧昭和27年版 ジョウジョウガイシャソウラン 5-6-後
Fa3-K 島本　得一 シマモト　トクイチ 会社総覧大正7年度 カイシャソウラン （3F）
Fa3-K 證券引受会社協会 ショウケンヒキウケガイシャキョウカ 公社債年鑑　昭和15年版 コウシャサイネンカン （3F）

Fa3-K 證券引受会社統制会
ショウケンヒキウケガイシャトウセイ
カイ

公社債年鑑　昭和17年版 コウシャサイネンカン （3F）

Fa3-K 全国証券取引所 ゼンコクショウケントリヒキジョ 株式分布状況調査 カブシキブンプジョウキョウチョウサ 5-6-後
Fa3-K 東洋經濟新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ （東洋經濟）株界二十年 トウヨウケイザイカブカイ20ネン 5-6-後
Fa3-K 日本勧業銀行調査課 ニホンカンギョウギンコウチョウサカ 工業会社ニ関スル統計的資料 コウギョウガイシャニカンスルトウケイテキシリョウ 5-6-後
Fa3-K 日本勧業銀行調査課 ニホンカンギョウギンコウチョウサカ 工業会社ニ関スル諸統計 コウギョウガイシャニカンスルショトウケイ 5-6-後
Fa3-K 野村商店調査部 ノムラショウテンチョウサブ 株式年鑑　明治45年度、大正5～7年度 カブシキネンカン （3F）
Fa3-K 日本証券投資協会 ニホンショウケントウシキョウカイ 株式要覧非上場 カブシキヨウランヒジョウジョウ 5-6-後
Fa3-K 日本証券投資協会 ニホンショウケントウシキョウカイ 株式要覧昭和36年後期版 カブシキヨウラン 5-6-後
Fa3-K 山一證券株式会社 ヤマイチショウケンカブシキカイシャ 株式会社年鑑　昭和29～31年度 カブシキガイシャネンカン （3F）
Fa3-K 山一證券（株） ヤマイチショウケンカブシキガイシャ 株式社債年鑑昭和7、9、13年版 カブシキシャサイネンカン （3F）
Fa3-K 山一證券（株） ヤマイチショウケンカブシキガイシャ 株式社債年鑑昭和7年版 カブシキシャサイネンカン （3F）

Fa3-K 山一證券（株）調査部
ヤマイチショウケンカブシキカイシャ
チョウサブ

株式会社年鑑　昭和38年度 カブシキガイシャネンカン （3F）

Fa3-K 山一證券（株）調査部
ヤマイチショウケンカブシキカイシャ
チョウサブ

株式社債年鑑昭和11年版 カブシキシャサイネンカン （3F）

Fa3-K （株）大阪屋商店 カブシキカイシャオオサカヤショウテ 株式年鑑　大正15、昭和2、4、8、9年度 カブシキネンカン （3F）

Fa3-K 山一證券（株）調査部
ヤマイチショウケンカブシキガイシャ
チョウサブ

公債年鑑－国債・地方債・銀行債－昭和8年版 コウサイネンカン （3F）

Fa3-K 山一證券（株）調査部
ヤマイチショウケンカブシキガイシャ
チョウサブ

公債年鑑（国債・地方債・銀行債・社債）昭和9年版 コウサイネンカン （3F）

Fa3-K （社）證券引受会社協会
シャダンホウジンショウケンヒキウケ
カイシャキョウカイ

株式会社年鑑　昭和15～18年度 カブシキガイシャネンカン （3F）

Fa3-K 野村證券株式会社 ノムラショウケンカブシキガイシャ 公社債年鑑　昭和7、9～11、13年版 コウシャサイネンカン （3F）
Fa3-K 野村徳七商店 ノムラトクシチショウテン 公社債株式便覧　明治44年 コウシャサイカブシキビンラン （3F）
Fa3-M 大連商工会議所 ダイレンショウコウカイギショ 満州銀行会社年鑑昭和11年版第2回 マンシュウギンコウカイシャネンカン 5-6-後

Fa3-M 三井物産（株） ミツイブッサンカブシキカイシャ
〔三井物産（株）〕事業報告書　大正13年度下期、14年
度上・下期、昭和2年度下期

ミツイブッサンカブシキガイシャジギョウホウコクショ 5-6-後

Fa3-N 日興リサーチセンター ニッコウリサーチセンター 投資家のための業界分析－日興・事業要覧48年版－ トウシカノタメノギョウカイブンセキ 5-6-後

Fa3-N 日本興業銀行調査課 ニホンコウギョウギンコウチョウサカ
（昭和十六年中）公社債株式等資金移動予告－昭和16
年2月～12月－

コウシャサイカブシキトウシキンイドウヨコク 6-1-前

Fa3-N 日本興業銀行調査部 ニホンコウギョウギンコウチョウサブ 調査年報明治45年上半季 チョウサネンポウ 6-1-前

Fa3-R 野村證券株式会社調査部
ノムラショウケンカブシキガイシャ
チョウサブ

理研コンツェルン株式年鑑（昭和13年） リケンコンツェルンカブシキネンカン 6-1-前

Fa3-R 野村證券（株）調査部
ノムラショウケンカブシキガイシャ
チョウサブ

理研コンツェルン株式年鑑（昭和14年） リケンコンツェルンカブシキネンカン 6-1-前

Fa3-S 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 証券小六法昭和37年版 ショウケンショウロッポウ 6-1-前
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Fa3-S 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 証券小六法昭和35年版 ショウケンショウロッポウ 6-1-前
Fa3-S 証券投資信託協会 ショウケントウシシンタクキョウカイ 証券投資信託年報昭和33年度版 ショウケントウシシンタクネンポウ （3F）
Fa3-S 証券投資信託協会 ショウケントウシシンタクキョウカイ 証券投資信託年報昭和39年度版 ショウケントウシシンタクネンポウ （3F）
Fa3-S 証券投資信託協会 ショウケントウシシンタクキョウカイ 証券投資信託年報昭和42年版～44年版 ショウケントウシシンタクネンポウ （3F）
Fa3-S 証券投資信託協会 ショウケントウシシンタクキョウカイ 証券投資信託年報昭和46、47年版 ショウケントウシシンタクネンポウ （3F）
Fa3-S 証券投資信託協会 ショウケントウシシンタクキョウカイ 証券投資信託年報昭和48年版 ショウケントウシシンタクネンポウ （3F）
Fa3-S 証券投資信託協会 ショウケントウシシンタクキョウカイ 証券投資信託年報昭和49年版 ショウケントウシシンタクネンポウ （3F）
Fa3-S 証券投資信託協会 ショウケントウシシンタクキョウカイ 証券投資信託年報昭和50年版 ショウケントウシシンタクネンポウ （3F）
Fa3-S 東京証券取引所 トウキョウショウケントリヒキジョ 証券年鑑1968 ショウケンネンカン （3F）
Fa3-S 東京証券取引所 トウキョウショウケントリヒキジョ 証券年鑑1969 ショウケンネンカン （3F）
Fa3-S 東京証券取引所 トウキョウショウケントリヒキジョ 証券年鑑1970 ショウケンネンカン （3F）
Fa3-S 東京証券取引所 トウキョウショウケントリヒキジョ 証券年鑑1971 ショウケンネンカン （3F）
Fa3-S 日本興業銀行調査課 ニホンコウギョウギンコウチョウサカ 主要銀行会社事業成績（昭和12年上期～17年上期） シュヨウギンコウカイシャジギョウセイセキ 6-1-前

Fa3-S 日本証券業協会連合会
ニホンショウケンギョウキョウカイレ
ンゴウカイ

証券年報№6昭和32年 ショウケンネンポウ （3F）

Fa3-T 産業経済研究所 サンギョウケイザイケンキュウショ 投資信託年報№4、№7 トウシシンタクネンポウ 6-1-前

Fa3-T 東京証券取引所調査部
トウキョウショウケントリヒキジョチョ
ウサブ

東証要覧昭和47年 トウショウヨウラン 6-1-前

Fa3-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 事業会社経営効率の研究 ジギョウガイシャケイエイコウリツノケンキュウ 6-1-前
Fa3-T 東京証券取引所 トウキョウショウケントリヒキジョ 東証年鑑昭和32年版 トウショウネンカン 6-1-前

Fa3-Y 横浜正金銀行 ヨコハマショウキンギンコウ 第三回半季実際考課状并諸報告表
ダイ3カイハンキジッサイコウカジョウナラビショホウコ
クヒョウ

6-1-前

Fa3-YG 吉田　五郎 ヨシダ　ゴロウ 戦時体制下の重工業会社年鑑 センジタイセイカノジュウコウギョウカイシャネンカン 6-1-前
Fa5-N 農林省經濟更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 産業組合及産業組合聯合會有價證券取得額調 サンギョウクミアイオヨビサンギョウクミアイ… 6-1-前
Fa5-S 証券および取引所委員会 ショウケンオヨビトリヒキジョイインカ SEC証券市場特別調査報告書 SECショウケンシジョウトクベツチョウサホウコクショ （3F）
Fa5-S 証券および取引所委員会 ショウケンオヨビトリヒキジョイインカ SEC証券市場特別調査書（2）～（6） SECショウケンシジョウトクベツチョウサショ （3F）
Fa5-S 東京証券業協会 トウキョウショウケンギョウキョウカイ 証券を中心とした貯蓄の動向調査 ショウケンオチュウシントシタチョチクノドウコウチョウ 6-1-前

Fa5-T
証券投資信託協会証券投資セン
ター

ショウケントウシシンタクキョウカイ
ショウケントウシセンター

投資信託についての調査報告書1969、 1970 トウシシンタクニツイテノチョウサホウコクショ 6-1-前

Fa5-T 東京証券業協会 トウキョウショウケンギョウキョウカイ 証券外務員指針1954．9 ショウケンガイムインシシン 6-1-前
Fa6-N 野村證券調査部 ノムラショウケンチョウサブ 野村調査シリーズ（3）海外の大企業（その1） ノムラチョウサシリーズ 6-1-前
Fa6-N 野村證券調査部 ノムラショウケンチョウサブ 野村調査シリーズ（2）技術革新下の新商品 ノムラチョウサシリーズ 6-1-前
Fa6-N 野村證券調査部 ノムラショウケンチョウサブ 野村調査シリーズ（4）－ADRと外貨債－ ノムラチョウサシリーズ 6-1-前
Fa6-N 野村證券調査部 ノムラショウケンチョウサブ 野村調査シリーズ（12） ノムラチョウサシリーズ 6-1-前
Fa6-N 野村證券（株） ノムラショウケンカブシキガイシャ 野村調査シリーズ（6）（8）（9）（11）（13） ノムラチョウサシリーズ 6-1-前
Fa6-N 野村総合研究所 ノムラソウゴウケンキュウショ NRIシリーズ（2）アメリカの証券市場（その1） エヌアールアイシリーズ 6-1-前

Fa6-N 野村総合研究所証券調査部
ノムラソウゴウケンキュウショショウ
ケンチョウサブ

NRIシリーズ（1）証券市場をめぐる諸問題 エヌアールアイシリーズ 6-1-前

Fa6-S 木村　増三 キムラ　マスゾウ 証券経済講座（4）証券流通市場と株価形成 ショウケンケイザイコウザ 6-1-前
Fa6-S 証券経済学会 ショウケンケイザイガッカイ 証券経済学会年報創刊号 ショウケンケイザイガッカイネンポウ 6-1-前
Fa6-S 証券経済学会 ショウケンケイザイガッカイ 証券経済学会年報（4）（5） ショウケンケイザイガッカイネンポウ 6-1-前
Fa6-S 証券経済学会 ショウケンケイザイガッカイ 証券経済学会年報（7）（9）（11） ショウケンケイザイガッカイネンポウ 6-1-前
Fa6-S 証券経済学会 ショウケンケイザイガッカイ 証券経済学会年報（10） ショウケンケイザイガッカイネンポウ 6-1-前

Fa6-S 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

証券経済時報特別号（1）（43）（51） ショウケンケイザイジホウトクベツゴウ 6-1-前

Fa6-S 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

証券研究（1）（3）（7） ショウケンケンキュウ 6-1-前

Fa6-S 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

証券研究（2）（4）～（6）（48）～（50） ショウケンケンキュウ 6-1-前

Fa6-S 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

証券研究（11）（28） ショウケンケンキュウ 6-1-後

Fa6-S 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

証券研究（27）（29） ショウケンケンキュウ 6-1-後
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Fa6-S 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

証券研究（30） ショウケンケンキュウ 6-1-後

Fa6-S 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

証券研究（38）～（47） ショウケンケンキュウ 6-1-後

Fb2-OS 小野　清造 オノ　セイゾウ 日本証券史論（上） ニホンショウケンシロン （3F）
Fb2-OS 小野　清造 オノ　セイゾウ 日本証券史論（上） ニホンショウケンシロン 6-1-後
Fb2-SH 染谷　萍人 ソメヤ　ヒョウジン 証券戦後史－証券取引所再開十周年記念－（2冊） ショウケンセンゴシ 6-1-後
Fb2-ST 島本　得一 シマモト　トクイチ 蔵米切手の基礎的研究 クラマイキッテノキソテキケンキュウ 6-1-後

Fb2-T
東京証券業協会証券外史刊行委員
会

トウキョウショウケンギョウキョウカイ
ショウケンガイシカンコウイインカイ

証券外史 ショウケンガイシ 6-1-後

Fb3-K 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

各国の証券税制研究（1）（2） カッコクノショウケンゼイセイケンキュウ 6-1-後

Fb3-に7-G 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

外国証券関係法令集（スイス） ガイコクショウケンカンケイホウレイシュウ 6-1-後

Fb3-へ1-G 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

外国証券関係法令集（アメリカⅣ） ガイコクショウケンカンケイホウレイシュウ 6-1-後

Fb3-へ1-T 帝国生命保険（株）調査課
テイコクセイメイホケンカブシキガイ
シャチョウサカ

米国聯邦有価証券法 ベイコクレンポウユウカショウケンホウ 6-1-後

Fc1-AS 荒木　秀一 アラキ　シュウイチ 株式金融論 カブシキキンユウロン 6-1-後

Fc1-N 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

日本証券市場の諸問題 ニホンショウケンシジョウノショモンダイ 6-1-後

Fc1-N 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

「証券市場の資金循環分析」資料（1） ショウケンシジョウノシキンジュンカンブンセキシリョウ 6-1-後

Fc1-N 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

証券と金融をめぐる諸問題 ショウケントキンユウオメグルショモンダイ 6-1-後

Fc1-O 大阪証券経済研究所
オオサカショウケンケイザイケンキュ
ウショ

戦後証券経済論 センゴショウケンケイザイロン 6-1-後

Fc1-S 証券問題研究会 ショウケンモンダイケンキュウカイ 企業と証券市場をめぐる諸問題 キギョウトショウケンシジョウオメグルモンダ 6-1-後
Fc1-SK 志村　嘉一 シムラ　カイチ 日本資本市場分析 ニホンシホンシジョウブンセキ 6-1-後

Fc1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 新増税に於ける産業偏壓と其是正問題
シンゾウゼイニオケルサンギョウヘンアツトソノゼイセ
イモンダイ

（3F）

Fc1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 税制改革と産業経済の破壊 ゼイセイカイカクトサンギョウケイザイノハカイ （3F）
Fc1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 税制改革と産業経済の破壊 ゼイセイカイカクトサンギョウケイザイノハカイ 6-1-後
Fc1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 税制と産業壓迫 ゼイセイトサンギョウアッパク （3F）
Fc1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 税制と産業壓迫（2冊） ゼイセイトサンギョウアッパク 6-1-後
Fc1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本の資本市場 ニホンノシホンシジョウ （3F）
Fc1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本の投資信託 ニホンノトウシシンタク （3F）
Fc1-Y 山一証券調査部 ヤマイチショウケンチョウサブ 時局・株式・国民経済附戦時経済法規集 ジキョクカブシキコクミンケイザイ 6-1-後
Fc2-へ1-WM ウォーターマン，Ｍ．Ｈ． ウォーターマン　Ｍ　Ｈ アメリカの資本市場－その歴史と投資銀行業－ アメリカノシホンシジョウ 6-1-後
Fc2-H 鳩見屋商店調査部 ハトミヤショウテンチョウサブ 再禁止後株界の動き サイキンシゴカブカイノウゴキ 6-1-後
Fc2-NK 中島　久萬吉 ナカジマ　クマキチ フィナンシャーニ関スル第一回報告 フィナンシャーニカンスルダイ1カイホウコク… 6-1-後
Fc2-ST 島本　得一 シマモト　トクイチ 徳川時代の證券市場の研究 トクガワジダイノショウケンシジョウノケンキュウ （3F）
Fc2-T 東京証券業協会 トウキョウショウケンギョウキョウカイ 証券読本－改訂4、6版－ ショウケンドクホン （3F）

Fc2-Y 山一證券（株）調査部
ヤマイチショウケンカブシキガイシャ
チョウサブ

日本證券市場の現勢 ニホンショウケンシジョウノゲンセイ 6-1-後

Fc2-は15－N 日本証券経済倶楽部 ニホンショウケンケイザイクラブ 豪州・ニュージーランド証券調査団報告書
ゴウシュウニュージーランドショウケンチョウサダンホ
ウコクショ

6-1-後

Fc2-へ1-N 野村合名会社調査部 ノムラゴウメイガイシャチョウサブ 伝統より合理化へ（2冊） デントウヨリゴウリカエ 6-1-後

Fc2-へ5-N 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

資料からみたブラジルの経済と資本市場 シリョウカラミタブラジルノケイザイトシホンシジョウ 6-1-後

Fd1-FK 藤田　国之助 フジタ　クニノスケ 日本取引所解説 ニホントリヒキジョカイセツ 6-1-後
Fd1-KM 亀谷　正司 カメヤ　マサシ 過当投機取締と取引所制度の改善（2冊） カトウトウキトリシマリトトリヒキセイドノカイゼン 6-1-後
Fd1-M 紅葉屋商会調査部 モミジヤショウカイチョウサブ 有價證券市場之研究 ユウカショウケンシジョウノケンキュウ （3F）
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Fd1-MS 向井　鹿松 ムカイ　シカマツ 證券市場組織－企業金融の社会的組織－ ショウケンシジョウソシキ 6-1-後
Fd1-SZ 佐野　善作 サノ　ゼンサク 取引所投機取引論（上）（2冊） トリヒキショトウキトリヒキロン 6-1-後
Fd2-FM 福澤　桃介 フクザワ　モモスケ 欧米株式活歴史 オウベイカブシキカツレキシ 6-1-後
Fd2-N 名古屋株式取引所 ナゴヤカブシキトリヒキジョ 株式会社名古屋株式取引所史 カブシキガイシャナゴヤカブシキトリヒキジョシ 6-2-前
Fd2-NY 丹羽　豊 ニワ　ユタカ 兜町 カブトチョウ （3F）
Fd2-O 大阪株式取引所 オオサカカブシキトリヒキジョ 大株五十年史 ダイカブ50ネンシ 6-2-前
Fd2-O 大阪証券取引所 オオサカショウケントリヒキジョ 大阪証券取引所十年史 オオサカショウケントリヒキジョ10ネンシ 6-2-前
Fd2-O 大阪証券取引所 オオサカショウケントリヒキジョ 大阪証券取引所十年史（続） オオサカショウケントリヒジョ10ネンシゾク 6-2-前
Fd2-OT 小野　友次郎 オノ　トモジロウ ブ－ルス（全） ブールス 6-2-前
Fd2-ST 島本　得一 シマモト　トクイチ 本邦證券取引所の史的研究 ホンポウショウケントリヒキジョノシテキケンキュウ 6-2-前
Fd2-T 東京株式取引所 トウキョウカブシキトリヒキジョ 東京株式取引所50年史 トウキョウカブシキトリヒキジョ50ネンシ （3F）
Fd2-T 東京株式取引所 トウキョウカブシキトリヒキジョ 東京株式取引所史 トウキョウカブシキトリヒキジョシ （3F）
Fd2-T 東京株式取引所 トウキョウカブシキトリヒキジョ 東京株式取引所史（2） トウキョウカブシキトリヒキジョシ （3F）
Fd2-T 東京証券取引所 トウキョウショウケントリヒキジョ 東京証券取引所10年史（2冊） トウキョウショウケントリヒキジョ10ネンシ 6-2-前
Fd2-T 東京証券取引所 トウキョウショウケントリヒキジョ 東京証券取引所10年史－年表・諸表 トウキョウショウケントリヒキジョ10ネンシ 6-2-前
Fd2-T 東京証券取引所 トウキョウショウケントリヒキジョ 東京証券取引所20年史 トウキョウショウケントリヒキジョ20ネンシ 6-2-前
Fd2-T 東京証券取引所 トウキョウショウケントリヒキジョ 東京証券取引所20年史－規則統計－ トウキョウショウケントリヒキジョ20ネンシ 6-2-前

Fd2-T 東京証券取引所調査部
トウキョウショウケントリヒキジョチョ
ウサブ

東京証券取引所 トウキョウショウケントリヒキジョ 6-2-前

Fd2-TT 田中　太七郎 タナカ　タシチロウ 日本取引所論（全） ニホントリヒキショロン 6-2-前
Fd2-に2-MS 向井　鹿松 ムカイ　シカマツ 海外有価証券市場論（1） カイガイユウカショウケンシジョウロン 6-2-前
Fd2-へ1-LG レフラー，G．L． レフラー　ジョージ　エル 株式市場 カブシキシジョウ 6-2-前

Fd2-へ1-N （財）日本生産性本部
ザイダンホウジンニホンセイサンセ
イホンブ

アメリカの証券市場 アメリカノショウケンシジョウ 6-2-前

Fd2-へ1-T （株）東京株式取引所
カブシキガイシャトウキョウカブシキ
トリヒキジョ

紐育取引所法改正調査委員会報告－米国エール大学
教授エメリー氏ノ獨逸国株式取引所ノ取締上十年間ノ
経験ニ就テ－

ニューヨークトリヒキショホウカイセイチョウサイインカ
イホウコク

6-2-前

Fd2-へ1-Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 紐育株式取引所の組織及金融（2冊） ニューヨークカブシキトリヒキショ… 6-2-前

Fd3-N 日本経済政策研究所
ニホンケイザイセイサクケンキュウ
ショ

過當投機取締と取引所制度の改善－来議会提案必至
の取引所法改正に當って－

カトウトウキトリシマリトトリヒキショセイドノカイゼン 6-2-前

Fd7-GS 郷　誠之助 ゴウ　セイノスケ 小口落解禁に就いて コグチオトシカイキンニツイテ 6-2-前

Fd7-Z
全国株式取引所同取引員組合連合
会

ゼンコクカブシキトリヒキショドウトリ
ヒキインクミアイレンゴウ

限月復旧の必要に就て ゲンゲツフッキュウノヒツヨウニツイテ 6-2-前

Fd8-に2-OG オピッツ，ゲオルク オピッツ　ゲオルク 西ドイツにおける証券混蔵寄詫の理論 ニシドイツニオケルショウケンコンゾウキタクノリロン 6-2-前

Fd9-N 日本證券取引所 ニホンショウケントリヒキジョ
日本證券取引所法日本證券取引所法施行令日本證券
取引所法施行規則

ニホンショウケントリヒキジョホウ… 6-2-前

Fd9-N 農商務省商務局 ノウショウムショウショウムキョク 取引所法規類纂 トリヒキショホウキルイサン 6-2-前
Fd9-O 大蔵省理財局証券課 オオクラショウリザイキョクショウケ 証券取引法及関係法令要覧 ショウケントリヒキホウオヨビカンケイホウレイヨウラン 6-2-前

Fd9-O 大蔵省理財局証券第一課
オオクラショウリザイキョクショウケ
ンダイイッカ

証券取引法及び関係法令要覧 ショウケントリヒキホウオヨビカンケイホウレイヨウラン 6-2-前

Fd9-T 東京証券取引所 トウキョウショウケントリヒキジョ 定款等諸規則集 テイカントウショキソクシュウ 6-2-前
Fd9-に2-MO Meyer， Oscar マイアー　オスカー ドイツ取引所法 ドイツトリヒキショホウ 6-2-前
Fe2-KT 木村　貴男 キムラ　タカオ 四大証券物語 4ダイショウケンモノガタリ 6-2-前

Fe2-N 日本証券業協会連合会
ニホンショウケンギョウキョウカイレ
ンゴウカイ

二十年史 20ネンシ 6-2-後

Fe2-N 日本証券業協会連合会
ニホンショウケンギョウキョウカイレ
ンゴウカイ

戦後証券市場の発展と日証連の動向－日本証券業協
会連合会10年の歩み－

センゴショウケンシジョウノハッテントニッショウレンノド
ウコウ

6-2-後

Fe2-N 日本証券投資協会 ニホンショウケントウシキョウカイ 小史 ショウシ 6-2-後
Fe2-O 大阪証券業協会 オオサカショウケンギョウキョウカイ 証券10年史 ショウケン10ネンシ 6-2-後
Fe2-T 東京証券業協会 トウキョウショウケンギョウキョウカイ 東京証券業協会10年史 トウキョウショウケンギョウキョウカイ10ネンシ 6-2-後
Fe2-T 東証才取会員協会 トウショウサイトリカイインキョウカイ 才取史 サイトリシ 6-2-後

Fe2-へ1-N 野村證券投資信託委託株式会社
ノムラショウケントウシシンタクイタク
カブシキガイシャ

機関投資家と資産運用―米国にみる主要機関の実態
―

キカントウシカトシサンウンヨウ 6-2-後
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Fe6-S 証券団体協議会 ショウケンダンタイキョウギカイ この十年－創立十周年記念 コノ10ネン 6-2-後
Ff1-HY 長谷川　安兵衛 ハセガワ　ヤスベイ 配当統制の研究 ハイトウトウセイノケンキュウ 6-2-後
Ff1-K 協調会 キョウチョウカイ 従業員株式購入制度 ジュウギョウインカブシキコウニュウセイド 6-2-後
Ff1-MY 増地　庸治郎 マスチ　ヨウジロウ 我が国株式会社に於ける株式分散と支配 ワガクニカブシキガイシャニオケルカブシキ… 6-2-後

Ff1-T 東京証券取引所証券政策委員会
トウキョウショウケントリヒキジョショ
ウケンセイサクイインカイ

株式所有構造の変化と証券市場のあり方－個人株主
の増大策について－

カブシキショユウコウゾウノヘンカ… 6-2-後

Ff1-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 配当課税問題に関する参考資料 ハイトウカゼイモンダイニカンスルサンコウシリョウ 6-2-後
Ff1-TY 友田　芳男 トモダ　ヨシオ 銀行はどんな株式をどれ程有って居るか？ ギンコウハドンナカブシキオドレホド… 6-2-後

Ff1-Y 山一證券（株）調査部
ヤマイチショウケンカブシキガイシャ
チョウサブ

特殊株式の研究 トクシュカブシキノケンキュウ 6-2-後

Ff3-NS 中柄　正一 ナカエ　ショウイチ 日露戦後株界活躍史 ニチロセンゴカブカイカツヤクシ 6-2-後
Ff3-S 生命保険会社協会 セイメイホケンガイシャキョウカイ 有価証券評価に関する資料（1） ユウカショウケンヒョウカニカンスルシリョウ 6-2-後
Ff3-T 東京株式取引所 トウキョウカブシキトリヒキジョ 株価指数－創立五十年記念－（2冊） ブッカシスー 6-2-後
Ff3-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 景気と株式の観測 ケイキトカブシキノカンソク （3F）
Ff3-TM 田中　穣 タナカ　ミノル 日本の株価－現代株価の理論とその実証－ ニホンノカブカ 6-2-後

Ff7-C 中央物価統制協力会議
チュウオウブッカトウセイキョウリョク
カイギ

株式価格統制令・会社所有株式評価臨時措置令解説 カブシキカカクトウセイレイ… 6-2-後

Ff7-NK 西本　寛一 ニシモト　カンイチ 株式会社重役論 カブシキカイシャジュウヤクロン 6-2-後
Ff7-OY 大矢　息生 オオヤ　ヤスオ 株式投資の法律問題と急所 カブシキトウシノホウリツモンダイトキュウショ 6-2-後
Ff7-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 配当課税問題に関する参考資料 ハイトウカゼイモンダイニカンスルサンコウシリョウ 6-2-後

Ff7-Y 山一証券調査部・引受部
ヤマイチショウケンチョウサブヒキウ
ケブ

（改訂）新株発行手続の解説 ケイテイシンカブハッコウテツヅキノカイセツ 6-2-後

Fg1-IK 板橋　菊松 イタバシ　キクマツ 社債の実際知識 シャサイノジッサイチシキ 6-2-後
Fg1-K 公社債弘報社編集部 コウシャサイコウホウシャヘンシュウ 転換社債の話－利殖のための－ テンカンシャサイノハナシ 6-2-後
Fg1-S 社債制度調査会 シャサイセイドチョウサカイ 社債研究資料 シャサイケンキュウシリョウ 6-2-後
Fg1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 財界前途に関する諸観察 ザイカイゼントニカンスルショカンサツ 6-2-後
Fg1-YT 吉田　太郎一 ヨシダ　タロイチ 公債のはなし コウサイノハナシ 6-2-後

Fg2-M
南満州鉄道株式会社東亜経済調査
局

ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャトウアケイザイ…

英米の社債 エイベイノシャサイ 6-2-後

Fg2-N 日本興業銀行調査課 ニホンコウギョウギンコウチョウサカ 昭和三、四両年ニ於ケル社債界 ショウワ34リョウネンニオケルシャサイカイ 6-2-後

Fg2-N 日本興業銀行調査係
ニホンコウギョウギンコウチョウサカ
カリ

本邦社債略史 ホンポウシャサイリャクシ 6-2-後

Fg2-N 日本興業銀行調査部 ニホンコウギョウギンコウチョウサブ 社債之十年 シャサイノ10ネン 6-2-後
Fg2-N 野村證券（株） ノムラショウケンカブシキガイシャ 帝都事件の影響と之に備へる放資の仕方 テイトジケンノエイキョウ… 6-2-後

Fg2-O 欧米公社債流通市場調査団
オウベイコウシャサイリュウツウシ
ジョウチョウサダン

欧米における公社債流通市場の実態－欧米公社債流
通市場調査団報告

オウベイニオケルコウシャサイリュウツウシジョウ… 6-2-後

Fg2-S 商事関係法規改正準備委員会
ショウジカンケイホウキカイセイジュ
ンビイインカイ

英米の社債制度に於て エイベイノシャサイセイドニツイテ 6-2-後

Fg2-TH 竹内　半壽 タケウチ　ハンジュ 我国公社債制度の沿革（3冊） ワガクニコウシャサイセイドノエンカク 6-2-後

Fg2-に4-NW 楢橋　渡 ナラハシ　ワタル
仏国に於ける東京市仏貨公債訴訟事件の経過及現況
報告書（1）

フツコクニオケルトウキョウシフツカコウサイ… 6-2-後

Fg2-へ1-N 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

アメリカの公社債市場 アメリカノコウシャサイシジョウ 6-2-後

Fg2-へ1-Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 米国に於ける外債市場と日本公社債に就て ベイコクニオケルガイサイシジョウ… 6-2-後
Fg3-MS 森　荘三郎 モリ　ショウザブロウ 有価證券評価に関する資料（2） ユウカショウケンヒョウカニカンスルシリョウ 6-2-後
Fg7-IK 板橋　菊松 イタバシ　キクマツ 社債法論攷 シャサイホウロンコウ 6-2-後
Fg7-KT 栗栖　赳夫 クルス　タケオ 社債信託法原論 シャサイシンタクホウゲンロン 6-2-後
Fh1-FM 福澤　桃介 フクザワ　モモスケ 富の成功 トミノセイコウ （3F）
Fh1-KE 柿崎　暎次 カキザキ　エイジ アメリカの証券分析会計 アメリカノショウケンブンセキ 6-2-後
Fh1-MK 三浦　弘一 ミウラ　コウイチ 株式相場変動論 カブシキソウバヘンドウロン 6-2-後

Fh1-O 大阪信託（株）放資相談部
オオサカシンタクカブシキガイシャホ
ウシソウダンブ

放資の基礎知識 ホウシノキソチシキ 6-2-後

Fh1-RH 簡易保険局 カンイホケンキョク 生命保険資金の運用に於ける普通株式 セイメイホケンシキンノウンヨウ… 6-2-後
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Fh2-AY 浅井　涌二郎 アサイ　ヨウジロウ 株式必勝作戦 カブシキヒッショウサクセン 6-2-後
Fh2-IS 飯田　清三 イイダ　セイゾウ 投資と投機 トウシトトウキ 6-3-前
Fh2-KK 木佐森　吉太郎 キサモリ　キチタロウ 株式実戦論 カブシキジッセンロン 6-3-前

Fh2-N 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

株式投資収益率'75 カブシキトウシシュウエキリツ 6-3-前

Fh2-NS 永谷　俊一 ナガタニ　シュンイチ 新成長株の見つけ方－あすの産業と有望銘柄－ シンセイチョウカブノミツケカタ 6-3-前
Fh2-NT 中田　利保 ナカタ　トシヤス 株相場実戦 カブソウバジッセン 6-3-前
Fh2-R 理財研究会 リザイケンキュウカイ 平和前後の株式 ヘイワゼンゴノカブシキ 6-3-前
Fh2-R 理財研究会 リザイケンキュウカイ 株式今後の予想 カブシキコンゴノヨソウ 6-3-前
Fh2-TY 土屋　陽三郎 ツチヤ　ヨウザブロウ 新・株式投資の基礎知識－解説編・実戦編－ シンカブシキトウシノキソチシキ 6-3-前
Fh2-YH 山中　宏 ヤマナカ　ヒロシ 会社の見方株式の選び方 カイシャノミカタカブシキノエラビカタ 6-3-前
Fh2-YH 山中　宏 ヤマナカ　ヒロシ 証券投資の理論と実務－理論と実務叢書－ ショウケントウシノリロントジツム 6-3-前
Fh3-N 二楽荘編集部 ニラクソウヘンシュウブ 寺院と財政 ジイントザイセイ 6-3-前
Fh4-NR 南波　礼吉 ナンバ　レイキチ 日本買占史（2冊） ニホンカイシメシ 6-3-前

Fh5-Y 山一證券株式会社調査部
ヤマイチショウケンカブシキガイシャ
チョウサブ

税制改革と證券投資の採算 ゼイセイカイカクトショウケントウシノサイサン 6-3-前

Fi1-SM 澤村　正鹿 サワムラ　マサカ 投資信託の実際 トウシシンタクノジッサイ 6-3-前
Fi2-EY 江口　行雄 エグチ　ユキオ これからの財産経済学－生涯計画における投資信託 コレカラノザイサンケイザイガク 6-3-前

Fi2-N 日興證券投資信託委託株式会社
ニッコウショウケントウシシンタクイタ
クカブシキガイシャ

近代化を進める投資信託 キンダイカオススメルトウシシンタク 6-3-前

Fi2-N 野村證券株式会社調査部
ノムラショウケンカブシキガイシャ
チョウサブ

投資信託の実証的研究－その歴史・型式・経営－（2
冊）

トウシシンタクノジッショウテキケンキュウ 6-3-前

Fi2-S 証券投資信託協会 ショウケントウシシンタクキョウカイ 証券投資信託協会十年史（2冊） ショウケントウシシンタクキョウカイ10ネンシ 6-3-前
Fi2-S 証券投資信託協会 ショウケントウシシンタクキョウカイ 証券投資信託20年史 ショウケントウシシンタク20ネンシ 6-3-前
Fi2-へ1-N 日本生産性本部 ニホンセイサンセイホンブ アメリカの投資信託 アメリカノトウシシンタク 6-3-前
Fi2-に1-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 英国に於けるユニット・トラストの機構（2冊） エイコクニオケルユニットトラストノキコウ 6-3-前

Fi3-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク
証券取引審議会提出資料－証券投資信託に関する諸
問題について－

ショウケントリヒキシンギカイテイシュツシリョウ （3F）

Fi5-S 証券投資信託委託者会 ショウケントウシシンタクイタクシャカ 証券投資信託法関係通達集 ショウケントウシシンタクホウカンケイツウタツシュウ （3F）
Fia-S 証券投資信託協会 ショウケントウシシンタクキョウカイ 投資信託の現状と将来 トウシシンタクノゲンジョウトショウライ 6-3-前

Ga1-C 日本雑貨中南米輸出組合連合会
ニホンザッカチュウナンベイユシュツ
クミアイレンゴウカイ

中南米向国別品種別組合別輸出品表 チュウナンベイムケクニベツヒンシュベツ… 6-3-前

Ga1-D ダイヤモンド社 ダイヤモンドシャ 経済記事の基礎知識新版 ケイザイキジノキソチシキ 6-3-前
Ga1-D ダイヤモンド編集局 ダイヤモンドヘンシュウキョク 経済記事の基礎知識増補版 ケイザイキジノキソチシキ 6-3-前
Ga1-H 北海道廰拓殖部 ホッカイドウチョウタクショクブ 北海道移住者戸口表 ホッカイドウイジュウシャココウヒョウ 6-3-前
Ga1-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 日本経済史文献 ニホンケイザイシブンケン 6-3-前
Ga1-HH 堀江　英一 ホリエ　ヒデイチ 現代経済史年表 ゲンダイケイザイシネンピョウ 6-3-前
Ga1-J 実業之世界社編輯局 ジツギョウノセカイシャヘンシュウ 財界三十年譜上・中・下巻 ザイカイ30ネンフ （3F）
Ga1-K 日本経済新聞社 ニホンケイザイシンブンシャ 経済新語辞典1957 ケイザイシンゴジテン 6-3-前
Ga1-K 大日本百科辞書編集部 ダイニホンヒャッカジテンヘンシュウ 経済大辞典（1）～（5） ケイザイダイジテン 6-3-前
Ga1-K 大日本百科辞書編集部 ダイニホンヒャッカジテンヘンシュウ 経済大辞典（6）～（8） ケイザイダイジテン 6-3-後

Ga1-K 九州経済調査協会
キュウシュウケイザイチョウサキョウ
カイ

10年後の九州経済－創立15周年記念－ 10ネンゴノキュウシュウケイザイ 6-3-後

Ga1-K 経済企画庁調査局 ケイザイキカクチョウチョウサキョク 経済要覧1957、1959～60、 1962～71 ケイザイヨウラン 6-3-後
Ga1-K 経済倶楽部 ケイザイクラブ 経済倶楽部会員名簿昭和19年度 ケイザイクラブカイインメイボ 6-3-後
Ga1-K 経済雑誌社 ケイザイザッシシャ 泰西経済学者列伝 タイセイケイザイガクシャレツデン 6-3-後
Ga1-K 経済史研究会 ケイザイシケンキュウカイ 日本経済史辞典（上）（下）（索引） ニホンケイザイシジテン 6-3-後

Ga1-K 神戸高等商業学校商業研究所
コウベコウトウショウギョウガッコウ
ショウギョウケンキュウショ

経済法律文献目録 ケイザイホウリツブンケンモクロク （3F）

Ga1-K 北海道東北開発研究会
ホッカイドウトウホクカイハツケン
キュウカイ

経済要覧1961 ケイザイヨウラン 6-3-後

Ga1-K （財）国民経済研究協会
ザイダンホウジンコクミンケイザイケ
ンキュウキョウカイ

戦時政治経済日誌 センジセイジケイザイニッシ 6-3-後
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Ga1-M 三井文庫 ミツイブンコ 近世後期における主要物価の動態（2冊） キンセイコウキニオケルシュヨウブッカノドウタイ 6-3-後
Ga1-MH 松尾　弘 マツオ　ヒロシ 戦後日本経済政策史年表 センゴニホンケイザイセイサクシネンピョウ 6-3-後
Ga1-N 日本経済連盟会調査課 ニホンケイザイレンメイカイチョウサ 物価並に増税問題に関する雑誌論文要約 ブッカナラビニゾウゼイモン… 6-3-後
Ga1-N 日本評論社 ニホンヒョウロンシャ 近代経済学古典案内 キンダイケイザイガクコテンアンナイ 6-3-後
Ga1-NK 西野　喜與作 ニシノ　キヨサク 半世紀財界側面誌 ハンセイキザイカイソクメンシ 6-3-後
Ga1-O 大蔵省記録局 オオクラショウキロクキョク 貿易備考　第1冊 ボウエキビコウ 6-3-後
Ga1-O 大蔵省財務官室 オオクラショウザイムカンシツ 和英財政経済用語集 ワエイザイセイケイザイヨウゴシュウ 6-3-後

Ga1-O 大阪商科大学経済研究所
オオサカショウカダイガクケイザイケ
ンキュウショ

世界経済年表 セカイケイザイネンピョウ （3F）

Ga1-OJ 岡崎　次郎 オカザキ　ジロウ 日本資本主義発達史年表 ニホンシホンシュギハッタツシネンピョウ （3F）
Ga1-OS 太田　重弘 オオタ　シゲヒロ 明治文献目録 メイジブンケンモクロク 6-4-前
Ga1-S 内閣拓殖局 ナイカクタクショクキョク 殖民地便覧大正14年、15年 ショクミンチベンラン 6-4-前
Ga1-SN 佐藤　信淵 サトウ　ノブヒロ 経済要録 ケイザイヨウロク 6-4-前
Ga1-T 拓務省 タクムショウ 拓務要覧昭和5～9年（2冊）～11年版 タクムヨウラン 6-4-前
Ga1-T 東京経済学協会 トウキョウケイザイガクキョウカイ 日本経済の五十年－東京経済学協会創立五十年記念 ニホンケイザイノ50ネン 6-4-前

Ga1-T 東京帝室博物館 トウキョウテイシツハクブツカン 嘉永以前西洋輸入品及参考品目録
カエイイゼンセイヨウユニュウヒンオヨビサンコウヒンモ
クロク

6-4-前

Ga1-T 東洋経済研究所 トウヨウケイザイケンキュウショ 索引政治経済大年表年表篇 サクインセイジケイザイダイネンピョウ 6-4-前
Ga1-T 東洋経済研究所 トウヨウケイザイケンキュウショ 索引政治経済大年表索引篇 サクインセイジケイザイダイネンピョウ 6-4-前
Ga1-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 明治大正昭和経済文化展望会 メイジタイショウショウワケイザイブンカテンボウカイ 6-4-前
Ga1-T 拓務省拓務局 タクムショウタクムキョク 拓務時報索引 タクムジホウサクイン 6-4-前
Ga1-TK 土屋　清 ツチヤ　キヨシ 新・経済用語辞典 シンケイザイヨウゴジテン 6-4-前
Ga1-TM 土屋　正千代 ツチヤ　マサチヨ 通商上より見たる各国現勢総覧 ツウショウジョウヨリミタルカッコクゲンセイソウラン 6-4-前
Ga1-WA ワルタース　ハウゼン ワルタース　ハウゼン 世界経済年表 セカイケイザイネンピョウ （3F）
Ga1-YT 山下　経治 ヤマシタ　ツネジ 大正経済日録 タイショウケイザイニチロク （3F）
Ga2-AK 天野　公義 アマノ　キミヨシ 変貌するヨーロッパ－欧州経済の光と影－ ヘンボウスルヨーロッパ 6-4-前
Ga2-CH 陳　逢源 チン　ホウゲン 台湾経済問題の特質と批判 タイワンケイザイモンダイノトクシツトヒハン 6-4-前
Ga2-CM Clos，Max クロ　マックス 敗戦国の復讐日本人とドイツ人の執念 ハイセンコクノフクシュウ 6-4-前

Ga2-D 第一銀行調査部 ダイイチギンコウチョウサブ
金ブロック崩壊後に於ける英國爲替市場及金塊市場の
動向　他

キンブロックホウカイゴニオケルエイコクカワセ… 6-4-前

Ga2-D ダイヤモンド社 ダイヤモンドシャ 経済座談 ケイザイザダン 6-4-前
Ga2-D 同志社商学編集委員 ドウシシャショウガクヘンシュウイイ 吉川秀造教授古稀記念号 キッカワヒデゾウキョウジュコキキネンゴウ 6-4-前
Ga2-FM 福沢　桃介 フクザワ　モモスケ 桃介夜話 モモスケヤワ 6-4-前
Ga2-GR Guillain，Robert ギラン　ロベール 第三の大国・日本 ダイサンノタイコクニホン 6-4-前
Ga2-HH ホーカン，ヘドバーグ ホーカン　ヘドバーグ 日本の挑戦－1980年代の経済超大国－ ニホンノチョウセン 6-4-前
Ga2-HJ ハリディ，J．，マーコック，G． ハリディ　ジョン　マーコック　ジー 日本の衝撃－甦える帝国主義と経済侵略－ ニホンノショウゲキ 6-4-前
Ga2-HK 長谷川　光太郎 ハセガワ　コウタロウ 財界盛衰記 ザイカイセイスイキ 6-4-後

Ga2-HM 畑中　政春 ハタナカ　マサハル
ソヴェトから見た戦後の資本主義－ヴァルガは・何故・
批判されたか？－

ソヴィエトカラミタセンゴノシホンシュギ 6-4-後

Ga2-HO 濱口　雄幸 ハマグチ　オサチ 日本経済の再建設 ニホンケイザイノサイケンセツ 6-4-後
Ga2-HS 原　潜 ハラ　セン 財政経済国是意見 ザイセイケイザイコクゼイケン 6-4-後
Ga2-IH 一万田　尚登 イチマダ　ヒサト 日本民族の復興と経済の自立（対談） ニホンミンゾクノフッコウトケイザイノジリツ 6-4-後
Ga2-IH 稲葉　秀三 イナバ　ヒデゾウ 激動30年の日本経済－私の経済体験記－ ゲキドウ30ネンノニホンケイザイ 6-4-後
Ga2-IJ 井上　準之助 イノウエ　ジュンノスケ 現今の国際為替に就て ゲンコンノコクサイカワセニツイテ 6-4-後
Ga2-IJ 井上　準之助 イノウエ　ジュンノスケ 経済国難と国民の覚悟 ケイザイコクナントコクミンノカクゴ 6-4-後
Ga2-IJ 井上　準之助 イノウエ　ジュンノスケ 東洋に於ける日本の経済上及金融上の位地 トウヨウニオケルニホンノケイザイジョウ… 6-4-後
Ga2-IM 出井　盛之 イデイ　モリユキ 経済文陣 ケイザイブンジン 6-4-後
Ga2-IT 犬養　毅 イヌカイ　ツヨシ かくて日本は甦る－犬養内閣の新経済策－ カクテニホンハヨミガエル 6-4-後
Ga2-K 改造社 カイゾウシャ 経済 ケイザイ 6-4-後
Ga2-K 国際関係研究会 コクサイカンケイケンキュウカイ 国際関係研究（2） コクサイカンケイケンキュウ 6-4-後
Ga2-KI 春日　一幸 カスガ　イッコウ 日本経済改造法案集大成－経済の歪みこうしてなおせ ニホンケイザイカイゾウホウアンシュウタイセイ 6-4-後
Ga2-KN 片岡　直温 カタオカ　ナオハル 経済組織の改革－現代組織の批判と対応策－ ケイザイソシキノカイカク 6-4-後
Ga2-KO 賀屋　興宣 カヤ　オキノリ 銃後の財政経済 ジュウゴノザイセイケイザイ 6-4-後
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Ga2-KS 垣田　純朗 カキタ　ジュンロウ 資本の活用 シホンノカツヨウ 6-4-後
Ga2-MH 松岡　彦二 マツオカ　ヒコジ 大日本経済小学（上）（下） ダイニホンケイザイショウガク 6-4-後
Ga2-MK 神谷　克己 カミタニ　カツミ 激変する経済社会－くらしはどうなる－ ゲキヘンスルケイザイシャカイ 6-4-後
Ga2-MK 松崎　蔵之助 マツザキ　クラノスケ 経済危言 ケイザイキゲン 6-4-後
Ga2-MM 前田　正名 マエダ　マサナ 所見 ショケン 6-4-後
Ga2-MM 前田　正名 マエダ　マサナ 所見再版 ショケンサイハン 6-4-後
Ga2-MM 松永　道一 マツナガ　ミチカズ 内地雑居経済未来記（一名未来之商人） ナイチザッキョケイザイミライキ 6-4-後
Ga2-MN マクレー，ノーマン マクレー　ノーマン 日本は昇った－日本経済7つのカギ－ ニホンハノボッタ 6-4-後
Ga2-MS 三宅　鹿之助 ミヤケ　シカノスケ 朝鮮社会経済史研究 チョウセンシャカイケイザイシケンキュウ 6-4-後
Ga2-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 政治改造運動 セイジカイゾウウンドウ 6-4-後
Ga2-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 通俗実経済の話 ツウゾクジツケイザイノハナシ 6-4-後
Ga2-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 通俗政治経済問答（３） ツウゾクセイジケイザイモンドウ 6-4-後
Ga2-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 通俗政治経済問答改訂増補 ツウゾクセイジケイザイモンドウカイテイゾウホ 6-4-後
Ga2-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 経済小言 ケイザイショウゲン 6-4-後
Ga2-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 井上蔵相の錯覚－我々の不景気救治実策－（4冊） イノウエゾウショウノサッカク 6-4-後
Ga2-MY 三鬼　陽之助 ミキ　ヨウノスケ 経済記者の足跡 ケイザイキシャノアシアト 6-4-後
Ga2-MY 松永　安左衛門 マツナガ　ヤスザエモン 産業改造への途 サンギョウカイゾウヘノミチ 6-4-後

Ga2-N 朝鮮銀行東京調査支店
チョウセンギンコウトウキョウチョウ
サシテン

内外調査彙報（12） ナイガイチョウサイホウ 6-4-後

Ga2-N 日本経済史研究会 ニホンケイザイシケンキュウカイ 近代日本人物経済史（上）（下） キンダイニホンジンブツケイザイシ 6-4-後
Ga2-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ 世界各国に於ける 近の国産愛用運動 セカイカッコクニオケルサイキンノコクサンアイヨウウン 6-4-後
Ga2-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ 世界各国の国産愛用運動 セカイカッコクノコクサンアイヨウウンドウ 6-4-後
Ga2-N 藤村　通 フジムラ　トオル 日経新書（43） ニッケイシンショ 6-4-後
Ga2-NI 中山　伊知郎 ナカヤマ　イチロウ 日本の近代化 ニホンノキンダイカ 6-4-後
Ga2-NK 西原　亀三 ニシハラ　カメゾウ 経済維新論 ケイザイイシンロン 6-4-後
Ga2-NS 沼田　政次 ヌマタ　セイジ 対話のなかの日本－その課題と対策－ タイワノナカノニホン 6-4-後

Ga2-O 大倉高等商業学校創立三十周年
オオクラコウトウショウギョウガッコ
ウソウリツ30シュウネン

記念論文集 キネンロンブンシュウ 6-4-後

Ga2-O 大阪商業会議所 オオサカショウギョウカイギショ 懸賞募集我経済界困弊ノ原因及其救治策（上） ケンショウボシュウワガケイザイカイコンペイノゲンイン…6-4-後

Ga2-O
小樽高等商業学校研究室記念論文
集編輯委員会

オタルコウトウショウギョウガッコウ
ケンキュウシツキネンロンブンシュ
ウヘンシュウイインカイ

小樽高等商業学校創立二十五周年記念論文集
オタルコウトウショウギョウガッコウソウリツ25シュウネ
ン…

6-4-後

Ga2-OH 大内　兵衛 オオウチ　ヒョウエ 経済学五十年（上） ケイザイガク50ネン 6-4-後
Ga2-OS 大来　佐武郎 オキタ　サブロウ 新しい世界像を求めて－ロ－マ・クラブ東京シンボジウ アタラシイセカイノゾウオモトメテ 6-5-前
Ga2-SJ 坂本　二郎 サカモト　ジロウ 日本人は今何をなすべきか－出直しニッポン論－ ニホンジンワイマナニオナスベキカ 6-5-前
Ga2-SM 隅谷　三喜男 スミヤ　ミキオ 日本人の経済行動（上）（下） ニホンジンノケイザイコウドウ 6-5-前
Ga2-SP ストーン，ピーター ストーン　ピーター 日本「大躍進」 ニホンダイヤクシン 6-5-前
Ga2-ST 島村　哲夫 シマムラ　テツオ 徹平随想 テッペイズイソウ 6-5-前
Ga2-T 台湾銀行調査課 タイワンギンコウチョウサカ 台湾銀行調査彙報（2） タイワンギンコウチョウサイホウ 6-5-前
Ga2-T 東亜調査会 トウアチョウサカイ 大東亜経済の諸相 ダイトウアケイザイノショソウ 6-5-前

Ga2-T 東京高等商業学校
トウキョウコウトウショウギョウガッコ
ウ

創立四十周年記念講演及同祝典記事
ソウリツ40シュウネンキネンコウエンオヨビドウシュクテ
ンキジ

6-5-前

Ga2-T 東京市 トウキョウシ 紀元二千六百年記念新東亜建設東京懇談会特別論文 キゲン2600ネンキネンシントウアケンセツ… 6-5-前

Ga2-T 東京商科大学一橋会
トウキョウショウカダイガクヒトツバシ
カイ

東京商科大学六十周年記念論文集
トウキョウショウカダイガク60シュウネンキネンロンブン
シュウ

6-5-前

Ga2-TJ 津島　壽一 ツシマ　ジュイチ 世界経済と国際貸借 セカイケイザイトコクサイタイシャク 6-5-前
Ga2-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 財界整理の目標 ザイカイセイリノモクヒョウ 6-5-前
Ga2-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 大正・昭和経済変遷の観察と評論 タイショウショウワケイザイヘンセンノカンサツトヒョウ （3F）
Ga2-TU 戸田　宇八 トダ　ウハチ 戦後経済に関する諸名流意見 センゴケイザイニカンスルショメイリュウイケン 6-5-前
Ga2-TY 高橋　義雄 タカハシ　ヨシオ 商政一新 ショウセイイッシン 6-5-前
Ga2-TY 武山　泰雄 タケヤマ　ヤスオ 袋だたきの日本－甘くない平和国家の道－ フクロダタキノニッポン 6-5-前
Ga2-TY 富永　能雄 トミナガ　ヨシオ 大陸政策に直面して タイリクセイサクニチョクメンシテ 6-5-前
Ga2-YA 萬里閣書房 バンリカクショボウ 山路愛山選集（1） ヤマジアイザンセンシュウ （3F）
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Ga2-YH 吉村　久夫 ヨシムラ　ヒサオ この目で見た資本自由化－特派員現地ルポ－ コノメデミタシホンジユウカ 6-5-前
Ga2-YM 山本　正雄 ヤマモト　マサオ 経済官僚の実態－政策決定のメカニズム－ ケイザイカンリョウノジッタイ 6-5-前
Ga2-YS 山室　宗文 ヤマムロ　ソウブン 我財界の現状と其對策（2冊） ワガザイカイノゲンジョウトソノタイサク 6-5-前
Ga2-YT 山下　寅蔵 ヤマシタ　セイジュン 日本を救い出す明日からの経済 ニホンオスクイダスアスカラノケイザイ 6-5-前
Ga2-YY 山崎　靖純 ヤマザキ　ヤスズミ 軍部案の社会的背景－日本経済機構改造の帰趨－ グンブアンノシャカイテキハイケイ 6-5-前

Ga2-は3-K （財）國防經濟協會
ザイダンホウジンコクボウケイザイ
キョウカイ

鮮満經濟の實情 センマンケイザイノジツジョウ 6-5-前

Ga2-は3-M 満洲経済事情案内所
マンシュウケイザイジジョウアンナイ
ショ

満洲国の娘々廟会と其市場研究
マンシュウコクノニャンニャンビョウカイトソノシジョウケ
ンキュウ

6-5-前

Ga3-A 朝日経済年史臨時特輯 アサヒケイザイネンシリンジトクシュ 昭和財界史昭和3年版（2冊） ショウワザイカイシ 6-5-前
Ga3-A 朝日新聞経済部 アサヒシンブンケイザイブ 朝日経済年史昭和3～10、12、14～20/21、23～30年版 アサヒケイザイネンシ （3F）
Ga3-A 朝日新聞経済部 アサヒシンブンケイザイブ 朝日経済年史昭和3（2冊）、5～6、8～10、12、23、25年 アサヒケイザイネンシ 6-5-前

Ga3-A
再編成過程の日本経済　朝日新聞
経済部

サイヘンセイカテイノニホンケイザイ
アサヒシンブンケイザイブ

朝日経済年史昭和14年特輯 アサヒケイザイネンシ 6-5-前

Ga3-A
危機にあえぐ日本経済　朝日新聞
経済部

キキニアエグニホンケイザイ　アサ
ヒシンブンケイザイブ

朝日経済年史　昭和二十二年版 アサヒケイザイネンシ 6-5-前

Ga3-A
世界騒乱と日本経済　朝日新聞経
済部

セカイソウラントニホンケイザイ　ア
サヒシンブンケイザイブ

朝日経済年史　昭和十五年版 アサヒケイザイネンシ 6-5-前

Ga3-AT 明石　照男 アカシ　テルオ 経済道徳研究所年報（2） ケイザイドウトクケンキュウショネンポウ 6-5-前
Ga3-B 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ （戦前戦後）物価総覧　昭和29年版 センゼンセンゴブッカソウラン 6-5-前
Ga3-B 東洋經濟新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ （東洋經濟）物價二十年（4冊） トウヨウケイザイブッカ20ネン 6-5-前
Ga3-B 日本貿易協会 ニホンボウエキキョウカイ 貿易　（1）～（6） ボウエキ 6-5-前
Ga3-B 日本貿易協会 ニホンボウエキキョウカイ 貿易　明治39年　第7巻　－内外商工業の機関－ ボウエキ 6-5-前

Ga3-C 貯蓄増強中央委員会
チョチクゾウキョウチュウオウイイン
カイ

貯蓄白書－安定成長のために・貯蓄の理論と実態－（2
冊）

チョチクハクショ 6-5-後

Ga3-C 貯蓄増強中央委員会
チョチクゾウキョウチュウオウイイン
カイ

貯蓄に関する世論調査昭和51年 チョチクニカンスルヨロンチョウサ 6-5-後

Ga3-G 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 外国貿易概覧明治29（上）（下）、32、36年 ガイコクボウエキガイラン 6-5-後
Ga3-G 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 外国貿易概況明治40、43、大正4、7、8年 ガイコクボウエキガイキョウ 6-5-後
Ga3-G 神戸税関 コウベゼイカン 神戸港外国貿易概況昭和元年、6年（2冊） コウベコウガイコクボウエキガイキョウ 6-5-後
Ga3-H 北海道庁 ホッカイドウチョウ 経済白書（全文） ケイザイハクショ 6-5-後
Ga3-K 板垣書店 イタガキショテン 経済白書（全文） ケイザイハクショ 6-5-後
Ga3-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 金融経済研究（1）（2）（各2冊） キンユウケイザイケンキュウ 6-5-後
Ga3-K 経済安定本部 ケイザイアンテイホンブ 經濟現況報告－安定計画下の日本經濟－ ケイザイゲンキョウホウコク 6-5-後
Ga3-K 経済安定本部 ケイザイアンテイホンブ （復刻）経済白書（1）（2） フッコクケイザイハクショ 6-5-後
Ga3-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 経済白書昭和29、30、33、46、49年版 ケイザイハクショ 6-5-後
Ga3-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 国富特別調査報告昭和40年 コクフトクベツチョウサホウコク 6-5-後
Ga3-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 国民生活白書昭和33年版、37年版 コクミンセイカツハクショ 6-5-後
Ga3-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 国民生活白書昭和45年度－豊かな人間環境の創造－ コクミンセイカツハクショ 6-5-後
Ga3-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 国民所得白書昭和32、33、36、37年 コクミンショトクハクショ 6-5-後
Ga3-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 国民所得白書昭和38 コクミンショトクハクショ 6-5-後

Ga3-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ
世界経済白書昭和49年版－世界経済の新しい秩序を
求めて－

セカイケイザイハクショ 6-5-後

Ga3-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ
消費と貯蓄の動向昭和34年上期－消費者動向予測の
結果と分析－

ショウヒトチョチクノドウコウ 6-5-後

Ga3-K 経済企画庁調査部 ケイザイキカクチョウチョウサブ 国民生活白書昭和31、32、46年版 コクミンセイカツハクショ 6-5-後
Ga3-K 経済企画庁調査局 ケイザイキカクチョウチョウサキョク 資料・経済白書25年 シリョウケイザイハクショ25ネン 6-5-後
Ga3-K 経済セミナー編集部 ケイザイセミナーヘンシュウブ 経済白書特集 ケイザイハクショトクシュウ 6-5-後

Ga3-K 通商産業省貿易振興局
ツウショウサンギョウショウボウエキ
シンコウキョク

経済協力の現状と問題点1960、1967 ケイザイキョウリョクノゲンジョウトモンダイテン 6-6-前

Ga3-K 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 経済年鑑第1回 ケイザイネンカン 6-6-前
Ga3-K 明石　照男 アカシ　テルオ 経済道徳研究所年報（3）（4） ケイザイドウトクケンキュウショネンポウ 6-6-前
Ga3-M 満鉄調査部 マンテツチョウサブ 満洲経済研究年報昭和16年版 マンシュウケイザイケンキュウネンポウ 6-6-前
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Ga3-N 大蔵省 オオクラショウ
日本外国貿易年表昭和5（中）、7（上）（中）（下）、9（上）
（中）（下）、11（上）、12（中）、13（下）

ニホンガイコクボウエキネンピョウ 6-6-前

Ga3-N 経済安定本部 ケイザイアンテイホンブ 年次経済報告昭和26年度 ネンジケイザイホウコク 6-6-前
Ga3-N 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 年次経済報告昭和27（2冊）、28、29 ネンジケイザイホウコク 6-6-前
Ga3-N 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 年次経済報告昭和31年度第1部総説（2冊） ネンジケイザイホウコク 6-6-前
Ga3-N 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 年次経済報告（案）昭和31年度（2冊） ネンジケイザイホウコクアン 6-6-前
Ga3-N 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 年次経済報告（案）昭和31年度 ネンジケイザイホウコクアン 6-6-前
Ga3-N 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 年次経済報告昭和32、33年度 ネンジケイザイホウコク 6-6-前
Ga3-N 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 年次経済報告昭和32年 ネンジケイザイホウコク 6-6-前
Ga3-N 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 年次経済報告昭和34年度 ネンジケイザイホウコク 6-6-前
Ga3-N 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 年次経済報告昭和35年度（2冊） ネンジケイザイホウコク 6-6-前
Ga3-N 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 年次経済報告昭和36年度（3冊） ネンジケイザイホウコク 6-6-前
Ga3-N 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 年次経済報告昭和37年度 ネンジケイザイホウコク 6-6-前
Ga3-N 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 年次経済報告昭和38、 39年度（各2冊） ネンジケイザイホウコク 6-6-前
Ga3-N 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 年次経済報告昭和40～44、 47～48年度 ネンジケイザイホウコク 6-6-後
Ga3-N 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 年次世界経済報告昭和40～44年度版 ネンジセカイケイザイホウコク 6-6-後
Ga3-N 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 年次世界経済報告昭和47、 48年度 ネンジセカイケイザイホウコク 6-6-後
Ga3-N 経済企画庁調査局 ケイザイキカクチョウチョウサキョク 日本経済の現況昭和49年版－石油危機下の日本経済 ニホンケイザイノゲンキョウ 6-6-後
Ga3-N 経済企画庁調査局 ケイザイキカクチョウチョウサキョク 日本経済の現況と課題昭和46年版 ニホンケイザイノゲンキョウトカダイ 6-6-後

Ga3-N 全国経済調査機関連合会
ゼンコクケイザイチョウサキカンレン
ゴウカイ

日本経済年誌昭和5、同6年度 ニホンケイザイネンシ （3F）

Ga3-N 全国経済調査機関連合会
ゼンコクケイザイチョウサキカンレン
ゴウカイ

日本経済年誌昭和5年度 ニホンケイザイネンシ 6-6-後

Ga3-N 全国経済調査機関連合会
ゼンコクケイザイチョウサキカンレン
ゴウカイ

日本経済年誌昭和7、同11～14、同17年版 ニホンケイザイネンシ （3F）

Ga3-N 全国経済調査機関連合会
ゼンコクケイザイチョウサキカンレン
ゴウカイ

日本経済年誌昭和10年版 ニホンケイザイネンシ （3F）

Ga3-N 通商産業省 ツウショウサンギョウショウ 日本貿易の現状昭和27年 ニホンボウエキノゲンジョウ 6-6-後

Ga3-N 通商産業大臣官房調査統計部
ツウショウサンギョウダイジンカンボ
ウチョウサトウケイブ

日本経済年鑑昭和25年版、26年版 ニホンケイザイネンカン 6-6-後

Ga3-N 東京政治経済研究所
トウキョウセイジケイザイケンキュウ
ショ

日本政治経済年鑑昭和七年版 ニホンセイジケイザイネンカン 6-6-後

Ga3-N 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 日本経済年報（1）～（56） ニホンケイザイネンポウ （3F）

Ga3-N 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ
日本経済年報（1）（3）（4）（12）（14）（16）（17）（19）（21）
（24）（28）

ニホンケイザイネンポウ 7-1-前

Ga3-N 日本貿易会 ニホンボウエキカイ 日本貿易の現状－年次報告－1977 ニホンボウエキノゲンジョウ 7-1-前

Ga3-N （財）日本經濟研究所
ザイダンホウジンニホンケイザイケ
ンキュウショ

（財）日本經濟研究所所報第1～3、5、6、8號 ザイダンホジンニホンケイザイケンキュウショショホウ 7-1-前

Ga3-N （社）日本経済研究センター
シャダンホウジンニホンケイザイケ
ンキュウセンター

四半期経済予測第26回 シハンキケイザイヨソク 7-1-前

Ga3-O 経済協力開発機構 ケイザイキョウリョクカイハツキコウ OECDの年次経済調査日本経済1968 OECDノネンジケイザイチョウサニホンケイザイ 7-1-前
Ga3-S ヴァルガ，E． ヴァルガ　イー 世界経済年報（1）（2）－1927年（上）（下） セカイケイザイネンポウ 7-1-前
Ga3-S ヴァルガ，E． ヴァルガ　イー 世界経済年報（6）～（19） セカイケイザイネンポウ 7-1-前
Ga3-S ヴァルガ，E． ヴァルガ　イー 世界経済年報（4）－1928年（下）－ セカイケイザイネンポウ 7-1-前
Ga3-S ヴァルガ，E． ヴァルガ　イー 世界経済年報第5輯－1929年第1期四半年－ セカイケイザイネンポウ 7-1-前
Ga3-S ヴァルガ，E． ヴァルガ　イー 世界経済年報（7）～（27）、（28）～（30）（各2冊） セカイケイザイネンポウ 7-1-前
Ga3-S 経済企画庁調査局 ケイザイキカクチョウチョウサキョク 世界経済白書昭和35 セカイケイザイハクショ 7-1-後
Ga3-S 経済企画庁調査局 ケイザイキカクチョウチョウサキョク 世界経済の現勢1960～61年、1961～62年 セカイケイザイノゲンセイ 7-1-後
Ga3-S 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 世界経済年鑑第2回1935年版 セカイケイザイネンカン 7-1-後
Ga3-S 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 世界経済年鑑第3回1936年版再版 セカイケイザイネンカン 7-1-後
Ga3-S 茂木商店 モギショウテン 蚕絲貿易要覧第8回（明治28年）～18回（明治39年） サンシボウエキヨウラン 7-1-後

Ga3-T 台湾総督府民政部財務局
タイワンソウトクフミンセイブザイム
キョク

台湾外国貿易概覧明治37年 タイワンガイコクボウエキガイラン 7-1-後
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Ga3-T 通商産業省 ツウショウサンギョウショウ 通商白書－わが国通商の現状について（2冊） ツウショウハクショ 7-1-後
Ga3-T 通商産業省 ツウショウサンギョウショウ 通商白書第二次貿易の実状と今後の問題 ツウショウハクショ 7-1-後
Ga3-T 通商産業省 ツウショウサンギョウショウ 通商白書－日本貿易の現状－昭和30年 ツウショウハクショ 7-1-後
Ga3-T 通商産業省 ツウショウサンギョウショウ 通商白書昭和31、33～37、42～51年 ツウショウハクショ 7-2-前
Ga3-T 通商産業省 ツウショウサンギョウショウ 通商白書総論1968 ツウショウハクショソウロン 7-2-前

Ga3-W 早稲田大学興亜経済研究所
ワセダダイガクコウアケイザイケン
キュウショ

興亜経済研究所紀要（1） コウアケイザイケンキュウショキヨウ 7-2-前

Ga3-Y 原合名会社 ハラゴウメイカイシャ 横浜生絲貿易概況明治35年、39年 ヨコハマキイトボウエキガイキョウ 7-2-前
Ga3-Y 原合名会社 ハラゴウメイカイシャ 横浜生絲貿易概況大正3～5年 ヨコハマキイトボウエキガイキョウ 7-2-前

Ga3-Z 全国経済調査機関連合会
ゼンコクケイザイチョウサキカンレン
ゴウカイ

日本経済年誌昭和5年度 ニホンケイザイネンシ （3F）

Ga3-は2-C 全國経済調査機関聯合会朝鮮支部
ゼンコクケイザイチョウサキカンレン
ゴウカイチョウセンシブ

朝鮮経済年報昭和15、16、17年版 チョウセンケイザイネンポウ （3F）

Ga3-は2-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮貿易要覧大正11年～15年 チョウセンボウエキヨウラン （3F）

Ga3-は3-C 実業部中国経済年鑑編纂委員会
ジツギョウブチュウゴクケイザイネン
カンヘンサンイインカイ

中国経済年鑑民国24年（上）（中）（下） チュウゴクケイザイネンカンミンコク24ネン （3F）

Ga3-は3-M 満鉄産業部 マンテツサンギョウブ 満州経済年報昭和8年版、12年版（下） マンシュウケイザイネンポウ （3F）
Ga3-は3-S 大阪市産業部調査課 オオサカシサンギョウブチョウサカ 支那貿易年報民國二十年 シナボウエキネンポウミンコク20ネン 7-2-前
Ga3-は3-T 台湾経済年報刊行会 タイワンケイザイネンポウカンコウカ 台湾経済年報昭和16年版 タイワンケイザイネンポウ （3F）
Ga4-HS 菱沼　新太郎 ヒシヌマ　シンタロウ 東京商工組合姓名録 トウキョウショウコウクミアイセイメイロク 7-2-前
Ga4-IT 伊東　俊雄 イトウ　トシオ 大阪商工会議所七十五年史 オオサカショウコウカイギショ75ネンシ 7-2-前

Ga4-J 人口食糧問題調査会
ジンコウショクリョウモンダイチョウサ
カイ

人口食糧問題調査会ニ於ケル内外移住方策及労働ノ
需給調節ニ関スル方策ノ決議答申ニ至ル経過並ニ議

ジンコウショクリョウモンダイチョウサカイ… 7-2-前

Ga4-J 実業同志会維持会報告書（4）、（5） ジツギョウドウシカイイジカイホウコクショ 7-2-前

Ga4-K （社）國際聯盟協會
シャダンホウジンコクサイレンメイ
キョウカイ

國際通貨經濟會議議題－専門家準備委員會報告書全
文－

コクサイツウカケイザイカイギギダイ 7-2-前

Ga4-K 〔経済企画庁〕総合計画局
ケイザイキカクチョウソウゴウケイカ
クキョク

各分科会議事要旨 カクブンカカイギジヨウシ 7-2-前

Ga4-K 価格調整公団庶務部文書課
カカクチョウセイコウダンショムブブ
ンショカ

価格調整公団史料 カカクチョウセイコウダンシリョウ 7-2-前

Ga4-K 京城商工会議所 ケイジョウショウコウカイギショ 京城商工会議所二十五年史 ケイジョウショウコウカイギショ25ネンシ 7-2-前
Ga4-K 協調会調査課 キョウチョウカイチョウサカ 英米獨佛の雇主組合 エイベイドクフツノヤトイヌシクミアイ 7-2-前
Ga4-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 経済審議会懇談会議事録 ケイザイシンギカイコンダンカイギジロク 7-2-前

Ga4-K 経済企画庁経済研究所国民所得部
ケイザイキカクチョウケイザイケン
キュウショコクミンショトクブ

国民経済計算審議会基礎資料 コクミンケイザイケイサンシンギカイ… 7-2-前

Ga4-K 経済審議会 ケイザイシンギカイ 経済審議会議事録 ケイザイシンギカイギジロク 7-2-前
Ga4-K 経済団体連合会 ケイザイダンタイレンゴウカイ 英米仏伊の総合経済団体要覧 エイベイフツイノソウゴウケイザイダンタイヨウラン 7-2-前
Ga4-K 経済団体連合会 ケイザイダンタイレンゴウカイ 経団連の十年 ケイダンレンノ10ネン 7-2-前
Ga4-K 経済団体連合会 ケイザイダンタイレンゴウカイ 経済団体の現状・沿革要覧 ケイザイダンタイノゲンジョウエンカクヨウラン 7-2-前
Ga4-K 経済団体連合会 ケイザイダンタイレンゴウカイ 経済団体連合会十年史（上） ケイザイダンタイレンゴウカイ10ネンシ （3F）
Ga4-K 経済団体連合会 ケイザイダンタイレンゴウカイ 経済団体連合会十年史（下） ケイザイダンタイレンゴウカイ10ネンシ 7-2-前

Ga4-K 経済団体連合会 ケイザイダンタイレンゴウカイ
経済団体連合会前史－日本経済連盟会史重要産業協
議会史－

ケイザイダンタイレンゴウカイゼンシ （3F）

Ga4-K 経済同友会 ケイザイドウユウカイ
経済同友会五年史－無条件降伏から講和条約調印ま
で－（2冊）

ケイザイドウユウカイ5ネンシ 7-2-前

Ga4-K 経済同友会 ケイザイドウユウカイ 経済同友会十年史 ケイザイドウユウカイ10ネンシ （3F）
Ga4-K 経済同友会 ケイザイドウユウカイ 経済同友会十五年史 ケイザイドウユウカイ15ネンシ 7-2-前
Ga4-K 経済同友会 ケイザイドウユウカイ 経済同友会30年史 ケイザイドウユウカイ30ネンシ （3F）
Ga4-K 経済同友会 ケイザイドウユウカイ 欧州経済統合調査団報告書 オウシュウケイザイトウゴウチョウサダン… 7-2-前
Ga4-K 神戸商工会議所 コウベショウコウカイギショ 扇港財界の歩み－神戸商工会議所六十年史－ センコウザイカイノアユミ 7-2-前
Ga4-K 明石　照男 アカシ　テルオ 經濟道徳研究所年報（1） ケイザイドウトクケンキュウショネンポウ 7-2-前
Ga4-K （社）経済同友会 シャダンホウジンケイザイドウユウカ 〔経済同友会〕事業報告昭和49年度 ケイザイドウユウカイジギョウホウコク 7-2-前
Ga4-LL エル，エル，ローウィン エル　エル　ローウィン 経済参謀本部論 ケイザイサンボウホンブロン 7-2-前
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Ga4-MY 森田　良雄 モリタ　ヨシオ 日本経営者団体発展史（2冊） ニホンケイエイシャダンタイハッテンシ （3F）

Ga4-N （社）日満中央協会
シャダンホウジンニチマンチュウオ
ウキョウカイ

日満支経済懇談会報告書 ニチマンシケイザイコンダンカイホウコクショ 7-2-前

Ga4-N （社）日本貿易協会
シャダンホウジンニホンボウエキ
キョウカイ

日本貿易協会50年史（3冊） ニホンボウエキキョウカイ50ネンシ 7-2-後

Ga4-N 日本経済調査協議会 ニホンケイザイチョウサキョウギカイ 日本経済調査協議会年次報告 ニホンケイザイチョウサキョウギカイネンジホウコク 7-2-後
Ga4-N 日本經濟聯盟會 ニホンケイザイレンメイカイ 日亞通商審議會議事録 ニチアツウショウシンギカイギジロク 7-2-後
Ga4-N 中村　元督 ナカムラ　ゲントク 日本工業倶楽部二十五年史（上）（下） ニホンコウギョウクラブ25ネンシ （3F）
Ga4-N 日本経営者団体連盟 ニホンケイエイシャダンタイレンメイ 日経連事業報告昭和48年度 ニッケイレンジギョウホウコク 7-2-後

Ga4-N 日本経済連盟会 ニホンケイザイレンメイカイ 国際商業会議所第七回総会（維納）報告
コクサイショウギョウカイギショダイ7カイソウカイイノウ
ホウコク

7-2-後

Ga4-N 日本経済連盟会 ニホンケイザイレンメイカイ 国際商業会議所華府総会報告 コクサイショウギョウカイギショカフソウカイホウコク 7-2-後
Ga4-N 日本経済連盟会 ニホンケイザイレンメイカイ 日本経済連盟会事業要覧 ニホンケイザイレンメイカイジギョウヨウラン 7-2-後

Ga4-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ
商工業特ニ中小商工業ニ及セル事変ノ影響（2）－各地
商工会議所調査－

ショウコウギョウトクニチュウショウ… 7-2-後

Ga4-N 日本工業倶楽部 ニホンコウギョウクラブ 日本工業倶楽部五十年史 ニホンコウギョウクラブ50ネンシ 7-2-後
Ga4-N 日本貿易振興会 ニホンボウエキシンコウカイ 新ジェトロの歩みと現状 シンジェトロノアユミトゲンジョウ 7-2-後
Ga4-NM 永田　正臣 ナガタ　マサオミ 経済団体発展史（2冊） ケイザイダンタイハッテンシ 7-2-後
Ga4-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 国際経済会議の由来と其経過 コクサイケイザイカイギノユライトソノケイカ 7-2-後
Ga4-O 大阪商工会議所 オオサカショウコウカイギショ 大阪商工会議所85年史 オオサカショウコウカイギショ85ネンシ 7-2-後
Ga4-RM 蠟山　政道 ロウヤマ　マサミチ 各国に於ける経済会議の比較制度的研究 カッコクニオケルケイザイカイギノヒカク… 7-2-後
Ga4-S 〔商業会議所〕 ショウギョウカイギショ 商業会議所連合会議事速記録第八回 ショウギョウカイギショレンゴウカイギジソッキロクダイ8 7-2-後
Ga4-S 〔商業会議所連合会〕 ショウギョウカイギショレンゴウカイ 商業会議所連合会第31回定期会報告 ショウギョウカイギショレンゴウカイ 7-2-後
Ga4-S 商業会議所連合会 ショウギョウカイギショレンゴウカイ 日本商業会議所之過去及現在 ニホンショウギョウカイギショノカコオヨビゲンザイ 7-2-後

Ga4-S 商工省 ショウコウショウ 商工審議会第二特別委員会（貿易振興）議事録
ショウコウシンギカイダイ2トクベツイインカイボウエキ
シンコウギジロク

7-2-後

Ga4-S 商工省貿易局 ショウコウショウボウエキキョク 輸出組合概況（2冊） ユシュツクミアイガイキョウ 7-2-後
Ga4-S 昭和研究会 ショウワケンキュウカイ 民間経済中枢機関試案（4冊） ミンカンケイザイチュウスウキカンシアン 7-2-後
Ga4-S 総合計画局 ソウゴウケイカクキョク 各分科会議事要旨 カクブンカカイギジヨウシ 7-2-後
Ga4-S 物価対策審議会 ブッカタイサクシンギカイ 総会議事要録第四回 ソウカイギジヨウロク 7-2-後
Ga4-S 社会局社会部〔内務省〕 シャカイキョクシャカイブナイムショ 公私経済緊縮運動概況 コウシケイザイキンシュクウンドウガイキョウ 7-2-後

Ga4-T （社）東亞経済懇談会
シャダンホウジントウアケイザイコン
ダンカイ

日満経済懇談会懇談事項要旨 ニチマンケイザイコンダンカイコンダンジコウヨウシ 7-2-後

Ga4-T 東京商工会残務整理委員
トウキョウショウコウカイザンムセイ
リイイン

東京商工会沿革始末 トウキョウショウコウカイエンカクシマツ 7-2-後

Ga4-Z 全国経済調査機関連合会
ゼンコクケイザイチョウサキカンレン
ゴウカイ

本会の沿革と事業 ホンカイノエンカクトジギョウ 7-2-後

Ga4-は3-Z 財政部 ザイセイブ 商務会に就て ショウムカイニツイテ 7-2-後
Ga5-B 貿易奨励会 ボウエキショウレイカイ 貿易奨励資料（13）～（15）（17）（18） ボウエキショウレイシリョウ 7-2-後
Ga5-B 貿易奨励会 ボウエキショウレイカイ 貿易奨励資料（16）（19）（33）（36） ボウエキショウレイシリョウ 7-2-後
Ga5-C 貯蓄増強中央委員会 チョチクゾウキョウチュウオウイイン 貯蓄に関する世論調査昭和37～45年度、47～49年度 チョチクニカンスルヨロンチョウサ 7-2-後
Ga5-G 外務省 ガイムショウ 国際経済会議報告書 コクサイケイザイカイギホウコクショ 7-2-後
Ga5-IR 井上　良三 イノウエ　リョウゾウ 勤倹強調概観 キンケンキョウチョウガイカン 7-2-後

Ga5-J 人口食糧問題調査會
ジンコウショクリョウモンダイチョウサ
カイ

諸國ニ於ケル植民研究所及拓殖博物館ニ關スル調査 ショコクニオケルショクミンケンキュウショ… 7-2-後

Ga5-K
〔経済審議会〕人的能力部会養成・
訓練分科会

ケイザイシンギカイジンテキノウリョ
クブカイヨウセイクンレンブンカカイ

養成・訓練分科会報告 ヨウセイクンレンブンカカイホウコク 7-2-後

Ga5-K 関税局 カンゼイキョク 貿易彙報　（1） ボウエキイホウ 7-2-後
Ga5-K 教学局 キョウガクキョク 日本諸学研究報告16 ニホンショガクケンキュウホウコク 7-2-後
Ga5-K 教学局 キョウガクキョク 日本諸学振興委員会研究報告（5）経済学 ニホンショガクシンコウイインカイケンキュウホウコク 7-2-後

Ga5-K
経済安定本部総裁官房企画部調査
課

ケイザイアンテイホンブソウサイカン
ボウキカクブチョウサカ

太平洋戦争による我國の被害総合報告書
タイヘイヨウセンソウニヨルワガクニノヒガイソウゴウホ
ウコクショ

7-2-後

Ga5-K 経済審議会 ケイザイシンギカイ 経済発展における人的能力開発の課題と対策 ケイザイハッテンニオケルジンテキノウリョク… 7-2-後
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Ga5-K 経済審議会 ケイザイシンギカイ 国民所得倍増計画 コクミンショトクバイゾウケイカク 7-2-後

Ga5-K 経済審議会長期展望部会
ケイザイシンギカイチョウキテンボウ
ブカイ

部門別報告要旨（2） ブモンベツホウコクヨウシ 7-2-後

Ga5-K 経済審議会計量委員会
ケイザイシンギカイケイリョウイイン
カイ

計量委員会第2次報告－経済社会発展計画のための
計量経済モデルのフォローアップ－

ケイリョウイインカイダイ2ジホウコク 7-3-前

Ga5-K 経済審議会計量委員会
ケイザイシンギカイケイリョウイイン
カイ

計量委員会第3次報告－新経済社会発展計画の計量
経済モデルに関する報告－

ケイリョウイインカイダイ3ジホウコク 7-3-前

Ga5-K 経済審議会人的能力部会
ケイザイシンギカイジンテキノウリョ
クブカイ

人的能力部会報告 ジンテキノウリョクブカイホウコク 7-3-前

Ga5-K 経済復興計畫委員会 ケイザイフッコウケイカクイインカイ
経済復興計畫委員会報告書第3部－経済復興計畫が
でき上るまで－

ケイザイフッコウケイカクイインカイホウコクショダイ3ブ 7-3-前

Ga5-K 経済復興計画委員会 ケイザイフッコウケイカクイインカイ 経済復興計画委員会報告書－関係資料総括表－ ケイザイフッコウケイカクイインカイホウコクショ 7-3-前
Ga5-K 神戸市経済部産業課 コウベシケイザイブサンギョウカ 神戸市経済調査資料（2） コウベシケイザイチョウサシリョウ 7-3-前

Ga5-K 國際聯盟事務局東京支局
コクサイレンメイジムキョクトウキョウ
シキョク

国際聯盟資料（2冊） コクサイレンメイシリョウ 7-3-前

Ga5-K 国民経済計算審議会 コクミンケイザイケイサンシンギカイ デフレーター分科会報告 デフレーターブンカカイホウコク 7-3-前
Ga5-K 国民経済計算審議会所得部会 コクミンケイザイケイサンシンギカイ 所得部会報告 ショトクブカイホウコク 7-3-前
Ga5-K 国民経済計算審議会総務部会 コクミンケイザイケイサンシンギカイ 勘定体系小委員会報告 カンジョウタイケイショウイインカイホウコク 7-3-前

Ga5-K 国民経済計算調査委員会
コクミンケイザイケイサンチョウサイ
インカイ

国民経済計算調査委員会報告 コクミンケイザイケイサンチョウサイインカイホウコク 7-3-前

Ga5-K 経済安定本部総裁官房調査課
ケイザイアンテイホンブソウサイカン
ボウチョウサカ

今次戦爭による國富被害算定方法 コンジセンソウニヨルコクフヒガイサンテイホウホウ 7-3-前

Ga5-K （財）日本經濟研究所
ザイダンホウジンニホンケイザイケ
ンキュウショ

經濟安定本部への調査報告（1）・（上）（下）～（3）（5）
（6）

ケイザイアンテイホンブエノチョウサホウコク 7-3-前

Ga5-M 満州大博覧会協賛会（猪谷　英一）
マンシュウダイハクランカイキョウサ
ンカイ

日満実業懇談会紀要 ニチマンジツギョウコンダンカイキヨウ 7-3-前

Ga5-N 日満支経済懇談会事務局
ニチマンシケイザイコンダンカイジム
キョク

日満支経済懇談会報告書 ニチマンシケイザイコンダンカイホウコクショ 7-3-前

Ga5-N 日本学術振興会 ニホンガクジュツシンコウカイ 公益性と営利性 コウエキセイトエイリセイ 7-3-前
Ga5-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 欧米経済彙報昭和13-16年 オウベイケイザイイホウ 7-3-前

Ga5-N 日本経営者団体連盟
ニッケイケイエイシャダンタイレンメ
イ

日経連欧米経済事情調査団報告
ニッケイレンオウベイケイザイジジョウチョウサダンホ
ウコク

7-3-前

Ga5-N 日本経済連盟会 ニホンケイザイレンメイカイ 近財界不況の実状並に之が原因と対策 サイキンザイカイフキョウノジツジョウ… 7-3-前
Ga5-N 日本貿易振興協会 ニホンボウエキシンコウキョウカイ 〔日本貿易振興協会〕資料 ニホンボウエキシンコウキョウカイシリョウ 7-3-前

Ga5-N 日本經濟聯盟會 ニホンケイザイレンメイカイ 英國産業聯盟派遣日本満州國使節團報告書
エイコクサンギョウレンメイハケンニホンマンシュウコク
シセツダンホウコクショ

7-3-前

Ga5-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 時局ノ内外貿易並ニ商工業ニ及ホセル影響調査報告 ジキョクノナイガイボウエキナラビニショウコウギョウ… 7-3-前

Ga5-N （社）日本経済調査協議会
シャダンホウジン二ホンケイザイチョ
ウサキョウギカイ

転換期の国際経済秩序 テンカンキノコクサイケイザイチツジョ 7-3-前

Ga5-O 大蔵省臨時調査局金融部
オオクラショウリンジチョウサキョク
キンユウブ

財政経済時事問題研究 ザイセイケイザイジジモンダイケンキュウ 7-3-前

Ga5-OT 小野　武夫 オノ　タケオ 郷土経済史研究提要（2冊） キョウドケイザイシケンキュウテイヨウ 7-3-前
Ga5-S 1964年訪米経済使節団 1964ネンホウベイケイザイシセツダ 1964年訪米経済使節団報告書 1964ネンホウベイケイザイシセツダンホウコクショ 7-3-前

Ga5-S
産業経営研究所ビジネス・エコノミス
ト・センター

サンギョウケイエイケンキュウショビ
ジネスエコノミストセンター

B．E．C．特別研究セミナ－　（安定成長か？景気反動
か？39年2月25、26、27日）高橋亀吉等報告

ビーイーシートクベツケンキュウセミナー 7-3-前

Ga5-S 商工省貿易局 ショウコウショウボウエキキョク 〔商工省貿易局〕通報 ショウコウショウボウエキキョクツウホウ 7-3-前
Ga5-SI スベニルソン，Ｉ． スベニルソン　アイ 経済発展と教育投資－OECD10年後の教育目標－ ケイザイハッテントキョウイクトウシ 7-3-前
Ga5-ST 阪井　徳太郎 サカイ　トクタロウ 英米訪問実業団誌 エイベイホウモンジツギョウダンシ 7-3-前
Ga5-SW シュルター，W．C． シュルター　ダブリュー　シー 経済調査の仕方 ケイザイチョウサノシカタ 7-3-前
Ga5-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 支那経済事情に関する調査 シナケイザイジジョウニカンスルチョウサ 7-3-前

Ga5-T （社）東亜経済懇談会
シャダンホウジントウアケイザイコン
ダンカイ

東亜経済懇談会総会報告書昭和15年 トウアケイザイコンダンカイソウカイホウコクショ 7-3-前

Ga5-TM 得能　通昌 トクノウ　ミチマサ 欧米巡回紀行 オウベイジュンカイキコウ 7-3-前
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Ga5-TS 高島　誠一 タカシマ　セイイチ 欧米訪問経済使節団報告書 オウベイホウモンケイザイシセツダンホウコクショ 7-3-前

Ga6-C 中小企業金融公庫調査部
チュウショウキギョウキンユウコウコ
チョウサブ

中小企業を中心とした経済図表集（2冊）
チュウショウキギョウオチュウシントシタケイザイズヒョ
ウシュウ

7-3-前

Ga6-G 鈴木　鴻一郎 スズキ　コウイチロウ 現代日本資本主義大系（1） ゲンダイニホンシホンシュギタイケイ 7-3-前
Ga6-G 猪間　驥一 イノマ　キイチ 現代経済学全集（26） ゲンダイケイザイガクゼンシュウ 7-3-前
Ga6-H 堀江　帰一 ホリエ　キイチ 堀江帰一全集（1）～（10） ホリエキイチゼンシュウ 7-3-後
Ga6-H 改造社（高橋　亀吉） カイゾウシャ（タカハシ　カメキチ） 経済学全集（41）（42） ケイザイガクゼンシュウ （3F）
Ga6-K 改造社 カイゾウシャ 経済学全集（17）（18）（23）（26）（27）（30）（35）（別巻） ケイザイガクゼンシュウ 7-3-後
Ga6-K 改造社 カイゾウシャ 経済学全集（24）（31）（32）（43）（44） ケイザイガクゼンシュウ 7-3-後
Ga6-K 改造社 カイゾウシャ 経済学全集（45・2冊）（49）（56）～（61） ケイザイガクゼンシュウ 7-4-前
Ga6-K 改造社 カイゾウシャ 経済学全集（33）（（34）・中・下）（41）（46）（54）（63） ケイザイガクゼンシュウ 7-4-前

Ga6-K 経済企画庁経済研究所
ケイザイキカクチョウケイザイケン
キュウショ

経済企画庁経済研究所（3）（3）（4）（5） ケイザイキカクチョウケイザイケンキュウショ 7-4-前

Ga6-K 経済企画庁経済研究所
ケイザイキカクチョウケイザイケン
キュウショ

経済企画庁経済研究所（6）（6）（7） ケイザイキカクチョウケイザイケンキュウショ 7-4-前

Ga6-K 経済企画庁経済研究所
ケイザイキカクチョウケイザイケン
キュウショ

経済企画庁経済研究所（13）（14） ケイザイキカクチョウケイザイケンキュウショ 7-4-前

Ga6-K 経済企画庁経済研究所
ケイザイキカクチョウケイザイケン
キュウショ

経済企画庁経済研究所研究シリーズ（15）（16）（17）
ケイザイキカクチョウケイザイケンキュウショケンキュ
ウシリーズ

7-4-前

Ga6-K 経済企画庁経済研究所
ケイザイキカクチョウケイザイケン
キュウショ

経済企画庁経済研究所研究シリーズ（30）
ケイザイキカクチョウケイザイケンキュウショケンキュ
ウシリーズ

7-4-前

Ga6-K 経済企画庁経済研究所
ケイザイキカクチョウケイザイケン
キュウショ

経済企画庁経済研究所研究シリーズ（31）
ケイザイキカクチョウケイザイケンキュウショケンキュ
ウシリーズ

7-4-前

Ga6-K 経済企画庁総合計画局
ケイザイキカクチョウソウゴウケイカ
クキョク

経済計画資料（10） ケイザイケイカクシリョウ 7-4-前

Ga6-K 経済批判会訳 ケイザイヒハンカイヤク 世界経済叢書（1）～（4）（6）～（11） セカイケイザイソウショ 7-4-後
Ga6-K 国防経済協会 コクボウケイザイキョウカイ 国防経済論叢（1）～（3） コクボウケイザイロンソウ 7-4-後
Ga6-K 日本経済（有澤廣巳） ニホンケイザイアリサワ　ヒロミ 経済学新体系（7） ケイザイガクシンタイケイ 7-4-後
Ga6-K 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 近世社会経済叢書（１）～（12） キンセイシャカイケイザイソウショ 7-4-後
Ga6-K 狭間　源三 ハザマ　ゲンゾウ 講座日本資本主義発達史論（１） コウザニホンシホンシュギハッタツシロン 7-4-後
Ga6-M 山本　美 ヤマモト　ヨシ マルクス＝エンゲルス全集（1）～（2）、（4） マルクスエンゲルスゼンシュウ 7-4-後
Ga6-M 山本　美 ヤマモト　ヨシ マルクス＝エンゲルス全集（5）（6）（7）（7-3）（12） マルクスエンゲルスゼンシュウ 7-4-後
Ga6-N 今川　瑛一、松尾　大 イマガワ　エイイチ　マツオ　ヒロシ 日経新書（184） ニッケイシンショ 7-5-前
Ga6-N 改造社 カイゾウシャ 日本統制経済全集（5）（6）（8）（10） ニホントウセイケイザイゼンシュウ 7-5-前
Ga6-N 楫西　光速 カジニシ　ミツハヤ 日本経済史大系（5） ニホンケイザイシタイケイ 7-5-前
Ga6-N 金森　久雄 カナモリ　ヒサオ 日経新書（56） ニッケイシンショ 7-5-前
Ga6-N 宍戸　寿雄 シシド　トシオ 日経新書（44） ニッケイシンショ 7-5-前
Ga6-N 証券部 ショウケンブ 日経新書（40） ニッケイシンショ 7-5-前
Ga6-N 高橋　毅夫 タカハシ　タケオ 日経新書（159） ニッケイシンショ 7-5-前
Ga6-N 滝本　誠一 タキモト　セイイチ 日本経済叢書（4）～（5） ニホンケイザイソウショ 7-5-前
Ga6-N 滝本　誠一 タキモト　セイイチ 日本経済叢書（6）（7） ニホンケイザイソウショ 7-5-前
Ga6-N 滝本　誠一 タキモト　セイイチ 日本経済叢書（18） ニホンケイザイソウショ 7-5-後
Ga6-N 滝本　誠一 タキモト　セイイチ 日本経済叢書（20）～（34） ニホンケイザイソウショ 7-5-後
Ga6-N 滝本　誠一 タキモト　セイイチ 日本経済叢書（30） ニホンケイザイソウショ 7-5-後
Ga6-N 滝本　誠一 タキモト　セイイチ 日本経済叢書（35） ニホンケイザイソウショ 7-5-後

Ga6-N 瀧本　誠一 タキモト　セイイチ
日本経済叢書（1）（2）（3）（8）（10）（11）（12）（14）（15）
（16）（18）（19）

ニホンケイザイソウショ 7-5-後

Ga6-N 瀧本　誠一 タキモト　セイイチ 日本経済叢書（9） ニホンケイザイソウショ 7-5-後
Ga6-N 瀧本　誠一 タキモト　セイイチ 日本経済叢書（17） ニホンケイザイソウショ 7-5-後
Ga6-N 瀧本　誠一 タキモト　セイイチ 日本経済叢書改訂（1）～（6） ニホンケイザイソウショ 7-5-後
Ga6-N 瀧本　誠一 タキモト　セイイチ 日本経済叢書続（1）（2） ニホンケイザイソウショ 7-5-後
Ga6-N 瀧本　誠一 タキモト　セイイチ 日本経済大典（49） ニホンケイザイタイテン 7-5-後
Ga6-N 都留　重人 ツル　シゲト 日経新書（1） ニッケイシンショ 7-5-後
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Ga6-N 日経文庫（178） ニッケイブンコ インフレーションの話 インフレーションノハナシ 7-5-後
Ga6-N 日本経済新聞社 ニホンケイザイシンブンシャ 日経新書（2） ニッケイシンショ 7-5-後
Ga6-N 日本経済新聞証券部 ニホンケイザイシンブンショウケンブ 日経新書96 ニッケイシンショ 7-5-後
Ga6-N 日本の工業日経工業部 ニホンノコウギョウニッケイコウギョ 日経文庫 ニッケイブンコ 7-5-後
Ga6-N 野口　孝一 ノグチ　コウイチ 日経新書（32） ニッケイシンショ 7-5-後
Ga6-N 吉野　俊彦 ヨシノ　トシヒコ 日経文庫（7） ニッケイブンコ 7-5-後

Ga6-N
日本資本主義講座－戦後日本の政治と経済－（1）～
（3）、（9）、（別巻）

ニホンシホンシュギコウザ 7-5-後

Ga6-S 産業経済学会 サンギョウケイザイガッカイ 戦時経済国策大系（1）～（6） センジケイザイコクサクタイケイ 7-5-後
Ga6-S 産業経済学会 サンギョウケイザイガッカイ 戦時経済国策大系（9） センジケイザイコクサクタイケイ 7-6-後
Ga6-S 産業経済学会 サンギョウケイザイガッカイ 戦時経済国策大系（7）（8） センジケイザイコクサクタイケイ 7-6-後
Ga6-S 世界経済研究協会 セカイケイザイケンキュウキョウカイ 1985年の世界貿易（1）（4） 1985ネンノセカイボウエキ 7-6-後
Ga6-T 日本経済叢書刊行会 二ホンケイザイソウショカンコウカイ 通俗経済文庫(1）（2）（4）（6）（8）（12） ツウゾクケイザイブンコ 7-6-後
Ga6-T 日本経済叢書刊行会 二ホンケイザイソウショカンコウカイ 通俗経済文庫（3） ツウゾクケイザイブンコ 7-6-後
Ga6-T 日本経済叢書刊行会 二ホンケイザイソウショカンコウカイ 通俗経済文庫（5） ツウゾクケイザイブンコ 7-6-後
Ga6-T 日本経済叢書刊行会 二ホンケイザイソウショカンコウカイ 通俗経済文庫（7） ツウゾクケイザイブンコ 7-6-後
Ga6-T 日本経済叢書刊行会 二ホンケイザイソウショカンコウカイ 通俗経済文庫（9） ツウゾクケイザイブンコ 7-6-後
Ga6-T 日本経済叢書刊行会 二ホンケイザイソウショカンコウカイ 通俗経済文庫（10） ツウゾクケイザイブンコ 7-6-後
Ga6-T 日本経済叢書刊行会 二ホンケイザイソウショカンコウカイ 通俗経済文庫（11） ツウゾクケイザイブンコ 7-6-後
Ga6-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 高橋亀吉経済論集（5） タカハシカメキチケイザイロンシュウ （3F）
Ga6-は2-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮の人口現象 チョウセンノジンコウゲンショウ 7-6-後
Gb1-AR アキレ，ロリア アキレ　ロリア 社会の経済的基礎（全） シャカイノケイザイテキキソ 7-6-後
Gb1-AT 天野　為之 アマノ　タメユキ 経済原論 ケイザイゲンロン 7-6-後
Gb1-B ブルガコフ ブルガコフ 経済哲学の二問題 ケイザイテツガクノニモンダイ 7-6-後
Gb1-C 貯蓄増強中央委員会 チョチクゾウキョウチュウオウイイン 貯蓄・貨幣の基礎理論 チョチクカヘイノキソリロン 7-6-後
Gb1-CC クラーク，コーリン クラーク　コーリン 経済進歩の諸条件（上）（下） ケイザイシンポノショジョウケン 7-6-後
Gb1-CC クラーク，コーリン クラーク　コーリン 経済的進歩の諸条件 ケイザイテキシンポノショジョウケン （3F）
Gb1-FF フェター，F．A． フェター　フランク　エー 物財の価値 ブツザイノカチ 7-6-後
Gb1-IM 伊部　政一 イベ　マサイチ 資本主義の将来－貨幣的計画経済への道－ シホンシュギノショウライ 7-6-後
Gb1-IM 伊部　政一 イベ　マサイチ 現代経済の理論と政策 ゲンダイケイザイノリロントセイサク 7-6-後
Gb1-IM 伊部　政一 イベ　マサイチ 教養の経済学 キョウヨウノケイザイガク 7-6-後
Gb1-KA 小泉　明 コイズミ　アキラ きょうの経済学 キョウノケイザイガク 7-6-後
Gb1-KM 加藤　美侖 カトウ　ミロン 常識としての経済学－経済学概論－ ジョウシキトシテノケイザイガク 7-6-後
Gb1-M 民富邇言 ミンプジゲン 7-6-後
Gb1-MM 森嶋　通夫 モリシマ　ミチオ 資本主義経済の変動理論－循環と進歩の経済学－ シホンシュギケイザイノヘンドウリロン 7-6-後
Gb1-N 日本評論新社 ニホンヒョウロンシンシャ 経済学学習はんど・ぶっく ケイザイガクガクシュウハンドブック 7-6-後

Gb1-N 日本経済研究センター総合研究部
ニホンケイザイケンキュウセンターソ
ウゴウ…

3兆ドルの経済構造－昭和60年の日本－＜要約＞ サンチョウドルノケイザイコウゾウ 7-6-後

Gb1-NT 中村　孝士 ナカムラ　タカシ 経済予測の確率－見通しはなぜ狂うか－ ケイザイヨソクノカクリツ 7-6-後
Gb1-OT 小幡　篤次郎 オバタ　トクジロウ 生産道案内 セイサンミチアンナイ 7-6-後
Gb1-PE ポーレ，エル ポーレ　エル 資本主義と社会主義 シホンシュギトシャカイシュギ 7-6-後
Gb1-RJ Rokkuuddo，J．H． ロックウッド　ジェイ　エイチ 富の創造（全） トミノソウゾウ 7-6-後
Gb1-RJ ロビンソン，ジョーン ロビンソン　ジョーン 経済学の考え方 ケイザイガクノカンガエカタ 7-6-後
Gb1-RW ロストウ，W．W． ロストウ　ダブリュー　ダブリュー 経済成長の諸段階－一つの非共産主義宣言－ ケイザイセイチョウノショダンカイ 7-6-後
Gb1-SJ スミス，ジェー．ハルデーン スミス　ジェー　ハルデーン 経済的道徳主義（全） ケイザイテキドウトクシュギ 7-6-後
Gb1-SJ 添田　壽一 ソエダ　ジュイチ 経済より見たる道徳 ケイザイヨリミタルドウトク 7-6-後
Gb1-SN 佐藤　信淵 サトウ　ノブヒロ 経済要録 ケイザイヨウロク 7-6-後
Gb1-ST 塩野谷　九十九 シオノヤ　ツクモ 経済発展と資本蓄積 ケイザイハッテントシホンチクセキ 7-6-後
Gb1-SW Salter，W．E． サルタ　ダブリュー　イー 生産性と技術進歩 セイサンセイトギジュツシンポ 8-1-前
Gb1-SY 清水　芳太郎 シミズ　ヨシタロウ 日本経済革命論 ニホンケイザイカクメイロン 8-1-前
Gb1-TI 田尻　稲次郎 タジリ　イネジロウ 経済史眼（全） ケイザイシガン 8-1-前
Gb1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 実用経済学 ジツヨウケイザイガク （3F）
Gb1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 経済学の基礎知識（下） ケイザイガクノキソチシキ… （3F）
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Gb1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 経済理論の革命時代－経済基礎の一変と其の実情－ ケイザイリロンノカクメイジダイ （3F）
Gb1-TK 田島　錦治 タジマ　キンジ 近経済論（全） サイキンケイザイロン 8-1-前
Gb1-TK 恒藤　恭 ツネトウ　キョウ ジムメルの経済哲学 ジムメルノケイザイテツガク 8-1-前
Gb1-TS 高橋　誠一郎 タカハシ　セイイチロウ 私有財産制度論の変遷 シユウザイサンセイドロンノヘンセン 8-1-前
Gb1-TT 高木　友三郎 タカギ　トモサブロウ 文化哲学と経済哲学 ブンカテツガクトケイザイテツガク 8-1-前
Gb1-YT 山下　寅蔵 ヤマシタ　トラゾウ 第二国富論 ダイニコクフロン 8-1-前
Gb2-C コンラード コンラード 国民経済学史 コクミンケイザイガクシ 8-1-前

Gb2-CY 長　幸男 チョウ　ユキオ
日本経済思想史研究－ブルジョア・デモクラシーの発展
と財政金融政策－

ニホンケイザイシソウシケンキュウ 8-1-前

Gb2-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 日本経済思想史研究 ニホンケイザイシソウシケンキュウ 8-1-前
Gb2-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 近世の経済思想 キンセイノケイザイシソウ （3F）
Gb2-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 近世の経済思想続編 キンセイノケイザイシソウゾクヘン （3F）
Gb2-HT 堀　経夫 ホリ　ツネオ 明治経済学史 メイジケイザイガクシ （3F）
Gb2-HT 堀　経夫 ホリ　ツネオ 明治経済学史 メイジケイザイガクシ 8-1-前
Gb2-K 近代経済学研究会 キンダイケイザイガクケンキュウカイ 世界十五大経済学－マルクスとケインズ－ セカイ15ダイケイザイガク 8-1-前
Gb2-KT 加田　哲二 カダ　テツジ 維新以後の社会経済思想概論 イシンイゴノシャカイケイザイシソウガイロン 8-1-前
Gb2-KT 日下　藤吾 ヒノシタ　トウゴ 唯物史観欧洲経済史 ユイブツシカンオウシュウケイザイシ 8-1-前

Gb2-NT 中村　孝也 ナカムラ　タカヤ 元祿及び享保時代における経済思想の研究
ゲンロクオヨビキョウホウジダイニオケルケイザイシソ
ウノケンキュウ

（3F）

Gb2-SE 住谷　悦治 スミヤ　エツジ
日本経済学史の一駒－社会政策学会を中心として－
（2冊）

ニホンケイザイガクシノヒトコマ 8-1-前

Gb2-SE 杉本　栄一 スギモト　エイイチ 近代経済学の解明（上）―その系譜と現代的評価― キンダイケイザイガクノカイメイ 8-1-前
Gb2-SE 杉本　栄一 スギモト　エイイチ 近代経済学の解明―現代的主潮流と新展開― キンダイケイザイガクノカイメイ 8-1-前
Gb2-TS 滝本　誠一 タキモト　セイイチ 日本経済典籍考 ニホンケイザイテンセキコウ （3F）
Gb2-TS 瀧本　誠一 タキモト　セイイチ 日本経済学説の要領（全） ニホンケイザイガクセツノヨウリョウ 8-1-前
Gb2-UY 内田　義彦 ウチダ　ヨシヒコ 日本資本主義の思想像 ニホンシホンシュギノシソウゾウ 8-1-前
Gb2-は3-TI 竹本　伊一郎 タケモト　イイチロウ 台湾経済叢書（3） タイワンケイザイソウショ 8-1-前
Gb3-MT マン，トーマス マン　トーマス 外国貿易によるイギリスの財宝 ガイコクボウエキニヨルイギリスノザイホウ 8-1-前
Gb4-MT Malthus，Thomas Robert マルサス　トマス　ロバアト 人口論 ジンコウロン 8-1-前
Gb4-MT マルサス マルサス 穀物条例論－地代論－ コクモツジョウレイロン 8-1-前
Gb5-SW ソムバルト，ウェルナ ソムバルト　ウェルナ 高度資本主義（1） コウドシホンシュギ 8-1-前
Gb5-WA Wagner，Adolph ワグナー　アドルフ　 ワグナー氏経済学原論 ワグナーシケイザイガクゲンロン 8-1-前
Gb6-BJ Borchardt， Julian ボルハルト　ユリアーン 通俗資本論 ツウゾクシホンロン 8-1-前
Gb6-BN Bukharin，Nikolai ブハリン　ニコライ 転換期の経済学 テンカンキノケイザイガク 8-1-前
Gb6-HK Herman，Kahn ヘルマン　カーン マルクス資本論の展開 マルクスシホンロンノテンカイ 8-1-前
Gb6-KS 神山　茂夫 カミヤマ　シゲオ 日本資本主義分析の基本問題 ニホンシホンシュギブンセキノキホンモンダイ 8-1-前
Gb6-KS 小泉　信三 コイズミ　シンゾウ マルクシズムとボルシェヴィズム マルクシズムトボルシェヴィズム 8-1-前
Gb6-MK マルクス，Ｋ． マルクス　ケー 資本論（1）（2）（3・上・下） シホンロン 8-1-前
Gb6-MK マルクス，Ｋ． マルクス　ケー 資本論（3・上・下） シホンロン 8-1-後
Gb6-P プレブス プレブス プレブス経済学 プレブスケイザイガク 8-1-後
Gb6-SI 向坂　逸郎 サキサカ　イツロウ わが資本論 ワガシホンロン 8-1-後
Gb6-TM 高畠　素之 タカバタケ　モトユキ マルクス十二講 マルクス12コウ 8-1-後
Gb6-US 宇佐美　誠次郎 ウサミ　セイジロウ マルクス経済学入門 マルクスケイザイガクニュウモン 8-1-後
Gb7-DM ドッブ，モーリス ドッブ　モーリス 経済成長と経済計画 ケイザイセイチョウトケイザイケイカク 8-1-後
Gb7-FT 福田　徳三 フクダ　トクゾウ 厚生経済研究 コウセイケイザイケンキュウ 8-1-後
Gb7-HJ ヒックス，J．R． ヒックス　ジェー　アール 資本と成長（1）（2） シホントセイチョウ 8-1-後

Gb7-K 経済セミナー編集部 ケイザイセミナーヘンシュウブ
はんど・ぶっく近代経済学へのアプローチ－学習法と必
読書－

ハンドブックキンダイケイザイガクヘノアプローチ 8-1-後

Gb7-RJ Robinson，Joan ロビンソン　ジョーン 異端の経済学 イタンノケイザイガク 8-1-後
Gb7-SR ソロー，ロバート　M． ソロー　ロバート　エム 資本理論と経済成長 シホンリロントケイザイセイチョウ 8-1-後

Gb7-ST 塩野谷　九十九 シオノヤ　ツクモ
ケインズ教授著「雇傭、金利及通貨の一般理論」の梗
概の紹介

ケインズキョウジュチョコヨウキンリオヨビカヘイノイッ
パンリロンノコウガイノショウカイ

8-1-後

Gb81-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 国民所得倍増計画 コクミンショトクバイゾウケイカク 8-1-後
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Gb81-K 経済同友会 ケイザイドウユウカイ 付加価値生産性調査 フカカチセイサンセイチョウサ 8-1-後
Gb83-BM 馬場　正雄 ババ　マサオ 反独占の経済学 ハンドクセンノケイザイガク 8-1-後
Gb83-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ ソシャル・ダンピング論 ソシｬルダンピングロン （3F）
Gb83-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ ソシャル・ダンピング論 ソシｬルダンピングロン 8-1-後

Gb84-K 経済企画庁総合計画局
ケイザイキカクチョウソウゴウケイカ
クキョク

現代インフレと所得政策－物価・所得・生産性委員会報
告－

ゲンダイインフレトショトクセイサク 8-1-後

Gb85-BW ベッカーマン，ウイルフレッド ベッカーマン　ウイルフレッド 経済成長擁護論－終末論を告発する－ ケイザイセイチョウヨウゴロン 8-1-後
Gb85-GB 後藤　文治 ゴトウ　ブンジ 新国民所得読本 シンコクミンショトクドクホン 8-1-後

Gb85-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ
国民経済計算の改善に関する方策－国民所得勘定の
構成の改善を中心として－

コクミンケイザイケイサンノカイゼンニカンスルホウサ
ク

8-1-後

Gb85-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 国民所得倍増計画 コクミンショトクバイゾウケイカク 8-1-後

Gb85-K 経済企画庁総合計画局
ケイザイキカクチョウソウゴウケイカ
クキョク

コルム博士の勧告と講義要旨 コルムハクシノカンコクトコウギヨウシ 8-1-後

Gb85-K 経済企画庁総合計画局
ケイザイキカクチョウソウゴウケイカ
クキョク

国民所得倍増計画における物価、賃金、生産性
コクミンショトクバイゾウケイカクニオケルブッカチンギ
ンセイサンセイ

8-1-後

Gb85-K 経済審議会 ケイザイシンギカイ 国民所得倍増計画 コクミンショトクバイゾウケイカク 8-1-後

Gb85-K 経済審議会総合部会 ケイザイシンギカイソウゴウブカイ 国民所得倍増計画中間検討総合報告案
コクミンショトクバイゾウケイカクチュウカンケントウソウ
ゴウホウコクアン

8-1-後

Gb85-K 経済審議会総合部会総括分科会
ケイザイシンギカイソウゴウブカイソ
ウカツブンカカイ

国民所得倍増計画アフターケア総合報告案（2冊）
コクミンショトクバイゾウケイカクアフターケアソウゴウ
ホウコクアン

8-1-後

Gb85-K 国民経済計算審議会 コクミンケイザイケイサンシンギカイ
国民経済計算の改善に関する方策－国民所得勘定の
構成の改善を中心として－

コクミンケイザイケイサンノカイゼンニカンスルホウサ
ク

8-1-後

Gb85-KN 木内　信胤 キウチ　ノブタネ 所得倍増計画を批判する ショトクバイゾウケイカクヲヒハンスル 8-1-後
Gb85-ME ミシャン，E．J． ミシャン　イー　ジェー 経済成長の代価 ケイザイセイチョウノダイカ 8-1-後
Gb85-N 日本統計学会 ニホントウケイガッカイ 国民所得とその分布 コクミンショトクトソノブンプ 8-1-後

Gb85-S 産業計画会議 サンギョウケイカクカイギ
マクロモデル・産業連関表・ミクロモデルによる日本経
済の政策的予測（本論）（附属資料）

マクロモデルサンギョウレンカンミクロモデル… 8-1-後

Gb85-S 産業計画会議 サンギョウケイカクカイギ 欧米諸国の所得政策 オウベイショコクノショトクセイサク 8-1-後
Gb85-S 産業計画会議 サンギョウケイカクカイギ わが国における所得政策 ワガクニニオケルショトクセイサク 8-1-後
Gb85-SS 汐見　三郎 シオミ　サブロウ 国民所得の分配 コクミンショトクノブンパイ 8-1-後
Gb85-ST 佐藤　豊三郎 サトウ　トヨサブロウ 国民所得分析 コクミンショトクブンセキ 8-1-後

Gb85-T 統計研究会 トウケイケンキュウカイ
国民資本勘定の理論的・実証的研究－国民所得勘定
との統合を中心として－

コクミンシホンカンジョウノリロンテキジッショウテキケ
ンキュウ

8-1-後

Gb85-T （財）統計研究会
ザイダンホウジントウケイケンキュウ
カイ

国民経済計算の整備改善に関する研究－国民経済計
算統合の理論と実際－

コクミンケイザイケイサンノセイビカイゼンニカンスルケ
ンキュウ

8-1-後

Gb85-TC 高橋　長太郎 タカハシ　チョウタロウ 国民所得 コクミンショトク 8-1-後
Gb85-YY 山田　雄三 ヤマダ　ユウゾウ 経済成長と型－国民所得の国際比較－ ケイザイセイチョウトカタ 8-1-後

Gb86-K 国民経済計算審議会消費部会
コクミンケイザイケイサンシンギカイ
ショウヒブカイ

消費部会報告 ショウヒブカイホウコク 8-1-後

Gb86-N 内務省地方局 ナイムショウチホウキョク 勤倹貯蓄ニ関スル資料 キンケンチョチクニカンスルシリョウ 8-1-後
Gb86-N 日本銀行貯蓄推進部 ニホンギンコウチョチクスイシンブ 貯蓄の論理－貯蓄に関する論説集－ チョチクノロンリ 8-1-後

Gb86-Z 全国銀行協会連合会
ゼンコクギンコウキョウカイレンゴウ
カイ

現代の貯蓄理論－成長経済における貯蓄－ ゲンダイノチョチクリロン 8-1-後

Gb87-SE 杉本　栄一 スギモト　エイイチ 近代経済学の基本性格 キンダイケイザイガクノキホンセイカク 8-1-後
Gb9-IK 石井　幸一 イシイ　コウイチ 八・二停止分（改正價格等統制令）解説 82テイシブン… 8-1-後

Gb9-K 中央物価統制協力会
チュウオウブッカトウセイキョウリョク
カイ

改正暴利行為等取締規則解説、改正価格等統制令企
業整備令

カイセイボウリコウイトウトリシマリキソク… 8-2-前

Gb9-N 日本経済連盟会調査課 ニホンケイザイレンメイカイチョウサ 大東亜戦争以降経済官刑法規集 ダイトウアセンソウイコウケイザイカンケイホウキシュ 8-2-前

Gb9-O 大蔵省物価部 オオクラショウブッカブ 新物価体系関係法令竝ニ基本資料輯（1）
シンブッカタイケイカンケイホウレイナラビニキホンシ
リョウシュウ

8-2-前

Gb9-R 陸軍省主計課別班 リクグンショウシュケイカベッパン
第1次欧州戦争ニ於ケル主要交戦国経済統制法令輯
録

ダイ1ジオウシュウセンソウニオケルシュヨウコウセンコ
ク…

8-2-前

Gb9-R 陸軍省主計課別班 リクグンショウシュケイカベッパン 第二次欧州戦争ニ於ケル交戦各国経済統制法令輯録 ダイニジオウシュウセンソウニオケルコウセン… 8-2-前
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Gb9-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 戦時経済法令集 センジケイザイホウレイシュウ 8-2-前

Gb9-に2-C 中央物価統制協力会議
チュウオウブッカトウセイキョウリョク
カイギ

ナチス経済組織法「独逸経済ノ有機的構成準備法」並
に同施行令法文及び解説

ナチスケイザイソシキホウ… 8-2-前

Gc1-TS 高村　象平 タカムラ　ショウヘイ 日本における経済史学の発達 ニホンニオケルケイザイシガクノハッタツ 8-2-前
Gc3-HK 細川　亀市 ホソカワ　カメイチ 日本仏教経済史論考 ニホンブッキョウケイザイシロンコウ 8-2-前
Gc3-IY 入交　好脩 イリマジリ　ヨシナガ 封建制崩壊過程の研究 ホウケンセイホウカイカテイノケンキュウ （3F）
Gc3-MK 森　喜一 モリ　キイチ 日本資本主義前史－封建性崩壊過程の一研究－ ニホンシホンシュギゼンシ 8-2-前
Gc3-TS 瀧本　誠一 タキモト　セイイチ 日本封建経済史 ニホンホウケンケイザイシ （3F）
Gc3-YS 安岡　重明 ヤスオカ　シゲアキ 日本封建経済政策史論－経済統制と幕藩体制－ ニホンホウケンケイザイセイサクシロン 8-2-前
Gc4-AM 浅田　光輝 アサダ　ミツテル 日本資本主義社会形成史 ニホンシホンシュギシャカイケイセイシ 8-2-前
Gc4-BA バーリ，A．A． バーリ　エー　エー 二十世紀資本主義革命 20セイキシホンシュギカクメイ 8-2-前
Gc4-FW フォスター，ウィリアム　Z． フォスター　ウィリアム　ゼット 世界資本主義のたそがれ セカイシホンシュギノタソガレ 8-2-前
Gc4-HG 羽仁　五郎 ハニ　ゴロウ 東洋に於ける資本主義の形成 トウヨウニオケルシホンシュギノケイセイ 8-2-前
Gc4-HL ヒューバーマン，レオ ヒューバーマン　レオ 資本主義経済の歩み－封建制から現代まで－（上）（3 シホンシュギケイザイノアユミ 8-2-前
Gc4-HL ヒューバーマン，レオ ヒューバーマン　レオ 資本主義経済の歩み－封建制から現代まで－（下）（2 シホンシュギケイザイノアユミ 8-2-前
Gc4-HY 平野　義太郎 ヒラノ　ヨシタロウ 日本資本主義社会の機構－史的過程よりの究明－ ニホンシホンシュギシャカイノキコウ 8-2-前
Gc4-HY 堀江　保蔵 ホリエ　ヤスゾウ 明治維新と経済近代化 メイジイシントケイザイキンダイカ 8-2-前
GC4-HY 堀江　保蔵 ホリエ　ヤスゾウ 日本資本主義の成立 ニホンシホンシュギノセイリツ 8-2-前
Gc4-IM 伊部　政一 イベ　マサイチ 資本主義経済論 シホンシュギケイザイロン 8-2-前
Gc4-KH 小山　弘健 コヤマ　ヒロタケ 日本資本主義論争史（上） ニホンシホンシュギロンソウシ 8-2-前
Gc4-KL ケルソン，ルイス　O． ケルソン　ルイス　オー 資本主義宣言 シホンシュギセンゲン 8-2-前
Gc4-KM 楫西　光速 カジニシ　ミツハヤ 続日本資本主義発達史－独占資本の形成と発展－ ゾクニホンシホンシュギハッタツシ 8-2-前
Gc4-KM 楫西　光速 カジニシ　ミツハヤ 日本資本主義発達史－産業資本の成立と発展－ ニホンシホンシュギハッタツシ 8-2-前
Gc4-KM 楫西　光速 カジニシ　ミツハヤ 日本における産業資本の形成 ニホンニオケルサンギョウシホンノケイセイ 8-2-前
Gc4-KM 楫西　光速 カジニシ　ミツハヤ 日本における資本主義の発達（上）（下）（年表） ニホンニオケルシホンシュギノハッタツ （3F）
Gc4-KM キドロン，マイケル キドロン　マイケル 現代の欧米資本主義 ゲンダイノオウベイシホンシュギ 8-2-前
Gc4-KR 小林　良正 コバヤシ　リョウセイ 日本資本主義の生成とその基盤 ニホンシホンシュギノセイセイトソノキバン 8-2-前
Gc4-MF 守屋　典郎 モリヤ　フミオ 日本資本主義発達史 ニホンシホンシュギハッタツシ 8-2-前
Gc4-NE 野呂　栄太郎 ノロ　エイタロウ 日本資本主義発達史（2冊） ニホンシホンシュギハッタツシ 8-2-前
Gc4-NH 成瀬　秀雄 ナルセ　ヒデオ 日本資本主義発達史 ニホンシホンシュギハッタツシ 8-2-前
Gc4-PM Pavlovitch，Michel パブロヴィッチ　ミハエル 帝国主義の経済的基礎 テイコクシュギノケイザイテキキソ 8-2-前

Gc4-S 社会経済労働研究所
シャカイケイザイロウドウケンキュウ
ショ

日本資本主義論争史 ニホンシホンシュギロンソウシ 8-2-前

Gc4-SG サファロフ，ゲオルギー　イワノ サファロフ　ゲオルギー　イワノ 日本資本主義発達史 ニホンシホンシュギハッタツシ 8-2-前
Gc4-SI 向坂　逸郎 サキサカ　イツロウ 日本資本主義の諸問題 ニホンシホンシュギノショモンダイ 8-2-前
Gc4-TS 高村　象平 タカムラ　ショウヘイ 資本主義の歴史的問題 シホンシュギノレキシテキモンダイ 8-2-前
Gc4-TS 都留　重人 ツル　シゲト 現代資本主義の再検討 ゲンダイシホンシュギノサイケントウ 8-2-前
Gc4-TT 対馬　忠行 ツシマ　タダユキ 「日本資本主義論争」史論 ニホンシホンシュギロンソウシロン 8-2-前
Gc4-TT 土屋　喬雄 ツチヤ　タカオ 日本資本主義発達史概説 ニホンシホンシュギハッタツシガイセツ （3F）
Gc4-TT 土屋　喬雄 ツチヤ　タカオ 日本資本主義史論集 ニホンシホンシュギシロンシュウ 8-2-前
Gc4-へ1-NE ノース，E．G． ノース，イー　ジー アメリカの資本形成 アメリカノシホンケイセイ 8-2-前
Gc5-FT 福田　徳三 フクダ　トクゾウ 唯物史観経済史出立点の再吟味前冊 ユイブツシカンケイザイシシュッタツテンノサイギンミ 8-2-前
Gc5-TM 高橋　正熊 タカハシ　マサクマ 社会主義の限界 シャカイシュギノゲンカイ 8-2-前
Gc6-NC 西山　千明 ニシヤマ　チアキ 自由経済－その政策と原理－ ジユウケイザイ 8-2-前

Gc6-ST 鈴木　武雄 スズキ　タケオ
再建日本経済研究のために－封建論争検討再建理論
解明により新しい日本経済のあり方の研究－

サイケンニホンケイザイケンキュウノタメニ 8-2-後

Gc6-TS 東畑　精一 トウハタ　セイイチ 日本資本主義の形成者－さまざまの経済主体－ ニホンシホンシュギノケイセイシャ 8-2-後
Gc6-VE ヴァルガ，オイゲン ヴァルガ　オイゲン 資本主義経済の没落 シホンシュギケイザイノボツラク 8-2-後
Gc7-TK 高橋　龜吉 タカハシ　カメキチ 日本資本主義発達史（2冊） ニホンシホンシュギハッタツシ 8-2-後
Gc7-へ1-HL ハッカー，ルイス　Ｍ． ハッカー　ルイス　エム アメリカ資本主義発達史 アメリカシホンシュギハッタツシ 8-2-後
Gc7-HY 平野　義太郎 ヒラノ　ヨシタロウ 日本資本主義の構造 ニホンシホンシュギノコウゾウ 8-2-後
Gc7-IT 井汲　卓一 イクミ　タクイチ 近における経済情勢と経済恐慌（上） サイキンニオケルケイザイジョウセイトケイザイキョウ 8-2-後
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Gc7-IT 猪俣　津南雄 イノマタ　ツナオ 日本の独占資本主義金融資本の恐慌対策
ニホンノドクセンシホンシュギキンユウシホンノキョウコ
ウタイサク

8-2-後

Gc7-IZ 猪谷　善一 イタニ　ゼンイチ 日本資本主義－其歴史・機構・改造－ ニホンシホンシュギ 8-2-後
Gc7-N 改造社 カイゾウシャ 日本経済史研究 ニホンケイザイシケンキュウ 8-2-後
Gc7-PC ポポフ，コンスタンチン ポポフ　コンスタンチン 日本資本主義発展史 ニホンシホンシュギハッテンシ 8-2-後
Gc7-SM 鈴木　茂三郎 スズキ　モサブロウ 日本独占資本主義の展望 ニホンドクセンシホンシュギノテンボウ 8-2-後
Gc7-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 資本主義日本の研究 シホンシュギニホンノケンキュウ （3F）
Gc7-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本資本主義発達史－増補改訂版－ ニホンシホンシュギハッタツシ （3F）
Gc7-TM 高橋　正雄 タカハシ　マサオ 日本資本主義の研究（上） ニホンシホンシュギノケンキュウ 8-2-後

Gc7-YM 山田　盛太郎 ヤマダ　モリタロウ
日本資本主義分析－日本資本主義における再生産過
程把握－

ニホンシホンシュギブンセキ 8-2-後

Gc7-は3-C
中国工商行政管理局中国科学院経
済研究所資本主義経済改造研究室

チュウゴクコウショウギョウセイカン
リキョクチュウゴクカガクインケイザ
イケンキュウショシホンシュギケイザ
イカイゾウケンキュウシツ

中国資本主義の変革過程（上）（下） チュウゴクシホンシュギノヘンカクカテイ （3F）

Gc7-に11-N 日本商工経済会国際局
ニホンショウコウケイザイカイコクサ
イキョク

ソヴィエト連邦の政治経済政策の動向（1）～（4） ソヴィエトレンポウノセイジケイザイセイサクノドウコウ 8-2-後

Gc7-に11-YT 山下　寅蔵 ヤマシタ　トラゾウ 化石の工場・ソ連－計画経済の現場をみる－ カセキノコウジョウソレン 8-2-後
Gc7-に2-K 経済批判会 ケイザイヒハンカイ ドイツ資本主義の危機 ドイツシホンシュギノキキ 8-2-後
Gc7-に2-MT 松田　智雄 マツダ　トモオ ドイツ産業資本の形成と保護主義経済理論 ドイツサンギョウシホンノケイセイ… 8-2-後
Gd1-AH 有沢　広巳 アリサワ　ヒロミ 昭和経済史 ショウワケイザイシ （3F）
Gd1-AN 阿部　直躬 アベ　ナオミ 三十年之回顧 30ネンノカイコ 8-2-後
Gd1-AS 相原　茂 アイハラ　シゲル 現代日本の資本蓄積 ゲンダイニホンノシホンチクセキ 8-2-後
Gd1-AY 安藤　良雄 アンドウ　ヨシオ 近代日本経済史要覧 キンダイニホンケイザイシヨウラン 8-2-後

Gd1-C 中央大学経済研究所
チュウオウダイガクケイザイケン
キュウショ

戦後の日本経済－高度成長とその評価－ センゴノニホンケイザイ （3F）

Gd1-C 中部産業連盟 チュウブサンギョウレンメイ 中部産業戦後十年史 チュウブサンギョウセンゴ10ネンシ 8-2-後
Gd1-C 朝鮮銀行 チョウセンギンコウ 鮮満経済十年史－朝鮮銀行創業十周年記念－ センマンケイザイ10ネンシ （3F）
Gd1-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮の経済事情（3冊） チョウセンノケイザイジジョウ 8-2-後
Gd1-C 中外商業新報社 チュウガイショウギョウシンポウシャ 日本経済六十年史 ニホンケイザイ60ネンシ （3F）
Gd1-CJ コーヘン，J．B． コーヘン　ジェー　ビー 戦時戦後の日本経済（上）（下） センジセンゴノニホンケイザイ （3F）
Gd1-CO 陳　逢源 チン　ホウゲン 台湾経済問題の特質と批判 タイワンケイザイモンダイノトクシツトヒハン 8-2-後
Gd1-D 大日本文明協会 ダイニホンブンメイキョウカイ 近時の経済変動 キンジノケイザイヘンドウ 8-2-後
Gd1-E エコノミスト エコノミスト 経済十年史 ケイザイ10ネンシ （3F）
Gd1-E エコノミスト エコノミスト 日本経済の成長－高度成長を支えるもの－ ニホンケイザイノセイチョウ 8-2-後
Gd1-EK 江見　康一 エミ　コウイチ 日本経済論－経済成長100年の分析－ ニホンケイザイロン 8-2-後
Gd1-FE フリード，E．R． フリード　イー　アール 日本経済はどうなるか－世界経済における日本の将来 ニホンケイザイワドウナルカ 8-2-後
Gd1-FT 福田　徳三 フクダ　トクゾウ 日本経済史論（全） ニホンケイザイシロン 8-2-後
Gd1-FT 藤村　通 フジムラ　トオル 近代日本経済史―近代日本経済の展開― キンダイニホンケイザイシ 8-2-後
Gd1-FT 古澤　友吉 フルサワ　トモキチ 日本経済史 ニホンケイザイシ 8-2-後
Gd1-GY 後藤　誉之助 ゴトウ　ヨノスケ 日本経済の問題点－今日と明日－ ニホンケイザイノモンダイテン 8-2-後
Gd1-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 経済史考 ケイザイシコウ （3F）
Gd1-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 明治維新経済史研究 メイジイシンケイザイシケンキュウ （3F）
Gd1-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 明治維新経済史研究 メイジイシンケイザイシケンキュウ 8-2-後
Gd1-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 日本経済史 ニホンケイザイシ 8-2-後
Gd1-HI 濱野　一郎 ハマノ　イチロウ 日本経済再建の理論 ニホンケイザイサイケンノリロン 8-2-後
Gd1-HK 原　覚天 ハラ　カクテン アジアの経済－統計とその現実－ アジアノケイザイ 8-2-後
Gd1-HS 土方　成美 ヒジカタ　セイビ 日本経済研究（上）（下） ニホンケイザイケンキュウ 8-3-前
Gd1-HS 土方　成美 ヒジカタ　セイビ 日本経済研究（上）（下） ニホンケイザイケンキュウ 8-3-前
Gd1-HS 土方　成美 ヒジカタ　セイビ 日本経済研究附録（2冊） ニホンケイザイケンキュウ 8-3-前
Gd1-HY 堀江　保蔵 ホリエ　ヤスゾウ 日本経済文化史 ニホンケイザイブンカシ 8-3-前
Gd1-IH 稲葉　秀三 イナバ　ヒデゾウ 日本経済の現実 ニホンケイザイノゲンジツ 8-3-前
Gd1-IK 石田　興平 イシダ　コウヘイ 日本経済の発展 ニホンケイザイノハッテン 8-3-前
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Gd1-IK 伊藤　好一 イトウ　コウイチ 江戸地廻り経済の展開 エドジマワリケイザイノテンカイ 8-3-前
Gd1-IM 伊東　茂右衛門 イトウ　モエモン 経済事情（全）（2冊） ケイザイジジョウ 8-3-前
Gd1-IM 伊東　光晴 イトウ　ミツハル 現代経済を考える ゲンダイケイザイオカンガエル 8-3-前
Gd1-IT 飯田　経夫 イイダ　ツネオ 経済成長と二重構造 ケイザイセイチョウトニジュウコウゾウ 8-3-前
Gd1-IT 石橋　湛山 イシバシ　タンザン 激変期の日本経済 ゲキヘンキノニホンケイザイ 8-3-前
Gd1-K 改造社 カイゾウシャ 日本経済史研究 ニホンケイザイシケンキュウ 8-3-前

Gd1-K 九州経済調査協会
キュウシュウケイザイチョウサキョウ
カイ

九州経済の20年―創立20周年記念―（3冊組） キュウシュウケイザイノ20ネン 8-3-前

Gd1-K 經濟安定本部 ケイザイアンテイホンブ 經濟現況の分析 ケイザイゲンキョウノブンセキ 8-3-前

Gd1-K 経済安定本部経済計画室
ケイザイアンテイホンブケイザイケイ
カクシツ

日本経済の地域構造 ニホンケイザイノチイキコウゾウ 8-3-前

Gd1-K 経済安定本部総裁官房調査課
ケイザイアンテイホンブソウサイカン
ボウチョウサカ

転換期日本経済の実態 テンカンキ二ホンケイザイノジッタイ 8-3-前

Gd1-K 経済企画庁戦後経済史編纂室
ケイザイキカクチョウセンゴケイザイ
シヘンサンシツ

戦後経済史（総観編） センゴケイザイシ （3F）

Gd1-K 経済企画庁戦後経済史編纂室
ケイザイキカクチョウセンゴケイザイ
シヘンサンシツ

戦後経済史（経済政策編） センゴケイザイシ （3F）

Gd1-K 経済企画庁戦後経済史編纂室
ケイザイキカクチョウセンゴケイザイ
シヘンサンシツ

戦後経済史（国民所得編） センゴケイザイシ （3F）

Gd1-K 経済企画庁戦後経済史編纂室
ケイザイキカクチョウセンゴケイザイ
シヘンサンシツ

戦後経済史（財政金融編） センゴケイザイシ （3F）

Gd1-K 経済企画庁戦後経済史編纂室
ケイザイキカクチョウセンゴケイザイ
シヘンサンシツ

戦後経済史（財政金融編） センゴケイザイシ 8-3-前

Gd1-K 経済審議会長期展望部会
ケイザイシンギカイチョウキテンボウ
ブカイ

日本経済の長期展望－参考論文－ ニホンケイザイノチョウキテンボウ 8-3-前

Gd1-K 経済審議庁国民所得課 ケイザイシンギチョウコクミンショトク 戦後の国民所得 センゴノコクミンショトク 8-3-前
Gd1-K 経済審議庁調査部 ケイザイシンギチョウチョウサブ 絵でみる日本の経済 エデミルニホンノケイザイ 8-3-前

Gd1-K 経済審議庁調査部国民所得課
ケイザイシンギチョウチョウサブコク
ミンショトクカ

日本経済と国民所得 ニホンケイザイトコクミンショトク 8-3-前

Gd1-K 経済同友会 ケイザイドウユウカイ 資本窮乏と蓄積対策（2冊） シホンキュウボウトチクセキタイサク 8-3-前
Gd1-K 国民経済研究協会 コクミンケイザイケンキュウキョウカ 戦後日本の経済構造（2冊） センゴニホンノケイザイコウゾウ 8-3-前
Gd1-K 慶応義塾経済史学会 ケイオウギジュクケイザイシガッカイ 明治初期経済史研究（1）（2） メイジショキケイザイシケンキュウ 8-3-前
Gd1-KA 小泉　明 コイズミ　アキラ 日本経済を見る眼 ニホンケイザイオミルメ 8-3-前
Gd1-KH 金森　久雄 カナモリ　ヒサオ 力強い太陽－日本経済の高成長力－ チカラヅヨイタイヨウ 8-3-前
Gd1-KH 金森　久雄 カナモリ　ヒサオ 経済大国“にっぽん”－5年後の規模と中身を予測する ケイザイタイコクニッポン 8-3-前
Gd1-KH 金森　久雄 カナモリ　ヒサオ 日本経済の新次元 ニホンケイザイノシンジゲン 8-3-前
Gd1-KH 金森　久雄 カナモリ　ヒサオ 社会契約への道－多元的物価政策－ シャカイケイヤクヘノミチ 8-3-前
Gd1-KH 吉川　秀造 キッカワ　ヒデゾウ 明治維新社会経済史研究 メイジイシンシャカイケイザイシケンキュウ （3F）
Gd1-KH 吉川　秀造 キッカワ　ヒデゾウ 明治維新社会経済史研究 メイジイシンシャカイケイザイシケンキュウ 8-3-前
Gd1-KH 吉川　秀造 キッカワ　ヒデゾウ 明治財政経済史研究 メイジザイセイケイザイシケンキュウ 8-3-前
Gd1-KH 吉川　秀造 キッカワ　ヒデゾウ 士族授産の研究（全訂改版） シゾクジュサンノケンキュウ 8-3-後
Gd1-KK 小島　清 コジマ　キヨシ 論争・経済成長と日本貿易 ロンソウケイザイセイチョウトニホンボウエキ 8-3-後
Gd1-KM 神戸　正雄 カンベ　マサオ 実際経済問題 ジッサイケイザイモンダイ 8-3-後
Gd1-KM 神長倉　眞民 カナクラ　マサミ 明治維新財政経済史考 メイジイシンザイセイケイザイシコウ （3F）
Gd1-KM 川上　正道 カワカミ　マサミチ 戦後日本経済史入門 センゴニホンケイザイシニュウモン 8-3-後
Gd1-KM 櫛田　光男 クシダ　ミツオ 日本経済の成長力－「下村理論」とその批判－ ニホンケイザイノセイチョウリョク 8-3-後
Gd1-KN 幸田　成友 コウダ　ナリトモ 日本経済史研究 ニホンケイザイシケンキュウ 8-3-後
Gd1-KR 小宮　隆太郎 コミヤ　リュウタロウ 戦後日本の経済成長 センゴニホンノケイザイセイチョウ （3F）
Gd1-KS 神坂　静太郎 カミサカ　セイタロウ 経済上の大阪 ケイザイジョウノオオサカ 8-3-後

Gd1-KT 勝田　貞次 カツタ　テイジ 経済生学から見たる日本経済の方向転換とその径路
ケイザイセイガクカラミタルニホンケイザイノホウコウテ
ンカントソノケイロ

8-3-後

Gd1-KT 加田　哲二 カダ　テツジ 武士の困窮と町人の勃興－商業資本主義の発展－ ブシノコンキュウトチョウニンノボッコウ 8-3-後
Gd1-KT 勝田　貞次 カツタ　テイジ 日本経済の基礎構成 ニホンケイザイノキソコウセイ 8-3-後
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Gd1-KT 小手川　豊次郎 コテガワ　トヨジロウ 戦後の経済（2冊） センゴノケイザイ 8-3-後
Gd1-KW 菅野　和太郎 カンノ　ワタロウ 幕末維新経済史研究－開国と貿易－ バクマツイシンケイザイシケンキュウ 8-3-後
Gd1-KW 菅野　和太郎 カンノ　ワタロウ 大阪経済史研究（2冊） オオサカケイザイシケンキュウ 8-3-後
Gd1-KW 菅野　和太郎 カンノ　ワタロウ 続大阪経済史研究 ゾクオオサカケイザイシケンキュウ 8-3-後
Gd1-LS リフ，シャー リフ　シャー 戦争と日本経済 センソウトニホンケイザイ 8-3-後
Gd1-LW ロックウッド，W．W． ロックウッド　ダブリュー　ダブリュー 日本の経済発展 ニホンノケイザイハッテン （3F）
Gd1-M 三菱経済研究所 ミツビシケイザイケンキュウショ 日本経済と労働生産性 ニホンケイザイトロウドウセイサンセイ 8-3-後
Gd1-M 持株会社整理委員会 モチカブカイシャセイリイインカイ 戦後経済の再編成 センゴケイザイノサイヘンセイ 8-3-後
Gd1-MC 三土　忠造 ミト　チュウゾウ 経済非常時の正視 ケイザイヒジョウジノセイシ 8-3-後
Gd1-MH モールトン，ハロルド　ジー モールトン　ハロルド　ジー 日本財政経済論 ニホンザイセイケイザイロン 8-3-後
Gd1-MS 松好　貞夫 マツヨシ　サダオ 土佐藩経済史研究 トサハンケイザイシケンキュウ 8-3-後
Gd1-MS 水澤　専吉 ミズサワ　センキチ 戦後経済史（2冊） センゴケイザイシ 8-3-後
Gd1-N 日本経済研究センター ニホンケイザイケンキュウセンター 四半期経済予測－段階的接近法－（2冊） シハンキケイザイヨソク 8-3-後
Gd1-N 日興リサーチセンター ニッコウリサーチセンター 安定成長再論－湊守篤遺稿をめぐって－ アンテイセイチョウサイロン 8-3-後

Gd1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク
戦後におけるわが国経済の発展過程とその問題点（第
1次試案）

センゴニオケルワガクニケイザイノハッテンカテイトソノ
モンダイテン

8-3-後

Gd1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 終戦以降の我国経済事情 シュウセンイコウノワガクニケイザイジジョウ 8-3-後
Gd1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 昭和二十三年中の我国経済事情 ショウワ23ネンチュウノワガクニケイザイジジョウ 8-3-後
Gd1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 我国経済事情自昭和24年1月至25年3月 ワガクニケイザイジジョウ 8-3-後
Gd1-N 日本経済会 ニホンケイザイカイ 近時不景気源因及救済策 キンジフケイキゲンインオヨビキュウサイサク 8-3-後
Gd1-N 日本経済研究センター ニホンケイザイケンキュウセンター 昭和60年の日本経済－1兆ドル経済の展望（要約）－ ショウワ60ネンノニホンケイザイ 8-3-後
Gd1-N 日本経済研究センター 二ホンケイザイケンキュウセンター 短期経済予測 タンキケイザイヨソク 8-3-後

Gd1-N
日本経済研究センター中期予測プ
ロジェクトチーム

ニホンケイザイケンキュウセンター
チュウキヨソクプロジェクトチーム

新たな展開への底流－中期経済予測にむけて－ アラタナテンカイエノテイリュウ 8-3-後

Gd1-N 日本経済連盟会 ニホンケイザイレンメイカイ 金輸出再禁止以来の我国財政経済推移の過程
キンユシュツサイキンシイライノワガクニザイセイケイ
ザイスイイノカテイ

8-3-後

Gd1-NB 中澤　辨次郎 ナカザワ　ベンジロウ 都市経済と農村経済 トシケイザイトノウソンケイザイ 8-3-後
Gd1-NI 中山　伊知郎 ナカヤマ　イチロウ 日本経済の構造分析（上）（下） ニホンケイザイノコウゾウブンセキ 8-3-後
Gd1-NK 中村　吉治 ナカムラ　キチジ 日本の経済 ニホンノケイザイ 8-3-後
Gd1-NK 中村　吉治 ナカムラ　キチジ 日本経済史概説 ニホンケイザイシガイセツ 8-3-後
Gd1-NK 西原　亀三 ニシハラ　カメゾウ 景気回復の鍵 ケイキカイフクノカギ 8-3-後

Gd1-NK 西村　紀三郎 ニシムラ　キサブロウ
「戦後におけるわが国経済の発展過程とその問題点
（第1部）」（日銀案）についての批判

センゴニオケルワガクニケイザイノハッテンカテイトソノ
モンダイテン

8-4-前

Gd1-NS 中村　静治 ナカムラ　セイジ 戦後日本経済と技術発展 センゴニホンケイザイトギジュツハッテン 8-4-前
Gd1-O 大蔵財務協会 オオクラザイムキョウカイ （昭和三十二年の）経済展望 ケイザイテンボウ 8-4-前
Gd1-O 大蔵財務協会 オオクラザイムキョウカイ （昭和30年の）経済展望 ケイザイテンボウ 8-4-前
Gd1-OK 大川　一司 オオカワ　カズシ 国民所得 コクミンショトク 8-4-前
Gd1-OK 大川　一司 オオカワ　カズシ 日本経済分析－成長と構造－ ニホンケイザイブンセキ 8-4-前
Gd1-OK 大川　一司 オオカワ　カズシ 日本経済の構造－歴史的視点から－ ニホンケイザイノコウゾウ 8-4-前
Gd1-OK 大川　一司 オオカワ　カズシ 日本経済の成長率（2冊） ニホンケイザイノセイチョウリツ 8-4-前
Gd1-OK 大川　一司 オオカワ　カズシ 近代日本の経済発展―「長期経済統計」による分析― キンダイニホンノケイザイハッテン 8-4-前
Gd1-OS 大江　志乃夫 オオエ　シノブ 日本の産業革命 ニホンノサンギョウカクメイ 8-4-前
Gd1-OS 大来　佐武郎 オオキタ　サブロウ 明日の日本経済－貧しい経済から豊かな経済－ アスノニホンケイザイ 8-4-前
Gd1-OS 大来　佐武郎 オオキタ　サブロウ 日本経済の将来 ニホンケイザイノショウライ 8-4-前
Gd1-OS 大来　佐武郎 オオキタ　サブロウ 日本経済のビジョン－豊かな社会への課題－ ニホンケイザイノビジョン 8-4-前
Gd1-OS 大来　佐武郎 オオキタ　サブロウ 日本経済の新しいイメージ ニホンケイザイノアタラシイイメージ 8-4-前
Gd1-OT 沖中　恒幸 オキナカ　ツネユキ 日本経済発展の様相 ニホンケイザイハッテンノヨウソウ 8-4-前
Gd1-SG Samson，G．B． サムソン　ジー　ビー 転換期に立てる日本経済 テンカンキニタテル二ホンケイザイ 8-4-前
Gd1-SK 杉野　嘉助 スギノ　カスケ 台湾商工十年史 タイワンショウコウ10ネンシ 8-4-前
Gd1-SM 篠原　三代平 シノハラ　ミヨヘイ 日本経済の成長と循環 ニホンケイザイノセイチョウトジュンカン 8-4-前
Gd1-SM 篠原　三代平 シノハラ　ミヨヘイ 高度成長の秘密―日本経済15講― コウドセイチョウノヒミツ 8-4-前
Gd1-SN 塩島　仁吉 シオジマ　ジンキチ 廿七八年戦役後之財政及経済 278ネンセンエキゴノザイセイオヨビケイザイ 8-4-前
Gd1-SO 下村　治 シモムラ　オサム 経済大国日本の選択（2冊） ケイザイタイコクニホンノセンタク 8-4-前
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Gd1-SO 下村　治 シモムラ　オサム 日本経済は成長する－消費者物価・金利・酪農－ ニホンケイザイワセイチョウスル 8-4-前
Gd1-SO 下村　治 シモムラ　オサム 日本経済の転回点 ニホンケイザイノテンカイテン 8-4-前
Gd1-SO 下村　治 シモムラ　オサム 日本経済成長論 ニホンケイザイセイチョウロン 8-4-前
Gd1-SS 篠崎　真二郎 シノザキ　シンジロウ 日本経済の高度成長と其の要因 ニホンケイザイノコウドセイチョウトソノヨウイン 8-4-前
Gd1-SS 白柳　秀湖 シロヤナギ　シュウコ 日本経済革命史 ニホンケイザイカクメイシ 8-4-前
Gd1-ST 宍戸　寿雄 シシド　トシオ 日本経済の成長力（3冊） ニホンケイザイノセイチョウリョク 8-4-前
Gd1-ST 島本　融 シマモト　トオル 日本経済の再建－政策展開の実証的研究－ ニホンケイザイノサイケン 8-4-前
Gd1-SY 阪谷　芳郎 サカタニ　ヨシロウ 日本経済論 ニホンケイザイロン 8-4-前
Gd1-T 通産大臣官房調査課 ツウサンダイジンカンボウチョウサカ 戦後経済10年史 センゴケイザイ10ネンシ 8-4-前

Gd1-T 通商産業省大臣官房調査課
ツウショウサンギョウショウダイジン
カンボウチョウサカ

戦後経済十年史 センゴケイザイ10ネンシ （3F）

Gd1-T 帝國興信所 テイコクコウシンショ 財界二十五年史 ザイカイ25ネンシ 8-4-前
Gd1-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ （三十七八年）戦役及戦後の経済 378ネンセンエキオヨビセンゴノケイザイ 8-4-前
Gd1-TI 竹本　伊一郎 タケモト　イイチロウ 台湾経済叢書（1） タイワンケイザイソウショ 8-4-前
Gd1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 現代台湾経済論 ゲンダイタイワンケイザイロン （3F）
Gd1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 現下の重要経済問題と其の前途 ゲンカノジュウヨウケイザイモンダイトソノゼント （3F）
Gd1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本経済の基盤革命 ニホンケイザイノキバンカクメイ （3F）
Gd1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 徳川封建経済の研究 トクガワホウケンケイザイノケンキュウ （3F）
Gd1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 私の実践経済学 ワタシノジッセンケイザイガク （3F）
Gd1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本経済と金融・証券－その病限・症状・処分 ニホンケイザイトキンユウショウケン （3F）
Gd1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本近代経済発達史（1）～（3） ニホンキンダイケイザイハッタツシ （3F）
Gd1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本近代経済形成史（1）～（3） ニホンキンダイケイザイケイセイシ （3F）
Gd1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本近代経済の育成－奇跡的発達の基盤－ ニホンキンダイケイザイノイクセイ （3F）
Gd1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本資本主義の合理化 ニホンシホンシュギノゴウリカ （3F）
Gd1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 近の日本経済史 サイキンノニホンケイザイシ （3F）
Gd1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 戦後日本経済躍進の根本要因 センゴニホンケイザイヤクシンノコンポンヨウイン （3F）
Gd1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 大正昭和財界変動史（上）（中）（下） タイショウショウワザイカイヘンドウシ （3F）
Gd1-TK 土屋　清 ツチヤ　キヨシ 経済大国・虚像と実像 ケイザイタイコクキョゾウトジツゾウ 8-4-前
Gd1-TK 土屋　清 ツチヤ　キヨシ ハンドブック日本経済 ハンドブック二ホンケイザイ 8-4-前
Gd1-TK 寺尾　宏二 テラオ　コウジ 明治初期京都経済史 メイジショキキョウトケイザイシ 8-4-後
Gd1-TK 戸田　海市 トダ　カイイチ 日本乃経済（2冊） ニホンノケイザイ 8-4-後
Gd1-TS 瀧本　誠一 タキモト　セイイチ 日本経済史－徳川氏封建制度の経済的説明－ ニホンケイザイシ 8-4-後
Gd1-TS 都留　重人 ツル　シゲト 日本経済の分析（1）（2） ニホンケイザイノブンセキ 8-4-後
Gd1-TT 田村　敏雄 タムラ　トシオ 経済成長実現のために－経済学博士下村治論文集－ ケイザイセイチョウジツゲンノタメニ 8-4-後
Gd1-TT 土屋　喬雄 ツチヤ　タカオ 維新経済史 イシンケイザイシ 8-4-後
Gd1-TT 時子山　常三郎 トコヤマ　ツネサブロウ 協同主義経済観 キョウドウシュギケイザイカン 8-4-後
Gd1-TT 土屋　喬雄 ツチヤ　タカオ 日本経済史 ニホンケイザイシ 8-4-後
Gd1-TU 田口　卯吉 タグチ　ウキチ 続経済政策 ゾクケイザイセイサク 8-4-後
Gd1-TY 竹越　與三郎 タケゴシ　ヨサブロウ 日本経済史（1）～（8） ニホンケイザイシ 8-4-後
Gd1-UG 内田　銀蔵 ウチダ　ギンゾウ 日本経済史の研究 ニホンケイザイシノケンキュウ 8-4-後
Gd1-UG 内田　銀蔵 ウチダ　ギンゾウ 日本経済史の研究（上）（下） ニホンケイザイシノケンキュウ 8-4-後
Gd1-UH 上野　裕也 ウエノ　ヒロヤ 日本経済の計量分析 ニホンケイザイノケイリョウブンセキ （3F）
Gd1-US 内田　繁隆 ウチダ　シゲタカ 日本社会経済史 ニホンシャカイケイザイシ 8-4-後
Gd1-YK 山口　和雄 ヤマグチ　カズオ 明治前期経済の分析 メイジゼンキケイザイノブンセキ （3F）
Gd1-YT 結城　豊太郎 ユウキ　トヨタロウ 近十年間に於ける我財界の動き サイキン10ネンカンニオケルワガザイカイノウゴキ 8-4-後

Gd1-Z 全国経済調査機関連合会
ゼンコクケイザイチョウサキカンレン
ゴウカイ

日本経済の 近十年 ニホンケイザイノサイキン10ネン 8-5-前

Gd1-は3-R 臨時台湾旧慣調査会第2部
リンジタイワンキュウカンチョウサカ
イダイ2ブ

調査経済資料報告（上）（下2冊） チョウサケイザイシリョウホウコク 8-5-前

Gd1-は3-ST 佐々木　孝三郎 ササキ　コウサブロウ 奉天経済三十年史 ホウテンケイザイ30ネンシ 8-5-前

Gd2-へ1-CG
コルム，ゲルハルト、ガイガー，テオ
ドル

コルム ゲルハルト　ガイガー　テオ
ドル

アメリカ国民の経済－その進歩、問題と展望… アメリカコクミンノケイザイ 8-5-前
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Gd2-K 経済企画庁戦後経済史編纂室
ケイザイキカクチョウセンゴケイザイ
シヘンサンシツ

戦後経済史（世界経済編） センゴケイザイシ 8-5-前

Gd2-KJ コルコ，ジョイス コルコ　ジョイス 世界資本主義の危機（上） セカイシホンシュギノキキ 8-5-前
Gd2-MA マディソン，A． マディソン　エー 西欧の経済成長－ヨーロッパと北アメリカの比較研究 セイオウノケイザイセイチョウ 8-5-前
Gd2-MA 宮下　明義 ミヤシタ　アキヨシ 自由・共産両圏の経済力の比較 ジユウキョウサンリョウケンノヒカク 8-5-前
Gd2-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ （一九二九年に於ける）世界各国の経済状態（2冊） セカイカッコクノケイザイジョウタイ 8-5-前

Gd2-N 日本商工会議所 二ホンショウコウカイギショ
一九二八年及大戦後十年間に於ける世界各国の経済
状態

タイセンゴ10ネンカンニオケルセカイカッコクノケイザイ
ジョウタイ

8-5-前

Gd2-NH 永野　八郎 ナガノ　ハチロウ 商権争奪史論 ショウケンソウダツシロン 8-5-前
Gd2-NR Nurkse，Ragnar ヌルクセ　ラグナー 後進諸国の資本形成 コウシンショコクノシホンケイセイ 8-5-前
Gd2-NT 西沢　富夫 ニシザワ　トミオ 国有化問題の研究 コクユウカモンダイノケンキュウ 8-5-前
Gd2-Y 横浜正金銀行 ヨコハマショウキンギンコウ パレスタインの近情 パレスタインノキンジョウ 8-5-前
Gd2-Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 「スカンヂナヴィア」諸国一般事情 スカンヂナヴィアショコクイッパンジジョウ 8-5-前
Gd2-い1-MM 正井　正夫 マサイ　マサオ 東南アジア経済論 トウナンアジアケイザイロン 8-5-前
Gd2-は10-Y 横浜正金銀行調査部 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 蘭印経済界の情勢－第113回 ランインケイザイカイノジョウセイ 8-5-前
Gd2-は1-RY 蝋山　芳郎 ロウヤマ　ヨシロウ 大英帝國の變貌 ダイエイテイコクノヘンボウ 8-5-前
Gd2-は2-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 現代朝鮮経済論 ゲンダイチョウセンケイザイロン （3F）
Gd2-は3-C 中国総合研究会 チュウゴクソウゴウケンキュウカイ 中共の実態と日中新関係の在り方 チュウキョウノジッタイトニッチュウシンカンケイノアリカ 8-5-前
Gd2-は3-CG クラーク，グロヴァ クラーク　グロヴァ 支那経済戦 シナケイザイセン 8-5-前
Gd2-は3-G 外務省 ガイムショウ 南満洲ニ於ケル商業 ミナミマンシュウニオケルショウギョウ （3F）
Gd2-は3-HK 方　顕廷 ホウ　ケンテイ 支那経済建設の全貌 シナケイザイケンセツノゼンボウ 8-5-前
Gd2-は3-HM 平瀬　巳之吉 ヒラセ　ミノキチ 近代支那経済史 キンダイシナケイザイシ （3F）
Gd2-は3-KE カン，エドワード カン　エドワード 戦時下支那の貿易・金融 センジカシナノボウエキキンユウ （3F）
Gd2-は3-KS 河合　俊三 カワイ　シュンゾウ 南支経済論 ナンシケイザイロン （3F）

Gd2-は3-M 南満洲鐡道（株）上海事務所
ミナミマンシュウテツドウカブシキカ
イシャシャンハイ…

民族資本復帰状況 ミンゾクシホンフッキジョウキョウ 8-5-後

Gd2-は3-M 満州評論同人 マンシュウヒョウロンドウジン 再分割の危機に立つ支那 サイブンカツノキキニタツシナ 8-5-後

Gd2-は3-M 南満洲鉄道（株）庶務部調査課
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャショムブチョウサカ

満洲に於ける外人經濟勢力状況
マンシュウニオケルガイジンケイザイセイリョクジョウ
キョウ

8-5-後

Gd2-は3-M 南満洲鐡道（株）經濟調査会
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャケイザイチョウサカイ

満洲經濟の發達 マンシュウケイザイノハッタツ 8-5-後

Gd2-は3-M 南満州鉄道（株）産業部
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャサンギョウブ

北支那経済総論 キタシナケイザイソウロン （3F）

Gd2-は3-N 日本学術振興会 ニホンガクジュツシンコウカイ 東亜経済研究（1） トウアケイザイケンキュウ 8-5-後
Gd2-は3-N 日本国際協会 ニホンコクサイキョウカイ 支那各省経済事情（中）（下） シナカクショウケイザイジジョウ 8-5-後
Gd2-は3-NS 中島　宗一 ナカジマ　ソウイチ 満洲経済綜觀 マンシュウケイザイソウカン 8-5-後
Gd2-は3-NT 野添　孝生 ノゾエ　タカオ 奉天経済二十年誌 ホウテンケイザイ20ネンシ 8-5-後

Gd2-は3-R ロシア問題研究所政治経済研究部
ロシアモンダイケンキュウショセイジ
ケイザイケンキュウブ

近支那経済総観 サイキンシナケイザイソウカン 8-5-後

Gd2-は3-SK 坂田　国助 サカタ　クニスケ 本島経済事情調査報告（第1回） ホントウケイザイジジョウチョウサホウコク 8-5-後
Gd2-は3-SY 篠崎　嘉郎 シノザキ　ヨシロウ 数字に現れたる満洲財界の状勢 スウジニアラワレタルマンシュウザイカイノジョウセイ 8-5-後
Gd2-は3-T 台湾銀行調査課 タイワンギンコウチョウサカ 調査資料蒐録（1） チョウサシリョウシュウロク （3F）
Gd2-は3-T 東亞経済調査局 トウアケイザイチョウサキョク 満蒙政治経済提要 マンモウセイジケイザイテイヨウ （3F）
Gd2-は3-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 支那経済の崩壊と日本 シナケイザイノホウカイトニホン （3F）
Gd2-は3-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 満洲経済と日本経済 マンシュウケイザイトニホンケイザイ （3F）
Gd2-は3-WK ウィットフォーゲル，K．A． ウィットフォーゲル　ケー　エー 支那社会の科学的研究 シナシャカイノカガクテキケンキュウ 8-5-後
Gd2-は3-YN 矢野　信彦 ヤノ　ノブヒコ 山西省経済の史的変遷と現代階 サンセイショウケイザイノシテキヘンセントゲンダイカイ 8-5-後
Gd2-は6-N 野村合名会社調査部 ノムラゴウメイガイシャチョウサブ 蘭領東印度経済事情 ランリョウヒガシインドケイザイジジョウ 8-5-後
Gd2-に11-IM 伊部　政一 イベ　マサイチ ソ連邦政治経済の基礎知識 ソレンポウセイジケイザイノキソチシキ 8-5-後
Gd2-に1-VH Beruberu，Heruman ベルベル　ヘルマン 英吉利は富強国に非ず イギリスワフキョウコクニアラズ 8-5-後
Gd2-に1-CM 長　守善 チョウ　モリヨシ 英国経済の衰頽過程 エイコクケイザイノスイタイカテイ 8-5-後
Gd2-に1-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 金本位制停止後の英国財界 キンホンイセイテイシゴノエイコクザイカイ 8-5-後
Gd2-に2-B 米国産業協議会 ベイコクサンギョウキョウギカイ ナチス独逸の経済的発展 ナチスドイツノケイザイテキハッテン 8-5-後
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Gd2-に2-GG ゴータイン，ゲオルグ ゴータイン　ゲオルグ 戦後の獨逸商業（全） センゴノドイツショウギョウ 8-5-後
Gd2-に2-HK Heruferihhi，Karu ヘルフェリッヒ　カール 独逸富強論 ドイツフキョウロン 8-5-後
Gd2-に2-KR ケルラー，ロベルト　フォン ケルラー　ロベルト　フォン 戦後経済建設の新構想 センゴケイザイケンセツノシンコウソウ 8-5-後
Gd2-に2-MC メッテリ，カルロ メッテリ カルロ 西ドイツ経済の光と影－エアハルトの実験と成果－ ニシドイツケイザイノヒカリトカゲ 8-5-後
Gd2-に2-MT Mayer，Theodor マイヤー　テオドール ドイツ近世経済史 ドイツキンセイケイザイシ 8-5-後
Gd2-に2-N 日本工業倶楽部調査課 二ホンコウギョウクラブチョウサカ ヒトラ政治下独逸資本主義の変貌 ヒトラセイジカドイツシホンシュギノヘンボウ 8-5-後
Gd2-に2-OT 鬼丸　豊隆 オニマル　トヨタカ ドイツ経済の二つの奇蹟 ドイツケイザイノフタツノキセキ 8-5-後
Gd2-に2-R 陸軍経理学校研究部 リクグンケイリガッコウケンキュウブ 1939年上半期に於ける獨逸の経済情勢 1939ネンカミハンキニオケルドイツノケイザイジョウセ 8-5-後
Gd2-に2-ST 佐上　武弘 サガミ　タケヒロ 経済奇跡のゆくえ ケイザイキセキノユクエ 8-5-後

Gd2-へ1-A アメリカ経済構造研究会
アメリカケイザイコウゾウケンキュウ
カイ

アメリカ経済の諸問題 アメリカケイザイノショモンダイ 8-5-後

Gd2-へ1-AM アレキサンダ－，M．W． アレキサンダー　マグナス　ダブ アメリカ経済の盛観と其根底 アメリカケイザイノセイカントソノコンテイ 8-5-後
Gd2-へ1-CG コルム，ゲルハルト他 コルム　ゲルハルト アメリカ国民の経済－その進歩、問題と展望… アメリカコクミンノケイザイ 8-5-後
Gd2-へ1-HW ヘラー，ウォルター　W． ヘラー　ウォルター　ダブリュー ニュー・エコノミックスの理論 ニューエコノミックスノリロン 8-5-後

Gd2-へ1-K 〔広告審議会民衆資本主義委員会〕
コウコクシンギカイミンシュウシホン
シュギ…

アメリカ社会の新展望－前進する民衆資本主義と文化
の傾向－

アメリカシャカイノシンテンボウ 8-5-後

Gd2-へ1-MJ マーカム，ジェスィ　W． マーカム　ジェスイ　ダブリュー アメリカの経済 アメリカノケイザイ 8-5-後
Gd2-へ1-NE ノース，E．G． ノース　イー　ジー アメリカの資本形成 アメリカノシホンケイセイ 8-5-後
Gd2-へ1-NT 野口　富蔵 ノグチ　トミゾウ 米国財界と日本の将来 ベイコクザイカイトニホンノショウライ 8-5-後
Gd2-へ1-ST 塩野谷　九十九 シオノヤ　ツクモ アメリカ経済の発展 アメリカケイザイノハッテン 8-5-後
Gd2-へ1-TT 高垣　寅次郎 タカガキ　トラジロウ アメリカ経済の特質 アメリカケイザイノトクシツ 8-5-後

Gd3-N 日本経済研究所 ニホンケイザイケンキュウショ
釜石地区経済調査報告書－鉱工業および交通の実態
並びにその発展改善にかんする問題点の検討－

カマイシチクケイザイチョウサホウコクショ 8-5-後

Gd3-YN 除野　信道 ヨケノ　ノブミチ 世界経済の地域構造 セカイケイザイノチイキコウゾウ 8-5-後
Gd3-は3-GP グルーシャコフ，P． グルーシャコフ　ピー 支那の経済地理 シナノケイザイチリ 8-5-後

Gd3-へ3-N 農商務省商務局商事課
ノウショウムショウショウムキョクショ
ウジカ

巴奈馬運河ノ開通ガ日本ニ及ボス経済上ノ影響－
パナマウンガノカイツウガニホンニオヨボスケイザイ
ジョウノエイキョウ

8-5-後

Gd4-FT 福田　徳三 フクダ　トクゾウ 経済危機と経済恢復 ケイザイキキトケイザイカイフク 8-5-後

Gd4-HY 平山　祐次 ヒラヤマ　ユウジ
国境のない経済－資本自由化は日本産業にどう影響
するか－

コッキョウノナイケイザイ 8-5-後

Gd4-K 経済セミナー編集部 ケイザイセミナーヘンシュウブ 日本経済の常識 ニホンケイザイノジョウシキ 8-5-後
Gd4-KT 河田　嗣郎 カワダ　ツグオ 震災経済誌 シンサイケイザイシ 8-5-後
Gd4-MK 松崎　蔵之助 マツザキ　クラノスケ 経済危言 ケイザイキゲン 8-5-後

Gd4-N 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

日本経済の進路をめぐる諸問題 ニホンケイザイノシンロオメグルショモンダイ 8-5-後

Gd4-OR 小汀　利得 オバマ　トシエ 内外経済の諸問題 ナイガイケイザイノショモンダイ 8-5-後
Gd4-R 陸軍経理学校研究部 リクグンケイリガッコウケンキュウブ 支那事変と本邦経済事情 シナジヘントホンポウケイザイジジョウ 8-5-後
Gd4-S 上海日本商業会議所 シャンハイニホンショウギョウカイギ 上海排日貨実情 シャンハイハイニッカジツジョウ 8-5-後
Gd4-ST 鈴木　武雄 スズキ　タケオ 経済危機と国営問題 ケイザイキキトコクエイモンダイ 8-5-後
Gd4-T 東京商工會議所 トウキョウショウコウカイギショ 支那事變の影響調査（2）（3） シナジヘンノエイキョウチョウサ 8-5-後
Gd4-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本経済の飛躍と世界危機の前途 ニホンケイザイノヒヤクトセカイキキノゼント （3F）
Gd4-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本経済の再建 ニホンケイザイノサイケン （3F）
Gd4-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本経済の再建（3冊） ニホンケイザイノサイケン 8-5-後
Gd4-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 低成長にどう対応するか テイセイチョウニドウタイオウスルカ （3F）
Gd4-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ わが経済金融の歪み ワガケイザイキンユウノユガミ （3F）
Gd4-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ わが経済金融の歪み ワガケイザイキンユウノユガミ 8-5-後
Gd4-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 我が財政経済の革新 ワガザイセイケイザイノカクシン （3F）
Gd4-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 新次元の日本経済 シンジゲンノニホンケイザイ （3F）
Gd4-TT 土屋　喬雄 ツチヤ　タカオ 大正時代の重要調査会資料 タイショウジダイノジュウヨウチョウサカイシリョウ 8-5-後
Gd4-TT 土屋　喬雄 ツチヤ　タカオ 昭和時代の重要調査会資料 ショウワジダイノジュウヨウチョウサカイシリョウ 8-5-後
Ge1-AT 天野　為之 アマノ　タメユキ 経済策論（全）(3冊) ケイザイサクロン 8-6-前
Ge1-AT 天野　為之 アマノ　タメユキ 商政標準 ショウセイヒョウジュン 8-6-前
Ge1-FM Friedman，Milton フリードマン　ミルトン インフレなき繁栄－フリードマンとヘラの対話－ インフレナキハンエイ 8-6-前
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Ge1-H ホフセット（法思徳） ホフセット 富国策（上）（中）（下） フコクサク 8-6-前
Ge1-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 幕末の新政策　増訂 バクマツノシンセイサク 8-6-前
Ge1-HS 土方　成美 ヒジカタ　シゲミ 日本経済政策 ニホンケイザイセイサク 8-6-前
Ge1-IJ 井上　準之助 イノウエ　ジュンノスケ 国策経済を語る コクサクケイザイオカタル 8-6-前

Ge1-K 企画委員会 キカクイインカイ
新経済社会発展計画第1部計画の課題第2部課題達成
のための政策

シンケイザイシャカイハッテンケイカク… 8-6-前

Ge1-K 極東経済研究会 キョクトウケイザイケンキュウカイ 満蒙及び対支政策の経済 マンモウオヨビタイシセイサクノケイザイ 8-6-前
Ge1-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 新経済社会発展計画 シンケイザイシャカイハッテンケイカク 8-6-前

Ge1-K
経済審議会景気調整政策に関する
研究会

ケイザイシンギカイケイキチョウセイ
セイサクニカンスルケンキュウカイ

景気調整政策について ケイキチョウセイセイサクニツイテ 8-6-前

Ge1-K （財）国民経済研究協会
ザイダンホウジンコクミンケイザイケ
ンキュウキョウカイ

新経済政策の問題点 シンケイザイセイサクノモンダイテン 8-6-前

Ge1-KK 金子　堅太郎 カネコ　ケンタロウ 経済政策（3冊） ケイザイセイサク 8-6-前
Ge1-KK 小島　清 コジマ　キヨシ 世界経済新秩序と日本 セカイケイザイシンチツジョトニホン 8-6-前
Ge1-KM 片岡　貢 カタオカ　ミツグ 中・ソの経済攻勢と低開発国 チュウソノケイザイコウセイトテイカイハツコク 8-6-前
Ge1-KM 神戸　正雄 カンベ　マサオ 日本経済政策論（3冊） ニホンケイザイセイサクロン 8-6-前
Ge1-KS 勝田　貞次 カツタ　テイジ 日本経済合理化の提唱 ニホンケイザイゴウリカノテイショウ 8-6-前
Ge1-N 日本経済調査協議会 ニホンケイザイチョウサキョウギカイ 南北問題と日本経済－国連貿易開発会議を中心として ナンボクモンダイトニホンケイザイ 8-6-前
Ge1-NK 西原　亀三 ニシハラ　カメゾウ 経済立国策（全）（2冊） ケイザイリッコクサク 8-6-前
Ge1-OM 大石　正己 オオイシ　マサミ 富強策（全） フキョウサク 8-6-前
Ge1-PE フィリッボヴィッチ，E． フィリッボヴィッチ　イー 経済政策（後編・上） ケイザイセイサク 8-6-前

Ge1-S 産業構造審議会国際経済部会
サンギョコウゾウシンギカイコクサイ
…

70年代の対外経済政策のあり方－国際経済部会答申
案－

70ネンダイノタイガイケイザイセイサクノアリカタ 8-6-前

Ge1-SJ 添田　寿一 ソエダ　ジュイチ 富国策論（全） フコクサクロン 8-6-前
Ge1-ST 白石　孝 シライシ　タカシ 国際協力と日本経済 コクサイキョウリョクトニホンケイザイ 8-6-前

Ge1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ
変革期の財界と其對策－「再禁景気」顚落の根因と其
前途－

ヘンカクキノザイカイトソノタイサク （3F）

Ge1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 新段階の日本経済政策 シンダンカイノニホンケイザイセイサク （3F）
Ge1-TY 寺田　雄資 テラダ　ユウジ 近列強経済政策総覧 サイキンレッキョウケイザイセイサクソウラン 8-6-後
Ge1-U 雲夢樓主人 ウンムロウシュジン 経済立国策－未定稿－ ケイザイリッコクサク 8-6-後
Ge1-YJ 山本　条太郎 ヤマモト　ジョウタロウ 経済国策に就て ケイザイコクサクニツイテ 8-6-後
Ge1-YJ 山本　条太郎 ヤマモト　ジョウタロウ 経済国策の提唱－国民繁栄への道－（2冊） ケイザイコクサクノテイショウ 8-6-後
Ge1-YJ 山本　条太郎 ヤマモト　ジョウタロウ 経済国策の提唱 ケイザイコクサクノテイショウ 8-6-後
Ge1-に11-TK 田村　謙治郎 タムラ　ケンジロウ 労農露西亜の新経済政策 ロウノウロシアノシンケイザイセイサク 8-6-後
Ge1-に1-CG コール，G．D．H． コール　ジー　ディー　エッチ 経済の国家統制 ケイザイノコッカトウセイ 8-6-後
Ge1-に1-K 企画委員会書記局 キカクイインカイショキキョク 英国ノ対支経済勢力 エイコクノタイシケイザイセイリョク 8-6-後
Ge1-に1-T 東亜経済調査局 トウアケイザイチョウサキョク イギリスの印度統治－其経済諸政策の研究 イギリスノインドトウチ 8-6-後
Ge1-に2-K 企画委員会書記局 キカクイインカイショキキョク 独逸ノ対支経済勢力（2冊） ドイツノタイシケイザイセイリョク 8-6-後
Ge1-に2-RM 蝋山　政道 ロウヤマ　マサミチ 独逸の対外経済政策 ドイツノタイガイケイザイセイサク 8-6-後
Ge1-に4-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 仏国対支経済勢力の全貌 フツコクタイシケイザイセイリョクノゼンボウ 8-6-後
Ge1-に4-PG Peel, George ピール　ジョージ 佛蘭西 近の財政・経済政策 フランスサイキンノザイセイケイザイセイサク 8-6-後
Ge1-は3-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 満蒙経済政策ノ基本綱要 マンモウケイザイセイサクノキホンコウヨウ 8-6-後
Ge1-へ1-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 米国ノ対支経済発展（1）～（3） ベイコクノタイシケイザイハッテン 8-6-後
Ge1-へ1-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 米国対支経済勢力の全貌 ベイコクタイシケイザイセイリョクノゼンボウ 8-6-後
Ge1-へ1-HT 速水　篤治郎 ハヤミズ　タカジロウ 米国の対支経営策 ベイコクノタイシケイエイサク 8-6-後
Ge1-へ1-K 企画委員会書記局 キカクイインカイショキキョク 米国の対支経済勢力（上）（下） ベイコクノタイシケイザイセイリョク 8-6-後
Ge1-へ1-TJ トービン，ジェームズ トービン　ジェームズ 国民のための経済政策 コクミンノタメノケイザイセイサク 8-6-後
Ge2-AH 有沢　広巳 アリサワ　ヒロミ 世界危機の分析 セカイキキノブンセキ 8-6-後

Ge2-BN ブキャナン，N．S．、ルッツ，F．A．
ブキャナン　エヌ　エス　ルッツ　エフ
エー

世界経済の再建（上）－外国貿易及び投資における米
国の役割－

セカイケイザイノサイケン 8-6-後

Ge2-G 外務省経済局 ガイムショウケイザイキョク 世界経済の課題’71 セカイケイザイノカダイ 8-6-後
Ge2-G 外務省経済局 ガイムショウケイザイキョク 世界経済の課題（1972年版） セカイケイザイノカダイ 8-6-後
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Ge2-G 外務省調査部 ガイムショウチョウサブ 世界経済ノ動向ト東亜経済新秩序ノ建設（下）
セカイケイザイノドウコウトトウアケイザイシンチツジョ
ノケンセツ

8-6-後

Ge2-HK 堀江　帰一 ホリエ　キイチ 世界の経済は如何に動くか セカイノケイザイワイカニウゴクカ 8-6-後
Ge2-HS 堀江　薫雄 ホリエ　シゲオ 世界経済の旅－1960年代始期の経済情勢－ セカイケイザイノタビ 8-6-後
Ge2-HY 平尾　彌五郎 ヒラオ　ヤゴロウ 広域経済の理論的研究 コウイキケイザイノリロンテキケンキュウ 8-6-後
Ge2-IJ 井上　準之助 イノウエ　ジュンノスケ 世界不景気と我国民の覚悟 セカイフケイキトワガコクミンノカクゴ 8-6-後

Ge2-K 経済企画庁総合計画局
ケイザイキカクチョウソウゴウケイカ
クキョク

国際経済分科会検討事項参考資料
コクサイケイザイブンカカイケントウジコウサンコウシ
リョウ

8-6-後

Ge2-K 経済審議会国際経済分科会
ケイザイシンギカイコクサイケイザイ
ブンカカイ

国際経済分科会報告（案） コクサイケイザイブンカカイホウコクアン 8-6-後

Ge2-K 経済同友会 ケイザイドウユウカイ 世界経済における日本－国際共同研究－ セカイケイザイニオケルニホン 8-6-後
Ge2-K 経団連事務局 ケイダンレンジムキョク 日米経済関係の諸問題1963年版 ニチベイケイザイカンケイノショモンダイ 8-6-後
Ge2-K 国際関係研究会 コクサイカンケイケンキュウカイ 国際関係研究 コクサイカンケイケンキュウ 8-6-後
Ge2-K 国際連合経済委員会 コクサイレンゴウケイザイイインカイ 世界経済の現勢 セカイケイザイノゲンセイ 8-6-後
Ge2-K 国際連合経済部 コクサイレンゴウケイザイブ 世界経済報告－資料と分析－（2冊） セカイケイザイホウコク 8-6-後
Ge2-KM 加藤　政之助 カトウ　マサノスケ 戦後経済策 センゴケイザイサク 8-6-後
Ge2-KS 小島　精一 コジマ　セイイチ 世界経済と合理化運動 セカイケイザイトゴウリカウンドウ 8-6-後
Ge2-KT クリステンセン，Ｔ． クリステンセン　ティー 世界の経済成長力 セカイノケイザイセイチョウリョク 8-6-後
Ge2-M 三田同学会 ミタドウガッカイ 国際経済戦略 コクサイケイザイセンリャク 8-6-後
Ge2-M 三菱経済研究所 ミツビシケイザイケンキュウショ 世界経済の現勢 セカイケイザイノゲンセイ 9-1-前
Ge2-M 満鉄調査部 マンテツチョウサブ 世界経済の現勢－戦後の発展と 近の動向－ セカイケイザイノゲンセイ 9-1-前
Ge2-M 三菱経済研究所 ミツビシケイザイケンキュウショ 太平洋に於ける国際経済関係 タイヘイヨウニオケルコクサイケイザイカンケイ 9-1-前
Ge2-MT 三浦　鉄太郎 ミウラ　テツタロウ 世界経済の転換と米国 セカイケイザイノテンカントベイコク 9-1-前
Ge2-N 日本経済連盟会調査課 ニホンケイザイレンメイカイチョウサ 近日本・英帝国経済関係ノ経過第3輯 サイキンニホンエイテイコクケイザイカンケイノケイカ 9-1-前
Ge2-N 日本経済連盟会調査課 ニホンケイザイレンメイカイチョウサ 近日本及英帝国経済関係ノ経過第1～2輯 サイキンニホンオヨビエイテイコクケイザイカンケイノケ 9-1-前

Ge2-N 野村證券株式会社調査部
ノムラショウケンカブシキガイシャ
チョウサブ

国際経済現象の研究 コクサイケイザイゲンショウノケンキュウ 9-1-前

Ge2-S 世界経済研究所 セカイケイザイケンキュウショ 世界経済（総観） セカイケイザイ 9-1-前
Ge2-SY ステーリィ，ユージン ステーリィ　ユージン 世界経済の転換（全訳） セカイケイザイノテンカン 9-1-前
Ge2-T 東京会議事務局 トウキョウカイギジムキョク 東京会議報告書（2） トウキョウカイギホウコクショ 9-1-前
Ge2-TI 田尻　稲次郎 タジリ　イネジロウ 二十年来経済世界ノ景況（2冊） 20ネンライケイザイセカイノケイキョウ 9-1-前
Ge2-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 清算期世界経済と日本 セイサンキセカイケイザイトニホン （3F）
Ge2-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 世界資本主義の前途と日本－欧米経済戦線を探りて セカイシホンシュギノゼントニホン （3F）
Ge2-TK 土屋　清 ツチヤ　キヨシ EECと日本経済 イーイーシートニホンケイザイ 9-1-前
Ge2-WE ワーゲマン，エルンスト ワーゲマン　エルンスト 国民経済組織の欠陥と世界恐慌 コクミンケイザイソシキノケッカントセカイキョウコウ 9-1-前
Ge2-へ1-MT 三浦　銕太郎 ミウラ　テツタロウ 世界経済の転換と米国 セカイケイザイノテンカントベイコク 9-1-前
Ge3-CD Coyle，David Cushman コイル　デビット　カシュマン 低開発国の経済援助 テイカイハツコクノケイザイエンジョ 9-1-前
Ge3-HA ハーシュマン，アルバート　O． ハーシュマン　アルバート　オー 経済発展の戦略 ケイザイハッテンノセンリャク 9-1-前
Ge3-HH 樋口　弘 ヒグチ　ヒロシ 日本の對支投資 ニホンノタイシトウシ （3F）
Ge3-KI 柿花　勲 カキバナ　イサオ 東南アジア経済開発の基本問題 トウナンアジアケイザイカイハツノキホンモンダイ 9-1-前

Ge3-N 日興リサーチセンター ニッコウリサーチセンター
日本企業の海外活動をめぐる諸問題の研究－発展途
上国との共存共栄をめざして－

ニホンキギョウノカイガイカツドウオメグルショモンダイ
ノケンキュウ

9-1-前

Ge3-OS 大来　佐武郎 オオキタ　サブロウ アジアの中の日本経済 アジアノナカノニホンケイザイ 9-1-前
Ge3-P ピアソン委員会（国際開発委員会） ピアソンイインカイ 開発と援助の構想－ピアソン委員会報告－ カイハツトエンジョノコウソウ 9-1-前
Ge3-ST 宍戸　寿雄 シシド　トシオ 東南アジア援助を考える－繁栄をわかち合うために－ トウナンアジアエンジョオカンガエル 9-1-前
Ge3-T 統計研究会 トウケイケンキュウカイ 後進国経済発展の基本問題 コウシンコクケイザイハッテンノキホンモンダイ 9-1-前

Ge3-に11-G 外務省西比利亜経済援助部
ガイムショウシベリアケイザイエン
ジョブ

西比利亜経済援助ノ概要－創立後一年間ノ事務報告
－

シベリアケイザイエンジョノガイヨウ 9-1-前

Ge3-は2-N 日本経済調査協議会 ニホンケイザイチョウサキョウギカイ
日韓経済協力の方向とその背景－日韓経済共同調査
報告書－

ニッカンケイザイキョウリョクノホウコウトソノハイケイ 9-1-前

Ge3-は3-RC レーマー，C．F． レーマー　シー　エフ 列国の対支投資 レッコクノタイシトウシ （3F）
Ge3-へ1-IY 板垣　与一 イタガキ　ヨイチ アメリカの対外援助 アメリカノタイガイエンジョ 9-1-前
Ge3-へ1-ST 島田　巽 シマダ　タツミ マーシャル・プラン米国の対外援助政策（2冊） マーシャルプランベイコクノタイガイエンジョセイサク 9-1-前
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Ge4-H 北海道 ホッカイドウ 拓地殖民要録 タクチショクミンヨウロク 9-1-前
Ge4-H 北海道庁 ホッカイドウチョウ 北海道拓殖の進歩（4冊） ホッカイドウタクショクノシンポ 9-1-前
Ge4-IT 井上　毅 イノウエ　ツヨシ 北海道意見 ホッカイドウイケン 9-1-前
Ge4-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 全国総合開発計画草案 ゼンコクソウゴウカイハツケイカクソウアン 9-1-前

Ge4-K 経済企画庁地域経済問題調査会
ケイザイキカクチョウチイキケイザイ
モンダイチョウサカイ

地域経済問題と対策 チイキケイザイモンダイトタイサク 9-1-前

Ge4-K 経済審議会土地政策研究委員会
ケイザイシンギカイトチセイサクケン
キュウイインカイ

土地政策研究委員会報告書（1） トチセイサクケンキュウイインカイホウコクショ 9-1-前

Ge4-K 経済審議会土地政策研究委員会
ケイザイシンギカイトチセイサクケン
キュウイインカイ

土地政策研究委員会報告書第2部 トチセイサクケンキュウイインカイホウコクショ 9-1-前

Ge4-N 日本経済研究所 ニホンケイザイケンキュウショ 「千葉県後背地適正工業規模の想定」－調査報告書－ チバケンコウハイチテキセイコウギョウキボノソウテイ 9-1-前
Ge4-N 日本経済研究所 ニホンケイザイケンキュウショ 香川県総合開発計画書第六部 カガワケンソウゴウカイハツケイカクショ 9-1-前

Ge4-N 日本経済研究所 ニホンケイザイケンキュウショ
鹿島臨海工業化の構想－鹿島灘沿岸地域経済調査報
告書－

カシマリンカイコウギョウカノコウソウ 9-1-前

Ge4-N 日本経済研究所 ニホンケイザイケンキュウショ 中海・宍道湖地域の総合開発方式に関する調査
ナカウミシンジコチイキノソウゴウカイハツホウシキニ
カンスルチョウサ

9-1-前

Ge4-S 総合政策研究会 ソウゴウセイサクケンキュウカイ 地域開発と大都市問題 チイキカイハツトダイトシモンダイ 9-1-前
Ge4-YT 由井　常彦 ユイ　ツネヒコ 中小企業政策の史的研究 チュウショウキギョウセイサクノシテキケンキュウ 9-1-前
Ge5-に2-C 朝鮮總督府 チョウセンソウトクフ 獨逸の經濟的及び財政的状態 ドイツノケイザイテキオヨビザイセイテキジョウタイ 9-1-後
Ge6-CG カッセル，グスタフ カッセル　グスタフ 計画経済と独裁政治 ケイカクケイザイトドクサイセイジ 9-1-後
Ge6-CG カッセル，グスタフ カッセル　グスタフ 計画経済と独裁政治－世界経済安定化の道－ ケイカクケイザイトドクサイセイジ 9-1-後

Ge6-GY 後藤　誉之助 ゴトウ　ヨノスケ
九原則に基く経済復興計画の構想　政経資料調査会
昭和24（1949）

9ゲンソクニモトヅクケイザイフッコウケイカクノコウソウ 9-1-後

Ge6-GY 後藤　誉之助 ゴトウ　ヨノスケ 九原則に基く経済復興計画の構想 9ゲンソクニモトヅクケイザイフッコウケイカクノコウソウ 9-1-後
Ge6-HY 林　雄二郎 ハヤシ　ユウジロウ 20年後の豊かな日本への一つのビジョン経済企画庁 20ネンゴノユタカナニホンエノ1ツノビジョン 9-1-後
Ge6-IH 稲葉　秀三 イナバ　ヒデゾウ 日本経済の将来－経済復興計画の全貌と批判－ ニホンケイザイノショウライ 9-1-後
Ge6-K 国民経済研究協会 コクミンケイザイケンキュウキョウカ 日本経済復興計画（2冊） ニホンケイザイフッコウケイカク 9-1-後
Ge6-K 企画委員会 キカクイインカイ 新経済社会発展計画第2次案 シンケイザイシャカイハッテンケイカク 9-1-後

Ge6-K 経済安定本部経済復興計画委員会
ケイザイアンテイホンブケイザイフッ
コウケイカクインカイ

日本経済復興計画（第16号） ニホンケイザイフッコウケイカク 9-1-後

Ge6-K 経済安定本部経済復興計画委員会
ケイザイアンテイホンブケイザイフッ
コウケイカクインカイ

日本経済復興計画（第18号） ニホンケイザイフッコウケイカク 9-1-後

Ge6-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 中期経済計画 チュウキケイザイケイカク 9-1-後
Ge6-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 経済社会発展計画－40年代への挑戦－（案） ケイザイシャカイハッテンケイカク 9-1-後
Ge6-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 新経済社会発展計画 シンケイザイシャカイハッテンケイカク 9-1-後

Ge6-K 経済企画庁総合計画局
ケイザイキカクチョウソウゴウケイカ
クキョク

経済計画資料（その1）－経済社会発展計画－ ケイザイケイカクシリョウ 9-1-後

Ge6-K 経済企画庁総合計画局
ケイザイキカクチョウソウゴウケイカ
クキョク

経済計画資料（その2）－経済社会発展計画検討資料
集－

ケイザイケイカクシリョウ 9-1-後

Ge6-K 経済企画庁総合計画局
ケイザイキカクチョウソウゴウケイカ
クキョク

新経済社会発展計画の全貌 シンケイザイシャカイハッテンケイカクノゼンボウ 9-1-後

Ge6-K 経済審議会 ケイザイシンギカイ
技術進歩研究委員会報告書－経済成長と社会開発の
ための技術戦略，1970年代の課題への挑戦－

ギジュツシンポケンキュウイインカイホウコクショ 9-1-後

Ge6-K 経済審議会 ケイザイシンギカイ 経済計画資料－国民所得倍増計画資料－（11）（12） ケイザイケイカクシリョウ 9-1-後
Ge6-K 経済審議会 ケイザイシンギカイ 経済計画資料－国民所得倍増計画資料－（13) ケイザイケイカクシリョウ 9-1-後
Ge6-K 経済審議会 ケイザイシンギカイ 経済計画資料－国民所得倍増計画資料－（14） ケイザイケイカクシリョウ 9-1-後
Ge6-K 経済審議会 ケイザイシンギカイ 経済計画資料－国民所得倍増計画資料－（15） ケイザイケイカクシリョウ 9-1-後
Ge6-K 経済審議会 ケイザイシンギカイ 経済計画資料－国民所得倍増計画資料－（17）（19） ケイザイケイカクシリョウ 9-1-後
Ge6-K 経済審議会 ケイザイシンギカイ 経済社会発展計画－40年代への挑戦－ ケイザイシャカイハッテンケイカク 9-1-後
Ge6-K 経済審議会 ケイザイシンギカイ 国民所得倍増計画－中間検討報告 コクミンショトクバイゾウケイカク 9-1-後

Ge6-K
経済審議会経済計画基本問題研究
委員会

ケイザイシンギカイケイザイケイカク
キホンモンダイケンキュウイインカイ

経済計画基本問題研究委員会報告書
ケイザイケイカクキホンモンダイケンキュウイインカイ
ホウコクショ

9-1-後

Ge6-K 経済復興計画委員会 ケイザイフッコウケイカクイインカイ 経済復興計画委員会報告書第2部各論 ケイザイフッコウケイカクイインカイホウコクショ 9-1-後
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Ge6-K 経済復興計画委員会 ケイザイフッコウケイカクイインカイ 経済復興計画委員会議事速記録 ケイザイフッコウケイカクイインカイギジソッキロク 9-1-後
Ge6-K 経済復興計画委員会 ケイザイフッコウケイカクイインカイ 経済復興計画委員会報告書第1部総論 ケイザイフッコウケイカクイインカイホウコクショ 9-1-後
Ge6-KS 越村　信三郎 コシムラ　シンザブロウ 資本蓄積と計畫経済 シホンチクセキトケイカクケイザイ 9-1-後
Ge6-MJ 宮崎　仁 ミヤザキ　ジン 経済社会基本計画の解説 ケイザイシャカイキホンケイカクノカイセツ 9-1-後
Ge6-N 日本経済研究センター ニホンケイザイケンキュウセンター 5ヶ年経済予測第1回－補論－ ゴカネンケイザイヨソク 9-1-後
Ge6-OS 大来　佐武郎 オオキタ　サブロウ 経済計画 ケイザイケイカク 9-1-後
Ge6-OS 大来　佐武郎 オオキタ　サブロウ 所得倍増計画の解説（2冊） ショトクバイゾウケイカクノカイセツ 9-1-後
Ge6-S 総合計画局 ソウゴウケイカクキョク 新経済計画（案）　第1部（2冊）、第2部、第3部（2冊） シンケイザイケイカクアン 9-1-後
Ge6-YY 山田　雄三 ヤマダ　ユウゾウ 日本経済の計画論的考察 ニホンケイザイノケイカクロンテキコウサツ 9-1-後
Ge6-に11-SG サンボルスキー，ゲ　イ サンポルスキー　ゲ　イ 七ヵ年計画統計集付第一年度実績 ７カネンケイカクトウケイシュウ 9-1-後
Ge6-に2-N 日本経済連盟会 ニホンケイザイレンメイカイ 獨逸に於ける経済計画と経済統制 ドイツニオケルケイザイケイカクトケイザイトウセイ 9-1-後
Ge6-に2-WH Wohlthat，Helmut ヴォールタート　ヘルムート 独逸に於ける経済計画と経済統制 ドイツニオケルケイザイケイカクトケイザイトウセイ 9-1-後

Ge6-に4-K 経済企画庁総合計画局
ケイザイキカクチョウソウゴウケイカ
クキョク

フランスの経済計画（2冊） フランスノケイザイケイカク 9-1-後

Ge6-に4-S 産業計画会議 サンギョウケイカクカイギ フランスの経済計画－経済企画庁故先崎久雄氏遺稿 フランスノケイザイケイカク 9-1-後
Ge7-AH 有沢　広巳 アリサワ　ヒロミ 日本工業統制論 ニホンコウギョウトウセイロン 9-1-後
Ge7-HK 帆足　計 ホアシ　ケイ 統制会の理論と実際 トウセイカイノリロントジッサイ 9-1-後
Ge7-HY 原　祐三 ハラ　ユウゾウ 日本統制経済論－その批判と提唱－ ニホントウセイケイザイロン 9-1-後
Ge7-HY 本位田　祥男 ホインデン　ヨシオ 統制経済の理論－協同経済への道－ トウセイケイザイノリロン 9-1-後
Ge7-IH 岩崎　英恭 イワサキ　エイキョウ 経済新体制の諸問題 ケイザイシンタイセイノショモンダイ 9-1-後
Ge7-J 時事新報経済部 ジジシンポウケイザイブ 転換期の統制経済 テンカンキノトウセイケイザイ 9-1-後
Ge7-J 重要産業協議会 ジュウヨウサンギョウキョウギカイ 職権委譲令解説 ショッケンイジョウレイカイセツ 9-1-後

Ge7-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 金輸出再禁止より終戦までの我国経済統制の推移
キンユシュツサイキンシヨリシュウセンマデノワガクニ
ケイザイトウセイノスイイ

9-1-後

Ge7-NK 西野　喜與作 ニシノ　キヨサク 戦時利潤統制論 センジリジュントウセイロン 9-1-後
Ge7-OM 大河内　正敏 オオコウチ　マサトシ 統制経済と経済戦 トウセイケイザイトケイザイセン 9-2-前
Ge7-R 臨時物資調整局 リンジブッシチョウセイキョク 重要物資ノ配給統制 ジュウヨウブッシノハイキュウトウセイ 9-2-前
Ge7-SE 杉本　栄一 スギモト　エイイチ 統制経済の原理 トウセイケイザイノゲンリ 9-2-前
Ge7-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 経済統制の再編成 ケイザイトウセイノサイヘンセイ （3F）
Ge7-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 統制経済の現状と将来 トウセイケイザイノゲンジョウトショウライ （3F）
Ge7-TK 竹内　可吉 タケウチ　カキチ 我国統制経済に就いて（2冊） ワガクニトウセイケイザイニツイテ 9-2-前

Ge7-U
上田貞次郎博士記念論文集編纂委
員会

ウエダテイジロウハカセキネンロン
ブンシュウ

統制経済と中小企業 トウセイケイザイトチュウショウキギョウ 9-2-前

Ge7-に2-MF Meyer，Fritz マイヤー　フリッツ
統制経済と対外貿易－対外経済の分野に於ける自主
的経済発展の確保に就て－（2冊）

トウセイケイザイトタイガイボウエキ 9-2-前

Ge7-に3-I イギリス国際事情局情報部
イギリスコクサイジジョウキョクジョウ
ホウブ

伊太利の経済財政状態 イタリーノケイザイザイセイジョウタイ 9-2-前

Ge8-AH 荒川　弘 アラカワ　ヒロシ 欧州共同体－その内部矛盾と米欧関係－ オウシュウキョウドウタイ 9-2-前
Ge8-K 国策研究会 コクサクケンキュウカイ 大東亜共栄圏経済交流体制論 ダイトウアキョウエイケンケイザイコウリュウタイセイロ 9-2-前

Ge8-N 日本貿易振興協会 ニホンボウエキシンコウキョウカイ 欧羅巴廣域経済に於ける白耳義及び和蘭の地位
ヨーロッパコウイキケイザイニオケルベルギーオヨビオ
ランダノチイ

9-2-前

Ge8-N 野村合名会社調査部 ノムラゴウメイカイシャチョウサブ 大東亜共栄圏建設の構想 ダイトウアキョウエイケンケンセツノコウソウ 9-2-前

Ge8-S 昭和研究会 ショウワケンキュウカイ
ブロック経済に関する研究－東亜ブロック経済研究会
報告－

ブロックケイザイニカンスルケンキュウ 9-2-前

Ge8-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 東亞経済プロック論 トウアケイザイプロックロン （3F）
Ge8-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 共栄圏経済建設論 キョウエイケンケイザイケンセツロン （3F）
Ge8-TY 谷口　吉彦 タニグチ　ヨシヒコ 大東亜経済の理論 ダイトウアケイザイノリロン 9-2-前
Ge8-い1-KM 木村　増太郎 キムラ　マスタロウ 東亜新経済論 トウアシンケイザイロン 9-2-前

Ge8-い1-S 昭和研究会 ショウワケンキュウカイ
ブロック経済の本質に関する報告－東亜ブロック経済
研究会に於けるブロック理論の研究報告－

ブロックケイザイノホンシツニカンスルホウコク 9-2-前

Ge8-い1-Y 横浜正金銀行調査部
ヨコハマショウキンギンコウチョウサ
ブ

大東亞共栄圏諸地域に於ける貨幣金融為替貿易の概
要

ダイトウアキョウエイケンショチイキニオケルカヘイキ
ンユウカワセボウエキノガイヨウ

9-2-前

Ge8-い2-E EECの第二段階 EECノダイニダンカイ 9-2-前
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Ge8-い2-N 日本貿易振興協会 ニホンボウエキシンコウキョウカイ 欧羅巴広域経済に於ける白耳義及び和蘭の地位
ヨーロッパコウイキケイザイニオケルベルギーオヨビオ
ランダノチイ

9-2-前

Ge8-は3-W 早稲田大学興亜経済研究所
ワセダダイガクコウアケイザイケン
キュウショ

興亜政治経済研究（1）～（3） コウアセイジケイザイケンキュウ 9-2-前

Ge8-に1-G 外務省調査部 ガイムショウチョウサブ オタワ英帝国経済会議の考察 オタワエイテイコクケイザイカイギノコウサツ 9-2-前
Ge8-へ1-N 野村合名会社調査部 ノムラゴウメイカイシャチョウサブ ニューディールの構成 ニューディールノコウセイ 9-2-前
Ge86-M 明治史料研究連絡会 メイジシリョウケンキュウレンラクカイ 地租改正と地方自治制（2） チソカイセイトチホウジチセイ 9-2-前
Ge9-A 朝日新聞社 アサヒシンブンシャ 戦時経済の実相 センジケイザイノジッソウ 9-2-前

Ge9-A アメリカ合衆国戦略爆撃調査団
アメリカガッシュウコクセンリャクバク
ゲキチョウサダン

日本戦争経済の崩壊－戦略爆撃の日本戦争経済に及
ぼせる諸効果－（2冊）

ニホンセンソウケイザイノホウカイ 9-2-前

Ge9-AT 安藤　孝 アンドウ　タカシ 経済封鎖突破 ケイザイフウサトッパ 9-2-前
Ge9-C 朝鮮銀行調査部 チョウセンギンコウチョウサブ 大戦下の半島経済（2冊） タイセンカノハントウケイザイ 9-2-前
Ge9-D 大東亞經濟研究所 ダイトウアケイザイケンキュウショ 「戰争決定段階の克服とその後に來るもの」鼎談録 センソウケッテイダンカイノコクフク… 9-2-前
Ge9-D 大日本文明協会 ダイニホンブンメイキョウカイ 戦争と経済関係（全） センソウトケイザイカンケイ 9-2-前
Ge9-FY 古屋　美貞 フルヤ　ヨシサダ 日本戦争経済力の諸問題 ニホンセンソウケイザイリョクノショモンダイ 9-2-前
Ge9-GK 郷司　浩平 ゴウシ　コウヘイ 決戦経済体制論 ケッセンケイザイタイセイロン 9-2-前
Ge9-HB 服部　文四郎 ハットリ　ブンシロウ 戦争ト外資 センソウトガイシ 9-2-前
Ge9-HK ヘルフェリッヒ，カル ヘルフェリッヒ　カル 日露之戦資－日露戦争ノ財政的方面－ ニチロノセンシ 9-2-前
Ge9-HT 堀江　忠男 ホリエ　タダオ 戦争と恐慌－軍事経済の景気循環における役割－ センソウトキョウコウ 9-2-前
Ge9-IK 板橋　菊松 イタバシ　キクマツ 長期戦と経済建設 チョウキセントケイザイケンセツ 9-2-前
Ge9-IT 石橋　湛山 イシバシ　タンザン 第二次大戦と我国の経済 ダイニジタイセントワガクニノケイザイ 9-2-前
Ge9-J 重要産業協議会 ジュウヨウサンギョウキョウギカイ 戦時生産企業体制委員会報告（2部） センジセイサンキギョウタイセイイインカイホウコク 9-2-前

Ge9-J 重要産業統制団体協議会
ジュウヨウサンギョウトウセイダンタ
イキョウギカイ

重要産業部門に於ける生産・配給計画の現状と物動計
画との関連－物動研究専門委員会の暫定報告－

ジュウヨウサンギョウブモンニオケルセイサンハイキュ
ウケイカクノゲンジョウトブツドウケイカクトノカンレン

9-2-前

Ge9-K 神戸市経済部産業課 コウベシケイザイブサンギョウカ 産業講座資料（7）（8）（17） サンギョウコウザシリョウ 9-2-前
Ge9-K 国防経済協会 コクボウケイザイキョウカイ 戦費の研究（2） センピノケンキュウ 9-2-前
Ge9-KF 神永　文三 カミナガ　ブンゾウ 日支事変経済史 ニッシジヘンケイザイシ （3F）
Ge9-M 小宮山　利政 コミヤマ　トシマサ 統制会と財閥 トウセイカイトザイバツ 9-2-前
Ge9-M 都新聞社経済部 ミヤコシンブンシャケイザイブ 総動員物資の話（2冊） ソウドウインブッシノハナシ 9-2-前
Ge9-MI 三宅　一郎 ミヤケ　イチロウ 大戦下の半島経済 タイセンカノハントウケイザイ 9-2-前
Ge9-MT 松岡　忠美 マツオカ　タダヨシ 戦時経済 センジケイザイ 9-2-前
Ge9-N 日本貿易振興協会 ニホンボウエキシンコウキョウカイ 戦時貿易対策要覧第2部欧洲大陸 センジボウエキタイサクヨウラン 9-2-前

Ge9-N 日満財政経済研究会
ニチマンザイセイケイザイケンキュ
ウカイ

国防的工業政策 コクボウテキコウギョウセイサク 9-2-前

Ge9-NH 難波田　春夫 ナニワダ　ハルオ 戦力増強の理論 センリョクゾウキョウノリロン 9-2-前
Ge9-NK 延原　観太郎 ノブハラ　カンタロウ 我帝国ノ工業力 ワガテイコクノコウギョウリョク 9-2-前

Ge9-O 大蔵省臨時調査局金融部
オオクラショウリンジチョウサキョク
キンユウブ

世界戦争ニ於ケル戦費及財源要覧 セカイセンソウニオケルセンピオヨビザイゲンヨウラン 9-2-前

Ge9-O 大蔵省臨時調査局金融部
オオクラショウリンジチョウサキョク
キンユウブ

戦時ニ於ケル諸國ノ食料政策 センジニオケルショコクノショリョウセイサク 9-2-前

Ge9-O 大蔵大臣官房財政経済調査課
オオクラダイジンカンボウザイセイケ
イザイチョウサカ

日清日露両戦役及世界大戦に於ける我が戦時財政
ニッシンニチロリョウセンエキオヨビセカイタイセンニオ
ケルワガクニセンジザイセイ

9-2-後

Ge9-OS 大野　信三 オオノ　シンゾウ
新国民経済機構の理論と実際－日本経済の戦時計画
経済的な編成替への目標－

シンコクミンケイザイキコウノリロントジッサイ 9-2-後

Ge9-R 陸軍経理学校研究部 リクグンケイリガッコウケンキュウブ 支那事変と本邦経済事情（1）～（4） シナジヘントホンポウケイザイジジョウ 9-2-後
Ge9-RS 笠　信太郎 リュウ　シンタロウ 日本経済の再編成 ニホンケイザイノサイヘンセイ 9-2-後
Ge9-S 商工行政調査会 ショウコウギョウセイチョウサカイ 物資制限の法規と解説 ブッシセイゲンノホウキトカイセツ 9-2-後
Ge9-S 東京交換所 トウキョウコウカンショ 戰時經濟財政調査報告第8、19回 センジケイザイザイセイチョウサホウコク 9-2-後
Ge9-SK 園田　孝吉 ソノダ　コウキチ 赤心一片全 セキシンイッペン 9-2-後
Ge9-SS 進　修太郎 シン　シュウタロウ 日清戦争と経済社会（2冊） ニッシンセンソウトケイザイシャカイ 9-2-後
Ge9-T 東京交換所 トウキョウコウカンショ 戦時経済財政調査報告（10）、（28）～（31）、（37）、（38） センジケイザイザイセイチョウサホウコク 9-2-後
Ge9-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 卅七・八年戦役及戦後の経済 378ネンセンエキオヨビセンゴノケイザイ 9-2-後
Ge9-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 長期戦下の財政経済 チョウキセンカノザイセイケイザイ （3F）
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Ge9-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 非常時経済 ヒジョウジケイザイ （3F）
Ge9-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 「準戦時」下の財政と経済 ジュンセンジカノザイセイトケイザイ （3F）
Ge9-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本戦時計画経済論 ニホンセンジケイカクケイザイロン （3F）
Ge9-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 戦時計画経済の展開と物価統制 センジケイカクケイザイノテンカイトブッカトウセイ （3F）
Ge9-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 戦時経済講話 センジケイザイコウワ （3F）
Ge9-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 戦時経済統制の現段階と其前途 センジケイザイトウセイノゲンダンカイトソノゼント （3F）
Ge9-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 戦時経済と新経済体制 センジケイザイトシンケイザイタイセイ （3F）
Ge9-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 戦争と日本経済力 センソウトニホンケイザイリョク （3F）
Ge9-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 東亜建設戦と財政経済の再編成 トウアケンセツセントザイセイケイザイノサイヘンセイ （3F）
Ge9-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 新経済体制研究 シンケイザイタイセイケンキュウ （3F）
Ge9-UT 上田　貞次郎 ウエダ　テイジロウ 戦時経済講話 センジケイザイコウワ 9-2-後
Ge9-WT 渡邊　鐵藏 ワタナベ　テツゾウ 歐洲戦争と獨逸の食料政策 オウシュウセンソウトドイツノショクリョウセイサク 9-2-後
Ge9-YK 山下　勝治 ヤマシタ　カツジ 戦時利潤統制 センジリジュントウセイ 9-2-後
Ge9-に11-S シュペクトロフ シュペクトロフ 軍需工業論 グンジュコウギョウロン 9-2-後
Ge9-に11-ZS Zagorskie，S．O． ツアゴルスキー　エス　オー 大戦間露国に於ける産業の統制 タイセンカンロコクニオケルサンギョウノトウセイ 9-2-後
Ge9-に1-CR Clarke，R．W．B． クラーク　アール　ダブリュー　ビー 英国戦争経済の再編成 エイコクセンソウケイザイノサイヘンセイ 9-2-後
Ge9-に1-HS 土方　成美 ヒジカタ　セイビ 英国の戦時財政経済 エイコクノセンジザイセイケイザイ 9-2-後
Ge9-に1-K 國防經濟協會 コクボウケイザイキョウカイ 英國軍需産業動員 エイコクグンジュサンギョウドウイン 9-2-後

Ge9-に1-O 大蔵大臣官房財政経済調査課
オオクラダイジンカンボウザイセイケ
イザイチョウサカ

大戦中の英国財政及当初の経済政策
タイセンチュウノエイコクザイセイオヨビトウショノケイ
ザイセイサク

9-2-後

Ge9-に1-O 大蔵省総務局 オオクラショウソウムキョク 英国戦時経済概要 エイコクセンジケイザイガイヨウ 9-2-後
Ge9-に2-CG Cassel，Gustav カッセル　グスタフ 独逸国民の戦時経済 ドイツコクミンノセンジケイザイ 9-2-後
Ge9-に2-LW 神戸市 コウベシ 市町村と戦時経済 シチョウソントセンジケイザイ 9-2-後
Ge9-に2-NF Neuburger，Fritz ノイバーガｰ　フリッツ 独逸金融市場及資本市場の戦備（2冊） ドイツキンユウシジョウオヨビシホンシジョウノセンビ 9-2-後

Ge9-に2-O 大蔵大臣官房財政経済調査課
オオクラダイジンカンボウザイセイケ
イザイチョウサカ

大戦当初の獨逸財政経済方策 タイセントウショノドイツザイセイケイザイホウサク 9-2-後

Ge9-に2-T 東京交換所 トウキョウコウカンショ 独国の戦時経済 ドイツノセンジケイザイ 9-2-後
Ge9-に2-T 東洋経済研究所 トウヨウケイザイケンキュウショ 第一次世界戦争下の独逸経済 ダイイチジセカイセンソウカノドイツケイザイ 9-2-後

Ge9-へ1-K （財）國防經濟協會
ザイダンホウジンコクボウケイザイ
キョウカイ

米國軍需産業動員－勞働關係を中心として－ ベイコクグンジュサンギョウドウイン 9-2-後

Ge9-へ1-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク
欧州戦乱中ニ於ケル米国経済界ノ活動及ビ其戦後ニ
處スル準備計画調査書

オウシュウセンランチュウニオケルベイコクケイザイカ
イノカツドウオヨビソノセンゴニショスルジュンビケイカ
クチョウサショ

9-2-後

Ge9-へ1-TG 寺西　五郎 テラニシ　ゴロウ アメリカ戦争経済批判 アメリカセンソウケイザイヒハン 9-2-後

Gf1-AD
アールセン，デスモンド、ハロウェ
イ，エドワード

アールセン　デスモンド　ハロウェイ
エドワード

景気と物価の変動の終えん－決定的要因・貨幣－ ケイキトブッカノヘンドウノシュウエン 9-2-後

Gf1-AH 青山　秀夫 アオヤマ　ヒデオ 日本経済と景気変動 ニホンケイザイトケイキヘンドウ 9-2-後
Gf1-HF Hayek，Friedrich Ａ． ハイエク　フリードリヒ　ア ハイエク景気と貨幣－貨幣理論と景気理論－ ハイエクケイキトカヘイ 9-2-後
Gf1-HG ハーバラー，　G． ハーバラー　ゴットフリード 景気変動の理論（下） ケイキヘンドウノリロン 9-2-後
Gf1-HK 波多野　鼎 ハタノ　カナエ 景気論 ケイキロン 9-2-後
Gf1-HR ハロッド，R．F． ハロッド　ロイ　エフ 景気循環論－一試論－ ケイキジュンカンロン 9-2-後
Gf1-IT 石橋　湛山 イシバシ　タンゼン 現代不景気論 ゲンダイフケイキロン 9-2-後
Gf1-KM 小檜山　政克 コヒヤマ　マサカツ 戦後経済恐慌の性格 センゴケイザイキョウコウノセイカク 9-2-後
Gf1-KS 紅林　茂夫 クレバヤシ　シゲオ 景気－うまく経済の波に乗る法－ ケイキ 9-2-後
Gf1-MK 緑川　敬 ミドリカワ　ケイ 景気変動の研究方法－経済変動の一般理論へ－ ケイキヘンドウノケンキュウホウホウ 9-2-後
Gf1-MR マシューズ，R．C．O． マシューズ　アール　シー　オー 景気循環 ケイキジュンカン （3F）

Gf1-N 野村證券株式会社調査部
ノムラショウケンカブシキガイシャ
チョウサブ

不景気時代の研究 フケイキジダイノケンキュウ 9-2-後

Gf1-N 野村證券株式会社調査部
ノムラショウケンカブシキガイシャ
チョウサブ

経済界季節変動の研究 ケイザイカイキセツヘンドウノケンキュウ 9-2-後

Gf1-O 大阪市立大学経済研究所
オオサカシリツダイガクケイザイケン
キュウショ

戦後景気循環と設備投資 センゴケイキジュンカントセツビトウシ 9-2-後

Gf1-SM 佐藤　密蔵 サトウ　ミツゾウ 不景気襲来の用意 フケイキシュウライノヨウイ 9-2-後
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Gf1-SS 佐倉　重夫 サクラ　シゲオ 世界経済不況ノ現状及対策 セカイケイザイフキョウノゲンジョウオヨビタイサク 9-2-後
Gf1-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 日本の景気変動（上巻）（下巻） ニホンノケイキヘンドウ （3F）
Gf1-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 日本の景気変動（上巻）（下巻） ニホンノケイキヘンドウ 9-2-後
Gf1-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 景気転換の可能性（－高橋亀吉等討論集－） ケイキテンカンノカノウセイ 9-2-後
Gf1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 景気転換期 ケイキテンカンキ （3F）
Gf1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 戦時経済の現勢とインフレ問題 センジケイザイノゲンセイトインフレモンダイ （3F）
Gf1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 高橋亀吉景気対論 タカハシカメキチケイキタイロン （3F）
Gf1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本経済の診断と対策 ニホンケイザイノシンダントタイサク （3F）
Gf1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本経済の将来と景気動向 ニホンケイザイノショウライトケイキドウコウ （3F）
Gf1-TK 辻村　江太郎 ツジムラ　コウタロウ インフレーションの経済学－入門経済学2－ インフレーションノケイザイガク 9-3-前
Gf1-UT 内野　達郎 ウチノ　タツロウ 景気変動の分析と予測－とらえ方考え方－ ケイキヘンドウノブンセキトヨソク 9-3-前
Gf1-YK 山本　熊太郎 ヤマモト　クマタロウ 浜口内閣不景気政策の実相 ハマグチナイカクフケイキセイサクノジッソウ 9-3-前
Gf1-YY 山崎　靖純 ヤマザキ　ヤスズミ 何が財界を動かすか ナニガザイカイオウゴカスカ 9-3-前
Gf1-に4-DE ダリス，エリナー　ランシング ダリス　エリナー　ランシング 仏蘭西インフレの全貌 フランスインフレノゼンボウ 9-3-前
Gf2-へ1-S 世界経済調査会 セカイケイザイチョウサカイ アメリカのインフレ－ション アメリカノインフレーション 9-3-前

Gf2-に2-C 調査研究動員本部業第二委員会
チョウサケンキュウドウインホンブ
ギョウダイニ…

第一次大戦後に於けるドイツインフレーションの調査
ダイニジタイセンゴニオケルドイツインフレーションノ
チョウサ

9-3-前

Gf2-K 国策研究会 コクサクケンキュウカイ
インフレーション対策試案－インフレ対策委員会研究報
告－

インフレーションタイサクシアン 9-3-前

Gf2-KM 熊本　孫三郎 クマモト　マゴサブロウ 現代のインフレーション－原因・結果・対策－ ゲンダイノインフレーション 9-3-前
Gf2-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 戦時インフレーション対策の諸問題 センジインフレーションタイサクノショモンダイ 9-3-前

Gf2-N 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

現代インフレーションと国際通貨制度 ゲンダイインフレーショントコクサイツウカセイド 9-3-前

Gf2-S （財）政策科学研究所
ザイダンホウジンセイサクカガクケン
キュウショ

現代社会とインフレーション（2冊） ゲンダイシャカイトインフレーション 9-3-前

Gf2-ST 鈴木　武雄 スズキ　タケオ 金融緊急措置とドッジ・ライン キンユウキンキュウソチトドッジライン （3F）
Gf2-T 東京商工會議所 トウキョウショウコウカイギショ インフレーションに關する調査（1）（2）（7） インフレーションニカンスルチョウサ 9-3-前
Gf2-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 時局とインフレーション ジキョクトインフレーション （3F）

Gf2-に11-C 調査研究動員本部業第二委員会
チョウサケンキュウドウインホンブ
ギョウダイニ…

第一次大戦後に於けるロシヤ・インフレーションの調査 ダイイチジタイセンゴニオケル… 9-3-前

Gf2-に11-IM 伊部　政一 イベ　マサイチ ソ聯インフレーションの研究 ソレンインフレーションノケンキュウ 9-3-前

Gf2-に1-C 調査研究動員本部業第二委員会
チョウサケンキュウドウインホンブ
ギョウダイニイインカイ

第一次大戦後に於ける英国インフレーションの調査（2
冊）

ダイイチジタイセンゴニオケルエイコクインフレーション
ノチョウサ

9-3-前

Gf3-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 不景気の原因・現状・将来 フケイキノゲンインゲンジョウショウライ （3F）
Gf3-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 全面的に見た現在の不景気と其の前途 ゼンメンテキニミタゲンザイノフケイキトソノゼント （3F）
Gf4-CY 長　幸男 チョウ　ユキオ 昭和恐慌－日本ファシズム前夜－ ショウワキョウコウ 9-3-前
Gf4-EP Einzig，Paul アインチヒ　ポール 世界経済恐慌の解剖 セカイケイザイキョウコウノカイボウ 9-3-前

Gf4-K 慶応義塾大学金融研究会
ケイオウギジュクダイガクキンユウ
ケンキュウカイ

恐慌と世界経済 キョウコウトセカイケイザイ 9-3-前

Gf4-OK 大島　清 オオシマ　キヨシ 日本恐慌史論（上）（下） ニホンキョウコウシロン （3F）
Gf4-S 世界経済研究所 セカイケイザイケンキュウショ 世界恐慌の展望 セカイキョウコウノテンボウ 9-3-前
Gf4-SM 隅谷　三喜男 スミヤ　ミキオ 昭和恐慌－その歴史的意義と全体像－ ショウワキョウコウ （3F）
Gf4-SO 志儀　長 シギ　オサム 恐慌史論 キョウコウシロン （3F）
Gf4-VE ヴァルガ，エー ヴァルガ　エー 世界経済恐慌史1848～1935年（1巻1部） セカイケイザイキョウコウシ （3F）
Gf4-VE ヴァルガ，エー ヴァルガ　エー 世界経済恐慌史1848～1935年（1巻2部） セカイケイザイキョウコウシ （3F）
Gf4-YS 山口　茂 ヤマグチ　シゲル 恐慌史概説 キョウコウシガイセツ （3F）
Gf4-は3T 東京商工會議所 トウキョウショウコウカイギショ 支那の經濟恐慌に關する調査（1）～（3） シナノケイザイキョウコウニカンスルチョウサ 9-3-前
Gf4-へ1-GJ Galbraith，John Kenneth ガルブレイス　ジョン　ケネス 大恐慌 ダイキョウコウ （3F）
Gf4-へ1-GJ Galbraith，John Kenneth ガルブレイス　ジョン　ケネス 大恐慌 ダイキョウコウ 9-3-前
Gf4-へ1-SD Shannon，David A． シャノン　ディビット　エー 大恐慌 ダイキョウコウ （3F）

Gg1-G 外国為替管理委員会事務局
ガイコクカワセカンリイインカイジム
キョク

外国為替貿易管理の基礎知識 ガイコクカワセボウエキカンリノキソチシキ 9-3-前
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Gg1-K 国民経済研究協会
コクミンケイザイケンキュウキョウカ
イ

単一為替レート設定とその影響－特に輸出工業に及ぼ
す影響－

タンイツカワセレートセッテイトソノエイキョウ 9-3-前

Gg1-MK 増井　光蔵 マスイ　コウゾウ 外国為替論 ガイコクカワセロン 9-3-前
Gg1-MT 宮川　貞一郎 ミヤガワ　テイイチロウ 金再禁止下に於ける為替と物価 キンサイキンシカニオケルカワセトブッカ 9-3-前
Gg1-MY 南　陽介 ミナミ　ヨウスケ 第三次世界大戦 ダイサンジセカイタイセン 9-3-前

Gg21-A 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 国際為替調節問題ニ関スルアンダソン氏論文
コクサイカワセチョウセツモンダイニカンスルアンダソ
ンシロンブン

9-3-前

Gg21-K 国際連盟経済財政委員会
コクサイレンメイケイザイザイセイイ
インカイ

為替管理制度に関する考察 カワセカンリセイドニカンスルコウサツ 9-3-前

Gg21-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ 近諸国に於ける為替管理及貿易制限
サイキンショコクニオケルカワセカンリオヨビボウエキ
セイゲン

9-3-前

Gg21-OK 大口　喜六 オオグチ　キロク 外国為替管理法の機能 ガイコクカワセカンリホウノキノウ 9-3-前
Gg21-TK 田中　金司 タナカ　キンジ 為替平衡資金論 カワセヘイコウシキンロン 9-3-前
Gg21-Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 各国為替管理の解説 カッコクカワセカンリノカイセツ 9-3-前
Gg21-YK 山口　恭佑 ヤマグチ　キョウスケ 為替対策論 カワセタイサクロン 9-3-前

Gg24-C 中央物価統制協力会議
チュウオウブッカトウセイキョウリョク
カイギ

改正外国為替管理法令解説 カイセイガイコクカワセカンリホウレイカイセツ 9-3-前

Gg24-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 外国為替管理令 ガイコクカワセカンリレイ 9-3-前
Gg24-は6-Y 横浜正金銀行 ヨコハマショウキンギンコウ 仏領印度支那為替管理法令集 フツリョウインドシナカワセカンリホウレイシュウ 9-3-前
Gg31-AK 赤松　要 アカマツ　カナメ 貿易 ボウエキ 9-3-前
Gg31-CJ コンドリフ，J．B． コンドリフ　ジェー　ビー 世界貿易の再健（2冊） セカイボウエキノサイケン 9-3-前
Gg31-KT 上坂　酉三 コウサカ　トリゾウ 貿易の常識 ボウエキノジョウシキ 9-3-前
Gg31-N 日本貿易研究会 ニホンボウエキケンキュウカイ 日本貿易の計量的研究 ニホンボウエキノケイリョウテキケンキュウ 9-3-前
Gg31-Ry 加藤　祐一 カトウ　ユウイチ 交易心得草 コウエキココロエグサ 9-3-前
Gg31-SK 佐田　介石 サダ　カイセキ 点取交通論 テントリコウツウロン 9-3-前
Gg31-TK 辻　宏吉 ツジ　コウキチ 外国貿易原論 ガイコクボウエキゲンロン 9-3-前
Gg31-UK 植松　考昭 ウエマツ　コウショウ 自由貿易乎保護貿易乎 ジユウボウエキカホゴボウエキカ 9-3-前
Gg31-YK 山内　一雄 ヤマノウチ　カズオ 本邦貿易と国際組織 ホンポウボウエキトコクサイソシキ 9-3-前

Gg32-B 貿易局 ボウエキキョク 本邦對印度支那貿易振興施設ニ關スル考察
ホンポウタイインドシナボウエキシンコウシセツニカン
スルコウサツ

9-3-前

Gg32-B 貿易、商業政策に關する研究（中間報告） ボウエキショウギョウセイサクニカンスルケンキュウ 9-3-前
Gg32-FS 藤井　茂 フジイ　シゲル 経済発展と貿易政策 ケイザイハッテントボウエキセイサク 9-3-前

Gg32-K 関東州貿易実業組合連合会
カントウシュウボウエキジツギョウク
ミアイレンゴウカイ

日関満貿易統制の現況 ニチカンマンボウエキトウセイノゲンキョウ 9-3-前

Gg32-K 経済企画庁総合計画局
ケイザイキカクチョウソウゴウケイカ
クキョク

国際経済分科会検討事項参考資料（その5）
コクサイケイザイブンカカイケントウジコウサンコウシ
リョウ

9-3-前

Gg32-K 経済企画庁総合計画局
ケイザイキカクチョウソウゴウケイカ
クキョク

国際経済分科会検討事項参考資料（その6）
コクサイケイザイブンカカイケントウジコウサンコウシ
リョウ

9-3-前

Gg32-K 神戸商業会議所 コウベショウギョウカイギショ 生糸貿易に對する震災後の措置概要（3冊） キイトボウエキニタイスルシンサイゴノソチガイヨウ 9-3-前

Gg32-K 国際商業会議所日本国内委員会
コクサイショウギョウカイギショニホ
ンコクナイイインカイ

通商障碍調査資料 ツウショウショウガイチョウサシリョウ 9-3-前

Gg32-K 國際商業会議所日本國内委員会
コクサイショウギョウカイギショニホ
ンコクナイイインカイ

通商障碍調査資料 ツウショウショウガイチョウサシリョウ 9-3-前

Gg32-K 国策研究会 コクサクケンキュウカイ 世界新秩序と交易新體制論（2冊） セカイシンチツジョトコウエキシンタイセイロン 9-3-前
Gg32-MK 松井　清 マツイ　キヨシ 国際貿易政策思想史 コクサイボウエキセイサクシソウシ 9-3-後
Gg32-MY 美濃部　洋次 ミノベ　ヨウジ 綿業輸出入リンク制度論 メンギョウユシュツニュウリンクセイドロン 9-3-後
Gg32-N 日本経済会 ニホンケイザイカイ 海外貿易拡張論（完） カイガイボウエキカクチョウロン 9-3-後
Gg32-N 日本経済連盟会 ニホンケイザイレンメイカイ 我国貿易統制ニ関スル関係当業者ノ意見並ニ参考資料ワガクニボウエキトウセイニカンスルカンケイ… 9-3-後
Gg32-N 日本経済連盟会 ニホンケイザイレンメイカイ 輸出貿易振興対策調査資料（1） ユシュツボウエキシンコウタイサクチョウサシリョウ 9-3-後
Gg32-N 日本經濟聯盟會 ニホンケイザイレンメイカイ 外國貿易振興策に就いて ガイコクボウエキシンコウサクニツイテ 9-3-後
Gg32-N 日本貿易報国連盟 ニホンボウエキホウコクレンメイ 円域貿易の全面的バーター制案に就て エンイキボウエキノゼンメンテキバーターセイアンニツ 9-3-後
Gg32-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 商工業ニ関スル施設 ショウコウギョウニカンスルシセツ 9-3-後
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Gg32-NS 中井　省三 ナカイ　ショウゾウ 日本戦時貿易政策と輸出入リンク制度論（2冊）
ニホンセンジボウエキセイサクトユシュツニュウリンク
セイドロン

9-3-後

Gg32-O 大阪府立貿易館 オオサカフリツボウエキカン 欧乱と各国の通商措置（2）（9） オウラントカッコクノツウショウソチ 9-3-後

Gg32-O 大阪府立貿易館企画課調査係
オオサカフリツボウエキカンキカクカ
チョウサガカリ

欧亂と各国の通商措置（8） オウラントカッコクノツウショウソチ 9-3-後

Gg32-O 大阪府立貿易館企画課調査係
オオサカフリツボウエキカンキカクカ
チョウサガカリ

欧乱と各国の通商措置（10） オウラントカッコクノツウショウソチ 9-3-後

Gg32-OT 荻原　利貞 オギワラ　トシサダ 海外貿易拡張論（完） カイガイボウエキカクチョウロン 9-3-後

Gg32-S 社會立法協會 シャカイリッポウキョウカイ 我國輸出貿易に對する各國の壓迫と我國勞働條件の改ワガクニユシュツボウエキニタイスルカッコク… 9-3-後

Gg32-S 商工省貿易局 ショウコウショウボウエキキョク 各国ニ於ケル輸入制限 カッコクニオケルユニュウセイゲン 9-3-後
Gg32-SS 酒井　澤喜 サカイ　サワキ 日本貿易統制機構－附大東亞輸出入手続詳解－ ニホンボウエキトウセイキコウ 9-3-後
Gg32-TS 寺島　成信 テラシマ　シゲノブ 対外商工策－懸賞論文－ タイガイショウコウサク 9-3-後
Gg32-TY 谷口　吉彦 タニグチ　ヨシヒコ 貿易統制の研究 ボウエキトウセイノケンキュウ 9-3-後
Gg32-TY 谷口　吉彦 タニグチ　ヨシヒコ 貿易統制の研究（2） ボウエキトウセイノケンキュウ 9-3-後
Gg32-TY 谷口　吉彦 タニグチ　ヨシヒコ 貿易統制の研究（3） ボウエキトウセイノケンキュウ 9-3-後
Gg32-YY 矢野　芳弘 ヤノ　ヨシヒロ 海外貿易擴張論（完） カイガイボウエキカクチョウロン 9-3-後
Gg32-YY 山内　庸僊 ヤマノウチ　ヨウセン 本邦の貿易と新秩序 ホンポウノボウエキトシンチツジョ 9-3-後
Gg32-に1-N 日本貿易振興協会 ニホンボウエキシンコウキョウカイ 戦時貿易対策要覧（1）英帝国 センジボウエキタイサクヨウラン 9-3-後
Gg32-に1-T 東京商工會議所 トウキョウショウコウカイギショ 英國植民地の織物輸入割當制 エイコクショクミンチノオリモノユニュウワリアテセイ 9-3-後

Gg32-に2-N 日本貿易振興協会 ニホンボウエキシンコウキョウカイ
今次大戦迄の独逸対外貿易とナチス政府の貿易政策
（2冊）

コンジタイセンマデノドイツ 9-3-後

Gg32-へ1-M 南満洲鐵道（株）社長室調査課
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャシャチョウシツチョウサカ

米國の對支通商政策 ベイコクノタイシツウショウセイサク 9-3-後

Gg33-AT 浅井　虎夫 アサイ　トラオ 支那日本通商史 シナニホンツウショウシ 9-3-後
Gg33-BB バイロン，ブレナン バイロン　ブレナン 日本商業事情視察報告書（2冊） ニホンショウギョウジジョウシサツホウコクショ 9-3-後
Gg33-D 大日本紡績連合会 ダイニホンボウセキレンゴウカイ 日英、日印会商問題参考資料 ニチエイニチインカイショウモンダイサンコウシリョウ 9-3-後

Gg33-G 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク
外国貿易概覧明治45年（大正元年）、大正3年、大正9
年、昭和3年

ガイコクボウエキガイラン 9-3-後

Gg33-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 各国通商の動向と日本昭和11年版 カッコクツウショウノドウコウトニホン 9-3-後
Gg33-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 各国通商の動向と日本昭和12年版 カッコクツウショウノドウコウトニホン 9-3-後
Gg33-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 各国通商の動向と日本昭和13年度版 カッコクツウショウノドウコウトニホン 9-3-後
Gg33-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 上海に於ける日本及日本人の地位 シャンハイニオケルニホンオヨビニホンジンノチイ 9-3-後

Gg33-H 商工省商務局貿易課
ショウコウショウショウムキョクボウ
エキカ

本邦外国貿易状況大正15年（2冊）、昭和12年 ホンポウガイコクボウエキジョウキョウ 9-3-後

Gg33-HI 菱沼　勇 ヒシヌマ　イサム 日本貿易の過去現在及将来 ニホンボウエキノカコゲンザイオヨビショウライ 9-3-後
Gg33-IT 石井　孝 イシイ　タカシ 幕末貿易史の研究 バクマツボウエキシノケンキュウ （3F）
Gg33-K 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 各国通商の動向と日本（昭和13年版） カッコクツウショウノドウコウトニホン 9-3-後
Gg33-K 神戸税関 コウベゼイカン 大正年間神戸港外国貿易通観 タイショウネンカンコウベコウ… 9-3-後
Gg33-K 国際経済学会 コクサイケイザイガッカイ 日本貿易の構造と展開 ニホンボウエキノコウゾウトテンカイ 9-3-後

Gg33-K 国際商業会議所日本国内委員会
コクサイショウギョウカイギショニホ
ンコクナイイインカイ

国際商業会議所通商障碍調査中央委員会附属各部小
委員会質問書ニ対スル日本国内委員会回答書（2冊）

コクサイショウギョウカイギショツウショウショウガイチョ
ウサチュウオウイインカイ…

9-3-後

Gg33-K 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク （第二回）海外派遣官報告集第1～4回 カイガイハケンカンホウコクシュウ 9-3-後
Gg33-KM 木村　増太郎 キムラ　マスタロウ 日本貿易誌（2冊） ニホンボウエキシ 9-3-後
Gg33-KS 神田　末保 カンダ　スエヤス 阪神在留ノ華商ト其ノ貿易事情 ハンシンザイリュウノカショウトソノボウエキジジョウ 9-4-前
Gg33-M 三菱経済研究所 ミツビシケイザイケンキュウショ 世界貿易－自由化問題の背景－ セカイボウエキ 9-4-前

Gg33-M 三菱経済研究所 ミツビシケイザイケンキュウショ 東洋及南洋諸国の国際貿易と日本の地位
トウヨウオヨビナンヨウショコクノコクサイボウエキトニ
ホンノチイ

9-4-前

Gg33-M 南満州鉄道（株）興業部商工課
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャコウギョウブ…

対満貿易の現状及将来（下）－我国対満輸出貿易の促
進及在満邦商の発展策に関する調査報告書－

タイマンボウエキノゲンジョウオヨビショウライ 9-4-前

Gg33-M 南満洲鉄道（株）東亜経済調査局
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャトウアケイザイチョウサキョク

支那貿易の趨勢 シナボウエキノスウセイ 9-4-前

Gg33-MK 松井　清 マツイ　キヨシ 日本の貿易 ニホンノボウエキ 9-4-前
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Gg33-MK 松井　清 マツイ　キヨシ 近代日本貿易史（1） キンダイニホンボウエキシ 9-4-前
Gg33-MK 森　克己 モリ　カツミ 日宋貿易の研究 ニッソウボウエキノケンキュウ 9-4-前
Gg33-N 日印会商準備委員会 ニチインカイショウジュンビイインカ 日印貿易参考資料 ニチインボウエキサンコウシリョウ 9-4-前
Gg33-N 日本経済調査協議会 ニホンケイザイチョウサキョウギカイ 共産圏貿易について キョウサンケンボウエキニツイテ 9-4-前

Gg33-N 日本経済聯盟会 ニホンケイザイレンメイカイ
南阿聯邦の国情と本邦との経済関係－首藤商務書記
官講演並調査報告－

ナンアレンポウノコクジョウ… 9-4-前

Gg33-N 日本経済連盟会調査課 ニホンケイザイレンメイカイチョウサ 近日本・英帝国経済関係ノ経過（4） サイキンニホンエイテイコクケイザイカンケイノケイカ 9-4-前
Gg33-N 日本興業銀行調査部 ニホンコウギョウギンコウチョウサブ 日本の貿易と輸出産業－分析と展望－（2冊） ニホンノボウエキトユシュツサンギョウ 9-4-前
Gg33-N 日本貿易研究会 ニホンボウエキケンキュウカイ 日本貿易の計量的研究 ニホンボウエキノケイリョウテキケンキュウ 9-4-前
Gg33-N 日本貿易研究所 ニホンボウエキケンキュウショ 輸出ブラシ工業（中） ユシュツブラシコウギョウ 9-4-前
Gg33-N 農商務省商務局 ノウショウムショウショウムキョク 重要輸出品輸出状況調査（2）（3） ジュウヨウユシュツヒンユシュツ… 9-4-前
Gg33-N 農商務省商務局 ノウショウムショウショウムキョク 對清貿易ノ趨勢及取引事情 タイシンボウエキノスウセイオヨビ… 9-4-前
Gg33-N 農商務省水産局 ノウショウムショウスイサンキョク 水産貿易要覧前篇 スイサンボウエキヨウランゼンペン 9-4-前

Gg33-N （財）日本貿易振興協會
ザイダンホウジンニホンボウエキシ
ンコウキョウカイ

〔日本貿易振興協会〕調査彙報（1）（2）（5） ニホンボウエキシンコウキョウカイチョウサイホウ 9-4-前

Gg33-NM 二宮　峰男 ニノミヤ　ミネオ 生糸貿易と金融 キイトボウエキトキンユウ 9-4-前
Gg33-NM 沼田　正宣 ヌマタ　マサノリ 日清貿易新説 ニッシンボウエキシンセツ 9-4-前

Gg33-NT 根岸　隆 ネギシ　タカシ
日本の貿易－東京経済研究センター主催第8回コン
ファレンス議事録－

ニホンノボウエキ 9-4-前

Gg33-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 開戦後著シク輸出入額ヲ増減シタル物品ノ概況 カイセンゴイチジルシクユシュツニュウガク… 9-4-前
Gg33-O 大阪府立貿易館 オオサカフリツボウエキカン 大阪貿易彙纂昭和12 オオサカボウエキイサン 9-4-前
Gg33-R 臨時産業合理局 リンジサンギョウゴウリキョク 国産品ヲ以テ代用シ得ベキ輸入品調（2冊） コクサンヒンヲモッテダイヨウ… 9-4-前
Gg33-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 内外市場に於ける本邦輸出綿織物の現勢附取引事情 ナイガイシジョウニオケルホンポウ… 9-4-前
Gg33-S 商工省貿易局 ショウコウショウボウエキキョク 本邦外国貿易状況昭和六年 ホンポウガイコクボウエキジョウキョウ 9-4-前
Gg33-S 商工省貿易局 ショウコウショウボウエキキョク 海外諸市場ニ於ケル本邦繊維工業品（4）（7）（8） カイガイショシジョウニオケル… 9-4-前
Gg33-S 商工省貿易局 ショウコウショウボウエキキョク 日華貿易ノ概況 ニッカボウエキノガイキョウ 9-4-前
Gg33-S 世界経済研究会 セカイケイザイケンキュウカイ 日本貿易の現在及将来－世界貿易の展望－ ニホンボウエキノゲンザイオヨビショウライ 9-4-前
Gg33-SK 佐藤　顕理 サトウ　ケンリ 貿易事情（全）（2冊） ボウエキジジョウ 9-4-前
Gg33-ST 坂口　武之助 サカグチ　タケノスケ 本邦輸出入品詳解（2）（3） ホンポウユシュツニュウヒンショウカイ 9-4-前
Gg33-ST 重藤　威夫 シゲフジ　タケオ 長崎居留地貿易時代の研究 ナガサキキョリュウチボウエキジダイノケンキュウ 9-4-前
Gg33-T 通商産業省通商局 ツウショウサンギョウショウツウショウ1971年上期のわが国貿易動向 1971ネンカミキノワガクニボウエキドウコウ 9-4-前
Gg33-T 東京市 トウキョウシ 東京貿易振興資料（貿易座談会速記） トウキョウボウエキシンコウシリョウ 9-4-前
Gg33-T 東京市 トウキョウシ 東京市海外貿易調査書 トウキョウシカイガイボウエキチョウサショ 9-4-前
Gg33-T 東京市商工課 トウキョウシショウコウカ 大東京輸出玩具工業 ダイトウキョウユシュツガングコウギョウ 9-4-前
Gg33-TE 徳増　栄太郎 トクマス　エイタロウ 日本貿易史 ニホンボウエキシ 9-4-前
Gg33-TS 鶴見　左吉雄 ツルミ　サキオ 日本貿易史綱 ニホンボウエキシコウ （3F）
Gg33-TU 外山　卯三郎 トヤマ　ウサブロウ 南蛮船貿易史 ナンバンセンボウエキシ （3F）
Gg33-Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 生糸貿易と外国為替 キイトボウエキトガイコクカワセ 9-4-前
Gg33-YK 山口　和雄 ヤマグチ　カズオ 幕末貿易史 バクマツボウエキシ 9-4-前
Gg33-YY 安川　雄之助 ヤスカワ　ユウノスケ 産業貿易観 サンギョウボウエキカン 9-4-前
Gg33-い3-N 日本貿易振興協会 ニホンボウエキシンコウキョウカイ 阿弗利加洲向本邦雑貨輸出貿易の分析 アフリカシュウムケホンポウザッカ… 9-4-後
Gg33-に1-MT 松田　智雄 マツダ　トモオ イギリス資本と東洋－東洋貿易の前期性と近代性－（2 イギリスシホントトウヨウ 9-4-後
Gg33-は12-VC Vakil，C．N． ヴァキル　シー　エヌ 近代印度における貿易及び産業の発展（上）（下） キンダイインドニオケルボウエキ… 9-4-後
Gg33-は2-M 宮尾税関監視官韓国出張復命書 ミヤオゼイカンカンシカンカンコク… 9-4-後

Gg33-は3-C （社）朝鮮貿易協會
シャダンホウジンチョウセンボウエキ
キョウカイ

近の朝鮮對満洲貿易 サイキンノチョウセンタイマンシュウ… 9-4-後

Gg33-は3-N 農商務省商務局 ノウショウムショウショウムキョク 支那貿易ノ大勢 シナボウエキノタイセイ 9-4-後
Gg33-は3-O 大阪市産業部 オオサカシサンギョウブ 支那貿易事情 シナボウエキジジョウ 9-4-後
Gg33-は3-S 支那調査会 シナチョウサカイ 支那通商訂正再版 シナツウショウ 9-4-後
Gg33-は3-SY 篠崎　嘉郎 シノザキ　ヨシロウ 満洲輸入本邦品と他國品との競争事情 マンシュウユニュウホンポウヒン… 9-4-後
Gg33-は3-T 台湾総督官房外事課 タイワンソウトクカンボウガイジカ 台湾と南支那 タイワントミナミシナ 9-4-後
Gg33-は3-T 台湾総督府財務局 タイワンソウトクフザイムキョク 台湾の貿易（2冊） タイワンノボウエキ 9-4-後
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Gg33-は6-N （財）日本貿易振興協会
ザイダンホウジンニホンボウエキシ
ンコウキョウカイ

佛領印度支那と貿易事情（2冊） フツリョウインドシナトボウエキジジョウ 9-4-後

Gg33-へ1-K 国際関係研究会 コクサイカンケイケンキュウカイ 米国通商政策の動向　レ－モンド・Ｌビュエル ベイコクツウショウセイサクノドウコウ 9-4-後
Gg33-へ5-Y 横濱正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 伯國産業貿易事情 ハクコクサンギョウボウエキジジョウ 9-4-後
Gg33-ほ1-S 商工省貿易局 ショウコウショウボウエキキョク 東アフリカ経済事情竝ニ對日本貿易状況 ヒガシアフリカケイザイジジョウ… 9-4-後

Gg33-ほ3-YK 横瀬　国治 ヨコセ　クニジ
莫大小市場トシテノ西部及北部阿弗利加（海外市場調
査員報告）

バクダイショウシジョウトシテ…… 9-4-後

Gg34-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 輸出信用保證制度に就いて ユシュツシンヨウホショウセイドニツイテ 9-4-後
Gg34-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 京浜外国商館ニ及ホシタル時局ノ影響 ケイヒンガイコクショウカン… 9-4-後
Gg34-SJ Sullivan，John サリバン　ジョージ 機械の輸出販売に就て キカイノユシュツハンバイ… 9-4-後
Gg34-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 輸出取引の仕方 ユシュツトリヒキノシカタ 9-4-後

Gg35-C 日本雑貨中南米輸出組合連合会
ニホンザッカチュウナンベイユシュツ
クミアイレンゴウカイ

中南米向国別品種別輸出品表（2冊） チュウナンベイムケクニベツヒンシュベツ… 9-4-後

Gg35-HN 早川　直瀬 ハヤカワ　ナオセ 生糸と其貿易 キイトトソノボウエキ 9-4-後
Gg35-KM 神戸　正雄 カンベ　マサオ 穀物関税論完 コクモツカンゼイロンカン 9-4-後
Gg35-MU 前田　卯之助 マエダ　ウノスケ 我国の羊毛貿易に就て ワガクニノヨウモウボウエキニツイテ 9-4-後

Gg35-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ
国産改善資料（2）－国産品を以て外国品に代用し得る
為めの－

コクサンカイゼンシリョウ 9-4-後

Gg35-N 農商務省 ノウショウムショウ 重要輸出工産品要覧（前）（後） ジュウヨウユシュツコウサンヒンヨウラン 9-4-後
Gg35-N 農商務省工務局 ノウショウムショウコウムキョク 輸出絹織物調査資料 ユシュツキヌオリモノチョウサシリョウ 9-4-後
Gg35-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 各府県輸出重要品調査報告附産業報告（1）～（6） カクフケンユシュツジュウヨウヒン… 9-4-後

Gg35-N 農商務省商品陳列館
ノウショウムショウショウヒンチンレツ
カン

国産品調査資料－大正3年12月調－ コクサンヒンチョウサシリョウ 9-4-後

Gg35-N 農商務省商務局 ノウショウムショウショウムキョク 重要輸入品ニ関スル調査（1）～（3） ジュウヨウユニュウヒンニカンスル… 9-4-後
Gg35-N 農商務省商務局 ノウショウムショウショウムキョク 重要輸入品要覧明治42年（上）（中）（下）（各2冊） ジュウヨウユニュウヒンヨウラン 9-4-後
Gg35-N 農商務省商務局 ノウショウムショウショウムキョク 重要輸出品要覧明治43年（中）（下） ジュウヨウユシュツヒンヨウラン 9-4-後
Gg35-N 農商務省商務局 ノウショウムショウショウムキョク 重要輸出品輸出状況調査（1） ジュウヨウユシュツヒンユシュツ… 9-4-後
Gg35-NT 中川　貞三 ナカガワ　テイゾウ 近東埃及市場調査 キントウエジプトシジョウチョウサ 9-4-後
Gg35-O 大蔵省関税局 オオクラショウカンゼイキョク 国別輸出入品価額十ケ年対照表 クニベツユシュツニュウヒンカガク… 9-4-後

Gg35-S 上海日本人実業協会
シャンハイニホンジンジツギョウキョ
ウカイ

支那関税改修の本邦輸入重要商品に及す影響 シナカンゼイカイシュウノホンポウユニュウ… 9-4-後

Gg35-S 社会局 シャカイキョク 国産品使用奬勵に關する資料 コクサンヒンシヨウショウレイ… 9-4-後
Gg35-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 内外市場に於ける本邦輸出陶磁器取引状況 ナイガイシジョウニオケルホンポウユシュツ… 9-4-後
Gg35-SC 新宅　忠作 シンタク　チュウサク 輸出関係のRags及Wastesに就て ユシュツカンケイノラグ… 9-4-後
Gg35-ST 坂口　武之助 サカグチ　タケノスケ 本邦輸出入品詳解 ホンポウユシュツニュウヒンショウカイ 9-4-後
Gg35-T 帝国農会 テイコクノウカイ 輸出向農家生産物調査書 ユシュツムケノウカセイサンブツ… 9-5-前
Gg35-Y 原商店 ハラショウテン 横浜生絲貿易概況明治29年 ヨコハマキイトボウエキガイキョウ 9-5-前

Gg35-Y 農商務省商工局、同山林局
ノウショウムショウショウコウキョクド
ウサンリンキョク

輸出重要品要覧3次（工産之部）（林産之部） ユシュツジュウヨウヒンヨウラン 9-5-前

Gg35-Y 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 輸出重要品要覧1次 ユシュツジュウヨウヒンヨウラン 9-5-前
Gg35-Y 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 輸出重要品要覧4次 ユシュツジュウヨウヒンヨウラン 9-5-前
Gg35-Y 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 輸出重要品要覧（米）（茶）（樟脳・樟脳油他） ユシュツジュウヨウヒンヨウラン 9-5-前

Gg35-Y 農商務省山林局、同商務局
ノウショウムショウサンリンキョクドウ
ショウムキョク

輸出重要品要覧2次 ユシュツジュウヨウヒンヨウラン 9-5-前

Gg35-に1-Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサカ倫敦商品市場 ロンドンショウヒンシジョウ 9-5-前
Gg35-は3-S 商工省貿易局 ショウコウショウボウエキキョク 上海輸入貿易上ニ於ケル本邦品ノ地位 シャンハイユニュウボウエキ… 9-5-前
Gg36-G 外務省 ガイムショウ 通商條約と通商政策の変遷 ツウショウジョウヤクトツウショウセイサクノヘンセン 9-5-前

Gg36-G 外務省条約改正調査係
ガイムショウジョウヤクカイセイチョ
ウサカカリ

条約改正調査報告（1） ジョウヤクカイセイチョウサホウコク 9-5-前

Gg36-G 外務省調査部 ガイムショウチョウサブ 各国複関税制度ニ関スル調査 カッコクフクカンゼイセイド… 9-5-前
Gg36-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 各国関税改正其他 カッコクカンゼイカイセイソノタ 9-5-前
Gg36-GT 後藤　武夫 ゴトウ　タケオ 綿糸関税撤廃問題の是非 メンシカンゼイテッパイモンダイノゼヒ 9-5-前
Gg36-H 本邦の関税政策 ホンポウノカンゼイセイサク 9-5-前
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Gg36-HF 本間　房吉 ホンマ　フサキチ 国民政府排日関税政策を訴ふ コクミンセイフハイニチカンゼイ… 9-5-前
Gg36-HK 堀江　帰一 ホリエ　キイチ 本邦通商条約論 ホンポウツウショウジョウヤクロン 9-5-前
Gg36-IA 井上　篤之 イノウエ　アツユキ 綿糸関税撤廃反対意見（2冊） メンシカンゼイテッパイハンタイイケン 9-5-前
Gg36-J 外務省 ガイムショウ 條約改正調査報告集（1） ジョウヤクカイセイチョウサホウコクシュウ 9-5-前

Gg36-J ジャパン・タイムス社 ジャパンタイムスシャ
The revised import tariff of Japan with tariff
classification of imports, index to tariff and tariff
classification, etc., etc.

ザリバイズドインポートタリフ… 9-5-前

Gg36-KY 小林　行昌 コバヤシ　ユキマサ 関税論 カンゼイロン 9-5-前
Gg36-M 南満州鉄道（株）東亜経済調査局 ミナミマンシュウテツドウカブシキガイ我国の関税（2冊） ワガクニノカンゼイ 9-5-前
Gg36-MM 守山　又三 モリヤマ　マタゾウ 本邦関税政策之変遷（2冊） ホンポウカンゼイセイサクノヘンセン 9-5-前
Gg36-N 長崎税関 ナガサキゼイカン 「税関」入門 ゼイカンニュウモン 9-5-前
Gg36-N 日本学術振興会 ニホンガクジュツシンコウカイ 通商條約と通商政策の変遷 ツウショウジョウヤクトツウショウセイサクノヘンセン 9-5-前
Gg36-N 日本工業協会 ニホンコウギョウキョウカイ 関税改正意見書 カンゼイカイセイイケンショ 9-5-前
Gg36-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ 近に於ける世界各国の関税改正（1932年前半期） サイキンニオケルセカイカッコクノ… 9-5-前
Gg36-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ 近に於ける世界各国の関税改正（1931年前・後半 サイキンニオケルセカイカッコクノ… 9-5-前

Gg36-N 農務局 ノウムキョク
関税調査資料－生絲、玉絲及外国産蚕絲柞蚕絲絹絲
及其ノ他ノ絲紡績絹絲他－

カンゼイチョウサシリョウ 9-5-前

Gg36-N 日本〔法令〕 ニホンホウレイ 亜墨利加条約英吉利約定魯西亜条約他 アメリカジョウヤクイギリスヤクジョウ… 9-5-前
Gg36-N 日本〔法令〕 ニホンホウレイ 亜墨利加国条約並税則 アメリカコクジョウヤクナラビニゼイソク 9-5-前
Gg36-N 日本〔法令〕 ニホンホウレイ 大日本国大清国通商章程他 ダイニホンコクダイシンコクツウショウテイホカ 9-5-前
Gg36-N 日本〔法令〕 ニホンホウレイ 仏蘭西国条約並税則 フランスコクジョウヤクナラビニゼイソク 9-5-前
Gg36-N 日本〔法令〕 ニホンホウレイ 英吉利国条約並税則 イギリスコクジョウヤクナラビニゼイソク 9-5-前
Gg36-N 日本〔法令〕 ニホンホウレイ 日本開きたる港に於て葡萄呀商民貿易の章程他 ニホンヒラキタルミナトニオイテブドウ… 9-5-前
Gg36-N 日本〔法令〕 ニホンホウレイ 阿蘭陀国条約並税則 オランダコクジョウヤクナラビニゼイソク 9-5-前
Gg36-N 日本〔法令〕 ニホンホウレイ 魯西亜国条約並税則 ロシアコクジョウヤクナラビニゼイソク 9-5-前
Gg36-N 日本〔法令〕 ニホンホウレイ 借庫規則庫租目録独逸北部連邦条約他 シャッコキソクコソモクロク… 9-5-前
Gg36-N 日本〔法令〕 ニホンホウレイ 運上目録輸入品運上目録輸出借庫規則他 ウンジョウモクロクユニュウヒン… 9-5-前
Gg36-O 大蔵省 オオクラショウ 保護関税論 ホゴカンゼイロン 9-5-前

Gg36-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク
関税定率法中改正法律案参考書－改正法律案及現行
法律対照表－

カンゼイテイリツホウチュウカイセイホウリツ… 9-5-前

Gg36-OK 岡崎　久次郎 オカザキ　キュウジロウ 制度整理之先駆－主要食料品関税之撤廃－ セイドセイリノセンク 9-5-前
Gg36-OK 小倉　和夫 オグラ　カズオ ゆれる国際貿易体制 ユレルコクサイボウエキタイセイ 9-5-前
Gg36-R 臨時財政経済調査会 リンジザイセイケイザイチョウサカイ 関税特別委員会及同小委員会議事要録（1） カンゼイトクベツイインカイオヨビ… 9-5-前
Gg36-RS 笠　信太郎 リュウ　シンタロウ 米穀関税調査 ベイコクカンゼイチョウサ 9-5-前
Gg36-S 社会政策学会 シャカイセイサクガッカイ 関税問題と社会政策 カンゼイモンダイトシャカイセイサク 9-5-前
Gg36-S 商工省貿易局 ショウコウショウボウエキキョク 本邦製絹及人絹織物ニ対スル各国ノ関税率 ホンポウセイケンオヨビジンケン… 9-5-前

Gg36-S 新国際ラウンド研究委員会
シンコクサイラウンドケンキュウイイ
ンカイ

新国際ラウンドによる関税引下げがわが国の貿易に与
える影響

シンコクサイラウンドニヨルカンゼイヒキサゲ… 9-5-前

Gg36-SF 下村　富士男 シモムラ　フジオ 明治初年条約改正史の研究 メイジショネンジョウヤクカイセイシノケンキュウ 9-5-前
Gg36-SH 芹沢　彪衛 セリザワ　ヒョウエ 本邦関税が消費品の価格に及ぼす影響に就て ホンポウカンゼイガショウヒヒンノカカク… 9-5-前
Gg36-SM ソボレフ，M．N． ソボレフ　エム　エヌ 露獨通商條約史－露国通商條約調査資料－ ロドクツウショウジョウヤクシ 9-5-前
Gg36-ST 杉山　孝平 スギヤマ　コウヘイ 通商条約論 ツウショウジョウヤクロン 9-5-前
Gg36-T 台湾総督府財務局 タイワンソウトクフザイムキョク 南支南洋の関税と内国税（2冊） ナンシナンヨウノカンゼイトナイコクゼイ 9-5-後

Gg36-T 東京商業会議所 トウキョウショウコウカイギショ
関税改正ニ関スル参考資料（当業者及関係団体ノ意
見）（4冊）

カンゼイカイセイニカンスルサンコウシリョウ 9-5-後

Gg36-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 関税改正経過ニ関スル表解 カンゼイカイセイケイカニカンスルヒョウカイ 9-5-後
Gg36-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 新旧関税率比較表と関税改正始末 シンキュウカンゼイリツヒカクヒョウ… 9-5-後
Gg36-Y 横浜商業会議所 ヨコハマショウコウカイギショ 関税改正意見書 カンゼイカイセイイケンショ 9-5-後

Gg36-Z 全国商業会議所連合会
ゼンコクショウギョウカイギショレン
ゴウカイ

関税改正意見 カンゼイカイセイイケン 9-5-後

Gg36-に1-D 大日本紡績連合会 ダイニホンボウセキレンゴウカイ 日英通商関係参考資料 ニチエイツウショウカンケイサンコウシリョウ 9-5-後
Gg36-に4-GA 台湾総督官房調査課 タイワンソウトクカンボウチョウサカ 佛領植民地の関税政策 フツリョウショクミンチノカンゼイセイサク 9-5-後
Gg36-は12-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ 近英領印度の関税政策（2冊） サイキンエイリョウインドノカンゼイセイサク 9-5-後
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Gg36-は15-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ 近濠洲の保護関税政策 サイキンゴウシュウノホゴカンゼイセイサク 9-5-後
Gg36-は3-BY 馬場　義興 ババ　ヨシオキ 四たび支那関税改正に就て ヨタビシナカンゼイカイセイニツイテ 9-5-後
Gg36-は3-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 中華民国改正輸入税率表（仮訳） チュウカミンコクカイセイユニュウ… 9-5-後

Gg36-は3-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク
中華民国輸入税率表－1934年改訂民国二十三年（昭
和九年）七月実施－

チュウカミンコクユニュウゼイリツヒョウ 9-5-後

Gg36-は3-K 京城商工会議所 ケイジョウショウコウカイギショ 對満貿易と満洲國の関税調査 タイマンボウエキトマンシュウコク… 9-5-後
Gg36-は3-KR 金子　隆三 カネコ　リュウゾウ 支那出張復命書 シナシュッチョウフクメイショ 9-5-後
Gg36-は3-O 大阪市産業部貿易課 オーサカシサンギョウブボウエキカ 中華民国輸出入関税定率表 チュウカミンコクユシュツニュウ… 9-5-後
Gg36-は3-O 大阪市産業部貿易課 オオサカシサンギョウブボウエキカ 満洲国輸出入税率表及関税法 マンシュウコクユシュツニュウゼイリツ… 9-5-後
Gg36-は3-OY 長永　義正 ナガエ　ヨシマサ 関東州の関税制度 カントウシュウノカンゼイセイド 9-5-後

Gg36-は3-S 支那関税引上反対関西連合大会
シナカンゼイヒキアゲハンタイカンサ
イ…

支那関税問題論説集（1） シナカンゼイモンダイロンセツシュウ 9-5-後

Gg36-は3-SY 篠崎　嘉郎 シノザキ　ヨシロウ 満洲に於ける関税及鐡道運賃に就いて マンシュウニオケルカンゼイ… 9-5-後
Gg36-は3-T 台湾総督府財務局 タイワンソウトクフザイムキョク 台湾の関税（2冊） タイワンノカンゼイ 9-5-後
Gg36-は3-T 東京商工會議所 トウキョウショウコウカイギショ 支那改訂輸入税率表 シナカイテイユニュウゼイリツヒョウ 9-5-後
Gg36-は3-T 東京商工會議所 トウキョウショウコウカイギショ 中華民國新舊關税率對照表 チュウカミンコクシンキュウカンゼイ… 9-5-後
Gg36-は3-T 臺灣總督官房調査課 タイワンソウトクカンボウチョウサカ 支那關税制度の由來（2冊） シナカンゼイセイドノユライ 9-5-後
Gg36-は6-T 台湾総督官房調査課 タイワンソウトクカンボウチョウサカ 蘭領印度関税定率法及関係法規 ランリョウインドカンゼイテイリツホウ… 9-5-後

Gg36-は7-B 貿易局 ボウエキキョク
暹羅國現行輸出入關税率一覧表－盤谷貿易斡旋所報
告－

シャムコクゲンコウユシュツ… 9-5-後

Gg37-K 国際商業会議所 コクサイショウギョウカイギショ 貿易用語の解釈に関する国際規則 ボウエキヨウゴノカイシャク… 9-5-後
Gg37-MK 皆川　潔 ミナカワ　キヨシ （改正）輸出補償制度に就て カイセイユシュツホショウセイドニツイテ 9-5-後
Gg37-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 現行税関法規類纂 ゲンコウゼイカンホウキルイサン 9-5-後
Gg37-Y 輸出組合中央會 ユシュツクミアイチュウオウカイ 貿易組合法及關係法規 ボウエキクミアイホウオヨビカンケイホキ 9-5-後

Gh1-C 中小企業金融公庫調査部
チュウショウキギョウキンユウコウコ
チョウサブ

中小企業設備投資動向調査報告－昭和34年度実績額
及び35年度計画額－

チュウショウキギョウセツビトウシドウコウチョウサホウ
コク

9-5-後

Gh1-C 中小企業金融公庫調査部
チュウショウキギョウキンユウコウコ
チョウサブ

設備投資動向調査報告（中小企業及び大企業）（4種） セツビトウシドウコウチョウサホウコク 9-5-後

Gh1-C 中小企業金融公庫調査部
チュウショウキギョウキンユウコウコ
チョウサブ

設備投資動向調査報告－昭和37年度・昭和38年度実
績額、昭和39年度計画額－

セツビトウシドウコウチョウサホウコク 9-5-後

Gh1-C 中小企業金融公庫調査部
チュウショウキギョウキンユウコウコ
チョウサブ

設備投資動向調査報告（昭和41年度実績見込額、昭和
42年度計画額）

セツビトウシドウコウチョウサホウコク 9-5-後

Gh1-K
経済審議会産業構造分科会民間設
備投資小分科会

ケイザイシンギカイサンギョウコウゾ
ウブンカカイ…

民間設備投資小分科会報告 ミンカンセツビトウシショウブンカカイ… 9-5-後

Gh1-K 国民経済計算審議会投資部会 コクミンケイザイケイサンシンギカイ 投資部会報告 トウシブカイホウコク 9-5-後
Gh1-S 新政策研究会 シンセイサクケンキュウカイ 各国における設備資金の調達と所得階層分布との関 カッコクニオケルセツビ… 9-5-後

Gh1-S 中小企業庁中小企業金融公庫
チュウショウキギョウチョウチュウ
ショウキギョウキンユウコウコ

設備投資動向調査報告商業・サービス業 セツビトウシドウコウチョウサホウコク 9-5-後

Gh1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本の設備投資 ニホンノセツビトウシ （3F）

Gi1-B 物価問題調査会 ブッカモンダイチョウサカイ
物価変動要覧－欧州大戦以降 近に至る日本重要商
品相場－

ブッカヘンドウヨウラン 9-5-後

Gi1-C 中部鉄道管理局経済課購買掛
チュウブテツドウカンリキョクケイザ
イカ…

大正五年中物價変動調 タイショウ5ネンチュウブッカヘンドウシラベ 9-5-後

Gi1-C 中央物価統制協力会議
チュウオウブッカトウセイキョウリョク
カイギ

公定価格品目一覧表（1）（3） コウテイカカクヒンモク… 9-5-後

Gi1-FI フィッシャー，I． フィッシャー　アイ 物価安定論 ブッカアンテイロン 9-5-後
Gi1-FR フーカー，R．H． フーカー　アール　エッチ 近二十年間世界物価の趨勢 サイキン20ネンカンセカイブッカノスウセイ 9-5-後
Gi1-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 近の物価動向（2冊） サイキンノブッカドウコウ 9-5-後

Gi1-K 経済企画庁経済研究所
ケイザイキカクチョウケイザイケン
キュウショ

製造業における賃金・物価・労働生産性の推移別冊1
（図表）2（統計表）

セイゾウギョウニオケルチンギンブッカ… 9-5-後

Gi1-K 国民生活研究所 コクミンセイカツケンキュウショ 消費者物価の長期変動の調査 ショウヒシャブッカノチョウキヘンドウノチョウサ 9-5-後
Gi1-K 宏池会調査部 コウチカイチョウサブ 物価問題の正しい理解のために ブッカモンダイノタダシイリカイノタメニ 9-5-後
Gi1-KY 小林　行昌 コバヤシ　ユキマサ 関税と物価 カンゼイトブッカ 9-5-後
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Gi1-M 松下国際政治研究所 マツシタコクサイセイジケンキュウ 物価論 ブッカロン 9-5-後
Gi1-MK 松方　幸次郎 マツカタ　コウジロウ 進取乎将又退嬰乎 シンシュカハタマタタイエイカ 9-5-後
Gi1-MK 村上　是助 ムラカミ　コレスケ 戦乱の影響を受けたる物価 センランノエイキョウヲウケタルブッカ 9-5-後
Gi1-N 日本経済調査協議会 ニホンケイザイチョウサキョウカイ 経済成長と物価・賃金に関する基本的分析 ケイザイセイチョウトブッカチンギン… 9-5-後
Gi1-N 中央農業会 チュウオウノウギョウカイ 農村物價調査報告昭和18年 ノウソンブッカチョウサホウコク 9-5-後
Gi1-N 日本統計研究所 ニホントウケイケンキュウショ わが国物価の長期的観察 ワガクニブッカノチョウキテキカンサツ 9-5-後
Gi1-N 日本統計研究所 ニホントウケイケンキュウショ 我国における主要物価指数の変遷 ワガクニニオケルシュヨウブッカシスウノヘンセン 9-5-後

Gi1-N 農商務省總務局統計課
ノウショウムショウソウムキョクトウ
ケイカ

物價、賃金、生計程度 ブッカチンギンセイケイテイド 9-5-後

Gi1-NJ 永野　順造 ナガノ　ジュンゾウ 物價・賃銀・生計費 ブッカチンギンセイケイヒ 9-5-後
Gi1-O 大蔵省物價部 オオクラショウブッカブ 戦後通貨物價對策委員会に於ける物價問題審議資料 センゴツウカブッカタイサクイインカイ… 9-5-後
Gi1-O 大阪市産業部 オオサカシサンギョウブ 大阪の物價（2冊） オオサカノブッカ 9-5-後
Gi1-OK 大川　一司 オオカワ　カズシ 生活水準の測定 セイカツスイジュンノソクテイ 9-5-後
Gi1-S 総理廰統計局 ソウリチョウトウケイキョク 消費者價格調査とは何か－C・P・S・－ ショウヒシャカカクチョウサトワナニカ 9-5-後
Gi1-T 通商産業省 ツウショウサンギョウショウ 世界の消費者物価 セカイノショウヒシャブッカ 9-5-後
Gi1-TH 田中　宏 タナカ　ヒロシ 物価をえぐる－管理価格へのメス－ ブッカオエグル 9-5-後
Gi1-YT 山下　寅蔵 ヤマシタ　トラゾウ 所得格差と消費者物価 ショトクカクサトショウヒシャブッカ 9-6-前
Gi1-に2-S 司法省調査部 シホウショウチョウサブ 獨逸に於ける価格関係の諸問題 ドイツニオケルカカクカンケイ… 9-6-前
Gi1-に5-EE エンゲル，Ｅ． エンゲル　イー ベルギ－労働者家族の生活費 ベルギーロウドウシャカゾクノセイカツヒ 9-6-前
Gi1-は3-T 東亜経済調査局 トウアケイザイチョウサキョク 支那に於ける銀と物価 シナニオケルギントブッカ 9-6-前
Gi1-へ1-B バートン バートン 物価百年史 ブッカ100ネンシ 9-6-前
Gi2-AT 明石　照男 アカシ　テルオ 支那事変下の物價政策概観 シナジヘンカノブッカセイサクガイカン 9-6-前
Gi2-B 物価・賃金・所得・生産性研究委員 ブッカチンギンショトクセイサンセイ 物価安定と所得政策 ブッカアンテイトショトクセイサク 9-6-前

Gi2-B 物価庁 ブッカチョウ
物価統制資料集（1）、（4）－昭和23年6月価格補正以
後の価格改訂等資料集－

ブッカトウセイシリョウシュウ 9-6-前

Gi2-B 物価庁 ブッカチョウ
物価統制資料集（3）－昭和23年6月価格補正以後の価
格改訂等資料集－

ブッカトウセイシリョウシュウ 9-6-前

Gi2-B 物価庁 ブッカチョウ
昭和二十三年六月価格補正以後の価格改定等資料集
（2）

ショウワ23ネン6ガツカカクホセイイゴノカカクカイテイ
…

9-6-前

Gi2-B 物価ノ調節ニ対スル政策 ブッカノチョウセツニタイスルセイサク 9-6-前

Gi2-C 中央物価統制協力会議
チュウオウブッカトウセイキョウリョク
カイギ

中央物価統制協力会議年報－昭和14年11月創立より
16年3月末に至る活動概況－

チュウオウブッカトウセイキョウリョクカイギネンポウ 9-6-前

Gi2-K 宏池会調査部 コウチカイチョウサブ 物価問題の正しい理解のために ブッカモンダイノタダシイリカイノタメニ 9-6-前
Gi2-KY 片淵　泰 カタブチ　ヤスシ 戦後の価格政策 センゴノカカクセイサク 9-6-前
Gi2-MK 松方　幸次郎 マツカタ　コウジロウ 世界安定の暗礁と外国眼にて視たる我物価問題（2冊） セカイアンテイノアンショウトガイコクガン… 9-6-前
Gi2-MS 向井　鹿松 ムカイ　シカマツ 価格査定制度史 カカクサテイセイドシ 9-6-前
Gi2-N 日本学術振興会 ニホンガクジュツシンコウカイ 物価問題の応急策 ブッカモンダイノオウキュウサク 9-6-前
Gi2-N 日本学術振興会 ニホンガクジュツシンコウカイ 物価問題の再検討 ブッカモンダイノサイケントウ 9-6-前
Gi2-N 日本経済連盟会調査課 ニホンケイザイレンメイカイチョウサ 物価政策に関する研究（2冊） ブッカセイサクニカンスルケンキュウ 9-6-前
Gi2-N 日本經濟聯盟會 ニホンケイザイレンメイカイ 物價問題に關する官民懇談会 ブッカモンダイニカンスル… 9-6-前
Gi2-N 農商務省商務局 ノウショウムショウショウムキョク 戦時戦後ニ亘ル各國ノ物價調節策（2冊） センジセンゴニワタルカックコク… 9-6-前
Gi2-NK 中島　久萬吉 ナカジマ　クマキチ 内外物價政策論 ナイガイブッカセイサクロン 9-6-前
Gi2-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 物価調整資料（3種） ブツカチョウセイシリョウ 9-6-前
Gi2-S 総合政策研究会 ソーゴーセイサクケンキューカイ 物価政策への提言 ブッカセイサクエノテイゲン 9-6-前
Gi2-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 物価問題に関する座談会記録　（1） ブッカモンダイニカンスルザダンカイキロク 9-6-前
Gi2-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 物価問題参考資料 ブッカモンダイサンコウシリョウ 9-6-前
Gi2-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 物價統制関係法規・解説並資料 ブッカトウセイカンケイホウキカイセツ… 9-6-前
Gi2-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 東京府公定価格一覧（6） トウキョウフコウテイカカクイチラン 9-6-前
Gi2-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 戦時物価統制論 センジブッカトウセイロン （3F）
Gi2-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 物價統制の根本方針に就て ブッカトウセイノコンポンホウシンニツイテ （3F）
Gi2-に2-RW Rentrop，Wilhelm レントロップ　ウィルヘルム ナチス独逸の新物価政策 ナチスドイツノシンブッカセイサク 9-6-前
Gi2-に2-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ ナチスの価格統制－各国統制経済に関する調査（4）－ ナチスノカカクトウセイ 9-6-前
Gi3-D 大日本文明協会 ダイニホンブンメイキョウカイ 生活費省減問題（全） セイカツヒショウゲンモンダイ 9-6-前

Ａ－78/3



Gi3-S 社会政策学会 シャカイセイサクガッカイ 生計費問題 セイケイヒモンダイ 9-6-前
Gj1-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 日本人口史 ニホンジンコウシ （3F）
Gj1-KK Kautsky，Karl Johann カウツキー　カール　ジョアン マルキシズムの人口論 マルキシズムノジンコウロン 9-6-前

Gj1-MR Malthus，Robert マルサス　ロバート
人口の原理に関する一論－ゴッドウイン氏コンドルセー
氏その他諸家の研究に触れて、社会将来の改善に対
する影響を論ず－

ジンコウノゲンリニカンスルイチロン 9-6-前

Gj1-MT 美濃口　時次郎 ミノグチ　トキジロウ 工業人口論 コウギョウジンコウロン 9-6-前
Gj1-TB 高橋　梵仙 タカハシ　ボンセン 日本人口史之研究（2） ニホンジンコウシノケンキュウ 9-6-前
Gj1-TS 玉井　茂 タマイ　シゲル 人口思想史論 ジンコウシソウシロン 9-6-前
Gj1-TY 高田　保馬 タカタ　ヤスマ 人口と貧乏 ジンコウトビンボウ 9-6-前
Gj1-YH 吉田　秀夫 ヨシダ　ヒデオ 日本人口論の史的研究 ニホンジンコウロンノシテキケンキュウ 9-6-前
Gj2-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 人口及人口問題 ジンコウオヨビジンコウモンダイ 9-6-前

Gj2-J 人口食料問題調査會
ジンコウショクリョウモンダイチョウサ
カイ

世界人口會議參考資料一九二七年－日本代表乾精末
氏演説梗概其他－

セカイジンコウカイギサンコウシリョウ 9-6-前

Gj2-J 人口食糧問題調査会
ジンコウショクリョウモンダイチョウサ
カイ

人口食糧問題調査会人口部答申説明 ジンコウショクリョウモンダイ… 9-6-前

Gj2-J 人口食糧問題調査会
ジンコウショクリョウモンダイチョウサ
カイ

人口問題ニ関スル調査項目及之ニ対スル方策ノ参考
案……

ジンコウモンダイニカンスルチョウサ… 9-6-前

Gj2-J 人口食糧問題調査会
ジンコウショクリョウモンダイチョウサ
カイ

人口食糧問題調査会人口部答申説明 ジンコウショクリョウモンダイチョウサカイジンコウ… 9-6-前

Gj2-K 国策研究会 コクサクケンキュウカイ 大東亜共栄圏人口労務対策論 ダイトウアキョウエイケンジンコウロウムタイサクロン 9-6-前
Gj2-KB 呉　文聰 クレ　アヤトシ 戦後経営人口政策 センゴケイエイジンコウセイサク 9-6-前
Gj2-MS 松枝　茂 マツエダ　シゲル 会津藩の人口政策 アイズハンノジンコウセイサク 9-6-前
Gj2-MT 美濃口　時次郎 ミノグチ　トキジロウ 工業人口論 コウギョウジンコウロン 9-6-後
Gj2-NK 野間　海造 ノマ　カイゾウ 日本の人口と経済 ニホンノジンコウトケイザイ 9-6-後
Gj2-SN 佐藤　尚武 サトウ　ナオタケ 日本の人口問題及工業化問題 ニホンノジンコウモンダイオヨビ… 9-6-後
Gj2-SN 関山　直太郎 セキヤマ　ナオタロウ 近世日本人口の研究（2冊） キンセイニホンジンコウノケンキュウ 9-6-後
Gj2-TI 高野　岩三郎 タカノ　イワサブロウ 本邦人口の現在及び将来（3冊） ホンポウジンコウノゲンザイオヨビショウライ 9-6-後
Gj2-UT 上田　貞次郎 ウエダ　テイジロウ 人口問題 ジンコウモンダイ 9-6-後
Gj2-UT 上田　貞次郎 ウエダ　テイジロウ 日本人口問題研究（1）（2） ニホンジンコウモンダイケンキュウ 9-6-後
Gj2-UT 上田　貞次郎 ウエダ　テイジロウ 日本人口問題研究（3） ニホンジンコウモンダイケンキュウ 9-6-後
Gj2-UT 上田　貞次郎 ウエダ　テイジロウ 日本人口政策（2冊） ニホンジンコウセイサク 9-6-後
Gi2-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本物価政策 ニホンブッカセイサク （3F）

Gj3-J 人口食糧問題調査会
ジンコウショクリョウモンダイチョウサ
カイ

優生問題ニ関スル調査 ユウセイモンダイニカンスルチョウサ 9-6-後

Gj4-AH 浅田　彦一 アサダ　ヒコイチ 日本民族之膨脹 ニホンミンゾクノボウチョウ 9-6-後
Gj4-MS 森田　栄 モリタ　サカエ 布哇日本人発展史 ハワイニホンジンハッテンシ 9-6-後
Gj4-は2-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮に於ける支那人 チョウセンニオケルシナジン 9-6-後
Gj4-は3-AT 赤木　猛市 アカギ　タケシ 台湾に於ける母國人農業植民 タイワンニオケルボコクジン… 9-6-後
Gj4-は3-KR 嘉治　隆一 カジ　リュウイチ 華僑 カキョウ 9-6-後
Gj4-は3-T 台湾銀行総務部調査課 タイワンギンコウソウムブチョウサカ 南洋ニ於ケル華僑（支那移住民） ナンヨウニオケルカキョウシナイジュウミン 9-6-後

Gj4-は3-T 東京地方失業防止委員会
トウキョウチホウシツギョウボウシイ
インカイ

満洲國移民に関する資料 マンシュウコクイミンニカンスルシリョウ 9-6-後

Gj4-へ1-G 外務省 ガイムショウ
対米移民問題竝加州排日運動ノ沿革附加州問題日米
交渉顚末

タイベイイミンモンダイナラビニ… 9-6-後

Gj5-D 大日本文明協会 ダイニホンブンメイキョウカイ 日本人の海外発展 ニホンジンノカイガイハッテン 9-6-後

Gj5-IM 井上　雅二 イノウエ　マサジ
欧州各國ニ於ケル移植民保護奨励施設ニ関スル調査
報告（2冊）

オウシュウカッコクニオケル… 9-6-後

Gj5-IT 入江　寅次 イリエ　トラジ 邦人海外発展史（上） ホウジンカイガイハッテンシ 9-6-後
Gj5-IT 入江　寅次 イリエ　トラジ 邦人海外発展史（下） ホウジンカイガイハッテンシ 9-6-後
Gj5-IT 入江　寅次 イリエ　トラジ 邦人海外発展史（上・下） ホウジンカイガイハッテンシ （3F）
Gj5-OT 大河平　隆光 オオコヒラ　タカミツ 日本移民論 ニホンイミンロン 9-6-後
Gj5-T 拓務大臣官房文書課 タクムダイジンカンボウブンショカ 満州と朝鮮人 マンシュウトチョウセンジン 9-6-後
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Gj5-TM 東郷　実 トウゴウ　ミノル 日本植民論 ニホンショクミンロン 9-6-後

Gj5-は2-C 朝鮮総督府内務局社会課
チョウセンソウトクフナイムキョクシャ
カイカ

満洲及西比利亞地方に於ける朝鮮人事情 マンシュウオヨビシベリアチホウ… 9-6-後

Gj5-は2-M 民政部総務司調査科（満洲国） ミンセイブソウムシチョウサカ 在満朝鮮人事情 ザイマンチョウセンジンジジョウ 9-6-後
Gj5-は3-N 南洋華僑ト金融機関附南洋事情小観 ナンヨウカキョウトキンユウキカン 9-6-後
Gj5-は3-UH 内海　治一 ウツミ　ハルカズ 出稼移民満州流入の原因 デカセギイミンマンシュウリュウニュウ… 9-6-後
Gj5-に11-T 拓殖局 タクショクキョク 露国極東移民事業 ロコクキョクトウイミンジギョウ 9-6-後
Gj6-G 外務省 ガイムショウ 對米移民問題竝加州排日運動ノ沿革（3冊） タイベイイミンモンダイナラビニ… 9-6-後
Gj6-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 人口問題ヲ基調トシテ満洲拓殖策ノ研究 ジンコウモンダイヲキチョウトシテ… 9-6-後
Gj6-H 北海道庁殖民部 ホッカイドウチョウショクミンブ 北海道移住案内第六 ホッカイドウイジュウアンナイ 9-6-後
Gj6-H 北海道庁殖民部 ホッカイドウチョウショクミンブ 北海道殖民状況報文日高国 ホッカイドウショクミンジョウキョウホウブン 9-6-後
Gj6-H 北海道庁殖民部 ホッカイドウチョウショクミンブ 北海道殖民状況報文北見国 ホッカイドウショクミンジョウキョウホウブン 9-6-後

Gj6-H 北海道庁殖民部拓殖課
ホッカイドウチョウショクミンブタク
ショクカ

北海道殖民状況報文釧路国 ホッカイドウショクミンジョウキョウホウブン 9-6-後

Gj6-H 北海道庁殖民部拓殖課
ホッカイドウチョウショクミンブタク
ショクカ

北海道殖民状況報文根室国 ホッカイドウショクミンジョウキョウホウブン 9-6-後

Gj6-H 北海道庁第2部殖民課 ホッカイドウチョウダイ2ブショクミン 北海道殖民地撰定報文（2冊） ホッカイドウショクミンチセンテイホウブン 9-6-後
Gj6-HK 細川　嘉六 ホソカワ　カロク 殖民史 ショクミンシ 9-6-後

Gj6-IM 井上　雅二 イノウエ　マサジ
欧州各国ニ於ケル移植民保護奨励施設ニ関スル調査
報告

オウシュウカッコクニオケルイショクミン… 9-6-後

Gj6-MK 松岡　均平 マツオカ　キンペイ 日本の植民的発展 ニホンノショクミンテキハッテン 9-6-後
Gj6-MR 持地　六三郎 モチジ　ロクサブロウ 日本植民地経済論 ニホンショクミンチケイザイロン 9-6-後
Gj6-OT 大熊　真 オオクマ　タダシ アフリカ分割史 アフリカブンカツシ 10-1-前

Gj6-OT 尾崎　敬義 オザキ　タカヨシ
人口問題と朝鮮移民－朝鮮に於ける内地移住民の過
去現在及將来－

ジンコウモンダイトチョウセンイミン 10-1-前

Gj6-RP ランチ，ポール　S． ランチ　ポール　エス 殖民政策（全） ショクミンセイサク 10-1-前
Gj6-T 拓殖局 タクショクキョク 日本及各國殖民地統計表 ニホンオヨビカックコクショクミンチトウケイ 10-1-前
Gj6-T 拓殖局 タクショクキョク 殖民地要覧 ショクミンチヨウラン 10-1-前
Gj6-T 拓務省 タクムショウ 拓務要覧昭和8年 タクムヨウラン 10-1-前
Gj6-T 東洋拓殖（株） トウヨウタクショクカブシキガイシャ 殖民事業各地方別成績 ショクミンジギョウカクチホウベツ… 10-1-前
Gj6-TM 東郷　実 トウゴウ　ミノル 台湾殖民発達史（2冊） タイワンショクミンハッタツシ 10-1-前

Gj6-ZE ジューコフ，イー　エム ジューコフ　イー　エム
植民地体制の危機－極東アジヤ諸国民の民族解放闘
争－（下）

ショクミンチタイセイノキキ 10-1-前

Gj6-に1-BJ Beru，Josefu Sherei ベール　ヂョゼフ　シェレイ 東洋ニ於ル英国ノ植民政策 トウヨウニオケルエイコクノショクミンセイサク 10-1-前
Gj6-に1-EE Ejaton，Echi　I． エヂァトン　エチ　アイ 英国殖民発展史 エイコクショクミンハッテンシ 10-1-前
Gj6-に1-HS 長谷川　昇太郎 ハセガワ　ショウタロウ 印度の英国に対する重要性 インドノエイコクニタイスルジュウヨウセイ 10-1-前
Gj6-に1-T 拓務省拓務局 タクムショウタクムキョク 英領北ボルネオ・タワオ地方事情 エイリョウキタボルネオ… 10-1-前
Gj6-に2-T 拓殖局 タクショクキョク 普国内地殖民制度大要 フコクナイチショクミンセイドタイヨウ 10-1-前
Gj6-は2-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮に於ける内地人 チョウセンニオケルナイチジン 10-1-前
Gj6-へ1-SF ステーナー，フレデリック ステーナー　フレデリック 日本の侵略（全） ニホンノシンリャク 10-1-前
Gj6-へ5-T 拓務省拓務局 タクムショウタクムキョク ころのノ体験－ブラジル国コーヒー園就働者手記－ コロノノタイケン 10-1-前
Gj7-T 拓殖局 タクショクキョク 歐洲列國植民地法制概要 オウシュウレッコクショクミンチホウセイガイヨウ 10-1-前
Gj7-T 臺灣總督府財務局 タイワンソウトクフザイムキョク 各主要植民地税制概要 カクシュヨウショクミンチゼイセイガイヨウ 10-1-前

Gj7-に3-J 人口食糧問題調査会
ジンコウショクリョウモンダイチョウサ
カイ

伊太利国出移民法 イタリーコクシュツイミンホウ 10-1-前

Gj7-へ1-G 外務省 ガイムショウ
一九二四年米国移民法制定及之ニ関スル日米交渉経
過公文書英文附属書

1924ネンベイコクイミンホウ… 10-1-前

Ha1-A 愛知県経済部商工課 アイチケンケイザイブショウコウカ 愛知県商工要覧昭和12年 アイチケンショウコウヨウラン 10-1-前
Ha1-C 中小企業庁 チュウショウキギョウチョウ 中小企業の経営指標昭和32年度－総合編－ チュウショウキギョウノケイエイシヒョウ 10-1-前

Ha1-C 中支那振興株式會社投資
チュウシナシンコウカブシキガイシャ
トウシ

諸會社ノ現況 ショカイシャノゲンキョウ 10-1-前

Ha1-G 日興リサーチセンター ニッコウリサーチセンター 外国企業要覧1972 ガイコクキギョウヨウラン 10-1-前
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Ha1-K 機械振興協会・経済研究所
キカイシンコウキョウカイケイザイケ
ンキュウショ

機振協・経済研究所刊行物総目録 キシンキョウケイザイケンキュウショ… 10-1-前

Ha1-K 京城商工会議所 ケイジョウショウコウカイギショ 京城に於ける工場調査 ケイジョウニオケルコウジョウチョウサ 10-1-前
Ha1-K 京城商工会議所 ケイジョウショウコウカイギショ 朝鮮会社表昭和8、13年（2冊） チョウセンカイシャヒョウ 10-1-前
Ha1-K 工学会 コウガクカイ 日本工業大観（上）（下） ニホンコウギョウタイカン 10-1-前
Ha1-K 工業組合中央會 コウギョウクミアイチュウオウカイ 工業組合名簿 コウギョウクミアイメイボ 10-1-前
Ha1-K 国産振興会 コクサンシンコウカイ 国産台帳（上）（下） コクサンダイチョウ 10-1-前
Ha1-M 満洲経済研究會 マンシュウケイザイケンキュウカイ 満洲新設會社概覧 マンシュウシンセツカイシャガイラン （3F）

Ha1-M 南満洲鉄道（株）
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャ

歴代重役及監理官一覧表 レキダイジュウヤクオヨビカンリカン… 10-1-前

Ha1-M 南満洲鉄道経済調査会東京出張所
ミナミマンシュウテツドウケイザイ
チョウサカイトウキョウシュッチョウ

日本ニ於ケル満洲関係会社一覧 ニホンニオケルマンシュウカンケイ… （3F）

Ha1-MY 宮田　吉蔵 ミヤタ　ヨシゾウ 従業員待遇法大鑑銀行・会社・工場・商店 ジュウギョウインタイグウホウタイカンギンコウカイシャ 10-1-前

Ha1-N
（第四回）内国勧業博覧会事務局記
録課

ナイコクカンギョウハクランカイジム
キョク…

（第四回）内国勧業博覧会場案内 ダイ4カイナイコクカンギョウハクランカイジョウアンナイ 10-1-前

Ha1-N 内国勧業博覧会事務局
ナイコクカンギョウハクランカイジム
キョク

内国勧業博覧会審査報告第四回
ナイコクカンギョウハクランカイシンサホウコクダイ4カ
イ

10-1-前

Ha1-N 中支那振興（株） ナカシナシンコウカブシキガイシャ 中支那振興会社並関係事業会社概況（2冊） ナカシナシンコウカイシャ… 10-1-前
Ha1-N 日刊工業新聞社 ニッカンコウギョウシンブンシャ 日本工業大観 ニホンコウギョウタイカン 10-1-前

Ha1-N 日本開発銀行中央資料室
ニホンカイハツギンコウチュウオウ
シリョウシツ

産業経済雑誌主要記事索引（昭和39年版） サンギョウケイザイザッシシュヨウキジケンサク 10-1-後

Ha1-N 日本勧業銀行調査部 ニホンカンギョウギンコウチョウサブ 日本化学工業の原単位計数並に原料的構成図表 ニホンカガクコウギョウ… 10-1-後
Ha1-N 農商務大臣官房文書課 ノウショウムダイジンカンボウブン 農商務省第十八回報告明治31年度 ノウショウムショウダイ18カイホウコク 10-1-後
Ha1-NK 長坂　金雄 ナガサカ　カネオ 大日本銀行会社沿革史 ダイニホンギンコウカイシャエンカクシ （3F）
Ha1-NS 永山　定富 ナガヤマ　サダトミ 海外博覧会本邦参同史料（3） カイガイハクランカイホンポウサンドウシリョウ 10-1-後
Ha1-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 企業関係資料集 キギョウカンケイシリョウシュウ 10-1-後
Ha1-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 企業関係主要資料集（2冊） キギョウカンケイシュヨウシリョウシュウ 10-1-後
Ha1-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 産業組合文献目録 サンギョウクミアイブンケンモク… 10-1-後
Ha1-S 産業構造調査会 サンギョウコウゾウチョウサカイ 産業構造調査会委員専門委員等名簿 サンギョウコウゾウチョウサカイイイン… 10-1-後
Ha1-S 衆議院調査部 シュウギインチョウサブ 生産力拡充ニ関スル資料目録 セイサンリョクカクジュウニカンスルシリョウモクロク 10-1-後
Ha1-S 衆議院調査部 シュウギインチョウサブ 生産力擴充に関する資料目録（2） セイサンリョクカクジュウニカンスルシリョウモクロク 10-1-後
Ha1-S 商工人名録発行所 ショウコウジンメイロクハッコウショ 日本全国商工人名録増補 ニホンゼンコクショウコウジンメイロク 10-1-後
Ha1-S 駸々社 シンシンシャ 日本工業大観 ニホンコウギョウタイカン 10-1-後

Ha1-S 日本開発銀行中央資料室
ニホンカイハツギンコウチュウオウ
シリョウシツ

産業経済雑誌主要記事索引（昭和40年版） サンギョウケイザイザッシシュヨウキジケンサク 10-1-後

Ha1-T 台湾総督官房外事課 タイワンソウトクフカンボウガイジカ 南洋各地邦人企業要覧 ナンヨウカクチホウジンキギョウヨウラン 10-1-後
Ha1-T 東京興信所 トウキョウコウシンショ 京浜銀行会社要録第貳版 ケイヒンギンコウカイシャヨウロク 10-1-後

Ha1-T 東京市商工課 トウキョウシショウコウカ
市内商工業者実情調査－営業者の分布状態に関する
調査－

シナイショウコウギョウシャジツジョウチョウサ 10-1-後

Ha1-T 東京市役所 トウキョウシヤクショ 東京市商工名鑑第7回 トウキョウシショウコウメイカン 10-1-後
Ha1-T 東京府農商課 トウキョウフノウショウカ 東京府農商工要覧第1回 トウキョウフノウショウコウヨウラン 10-1-後
Ha1-T 東亜経済調査局 トウアケイザイチョウサキョク 本邦需給資源総覧 ホンポウジュキュウシゲンソウラン 10-1-後
Ha1-TT 土屋　喬雄 ツチヤ　タカオ 維新産業建設史資料（1） イシンサンギョウケンセツシシリョウ 10-1-後
Ha1-TT 土屋　喬雄 ツチヤ　タカオ 日本経済経営史年表 ニホンケイザイケイエイシネンピョウ （3F）
Ha1-Z 協調会 キョウチョウカイ 全国工場鉱山名簿昭和7年版 ゼンコクコウジョウコウザンメイボ 10-1-後
Ha1-は3-K 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 工場名簿昭和9年末現在 コウジョウメイボ 10-1-後
Ha1-は3-T 台湾総督府 タイワンソウトクフ 台湾産業組合要覧第22次 タイワンサンギョウクミアイヨウラン 10-1-後
Ha1-へ1-S 新生活運動の会 シンセイカツウンドウノカイ 外国企業の社是・社訓 ガイコクキギョウノシャゼシャクン 10-2-前
Ha2-AJ 莇　仁蔵 アザミ　ジンゾウ クビキリ時代－不況をどう生きぬく－ クビキリジダイ 10-2-前
Ha2-D ダイヤモンド社 ダイヤモンドシャ ある企業の成長－川崎製鉄－ アルキギョウノセイチョウ 10-2-前
Ha2-D ダイヤモンド社 ダイヤモンドシャ 事業経営の目標－鹿島建設会長鹿島守之助－ ジギョウケイエイノモクヒョウ 10-2-前
Ha2-D ダイヤモンド社 ダイヤモンドシャ 体験大学出身－学歴無用の社長たち－ タイケンダイガクシュッシン 10-2-前
Ha2-D ダイヤモンド社 ダイヤモンドシャ 東京大学出身－赤門をくぐった社長たち－ トウキョウダイガクシュッシン 10-2-前

Ａ－81/3



Ha2-DG 大東樓　愚楽人 ダイトウロウ　グラクジン 当世会社気質 トウセイカイシャカタギ 10-2-前
Ha2-E エコノミスト エコノミスト 財閥盛衰記 ザイバツセイスイキ 10-2-前

Ha2-F
フジ・インターナショナル・コンサルタ
ント

フジインターナショナルコンサルタン
ト

限りなき夢のプラント－東洋レーヨン－ カギリナキユメノプラント 10-2-前

Ha2-F
フジ・インターナショナル・コンサルタ
ント出版部

フジインターナショナルコンサルタン
トシュッパンブ

石油時代をリードする－日本石油－ セキユジダイヲリードスル 10-2-前

Ha2-F
フジ・インターナショナル・コンサルタ
ント出版社

フジインターナショナルコンサルタン
トシュッパンブ

世界に立つマネービルの指揮者－日興証券－（2冊） セカイニタツマネービルノシキシャ 10-2-前

Ha2-FG 藤原　銀次郎 フジワラ　ギンジロウ 私の事業観人生観 ワタシノジギョウカンジンセイカン 10-2-前
Ha2-FM 福澤　桃介 フクザワ　モモスケ 財界人物我観 ザイカイジンブツガカン 10-2-前
Ha2-H 報知新聞社経済部 ホウチシンブンシャケイザイブ 財界膝栗毛 ザイカイヒザクリゲ 10-2-前
Ha2-HO 羽間　乙彦 ハザマ　オツヒコ 企業の森（上） キギョウノモリ 10-2-前
Ha2-HS 半谷　清壽 ハンヤ　キヨヒサ 天下の実業家諸君に告く テンカノジツギョウカショクンニツグ 10-2-前
Ha2-HT 原　哲夫 ハラ　テツオ 鐘紡罪悪史（1）（2冊） カネボウザイアクシ 10-2-前
Ha2-I 井上 イノウエ 井上農商務大臣ノ談話・ワグ子ル氏ノ工業ノ方針 イノウエノウショウムダイジンノダンワ… 10-2-前
Ha2-IA 稲岡　暹 イナオカ　ススム 新興台湾の工場を視る－高雄編－ シンコウタイワンノコウジョウヲミル 10-2-前
Ha2-IK 石山　賢吉 イシヤマ　ケンキチ 現代重役論 ゲンダイジュウヤクロン 10-2-前
Ha2-IK 石山　賢吉 イシヤマ　ケンキチ 財界人を語る ザイカイジンヲカタル 10-2-前

Ha2-IK 今泉　嘉一郎 イマイズミ　カイチロウ
国際経済戦争を通じて見たる我国産業の発達を阻害す
る時弊九ケ条

コクサイケイザイセンソウヲツウジテ… 10-2-前

Ha2-IR 岩井　良太郎 イワイ　リョウタロウ 重役レビュー ジュウヤクレビュー 10-2-前
Ha2-IS 出光　佐三 イデミツ　サゾウ 永遠の日本 エイエンノニホン 10-2-前
Ha2-J 時事新報　経済部 ジジシンポウケイザイブ ビジネス・センタ－ ビジネスセンター 10-2-前
Ha2-K 起業協会 キギョウキョウカイ 起業論集―子爵青木周蔵君外大家の論説意明― キギョウロンシュウ 10-2-前
Ha2-K 工業経済研究会 コウギョウケイザイケンキュウカイ 工業経済研究（2）（3） コウギョウケイザイケンキュウ 10-2-前
Ha2-K 工業経済研究会 コウギョウケイザイケンキュウカイ 工業金融 コウギョウキンユウ 10-2-前
Ha2-K 国策産業協会 コクサクサンギョウキョウカイ 国策産業パンフレット（1）（5）（12） コクサクサンギョウパンフレット 10-2-前
Ha2-KH 神吉　晴夫 カンキ　ハルオ 現場に不満の火を燃せ－ビジネスマン入門－ ゲンバニフマンノヒヲモヤセ 10-2-前

Ha2-KH 小林　宏 コバヤシ　ヒロシ
インダストリアリズム－工業化時代と現代思想の盲点
－（2冊）

インダストリアリズム 10-2-前

Ha2-KJ 神山　潤次 カミヤマ　ジュンジ 清浦男爵産業論集（全） キヨウラダンシャクサンギョウロンシュウ 10-2-前
Ha2-KK 清浦　奎吾 キヨウラ　ケイゴ 清浦男爵産業論集（全） キヨウラダンシャクサンギョウロンシュウ 10-2-前
Ha2-KM 加茂　正雄 カモ　マサオ 欧米工業界管見 オウベイコウギョウカイカンケン 10-2-前
Ha2-KN 小島　直記 コジマ　ナオキ 日本さらり－まん外史 ニホンサラリーマンガイシ 10-2-前
Ha2-KS 黒板　駿策 クロイタ　シュンサク かじやのたわごと カジヤノタワゴト 10-2-前
Ha2-KT 小坂　徳三郎 コサカ　トクサブロウ 産業人宣言－官僚人社会から産業人社会へ－ サンギョウジンセンゲン 10-2-前
Ha2-KW 菅野　和太郎 カンノ　ワタロウ 新大阪論 シンオオサカロン 10-2-前
Ha2-KY 加田　泰 カダ　ヤスシ 怖るべき株式会社－日本版 オソルベキカブシキガイシャ 10-2-前
Ha2-LF Lundberg，Ferdinand ランドバーグ　ファーディナンド 富豪と大富豪－現代における富の力の研究－（上） フゴウトダイフゴウ 10-2-前

Ha2-M 南満洲鉄道（株）総裁室弘報課
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャソウサイシツコウホウカ

満洲と満鉄 マンシュウトマンテツ 10-2-前

Ha2-M 毎日新聞経済部 マイニチシンブンケイザイブ 揺らぐ日本株式会社 ユラグニホンカブシキカイシャ 10-2-前
Ha2-M モダン・ビジネス・リサーチ モダンビジネスリサーチ 第一勧銀グループ ダイイチカンギングループ 10-2-前
Ha2-MF モートン，フレデリック モートン　フレデリック ロスチャイルド王国 ロスチャイルドオウコク 10-2-前
Ha2-MH 前田　一 マエダ　ハジメ サラリマン物語 サラリマンモノガタリ 10-2-前
Ha2-MK 松下　幸之助 マツシタ　コウノスケ 経営雑感（2冊） ケイエイザッカン 10-2-前
Ha2-MS 村松　梢風 ムラマツ　ショウフウ 日本金権史－近世名勝負物語－ ニホンキンケンシ 10-2-前
Ha2-MT 三井　高陽 ミツイ　タカハル 越後屋覚帳 エチゴヤオボエチョウ 10-2-前
Ha2-MY 三鬼　陽之助 ミキ　ヨウノスケ 経営者の条件－トップに立つ心得81ヵ条－ ケイエイシャノジョウケン 10-2-後
Ha2-MY 三鬼　陽之助 ミキ　ヨウノスケ 経営者の戦争－この事件は何を考えるか－ ケイエイシャノセンソウ 10-2-後
Ha2-MY 三鬼　陽之助 ミキ　ヨウノスケ 麦酒戦争－“老舗”転落す－ ビールセンソウ 10-2-後
Ha2-N 日本会社協会 ニホンカイシャキョウカイ 会社問題研究 カイシャモンダイケンキュウ （3F）
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Ha2-N 日本生産性本部 ニホンセイサンセイホンブ
これからの日本を語る－各界リーダーによる成熟社会
への提言－

コレカラノニホンヲカタル 10-2-後

Ha2-NH 錦織　尚 ニシキオリ　ヒサシ ホンダ経営－強さの秘密－ ホンダケイエイ 10-2-後
Ha2-NH 錦織　尚 ニシキオリ　ヒサシ 三菱グループ ミツビシグループ 10-2-後
Ha2-NH 錦織　尚 ニシキオリ　ヒサシ 住友グループ スミトモグループ 10-2-後
Ha2-NK 二宮　欣也 ニノミヤ　キンヤ 松下とソニー マツシタトソニー 10-2-後
Ha2-NM 中居　増吉 ナカイ　マスキチ 松下グループ マツシタグループ 10-2-後
Ha2-NM 野中　雅士 ノナカ　マサシ 鐘紡の解剖 カネボウノカイボウ 10-2-後
Ha2-NT 根津　知好 ネヅ　トモヨシ 統制会と中小商工業の行方 トウセイカイトチュウショウショウコウギョウノユクエ 10-2-後
Ha2-O 大阪朝日新聞経済部 オオサカアサヒシンブンケイザイブ 農工商の第一線に立つ中小業者の叫び ノウコウショウノダイイッセンニタツ… 10-2-後
Ha2-OC 小沢　親光 オザワ　チカミツ 鮎川義介伝－夢をひらく男－ アユカワギスケデン 10-2-後
Ha2-OK 大瀧　鞍馬 オオタキ　クラマ 実業界大秘史三菱王国 ジツギョウカイダイヒシミツビシオウコク 10-2-後
Ha2-OT 大石　亨 オオイシ　トオル 芙蓉グループ フヨウグループ 10-2-後
Ha2-S 協調会 キョウチョウカイ 小工業問題特輯 ショウコウギョウモンダイトクシュウ 10-2-後
Ha2-SF 坂本　藤良 サカモト　フジヨシ 続・倒産学－“地獄の沙汰も金”の物語－ ゾクトウサンガク 10-2-後
Ha2-SM 坂本　巳之松 サカモト　ミノマツ 欧洲戦後の我日本 オウシュウセンゴノワガニホン 10-2-後
Ha2-SS 佐藤　正忠 サトウ　セイチュウ 人生何に賭けるか－鐘紡伊藤淳二の人間実録－ ジンセイナニニカケルカ 10-2-後
Ha2-SS 城山　三郎 シロヤマ　サブロウ 男たちの経営 オトコタチノケイエイ 10-2-後
Ha2-SY 佐藤　良也 サトウ　ヨシヤ キッコーマンの経営―ピュア＆ナチュラルを求めて― キッコーマンノケイエイ 10-2-後
Ha2-TE 田村　栄太郎 タムラ　エイタロウ 日本の産業指導者 ニホンノサンギョウシドウシャ 10-2-後
Ha2-TS 田辺　昇一 タナベ　ショウイチ 変換の経営－低成長時代に生き残る100の処方箋－ ヘンカンノケイエイ 10-2-後
Ha2-TT 土屋　喬雄 ツチヤ　タカオ 近代日本の政商 キンダイニホンノセイショウ 10-2-後

Ha2-UK 内山　幸一 ウチヤマ　コウイチ
明治大正昭和珍商売往来80年物語－これは奇抜珍
妙、不景気をけっとぱした珍商売往来風俗史決定

メイジタイショウショウワチンショウ… 10-2-後

Ha2-WM Wright，M．A． ライト　エム　エィ ザ・ビジネス－未踏社会の経営－ ザビジネス 10-2-後
Ha2-WS 和田　進 ワダ　ススム 東急グループ トウキュウグループ 10-2-後
Ha2-WS 渡井　新之介 ワタイ　シンノスケ 近事奇談内幕話　全 キンジキダンウチマクバナシ 10-2-後

Ha2-YJ 山田　潤二 ヤマダ　ジュンジ 照魔鏡裡の満鉄－醜怪の真相愈暴露－
ショウマキョウリノマンテツシュウカイノシンソウイヨイヨ
バクロ

10-2-後

Ha2-YK 由利　公正 ユリ　コウセイ 近世実業談 キンセイジツギョウダン 10-2-後
Ha2-YN 山田　忍三 ヤマダ　ニンゾウ 昭和八年の経営 ショウワ8ネンノケイエイ 10-2-後
Ha2-YS 柳元　静馬 ヤギモト　セイマ 財界名士失敗談（上）（下） ザイカイメイシシッパイダン 10-2-後
Ha3-C [編者不明] ヘンジャフメイ 中小企業の動向に関する年次報告（昭和43年度） チュウショウキギョウノドウコウニカンスル… 10-2-後

Ha3-C 中小企業金融公庫調査部
チュウショウキギョウキンユウコウコ
チョウサブ

中小企業財務動向調査報告 チュウショウキギョウザイムドウコウチョウサホウコク 10-2-後

Ha3-C 中小企業金融公庫調査部
チュウショウキギョウキンユウコウコ
チョウサブ

中小企業動向調査年報34年度、35年度 チュウショウキギョウドウコチョウサネンポウ 10-2-後

Ha3-C 中小企業金融公庫調査部
チュウショウキギョウキンユウコウコ
チョウサブ

製造業財務動向調査報告（中小企業及び大企業） セイゾウギョウザイムドウコウチョウサホウコク 10-2-後

Ha3-C 中小企業庁 チュウショウキギョウチョウ 中小企業白書昭和38年版～同45年版昭和50年版 チュウショウキギョウハクショ 10-2-後
Ha3-C 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 朝鮮産業年報昭和18年版－朝鮮産業の決戦再編成－ チョウセンサンギョウネンポウ 10-2-後
Ha3-D 電気之友社 デンキノトモシャ 電気年鑑昭和弐年 デンキネンカン 10-2-後
Ha3-G 群馬県内務部 グンマケンナイムブ 群馬県勧業年報明治26～36年 グンマケンカンギョウネンポウ 10-3-前
Ha3-H 三菱経済研究所 ミツビシケイザイケンキュウショ 本邦事業成績分析（17冊） ホンポウジギョウセイセキブンセキ 10-3-前
Ha3-IT 伊藤　武 イトウ　タケシ 日本中小企業年鑑1960年版 ニホンチュウショウキギョウネンカン 10-3-前
Ha3-J （株）十五銀行 カブシキガイシャジュウゴギンコウ ㈱十五銀行営業報告書第27、35、53、55、56期 カブシキガイシャジュウゴギンコウエイギョウホウコク 10-3-前
Ha3-J （株）十五銀行 カブシキガイシャジュウゴギンコウ ㈱十五銀行営業報告書第73期～84期 カブシキガイシャジュウゴギンコウエイギョウホウコク 10-3-前
Ha3-K 改伸（株） カイシンカブシキガイシャ 〔改伸事業〕報告書第2～10回 カイシンジギョウホウコクショ 10-3-前
Ha3-K 葛生合本銀行 クズウガッポンギンコウ 創立願書定款申合規則 ソウリツガンショテイカンモウシアワセキソク 10-3-前

Ha3-K 中支那軍票交換用物資配給組合
ナカシナグンヒョウコウカンヨウブッ
シハイキュウクミアイ

決算報告書昭和16年度 ケッサンホウコクショ 10-3-前

Ha3-K 日本勧業銀行調査課 ニホンカンギョウギンコウチョウサカ 工業会社事業成績調 コウギョウカイシャジギョウセイセキシラベ 10-3-前
Ha3-K 日本工業新聞社 ニホンコウギョウシンブンシャ 工業年鑑昭和13年版 コウギョウネンカン 10-3-前
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Ha3-M 三井合名會社調査部 ミツイゴウメイガイシャチョウサブ 重要銀行會社營業成績 ジュウヨウギンコウガイシャエイギョウセイセキ 10-3-前

Ha3-N
日本リクルートセンター事業部資料
課

ニホンリクルートセンタージギョウブ
シリョウカ

初任給調査42年版 ショニンキュウチョウサ 10-3-前

Ha3-N
日本リクルートセンター事業部資料
課

ニホンリクルートセンタージギョウブ
シリョウカ

初任給調査42年版（別冊） ショニンキュウチョウサ 10-3-前

Ha3-O 大阪市産業部 オオサカシサンギョウブ 大阪市産業年誌 オオサカシサンギョウネンシ 10-3-前
Ha3-OH 大高坂　秀之 オオタカサカ　ヒデユキ 日本全国諸会社役員録 ニホンゼンコクショカイシャヤクインロク （3F）
Ha3-R 臨時産業調査局 リンジサンギョウチョウサキョク 〔臨時産業調査局〕調査資料（6）（9）（14）（34）（35）（47） リンジサンギョウチョウサキョクチョウサシリョウ 10-3-前
Ha3-R 臨時産業調査局 リンジサンギョウチョウサキョク 調査資料（13）（14） チョウサシリョウ 10-3-前
Ha3-S 埼玉製絲㈱ サイタマセイシカブシキガイシャ 〔埼玉製紙事業〕報告書 サイタマセイシジギョウホウコクショ 10-3-前
Ha3-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 産業組合年鑑昭和9、12年 サンギョウクミアイネンカン 10-3-前
Ha3-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 産業組合年鑑第12回昭和14年 サンギョウクミアイネンカン 10-3-前
Ha3-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 産業組合年鑑第13回昭和15年版 サンギョウクミアイネンカン 10-3-前
Ha3-S 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 産業組合要覧29～32次昭和6～9年度（2冊） サンギョウクミアイヨウラン 10-3-前
Ha3-S 日刊工業新聞社 ニッカンコウギョウシンブンシャ 商工年鑑昭和12年 ショウコウネンカン 10-3-前
Ha3-U 碓氷社 ウスイシャ 碓氷社事業之概略明治30、31、35年度 ウスイシャジギョウノガイリャク 10-3-前
Ha3-Y 山形県内務部 ヤマガタケンナイムブ 山形県勧業年報（8）明治29年 ヤマガタケンカンギョウネンポウ 10-3-前
Ha3-Y （株）屋代銀行 カブシキガイシャヤシロギンコウ 創業略考課、実際考課状 ソウギョウリャクコウカジッサイコウカジョウ 10-3-前

Ha3-は2-C 朝鮮殖産銀行調査課
チョウセンショクサンギンコウチョウ
サカ

朝鮮会社事業成績調 チョウセンカイシャジギョウセイセキシラベ 10-3-後

Ha3-は2-C 朝鮮殖産銀行調査部
チョウセンショクサンギンコウチョウ
サブ

朝鮮事業成績昭和14年～17年 チョウセンジギョウセイセキ 10-3-後

Ha3-は2-N 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 年刊朝鮮第1回昭和17年版 ネンカンチョウセン 10-3-後
Ha4-B 米国博覧会事務局 ベイコクハクランカイジムキョク 米国博覧会報告書　日本出品解説（1） ベイコクハクランカイホウコクショ 10-3-後

Ha4-B 万国博覧会（パリ1900） バンコクハクランカイ
千九百年巴里万国博覧会臨時博覧会事務局報告（上）
（下）

1900ネンパリバンコクハクランカイリンジハクランカイ
…

10-3-後

Ha4-C 千葉県農商課 チバケンノウショウカ 農産比較会紀事 ノウサンヒカクカイキジ 10-3-後
Ha4-D ダイヤモンド社 ダイヤモンドシャ 価値ある年輪－中部産業連盟25年のあゆみ－ カチアルネンリン 10-3-後

Ha4-D 電通東京国際会議組織委員会
デンツウトウキョウコクサイカイギソ
シキイインカイ

東京国際経営会議講演記録 トウキョウコクサイケイエイカイギコウエンキロク 10-3-後

Ha4-ET 衛藤　俊隆 エトウ　トシタカ （第四回）発明博覧会報告 ダイ4カイハツメイハクランカイホウコク 10-3-後
Ha4-FY 福島　宜三 フクシマ　ギゾウ 京都五二会大会報告 キョウト52カイタイカイホウコク 10-3-後
Ha4-J 重要産業協議会 ジュウヨウサンギョウキョウギカイ 重要協事業報告（1） ジュウヨウキョウジギョウホウコク 10-3-後
Ha4-J 重要産業協議会 ジュウヨウサンギョウキョウギカイ 統制会定款・統制規程集 トウセイカイテイカントウセイキテイシュウ 10-3-後

Ha4-J 重要産業協議会 ジュウヨウサンギョウキョウギカイ 統制会（統制機関）取扱資材調査資料
トウセイカイトウセイキカントリアツカイシザイチョウサ
シリョウ

10-3-後

Ha4-J 日本生産性本部 ニホンセイサンセイホンブ 事業報告書昭和34年度及び昭和43年度 ジギョウホウコクショ 10-3-後
Ha4-K 化学工業博覧会事務所 カガクコウギョウハクランカイジム 化学工業博覧会報告 カガクコウギョウハクランカイホウコク 10-3-後
Ha4-K 勧農局 カンノウキョク 綿糖共進会報告（1） メントウキョウシンカイホウコク 10-3-後
Ha4-K 勧農局 カンノウキョク 綿糖共進会報告（2） メントウキョウシンカイホウコク 10-3-後
Ha4-K 経済団体連合会 ケイザイダンタイレンゴウカイ ドイツ産業連盟五年史 ドイツサンギョウレンメイ5ネンシ 10-3-後
Ha4-K 繭糸織物陶漆器共進会 ケンシオリモノトウシッキキョウシン 陶器集談会紀事 トウキシュウダンカイキジ 10-3-後

Ha4-K 工業品規格統一調査会
コウギョウヒンキカクトウイツチョウ
サカイ

工業品規格統一調査会録事（2冊） コウギョウヒンキカクトウイツ… 10-3-後

Ha4-K 国産振興委員会 コクサンシンコウイインカイ 国産振興委員会総会会議録（9回、10回） コクサンシンコウイインカイソウカイ… 10-3-後
Ha4-K 国産振興委員会 コクサンシンコウイインカイ 総会会議録（5回、6回） ソウカイカイギロク 10-3-後
Ha4-K 国光社 コッコウシャ （第五回）内国勧業博覧会重要物産案内 ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイ… 10-3-後
Ha4-K 共進会報告―製茶部― キョウシンカイホウコク 10-3-後
Ha4-KK 古林　亀治郎 コバヤシ　カメジロウ 東京大正博覧会出品之精華 トウキョウタイショウハクランカイシュッピンノセイカ 10-3-後

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前
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Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N （第五回）内国勧業博覧会事務局
ダイ5カイナイコクカンギョウハクラン
カイジムキョク

（第五回）内国勧業博覧会出品目録
ダイ5カイナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモク
ロク

10-4-前

Ha4-N 内国勧業博覧会（4回）事務局
ナイコクカンジョウハクランカイジム
キョク

内国勧業博覧会（4回）出品目録（3・下） ナイコクカンギョウハクランカイ… 10-4-前

Ha4-N 内国勧業博覧会（第2回）事務局
ナイコクカンギョウハクランカイジム
キョク

内国勧業博覧会（第2回）出品目録 5区（1）、（2）、6区
（1）、（2）

ナイコクカンギョウハクランカイ 10-4-前

Ha4-N 内国勧業博覧会（第5回） ナイコクカンギョウハクランカイ 授賞人名表（名誉賞ノ部）（一等賞）（褒状） ジュショウジンメイヒョウ 10-4-前
Ha4-N 内国勧業博覧会（第5回） ナイコクカンギョウハクランカイ 第五回内国勧業博覧会出品目録 ナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモクロク 10-4-後
Ha4-N 内国勧業博覧会（第5回） ナイコクカンギョウハクランカイ 第五回内国勧業博覧会出品目録 ナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモクロク 10-4-後

Ha4-N 内国勧業博覧会（第5回）事務局
ナイコクカンギョウハクランカイジム
キョク

内国勧業博覧会事務報告 ナイコクカンギョウハクランカイジムホウコク 10-4-後

Ha4-N 内国勧業博覧会（第5回）事務局
ナイコクカンギョウハクランカイジム
キョク

内国勧業博覧会（第5回）出品目録 ナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモクロク 10-4-後

Ha4-N 内国勧業博覧会（第5回）事務局
ナイコクカンギョウハクランカイジム
キョク

内国勧業博覧会（第5回）出品目録 ナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモクロク 10-4-後

Ha4-N 内国勧業博覧会（第五回） ナイコクカンギョウハクランカイ 第五回内国勧業博覧会出品目録 ナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモクロク 10-4-後
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Ha4-N 内国勧業博覧会事務局第5回
ナイコクカンギョウハクランカイジム
キョク

内国勧業博覧会出品目録 ナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモクロク 10-4-後

Ha4-N 内国勧業博覧会（明治10年）事務局
ナイコクカンギョウハクランカイジム
キョク

内国勧業博覧会（明治10年）出品目録（下） ナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモクロク 10-4-後

Ha4-N 内国勧業博覧会（明治十年）事務局
ナイコクカンギョウハクランカイジム
キョク

内国勧業博覧会（明治十年）出品目録（追加・正誤） ナイコクカンギョウハクランカイシュッピンモクロク 10-4-後

Ha4-N 内国勧業博覧会事務局
ナイコクカンギョウハクランカイジム
キョク

内国勧業博覧会（明治十年）報告書 ナイコクカンギョウハクランカイホウコクショ 10-4-後

Ha4-N 内国勧業博覧会事務局
ナイコクカンギョウハクランカイジム
キョク

内国勧業博覧会（明治十年）報告書 ナイコクカンギョウハクランカイ 10-4-後

Ha4-N 内国勧業博覧会事務局
ナイコクカンギョウハクランカイジム
キョク

内国勧業博覧会（明治十年）会場案内 ナイコクカンギョウハクランカイ 10-4-後

Ha4-N 内国勧業博覧会事務局
ナイコクカンギョウハクランカイジム
キョク

内国勧業博覧会明治十年報告書 ナイコクカンギョウハクランカイ 10-4-後

Ha4-N 内国勧業博覧会事務局
ナイコクカンギョウハクランカイジム
キョク

内国勧業博覧会（明治十年）審査評語（上） ナイコクカンギョウハクランカイ 10-4-後

Ha4-N 内国勧業博覧会事務局
ナイコクカンギョウハクランカイジム
キョク

内国勧業博覧会（明治十年）審査評語（下） ナイコクカンギョウハクランカイ 10-4-後

Ha4-N 内国勧業博覧会事務局
ナイコクカンギョウハクランカイジム
キョク

内国勧業博覧会明治十年出品解説（17部門） ナイコクカンギョウハクランカイ 10-5-前

Ha4-N 内国勧業博覧会事務局
ナイコクカンギョウハクランカイジム
キョク

内国勧業博覧会（明治十年）出品目録 ナイコクカンギョウハクランカイ 10-5-前

Ha4-N 内国博覧会事務局 ナイコクハクランカイジムキョク （第二回）内国勧業博覧会（明治十四年）審査評語（上） ナイコクカンギョウハクランカイ 10-5-前

Ha4-N 長野県勧業課 ナガノケンカンギョウカ
共進会繭糸織物調査報告（１）明治13年―長野県勧業
課第弐拾弐回報告―

キョウシンカイケンシオリモノ… 10-5-前

Ha4-N 日経連創立十周年記念事業委員会
ニッケイレンソウリツ10シュウネンキ
ネンジギョウイインカイ

十年の歩み 10ネンノアユミ 10-5-前

Ha4-N 日本経営学会関東部会小樽大会
ニホンケイエイガッカイカントウブカ
イオタルタイカイ

産業統制研究経営学講演集
サンギョウトウセイケンキュウケイエイガクコウエンシュ
ウ

10-5-前

Ha4-N 日本工業倶楽部 ニホンコウギョウクラブ 日本工業倶楽部25年史（上） ニホンコウギョウクラブ25ネンシ 10-5-前
Ha4-N 日本生産性本部 ニホンセイサンセイホンブ 〔日本生産性本部〕事業報告書（昭和31年度） ニホンセイサンセイホンブジギョウホウコクショ 10-5-前
Ha4-N 日本生産性本部 ニホンセイサンセイホンブ 生産性運動10年の歩み セイサンセイウンドウ10ネンノアユミ 10-5-前
Ha4-N 農商務省 ノウショウムショウ 日英博覧会事務局事務報告（上）（下） ニチエイハクランカイジムキョクジムホウコク 10-5-前
Ha4-N 農商務省総務局人事課 ノウショウムショウソウムキョクジン 府縣聯合共進会審査復命書 フケンレンゴウキョウシンカイシンサフクメイショ 10-5-前

Ha4-N 農商務大臣官房秘書課
ノウショウムショウダイジンカンボウ
ヒショカ

府県連合共進会審査復命書 フケンレンゴンキョウシンカイシンサフクメイショ 10-5-前

Ha4-N 農商務省博覧会掛 ノウショウムショウハクランカイカカリ 内国絵画共進会（明治十五年、十七年）審査報告 ナイコクカイガキョウシンカイ 10-5-前
Ha4-N 農商務省博覧会掛 ノウショウムショウハクランカイカカリ 内国絵画共進会事務報告明治17年 ナイコクカイガキョウシンカイジム… 10-5-前
Ha4-N 農商務省博覧会掛 ノウショウムショウハクランカイカカリ （第二回）内国勧業博覧会（明治14年）報告書（1）～（4） ナイコクカンギョウハクランカイ 10-5-前
Ha4-N 農商務省博覧会掛 ノウショウムショウハクランカイカカリ （第二回）内国勧業博覧会（明治十四年）報告書(5) ナイコクカンギョウハクランカイ 10-5-前
Ha4-N 農商務大臣官房秘書課 ノウショウムダイジンカンボウヒショ 東京府主催開設－府九県連合共進会審査復命書 トウキョウフシュサイカイセツ… 10-5-前
Ha4-N 農商務大臣官房秘書課 ノウムショウダイジンカンボウヒショ 府県聯合共進会審査復命書 フケンレンゴウキョウシンカイシンサフクメイショ 10-5-前
Ha4-N 農商務大臣官房文書課 ノウショウムダイジンカンボウブン 府県連合共進会審査復命書 フケンレンゴウキョウシンカイシンサフクメイショ 10-5-前
Ha4-N 農務局 ノウムキョク 府県陶器沿革陶工伝統誌農務局工務局 フケントウキエンカクトウコウデントウシ 10-5-前
Ha4-N 農務局 ノウムキョク 繭絲織物陶漆器共進会審査報告第二区一類生絲 ケンシオリモノトウシッキキョウシンカイ… 10-5-前
Ha4-N 農務局 ノウムキョク 繭絲織物陶漆器共進会審査報告第一区繭 ケンシオリモノトウシッキキョウシンカイ… 10-5-前
Ha4-N 農務局 ノウムキョク 繭絲織物陶漆器共進会審査報告第三区織物 ケンシオリモノトウシッキキョウシンカイ… 10-5-前
Ha4-N 農務局 ノウムキョク 繭糸織物陶漆器共進会審査報告（漆器）（陶器） ケンシオリモノトウシッキキョウシンカイ… 10-5-前
Ha4-N 農務局 ノウムキョク 繭絲織物陶漆器共進会褒褒賞授与人名録 ケンシオリモノトウシッキキョウシンカイ… 10-5-前
Ha4-N 農務局 ノウムキョク 繭糸織物陶漆器共進会審査報告第四区第一類陶器 ケンシオリモノトウシッキキョウシンカイ… 10-5-前

Ha4-N 農務局 ノウムキョク
繭糸織物陶漆器共進会審査報告第四区第一類陶器出
品図

ケンシオリモノトウシッキキョウシンカイ… 10-5-前
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Ha4-N 農務大臣官房文書課 ノウムダイジンカンボウブンショカ
（第十回）関西府県連合共進会審査復命書－自第三部
至第十部－

カンサイフケンレンゴウキョウシンカイ… 10-5-前

Ha4-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ
産業組合主任官協議会第十四回農業倉庫主任官協議
会第十一回要録

サンギョウクミアイシュニンカンキョウ… 10-5-前

Ha4-N 農務局 ノウムキョク 講話会筆記　農務局　工務局 コウワカイヒッキノウムキョク… 10-5-前
Ha4-O 墺国博覧会事務官 オウコクハクランカイジムカン 墺国博覧会筆記（1）（2） オウコクハクランカイヒッキ 10-5-後

Ha4-O 佐野　常民 サノ　ツネタミ
澳国博覧会報告書貿易部（上）（下）風俗部制度部教法
部（上）（下）国勢学論

オウコクハクランカイホウコクショ… 10-5-後

Ha4-O 佐野　常民 サノ　ツネタミ
澳国博覧会報告書道路部山林部（上）（下）蚕業部（上）
（下）教育部（上）（下）

オウコクハクランカイホウコクショ… 10-5-後

Ha4-O 佐野　常民 サノ　ツネタミ
澳国博覧会報告書議院部礼法部博物館部（上）（中）
（下）農業部

オウコクハクランカイホウコクショ… 10-5-後

Ha4-O 佐野　常民 サノ　ツネタミ
澳国博覧会報告書兵制部（上）（中）（下）博覧会部（上）
（下）鉄路部

オウコクハクランカイホウコクショ… 10-5-後

Ha4-O 佐野　常民 サノ　ツネタミ 澳国博覧会報告書国勢ノ部（上）（下） オウコクハクランカイホウコクショ… 10-5-後
Ha4-O 佐野　常民 サノ　ツネタミ 澳国博覧会布告文 オウコクハクランカイフコクブン 10-5-後
Ha4-R 臨時博覧会事務局 リンジハクランカイジムキョク 臨時博覧会事務局報告附属図 リンジハクランカイジムキョクホウコクフゾクズ 10-5-後
Ha4-S 産業構造調査会 サンギョウコウゾウチョウサカイ 産業構造調査会答申、同附表 サンギョウコウゾウチョウサカイトウシン… 10-5-後

Ha4-S 産業復興公団史編纂委員会
サンギョウフッコウコウダンシヘンサ
ンイインカイ

産業復興公団史 サンギョウフッコウコウダンシ 10-5-後

Ha4-S 商工省臨時産業合理局
ショウコウショウリンジサンギョウゴ
ウリキョク

工業品規格統一調査会概況（3版） コウギョウヒンキカクトウイツ… 10-5-後

Ha4-S 生産調査会 セイサンチョウサカイ 生産調査会録事（3） セイサンチョウサカイロクジ 10-5-後

Ha4-T 東京市商工輸出組合協会
トウキョウシショウコウユシュツクミア
イキョウカイ

東京都下の工業組合 トウキョウトカノコウギョウクミアイ 10-5-後

Ha4-T 東京府 トウキョウフ 東京勧業博覧会事務報告（上）（下） トウキョウカンギョウハクランカイ… 10-5-後
Ha4-T 東京府工芸品共進会授賞人名録 トウキョウフコウゲイヒンキョウシンカイジュショウ… 10-5-後
Ha4-TY 田中　芳男 タナカ　ヨシオ 墺国博覧会参同記要（3冊） オウコクハクランカイサンドウキヨウ 10-5-後
Ha4-UK 臼井　喜代松 ウスイ　キヨマツ 東京各工場視察紀要 トウキョウカクコウジョウシサツキヨウ 10-5-後
Ha4-WG Wagner，Gottfried ワグネル　ゴッドフレッド 内国勧業博覧会（明治十年）報告書 ナイコクカンギョウハクランカイ… 10-5-後
Ha4-Y 山形県 ヤマガタケン 米麦大小豆繭生糸織物共進会報告 ベイバクダイショウズマユキイトオリモノ… 10-5-後
Ha4-YG 山本　五郎 ヤマモト　ゴロウ 金工萬国博覧会報告（全） キンコウバンコクハクランカイホウコク 10-5-後
Ha4-Z 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 全国産業組合大会決議録 ゼンコクサンギョウクミアイタイカイケツギロク 10-5-後
Ha4-Z 全日本能率連盟 ゼンニホンノウリツレンメイ （第28回）全国能率大会研究論文集 ゼンコクノウリツタイカイケンキュウロンブンシュウ 10-5-後
Ha4-に1-N 内務省警保局 ナイムショウケイホウキョク 近英国に於ける二大産業委員会報告 サイキンエイコクニオケル2ダイ 10-5-後
Ha4-へ1-NK 中島　久萬吉 ナカジマ　クマキチ 米国実業家の団体的行動－全米製造業 ベイコクジツギョウカノダン… 10-5-後
Ha5-CF Carlton，Frank Tracy カールトン　フランク　トラシー 教育と産業の進化（全） キョウイクトサンギョウノシンカ 10-6-前
Ha5-F 〔編者不明〕 府県勧業着手概況書 フケンカンギョウチャクシュガイキョウショ 10-6-前
Ha5-IS 岩崎　勝三郎 イワサキ　ショウザブロウ 大商店　会社銀行　著名工場 ダイショウテンカイシャギンコウチョメイコウジョウ 10-6-前

Ha5-IY 石川　彌吉 イシカワ　ヤキチ
各種事業会社に於ける社是・社訓・標語・指導精神及
び従業員名稱

カクシュジギョウカイシャニオケル… 10-6-前

Ha5-K 工政会 コウセイカイ 工業教育の改善方策 コウギョウキョウイクノカイゼンホウサク 10-6-前
Ha5-K 国産振興会 コクサンシンコウカイ 国産奨励に就て コクサンショウレイニツイテ 10-6-前
Ha5-K 国産振興会 コクサンシンコウカイ 国産振興会報告（2） コクサンシンコウカイホウコク 10-6-前

Ha5-K （財）機械振興協会経済研究所
ザイダンホウジンキカイシンコウキョ
カイケイザイケンキュウショ

工業構造の国際比較－高加工度工業構造と重化学工
業構造の比較－

コウギョウコウゾウノコクサイヒカク 10-6-前

Ha5-K （財）機械振興協会経済研究所
ザイダンホウジンキカイシンコウキョ
ウカイケイザイケンキュウショ

産業の発展段階と再編成 サンギョウノハッテンダンカイトサイヘンセイ 10-6-前

Ha5-K （財）協調会 ザイダンホウジンキョウチョウカイ 徒弟制度と技術教育 トテイセイドトギジュツキョウイク 10-6-前
Ha5-KI 清瀬　一郎 キヨセ　イチロウ 発明特許制度ノ起源及発達 ハツメイトッキョセイドノ… 10-6-前
Ha5-M 文部省 モンブショウ 産業教育七十年史 サンギョウキョウイク70ネンシ 10-6-前
Ha5-M 三菱合資会社資料課 ミツビシゴウシガイシャシリョウカ 〔三菱合資会社〕資料彙報 ミツビシゴウシカイシャシリョウイホウ 10-6-前
Ha5-M 三菱合資会社資料課 ミツビシゴウシガイシャシリョウカ 独逸経済界に於ける合理化 ドイツケイザイカイニオケル… 10-6-前
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Ha5-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 実業読本 ジツギョウトクホン 10-6-前

Ha5-N 日本経済連盟会 ニホンケイザイレンメイカイ
工場事業場に於ける精神指導の実情報告昭和十七年
六月現在

コウジョウジギョウバニオケルセイシン… 10-6-前

Ha5-N 日本経済聯盟会 ニホンケイザイレンメイカイ 産業能率と精神指導 サンギョウノウリツトセイシンシドウ 10-6-前
Ha5-N 日本工業協会 ニホンコウギョウキョウカイ 研究會資料（7）－見習工ノ採用並ニ養成方法－ ケンキュウカイシリョウ 10-6-前

Ha5-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ
商工業特ニ中小商工業ニ及セル事変ノ影響（1）（各地
商工会議所調査）

ショウコウギョウトクニチュウショウショウコウギョウ… 10-6-前

Ha5-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 粗製濫造防止ニ関スル施設大要 ソセイランゾウボウシニカンスルシセツタイヨウ 10-6-前
Ha5-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 粗製濫造防止ニ関スル施設大要第貳 ソセイランゾウボウシニカンスルシセツタイヨウ 10-6-前
Ha5-O 大阪市 オオサカシ 大阪市工業経営調査書金属機械工業 オオサカシコウギョウケイエイチョウサショ… 10-6-前

Ha5-R 臨時産業合理局生産管理委員会
リンジサンギョウゴウリキョクセイサ
ンカンリ…

試験所及研究所ノ整備 シケンショオヨビケンキュウショ… 10-6-前

Ha5-S 商業會議所聯合會 ショウギョウカイギショレンゴウカイ 營業収益税負擔ニ關スル調査 エイギョウシュウエキゼイフタンニカンスル 10-6-前
Ha5-S 商工省振興部 ショウコウショウシンコウブ 本邦地方工業化の現状及地方工業化の基準 ホンポウチホウコウギョウカノゲンジョウ… 10-6-前

Ha5-S 商工省臨時産業合理局
ショウコウショウリンジサンギョウゴ
ウリキョク

工業品規格統一調査会概況（3版） コウギョウヒンキカクトウイツ… 10-6-前

Ha5-SM 隅谷　三喜男 スミヤ　ミキオ 日本職業訓練発展史 ニホンショクギョウクンレンハッテンシ 10-6-前
Ha5-SS 鈴木　誠治 スズキ　セイジ 職長及職長指導者の教育 ショクチョウオヨビショクチョウシドウシャ… 10-6-前
Ha5-T 東京市 トウキョウシ 原料材料取得系統調査書 ゲンリョウザイリョウシュトク… 10-6-前
Ha5-T 特許庁 トッキョチョウ 特許制度70年史（2冊） トッキョセイド70ネンシ 10-6-前
Ha5-W 通商産業省産業政策局 ツウショウサンギョウショウサンギョウ我国企業の海外事業活動 ワガクニキギョウノカイガイジギョウカツドウ 10-6-前
Ha6-G 池田　成彬 イケダ　セイヒン 現代産業叢書（1）（2）（4）（5） ゲンダイサンギョウソウショ 10-6-前
Ha6-G 日本評論社 ニホンヒョウロンシャ 現代経済学叢書（5）（9）（21）（22）（25）（26）（27） ゲンダイケイザイガクソウショ 10-6-前
Ha6-M 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 未来産業（4）（7）（9） ミライサンギョウ 10-6-後
Ha6-M 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 未来産業（5）（6）（11） ミライサンギョウ 10-6-後
Ha6-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 武藤山治全集増補（1）～（8）（増補） ムトウサンジゼンシュウ 10-6-後
Ha6-N 岩井　良太郎 イワイ　リョウタロウ 日本コンツェルン全書Ⅲ（三菱） ニホンコンツェルンゼンショ （3F）
Ha6-N 岩井　良太郎 イワイ　リョウタロウ 日本コンツェルン全書Ⅴ（安田） ニホンコンツェルンゼンショ 10-6-後
Ha6-N 滝本　誠一[等] タキモト　セイイチ 日本産業資料大系（1）～（4） ニホンサンギョウシリョウタイケイ （3F）
Ha6-N 宮本　又次[等] ミヤモト　マタジ 日本経営史講座（2）（3） ニホンケイエイシコウザ 10-6-後
Ha6-N 山崎　勉治 ヤマザキ　ツトム 日本コンツェルン全書ⅩⅧ（産業組合） ニホンコンツェルンゼンショ （3F）
Ha6-N 日本コンツェルン全書Ⅲ（住友） ニホンコンツェルンゼンショ （3F）
Ha6-N 日本コンツェルン全書Ⅴ～Ⅹ（鴻池・川崎） ニホンコンツェルンゼンショ （3F）
Ha6-N 日本コンツェルン全書Ⅹ（根津・大倉）～ⅩⅦ ニホンコンツェルンゼンショ （3F）
Ha6-Z ダイヤモンド社 ダイヤモンドシャ 財界人思想全集（1） ザイカイジンシソウゼンシュウ 10-6-後
Ha6-Z ダイヤモンド社 ダイヤモンドシャ 財界人思想全集（5）（6） ザイカイジンシソウゼンシュウ 10-6-後
Ha6-Z ダイヤモンド社 ダイヤモンドシャ 財政人思想全集（6） ザイセイジンシソウゼンシュウ 10-6-後
Ha6-Z ダイヤモンド社 ダイヤモンドシャ 財界人思想全集（8） ザイカイジンシソウゼンシュウ 10-6-後
Ha6-N 滝本　誠一[等] タキモト　セイイチ 日本産業資料大系（5）～（12） ニホンサンギョウシリョウタイケイ 11-1-前
Hb1-へ-1BK 馬場　敬治 ババ　ケイジ 米国経営学（上） ベイコクケイエイガク 11-1-前
Hb1-AJ アベグレン，J．C． アベグレン　ジェー　シー 日本の経営から何を学ぶか－新版日本の経営－ ニホンノケイエイカラナニヲマナブカ 11-1-前
Hb1-GE グーテンベルグ，エリヒ グーテンベルク　エリヒ 日本の企業 ニホンノキギョウ 11-1-前
Hb1-HY 本位田　祥男 ホンイデン　ヨシオ 新企業原理の研究 シンキギョウゲンリノケンキュウ 11-1-前
Hb1-IC 伊藤　長正 イトウ　チョウセイ 第三のエリート ダイサンノエリート 11-1-前
Hb1-K 経済企画庁調査課 ケイザイキカクチョウチョウサカ 技術革新と企業経営 ギジュツカクシントキギョウケイエイ 11-1-前

Hb1-K 経済同友会 ケイザイドウユウカイ
経営理念と企業活動－わが国企業における経営意思
決定の実態（5）－

ケイエイリネントキギョウカツドウ 11-1-前

Hb1-K 経済同友会 ケイザイドウユウカイ 企業像の転換を求めて キギョウゾウノテンカンヲモトメテ 11-1-前
Hb1-KR 小宮　隆太郎 コミヤ　リュウタロウ 資本のコスト－企業金融の基礎理論－ シホンノコスト 11-1-前
Hb1-KY 加藤　祐一 カトウ　ユウイチ 会社弁講釈（上）（下） カイシャベンコウシャク 11-1-前
Hb1-M 三菱経済研究所 ミツビシケイザイケンキュウショ 戦後わが国企業における資本構成の研究（第1部） センゴワガクニキギョウニ… 11-1-前

Hb1-MB マーシャル，B．K． マーシャル　ビー　ケー
日本の資本主義とナショナリズムービジネス・エリートの
経営理念

ニホンノシホンシュギトナショナリズム 11-1-前
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Hb1-MG Means，Gardiner C． ミーンズ　ジー　シー 企業の価格決定力と公共性 キギョウノカカクケッテイリョクトコウキョウセイ 11-1-前
Hb1-MH 松崎　寿 マツザキ　ヒサシ 工業金融論 コウギョウキンユウロン 11-1-前

Hb1-N 日本経済調査協議会 ニホンケイザイチョウサキョウギカイ
70年代の企業資金調逹－資本構成のあり方と改善方
向について－（本論）（補論）

70ネンダイノキギョウシキンチョウタツ 11-1-前

Hb1-N 日本興業銀行調査係
ニホンコウギョウギンコウチョウサカ
カリ

本邦事業会社資本ノ趨勢 ホンポウジギョウカイシャシホンノスウセイ 11-1-前

Hb1-NN 野田　信夫 ノダ　ノブオ ドラッカーの「現代経営」について ドラッカーノゲンダイケイエイニツイテ 11-1-前
Hb1-NN 野田　信夫 ノダ　ノブオ 企業の近代的経営 キギョウノキンダイテキケイエイ 11-1-前
Hb1-NT 野口　祐 ノグチ　タスク 現代企業経営制度論 ゲンダイキギョウケイエイセイドロン 11-1-前
Hb1-SE 渋沢　栄一 シブサワ　エイイチ 立会略則 タチアイリャクソク 11-1-前

Hb1-T 通商産業省企業局
ツウショウサンギョウショウキギョウ
キョク

外資系企業－その実態と影響－ ガイシケイキギョウ 11-1-前

Hb1-TS 田辺　昇一 タナベ　ショウイチ 田辺昇一の経営ノウハウ－中堅企業の経営再点検－ タナベショウイチノケイエイ… 11-1-後
Hb1-UM 宇野　政雄 ウノ　マサオ 日本の経営環境 ニホンノケイエイカンキョウ 11-1-後
Hb1-UT 上田　貞次郎 ウエダ　テイジロウ 株式会社の現代経済生活に及ぼす影響（全） カブシキカイシャノゲンダイケイザイセイカツ… 11-1-後
Hb1-WF ウェイランド ウェイランド 官版・会社弁 カンパンカイシャベン 11-1-後
Hb1-WJ ウォルターズ，Ｊ．Ｅ． ウォルターズ　ジェイ　イー 基礎経済学 キソケイザイガク 11-1-後
Hb1-WS 渡辺　昌太郎 ワタナベ　ショウタロウ 重工業経営の分析 ジュウコウギョウケイエイノブンセキ 11-1-後
Hb1-YS 依田　信太郎 ヨダ　シンタロウ 能率増進事業経営之の新勢 ノウリツゾウシンジギョウケイエイノシンセイ 11-1-後
Hb1-YY 安田　与四郎 ヤスダ　ヨシロウ 我国会社企業の実績 ワガクニカイシャキギョウノジッセキ 11-1-後
Hb2-HJ ヒルシュマイア，Ｊ． ヒルシュマイア　ジェイ 日本における企業者精神の生成（2冊） ニホンニオケルキギョウシャセイシンノセイセイ 11-1-後
Hb2-KW 菅野　和太郎 カンノ　ワタロウ 日本会社企業発生史の研究 ニホンカイシャキギョウハッセイシノケンキュウ （3F）
Hb2-KW 菅野　和太郎 カンノ　ワタロウ 日本会社企業発生史の研究 ニホンカイシャキギョウハッセイシノケンキュウ 11-1-後
Hb2-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 企業の発展と資本の集積 キギョウノハッテントシホンノ… 11-1-後
Hb2-N 日本経済調査協議会 二ホンケイザイチョウサキョウギカイ 東南アジアの日本系企業総論 トウナンアジアノニホンケイキギョウソウロン 11-1-後
Hb2-NK 野田　一夫 ノダ　カズオ 日本会社史明治篇 ニホンカイシャシ （3F）
Hb2-NK 野田　一夫 ノダ　カズオ 現代経営史 ゲンダイケイエイシ 11-1-後
Hb2-NK 野田　一夫 ノダ　カズオ 戦後経営史－日本経営史－ センゴケイエイシ （3F）
Hb2-OH 大塚　久雄 オオツカ　ヒサオ 株式会社発生史論（上）（下） カブシキカイシャハッセイシロン （3F）
Hb2-S 産業計画会議 サンギョウケイカクカイギ 多国籍企業に関する研究 タコクセキキギョウニカンスルケンキュウ 11-1-後
Hb2-S 社会局 シャカイキョク 震災ノ工場ニ及ホシタル被害竝影響 シンサイノコウジョウニオヨボシタル… 11-1-後
Hb2-S 製薬企業懇談会 セイヤクキギョウコンダンカイ 製薬企業の現状と考察 セイヤクキギョウノゲンジョウトコウサツ 11-1-後
Hb2-SF 坂本　藤良 サカモト　フジヨシ ビジネスのあゆみ－日本経営100年史（2冊） ビジネスノアユミ 11-1-後

Hb2-T 通商産業省大臣官房調査課
ツウショウサンギョウショウダイジン
カンボウチョウサカ

中小企業政策史－戦後篇其の7－ チュウショウキギョウセイサクシ 11-1-後

Hb2-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本の企業・経営者発達史 ニホンノキギョウケイエイシャハッタツシ （3F）
Hb2-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 我国企業の史的発展 ワガクニキギョウノシテキハッテン （3F）
Hb2-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 株式会社亡国論 カブシキカイシャボウコクロン （3F）
Hb2-TT 土屋　喬雄 ツチヤ　タカオ 日本資本主義の経営史的研究 ニホンシホンシュギノケイエイシテキ… （3F）
Hb2-TY 高橋　芳郎 タカハシ　ヨシロウ 日本の経営史－人物・思想・業績－ ニホンノケイエイシ 11-1-後
Hb2-UT 上田　貞次郎 ウエダ　テイジロウ 株式会社の現代経済生活に及ぼす影響（全） カブシキカイシャノゲンダイケイザイ… 11-1-後

Hb2-は2-C 朝鮮殖産銀行調査課
チョウセンショクサンギンコウチョウ
サカ

朝鮮に於ける工業会社の資本構成調査 チョウセンニオケルコウギョウカイシャ… 11-1-後

Hb2-は3-K 華北総合調査研究所
カホクソウゴウチョウサケンキュウ
ショ

太古洋行天津支店調査報告書－北支ニ於ケル米英ノ
経済工作ニ関スル調査－

タイコヨウコウテンシンシテン 11-1-後

Hb2-は3-MI 森次　勲 モリツグ　イサオ 亜細亜火油公司天津支店調査報告書 アジアカユコウシジテンシン… 11-1-後
Hb3-DH ダイヤー，ヘンリー ダイヤー，ヘンリー 工業進化論 コウギョウシンカロン 11-1-後
Hb3-K 国策研究会 コクサクケンキュウカイ 決戦企業整備の全貌 ケッセンキギョウセイビノゼンボウ 11-1-後
Hb3-KY 小林　義雄 コバヤシ　ヨシオ 企業整備と独占資本 キギョウセイビトドクセンシホン 11-1-後

Hb3-N 日本生産性本部中小企業部
ニホンセイサンセイホンブチュウショ
ウキギョウブ

日本の中小企業－問題の解明と展望－ ニホンノチュウショウキギョウ 11-1-後

Hb3-N 野村証券株式会社調査部
ノムラショウケンカブシキガイシャ
チョウサブ

日本の大企業－世界のビッグ・ビジネスとくらべて－ ニホンノダイキギョウ 11-1-後
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Hb3-T 東京商工會議所 トウキョウショウコウカイギショ 中小企業整備要綱輯録（4種） チュウショウキギョウセイビヨウコウシュウロク 11-1-後
Hb3-YT 山中　篤太郎 ヤマナカ　トクタロウ 中小企業研究二十五年－産業構造・中小企業研究－ チュウショウキギョウケンキュウ25ネン 11-1-後
Hb3-YT 山中　篤太郎 ヤマナカ　トクタロウ 中小工業の諸問題 チュウショウコウギョウノショモンダイ 11-1-後

Hb3-は2-C 朝鮮金融組合連合会
チョウセンキンユウクミアイレンゴウ
カイ

企業整備に関する資料 キギョウセイビニカンスルシリョウ 11-1-後

Hb4-A 足利銀行 アシカガギンコウ 創立四十年誌 ソウリツ40ネンシ 11-1-後
Hb4-C 中央公論社 チュウオウコウロンシャ 中央公論社七十年史 チュウオウコウロンシャ70ネンシ 11-1-後
Hb4-C 中小企業金融公庫 チュウショウキギョウキンユウコウコ 中小企業金融公庫十年史 チュウショウキギョウキンユウコウコ10ネンシ 11-1-後

Hb4-C 朝鮮銀行史編纂委員会
チョウセンギンコウシヘンサンイイン
カイ

朝鮮銀行略史 チョウセンギンコウリャクシ 11-1-後

Hb4-C 朝鮮金融組合協会 チョウセンキンユウクミアイキョウカ 朝鮮金融組合史 チョウセンキンユウクミアイシ 11-1-後

Hb4-C 朝鮮金融組合連合会
チョウセンキンユウクミアイレンゴウ
カイ

朝鮮金融組合連合会十年史 チョウセンキンユウクミアイレンゴウカイ10ネンシ 11-2-前

Hb4-C 朝鮮殖産銀行 チョウセンショクサンギンコウ 朝鮮殖産銀行十年志 チョウセンショクサンギンコウ10ネンシ 11-2-前
Hb4-C 朝鮮殖産銀行 チョウセンショクサンギンコウ 朝鮮殖産銀行と朝鮮の産業 チョウセンショクサンギンコウト… 11-2-前
Hb4-D （財団法人）大日本蠶絲会 ザイダンホウジンダイニホンサンシ 日本蠶絲統制株式会社史（下） ニホンサンシトウセイカブシキガイシャシ 11-2-前
Hb4-D 大日本印刷株式会社 ダイニホンインサツカブシキガイシャ 七十五年の歩み－大日本印刷株式会社史－（2冊） 75ネンノアユミ 11-2-前
Hb4-D 大日本蠶絲会 ダイニホンサンシカイ 日本蠶絲統制株式会社史（上） ニホンサンシトウセイカブシキガイシャシ 11-2-前
Hb4-D 大日本製糖株式会社 ダイニホンセイトウカブシキガイシャ 日糖 近二十五年史 ニットウサイキン25ネンシ 11-2-前

Hb4-D 大日本人造肥料株式会社
ダイニホンジンゾウヒリョウカブシキ
ガイシャ

創業三十年紀念誌（2冊） ソウギョウ30ネンキネンシ 11-2-前

Hb4-D 株式会社第百七銀行 カブシキガイシャダイ107ギンコウ 第百七銀行史 ダイ107ギンコウシ 11-2-前
Hb4-D 株式会社第一銀行 カブシキガイシャダイイチギンコウ 第一銀行五十年史小史（2冊） ダイイチギンコウ50ネンシショウシ 11-2-前
Hb4-D 株式会社第四銀行 カブシキガイシャダイシギンコウ 第四銀行八十年史 ダイシギンコウ80ネンシ 11-2-前
Hb4-D 第一銀行 ダイイチギンコウ 第一銀行 ダイイチギンコウ 11-2-前
Hb4-D 第一銀行 ダイイチギンコウ 第一銀行五十年史小史 ダイイチギンコウ50ネンシショウシ 11-2-前

Hb4-D 第一銀行八十年史編集室
ダイイチギンコウ80ネンシヘンシュ
ウシツ

第一銀行史（上）（下） ダイイチギンコウシ 11-2-前

Hb4-D 第一證券株式会社 ダイイチショウケンカブシキガイシャ 30年の歩み 30ネンノアユミ 11-2-前
Hb4-D 第一生命保険相互会社 ダイイチセイメイホケンソウゴカイ 第一生命保険25年史 ダイイチセイメイホケン25ネンシ 11-2-前
Hb4-D 第一物産株式会社 ダイイチブッサンカブシキカイシャ 三井物産会社小史 ミツイブッサンカイシャショウシ 11-2-前

Hb4-D 大同毛織株式会社資料室
ダイドウケオリカブシキカイシャシ
リョウシツ

糸ひとすじ（上）（下）－大同毛織の歴史とその中におけ
る栗原ウメ－

イトヒトスジ 11-2-前

Hb4-D 大同製鋼株式会社 ダイドウセイコウカブシキガイシャ 大同製鋼の現況と四十年の歩み ダイドウセイコウノゲンキョウト40ネンノアユミ 11-2-前
Hb4-D 大日本麦酒株式会社 ダイニホンビールカブシキガイシャ 大日本麦酒株式会社三十年史 ダイニホンビールカブシキガイシャ30ネンシ 11-2-前
Hb4-D 大日本紡績株式会社 ダイニホンボウセキカブシキガイ 大日本紡績株式会社五十年記要（2冊） ダイニホンボウセキガイシャ50ネンキヨウ 11－2－後
Hb4-D ダイヤモンド社 ダイヤモンドシャ ダイヤモンド社二十五年史（2冊） ダイヤモンドシャ25ネンシ 11－2－後
Hb4-D ダイヤモンド社 ダイヤモンドシャ ＜水産＞日本水産－産業フロンティア物語－ スイサンニホンスイサン 11－2－後
Hb4-D ダイヤモンド社 ダイヤモンドシャ 吉富製薬－たゆまぬ研究と発展をつづける ヨシトミセイヤク 11－2－後
Hb4-D 大和證券株式会社 ダイワショウケンカブシキガイシャ 大和證券60年史 ダイワショウケン60ネンシ 11－2－後
Hb4-D 同和鉱業株式会社 ドウワコウギョウカブシキガイシャ 70年の回顧 70ネンノカイコ 11－2－後

Hb4-F
（株式会社）富士銀行七十周年記念
事業委員会

カブシキガイシャフジギンコウ７０
シュウネンキネン…

富士銀行七十年誌 フジギンコウ70ネンシ 11－2－後

Hb4-F
（株式会社）富士銀行八十年史編集
委員

カブシキガイシャフジギンコウ８０ネ
ンシヘンシュウ…

富士銀行八十年史 フジギンコウ80ネンシ 11－2－後

Hb4-F （株式会社）藤田組 カブシキガイシャフジタグミ 藤田組の五十年 フジタグミノ50ネン 11－2－後
Hb4-F 福島県農工銀行 フクシマケンノウコウギンコウ 福島県農工銀行沿革史 フクシマケンノウコウギンコウエンカクシ 11－2－後
Hb4-F 福助足袋株式会社 フクスケタビカブシキガイシャ 福助足袋の六十年－近世足袋文化史－（2冊） フクスケタビノ60ネン 11－2－後

Hb4-F 不二越鋼材工業株式会社
フジコシコウザイコウギョウカブシキ
ガイシャ

不二越二十五年（2冊） フジコシ25ネン 11－2－後

Hb4-F 富士製鉄株式会社釜石製鉄所
フジセイテツカブシキガイシャカマイ
シセイテツショ

釜石製鉄所七十年史 カマイシセイテツショ70ネンシ 11－2－後
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Hb4-F 富士製鉄株式会社室蘭製鉄所
フジセイテツカブシキカイシャムロラ
ンセイテツショ

室蘭製鉄所50年史 ムロランセイテツショ50ネンシ 11－2－後

Hb4-F 富士製鉄㈱釜石製鉄所
フジセイテツカブシキガイシャカマイ
シセイテツショ

近代鉄産業の成立―釜石製鉄所前史― キンダイテツサンギョウノセイリツ 11－2－後

Hb4-F 富士石油株式会社 フジセキユカブシキガイシャ 富士石油の十年 フジセキユノ10ネン 11－2－後

Hb4-F 藤本ビルブローカー證券株式会社
フジモトビルブローカーショウケンカ
ブシキガイシャ

藤本ビルブローカー證券株式会社三十年史（3冊）
フジモトビルブローカーショウケンカブシキガイシャ30
ネンシ

11－2－後

Hb4-FJ 藤木　實也 フジキ　ジツヤ 富岡製糸所史 トミオカセイシショシ 11－2－後

Hb4-H 阪神急行電鉄株式会社
ハンシンキュウコウデンテツカブシ
キガイシャ

阪神急行電鉄二十五年史 ハンシンキュウコウデンテツ25ネンシ 11－2－後

Hb4-H 平尾賛平商店 ヒラオサンペイショウテン 平尾賛平商店五十年史 ヒラオサンペイショウテン50ネンシ 11－2－後
Hb4-H 日立製作所 ヒタチセイサクショ 日立製作所史 ヒタチセイサクショシ 11－2－後
Hb4-H 日立造船株式会社 ヒタチゾウセンカブシキガイシャ 日立造船90周年を迎えて ヒタチゾウセン90シュウネンヲムカエテ 11－2－後
Hb4-H 報知新聞社 ホウチシンブンシャ 報知七十年 ホウチ70ネン 11-3-前
Hb4-H 北海道拓殖銀行 ホッカイドウタクショクギンコウ 北海道拓殖銀行小史 ホッカイドウタクショクギンコウショウシ 11-3-前
Hb4-H 北海道拓殖銀行 ホッカイドウタクショクギンコウ 北海道拓殖銀行創業十年誌 ホッカイドウタクショクギンコウソウギョウ10ネンシ 11-3-前

Hb4-H 北海道炭礦汽船株式会社
ホッカイドウタンコウキセンカブシキ
ガイシャ

北炭七十年 ホクタン70ネン 11-3-前

Hb4-H 北海道炭礦汽船株式会社
ホッカイドウタンコウキセンカブシキ
ガイシャ

五十年史 50ネンシ 11-3-前

Hb4-H 北海道炭礦汽船株式会社
ホッカイドウタンコウキセンカブシキ
ガイシャ

70年史 70ネンシ 11-3-前

Hb4-HY 帆刈　芳之助 ホカリ　ヨシノスケ 安田王国の解剖 ヤスダオウコクノカイボウ 11-3-前
Hb4-HY 星野　靖之助 ホシノ　ヤスノスケ 三井百年 ミツイ100ネン 11-3-前
Hb4-I （株式会社）池貝鐵工所 カブシキガイシャイケガイテッコウ 池貝鐵工所五十年史 イケガイテッコウショ50ネンシ 11-3-前

Hb4-I いすゞ自動車史編集委員会
イスズジドウシャシヘンシュウイイン
カイ

いすゞ自動車史 イスズジドウシャシ 11-3-前

Hb4-I 岩井産業株式会社 イワイサンギョウカブシキカイシャ 岩井百年史 イワイ100ネンシ 11-3-前
Hb4-IS 稲村　青圃 イナムラ　セイホ 明治製菓の今昔 メイジセイカノコンジャク 11-3-前
Hb4-J 実業之日本社 ジツギョウノニホンシャ 実業之日本社七十年史 ジツギョウノニホンシャ70ネンシ 11-3-前
Hb4-J ジャパンライン株式会社社史編纂室 ジャパンラインカブシキガイシャ 日東商船株式会社社史 ニットウショウセンカブシキガイシャシャシ 11-3-前

Hb4-J
日本窒素肥料株式会社朝鮮窒素肥
料株式会社

ニホンチッソヒリョウカブシキガイ
シャチョウセンチッソヒリョウカブシキ
ガイシャ

事業概況 ジギョウガイキョウ 11-3-前

Hb4-JM ジェームズ，マーキス ジェームズ　マーキス バンク・オブ・アメリカ－その創業と発展－ バンクオブアメリカ 11-3-前
Hb4-K 金田油化株式会社 カネダユカカブシキガイシャ おかげさまで70年 オカゲサマデ70ネン 11-3-前
Hb4-K 川崎造船所 カワサキゾウセンショ 川崎造船所40年史 カワサキゾウセンショ40ネンシ 11-3-前

Hb4-K 九州水力電気株式会社
キュウシュウスイリョクデンキカブシ
キガイシャ

九州水力電気株式会社二十年沿革史
キュウシュウスイリョクデンキカブシキガイシャ20ネン
…

11-3-前

Hb4-K 国際通運株式会社 コクサイツウウンカブシキガイシャ 国際通運株式会社史（2冊） コクサイツウウンカブシキガイシャシ 11-3-前

Hb4-K 花王石鹸五十年史編集委員会
カオウセッケン50ネンシヘンシュウイ
インカイ

花王石鹸五十年史 カオウセッケン50ネンシ 11-3-前

Hb4-K 花王石鹸株式会社 カオウセッケンカブシキガイシャ 花王石鹸七十年史 カオウセッケン70ネンシ 11-3-前

Hb4-K
関西電力株式会社黒四建設記録編
集委員会

カンサイデンリョクカブシキガイシャ
クロヨンケンセツキロク…

黒部川第四発電所建設史 クロベガワダイ4ハツデンショケンセツシ 11-3-前

Hb4-M （株式会社）松井経済研究所
カブシキガイシャマツイケイザイケン
キュウショ

激流に生きる－日東証券60年の歩み－ ゲキリュウニイキル 11-3-前

Hb4-M （株式会社）三井銀行 カブシキガイシャミツイギンコウ 三井銀行五十年史 ミツイギンコウ50ネンシ 11-3-前
Hb4-M （株式会社）三井銀行 カブシキガイシャミツイギンコウ 三井銀行八十年史 ミツイギンコウ80ネンシ 11-3-前
Hb4-M （株式会社）三井銀行 カブシキガイシャミツイギンコウ 三井銀行100年のあゆみ ミツイギンコウ100ネンノアユミ 11-3-前
Hb4-M （株式会社）宮田製作所 カブシキガイシャミヤタセイサクショ 宮田製作所70年史 ミヤタセイサクショ70ネンシ 11-3-前
Hb4-M 三井船舶株式会社 ミツイセンパクカブシキガイシャ 創業八十年史 ソウギョウ80ネンシ 11-3-前
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Hb4-M 南満洲鉄道株式会社
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャ

南満洲鉄道株式会社十年史 ミナミマンシュウテツドウカブシキガイシャ10ネンシ （3F）

Hb4-M 南満洲鉄道株式会社
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャ

南満洲鉄道株式会社第二次十年史 ミナミマンシュウテツドウカブシキガイシャダイ2ジ… （3F）

Hb4-M 南満洲鉄道株式会社
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャ

南満洲鉄道株式会社二十年略史（2冊）
ミナミマンシュウテツドウカブシキガイシャ20ネンリャク
シ

11-3-後

Hb4-M 南満洲鉄道株式会社総裁室弘報課
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャソウサイ…

南満洲鉄道株式会社三十年略史 ミナミマンシュウテツドウカブシキガイシャ30ネン… （3F）

Hb4-M 松下電器産業株式会社
マツシタデンキサンギョウカブシキガ
イシャ

創業三十五年史（4冊） ソウギョウ35ネンシ 11-3-後

Hb4-M 松下電器産業株式会社
マツシタデンキサンギョウカブシキガ
イシャ

創業三十五年史追補（4冊） ソウギョウ35ネンシツイホ 11-3-後

Hb4-M 丸三証券株式会社社史編集委員会
マルサンショウケンカブシキガイシャ
シャシヘンシュウ…

丸三証券六十年史 マルサンショウケン60ネンシ 11-3-後

Hb4-M 満洲中央銀行 マンシュウチュウオウギンコウ 満洲中央銀行十年史 マンシュウチュウオウギンコウ10ネンシ 11-3-後

Hb4-M 満洲中央銀行調査課
マンシュウチュウオウギンコウチョウ
サカ

熱河興業銀行史（2冊） ネッカコウギョウギンコウシ 11-3-後

Hb4-M 三井信託銀行50年史編纂委員会 ミツイシンタクギンコウ50ネンシ… 三井信託銀行五十年史 ミツイシンタクギンコウ50ネンシ 11-3-後
Hb4-M 三井信託銀行株式会社 ミツイシンタクギンコウカブシキガイ 三井信託銀行三十年史 ミツイシンタクギンコウ30ネンシ 11-3-後

Hb4-M 三菱銀行史編集委員会
ミツビシギンコウシヘンシュウイイン
カイ

三菱銀行史 ミツビシギンコウシ 11-3-後

Hb4-M 三菱電機株式会社 ミツビシデンキカブシキガイシャ 建業回顧（2冊） ケンギョウカイコ 11-3-後
Hb4-M 明治製糖株式会社 メイジセイトウカブシキガイシャ 十五年史 15ネンシ 11-3-後
Hb4-M 明治製糖株式会社 メイジセイトウカブシキガイシャ 明治製糖株式会社三十年史（2冊） メイジセイトウカブシキガイシャ30ネンシ 11-3-後
Hb4-M 明治生命保険会社 メイジセイメイホケンガイシャ 明治生命五十年史 メイジセイメイ50ネンシ 11-3-後
Hb4-M 明治生命保険株式会社 メイジセイメイホケンカブシキガイ 明治生命保険株式会社六十年史 メイジセイメイホケンカブシキガイシャ60ネンシ 11-3-後
Hb4-M 明治生命保険相互会社 メイジセイメイホケンソウゴガイシャ 明治生命七十年史 メイジセイメイ70ネンシ 11-3-後
Hb4-M 明治生命保険相互会社 メイジセイメイホケンソウゴガイシャ 明治生命八十年史 メイジセイメイ80ネンシ 11-3-後
Hb4-M 紅葉屋調査部 モミジヤチョウサブ 紅葉屋10年志 モミジヤ10ネンシ 11-3-後
Hb4-M 三菱創業百年記念事業委員会 ミツビシソウギョウ100ネンキネン… 三菱の百年 ミツビシノ100ネン 11-3-後

Hb4-M
三菱造船株式会社長崎造船所職工
課

ミツビシゾウセンカブシキガイシャナ
ガサキ…

三菱長崎造船所史（1） ミツビシナガサキゾウセンショシ 11-3-後

Hb4-M 南満洲鉄道株式会社鉄道部貨物課
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャテツドウブ…

混保十五年史 コンポ15ネンシ 11-3-後

Hb4-M 三菱会社規則 ミツビシカイシャキソク 11-3-後
Hb4-MH 松江　春次 マツエ　ハルツグ 南洋開拓拾年誌 ナンヨウカイタク10ネンシ 11-3-後
Hb4-N （株式会社）奈良屋 カブシキガイシャナラヤ 奈良屋弐百年 ナラヤ200ネン 11-3-後
Hb4-N （株式会社）新潟鉄工所 カブシキガイシャニイガタテッコウ 新潟鉄工所40年史 ニイガタテッコウショ40ネンシ 11-3-後
Hb4-N 日本碍子株式会社 ニホンガラスカブシキガイシャ 日本碍子株式会社三十年史 ニホンガラスカブシキガイシャ30ネンシ 11-3-後
Hb4-N 日本勧業銀行 ニホンカンギョウギンコウ 日本勧業銀行三十年史 ニホンカンギョウギンコウ30ネンシ 11-4-前
Hb4-N 日本勧業銀行 ニホンカンギョウギンコウ 日本勧業銀行七十年史 ニホンカンギョウギンコウ70ネンシ 11-4-前
Hb4-N 日本勧業銀行 ニホンカンギョウギンコウ 日本勧業銀行七十年史統計資料集 ニホンカンギョウギンコウ70ネンシトウケイシリョウシュ 11-4-前
Hb4-N 日本勧業銀行 ニホンカンギョウギンコウ 日本勧業銀行創業十年誌 ニホンカンギョウギンコウソウギョウ10ネンシ 11-4-前
Hb4-N 日本勧業銀行 ニホンカンギョウギンコウ 日本勧業銀行創業二十年誌（2冊） ニホンカンギョウギンコウソウギョウ20ネンシ 11-4-前
Hb4-N 日本勧業銀行調査課 ニホンカンギョウギンコウチョウサカ 日本勧業銀行四十年誌 ニホンカンギョウギンコウ40ネンシ 11-4-前
Hb4-N 日本勧業銀行調査課 ニホンカンギョウギンコウチョウサカ 日本勧業銀行史－特殊銀行時代－ ニホンカンギョウギンコウシ 11-4-前
Hb4-N 日本勧業銀行調査部 ニホンカンギョウギンコウチョウサブ 日本勧業銀行六十年史 ニホンカンギョウギンコウ60ネンシ 11-4-前
Hb4-N 日本不動産銀行 ニホンフドウサンギンコウ 日本不動産銀行十年史 ニホンフドウサンギンコウ10ネンシ 11-4-前
Hb4-N 日本毛織株式会社 ニホンケオリカブシキガイシャ 日本毛織30年史 ニホンケオリ30ネンシ 11-4-前
Hb4-N 内国通運株式会社 ナイコクツウウンカブシキガイシャ 内国通運株式会社発達史（2冊） ナイコクツウウンカブシキガイシャハッタツシ 11-4-前
Hb4-N 灘商業銀行 ナダショウギョウギンコウ 灘商業銀行四十年史 ナダショウギョウギンコウ40ネンシ 11-4-前
Hb4-N 日興証券株式会社 ニッコウショウケンカブシキガイシャ 日興証券株式会社50年史 ニッコウショウケンカブシキガイシャ50ネンシ 11-4-前
Hb4-N 日興証券株式会社 ニッコウショウケンカブシキガイシャ 日興証券株式会社50年史資料編 ニッコウショウケンカブシキガイシャ50ネンシシリョウヘ 11-4-前
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Hb4-N 日東証券株式会社 ニットウショウケンカブシキガイシャ 父子二代－日東証券の五十年－ オヤコニダイ 11-4-前
Hb4-N 日本開発銀行 ニホンカイハツギンコウ 日本開発銀行－創立10周年－ ニホンカイハツギンコウ 11-4-前
Hb4-N 日本開発銀行 ニホンカイハツギンコウ 日本開発銀行二十五年史 ニホンカイハツギンコウ25ネンシ 11-4-前
Hb4-N 日本開発銀行10年史編集委員会 ニホンカイハツギンコウ10ネンシ… 日本開発銀行10年史 ニホンカイハツギンコウ10ネンシ 11-4-前
Hb4-N 日本軽金属株式会社 ニホンケイキンゾクカブシキガイシャ 日本軽金属20年史 ニホンケイキンゾク20ネンシ 11-4-前
Hb4-N 日本経済新聞社 ニホンケイザイシンブンシャ 日本経済新聞九十年史 ニホンケイザイシンブン90ネンシ 11-4-前
Hb4-N 日本鋼管株式会社 ニホンコウカンカブシキガイシャ 日本鋼管株式会社創業二十年回顧録 ニホンコウカンカブシキガイシャソウギョウ20ネンカイコ 11-4-前
Hb4-N 日本鋼管株式会社 ニホンコウカンカブシキガイシャ 日本鋼管株式会社三十年史 ニホンコウカンカブシキガイシャ30ネンシ 11-4-前
Hb4-N 日本鋼管株式会社 ニホンコウカンカブシキガイシャ 日本鋼管株式会社四十年史 ニホンコウカンカブシキガイシャ40ネンシ 11-4-前

Hb4-N
日本鉱業株式会社五十年史編集委
員会

ニホンコウギョウカブシキガイシャ50
ネンシヘンシュウイインカイ

五十年史 50ネンシ 11-4-後

Hb4-N 日本興業銀行 ニホンコウギョウギンコウ 日本興業銀行十年史 ニホンコウギョウギンコウ10ネンシ 11-4-後
Hb4-N 日本興業銀行調査部 ニホンコウギョウギンコウチョウサブ 日本興業銀行 近十年史 ニホンコウギョウギンコウサイキン10ネンシ 11-4-後

Hb4-N 日本興業銀行臨時史料室
ニホンコウギョウギンコウリンジシ
リョウシツ

日本興業銀行五十年史 ニホンコウギョウギンコウ50ネンシ 11-4-後

Hb4-N 日本興業銀行臨時史料室
ニホンコウギョウギンコウリンジシ
リョウシツ

日本興業銀行五十年史年表 ニホンコウギョウギンコウ50ネンシネンピョウ 11-4-後

Hb4-N
日本工業倶楽部五十年史編集委員
会

ニホンコウギョウクラブ50ネンシヘン
シュウイインカイ

日本工業倶楽部五十年史 ニホンコウギョウクラブ50ネンシ （3F）

Hb4-N 日本証券金融株式会社
ニホンショウケンキンユウカブシキ
ガイシャ

10年のあゆみ 10ネンノアユミ 11-4-後

Hb4-N 日本証券金融株式会社
ニホンショウケンキンユウカブシキ
ガイシャ

日本証券金融株式会社10年史 ニホンショウケンキンユウカブシキガイシャ10ネンシ 11-4-後

Hb4-N 日本水産株式会社 ニホンスイサンカブシキガイシャ 日本水産五十年史 ニホンスイサン50ネンシ 11-4-後

Hb4-N 日本製鉄株式会社史編集委員会
ニホンセイテツカブシキガイシャシヘ
ンシュウイインカイ

日本製鉄株式会社史 ニホンセイテツカブシキガイシャシ 11-4-後

Hb4-N 日本生命保険株式会社 ニホンセイメイホケンカブシキガイ 日本生命保険株式会社五十年史 ニホンセイメイホケンカブシキガイシャ50ネンシ 11-4-後
Hb4-N 日本生命保険相互会社 ニホンセイメイホケンソウゴガイシャ 日本生命70年のあゆみ ニホンセイメイ70ネンノアユミ 11-4-後

Hb4-N 日本石油株式会社調査課
ニホンセキユカブシキガイシャチョウ
サカ

日本石油史 ニホンセキユシ 11-4-後

Hb4-N 日本石油史編集室 ニホンセキユシヘンシュウシツ 日本石油史－創立七十周年記念（3冊） ニホンセキユシ 11-4-後
Hb4-N 日本セメント株式会社 二ホンセメントカブシキガイシャ 80年の歩み 80ネンノアユミ 11-4-後
Hb4-N 日本セメント株式会社 ニホンセメントカブシキガイシャ 70年史本編 70ネンシホンペン 11-4-後
Hb4-N 日本セメント株式会社 ニホンセメントカブシキガイシャ 七十年史序編 70ネンシジョヘン 11-4-後
Hb4-N 日本タオル卸商業組合 ニホンタオルオロシショウギョウクミ 日本タオル沿革史 ニホンタオルエンカクシ 11-4-後
Hb4-N 日本通運株式会社 ニホンツウウンカブシキガイシャ 日通20年史 ニッツウ20ネンシ 11-4-後
Hb4-N 日本通運株式会社 ニホンツウウンカブシキガイシャ 社史日本通運株式会社 シャシニホンツウウンカブシキガイシャ 11-4-後
Hb4-N 日本電気協会 ニホンデンキキョウカイ 三十年史 30ネンシ 11-4-後
Hb4-N 日本電信電話公社 ニホンデンシンデンワコウシャ 電話75年のあゆみ　1965 デンワ75ネンノアユミ1965 11-4-後
Hb4-N 日本ペイント株式会社 ニホンペイントカブシキガイシャ 日本ペイント製造株式会社三十年史 ニホンペイントセイゾウカブシキガイシャ30ネンシ 11-4-後
Hb4-N 日本貿易協会 ニホンボウエキキョウカイ 日本貿易協会五十年史 ニホンボウエキキョウカイ50ネンシ 11-5-前
Hb4-N 日本郵船株式会社 ニホンユウセンカブシキガイシャ 七十年史 70ネンシ 11-5-前
Hb4-N 日本郵船株式会社 ニホンユウセンカブシキガイシャ 日本郵船株式会社五十年史 ニホンユウセンカブシキガイシャ50ネンシ 11-5-前
Hb4-N 日本輸出入銀行 ニホンユシュツニュウギンコウ 十年のあゆみ 10ネンノアユミ 11-5-前
Hb4-N 農林中央金庫調査部 ノウリンチュウオウキンコチョウサブ 農林中央金庫史（1）～（4）別巻 ノウリンチュウオウキンコシ 11-5-前
Hb4-N 野村證券（株） ノムラショウケンカブシキガイシャ 野村證券株式会社十年史 ノムラショウケンカブシキガイシャ10ネンシ 11-5-前

Hb4-N 日清製粉株式会社社史編纂委員会
ニッシンセイフンカブシキガイシャ
シャシヘンサンイインカイ

日清製粉株式会社史 ニッシンセイフンカブシキガイシャシ 11-5-前

Hb4-N 日清紡績株式会社 ニッシンボウセキカブシキガイシャ 日清紡績60年史 ニッシンボウセキ60ネンシ 11-5-前
Hb4-N 日本証券新聞社 ニホンショウケンシンブンシャ 日本証券新聞二十年小史 ニホンショウケンシンブン20ネンショウシ 11-5-前
Hb4-N 日興証券株式会社 ニッコウショウケンカブシキガイシャ 日興証券株式会社十年史 ニッコウショウケンカブシキガイシャ10ネンシ 11-5-前

Hb4-N 日本経済新聞社社史編集室
ニホンケイザイシンブンシャシャシヘ
ンシュウシツ

日本経済新聞社100年史 ニホンケイザイシンブンシャ100ネンシ 11-5-前
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Hb4-N 日本毛織株式会社 ニホンケオリカブシキガイシャ 日本毛織三十年史 ニホンケオリ30ネンシ 11-5-前
Hb4-N 日本鉄道株式会社沿革史 ニホンテツドウカブシキガイシャエンカクシ 11-5-前
Hb4-NK 成田　潔英 ナリタ　キヨヒデ 王子製紙社史（1）～（4）、附録 オウジセイシシャシ 11-5-前
Hb4-NT 中野　敏雄 ナカノ　トシオ 中之島製紙の沿革 ナカノシマセイシノエンカク 11-5-前
Hb4-O 王子電気軌道株式会社 オウジデンキキドウカブシキガイ 王子電気軌道株式会社三十年史 オウジデンキキドウカブシキガイシャ30ネンシ 11-5-前
Hb4-O 大阪商船株式会社 オオサカショウセンカブシキガイシャ 大阪商船株式会社五十年史（2冊） オオサカショウセンカブシキガイシャ50ネンシ 11-5-前
Hb4-O 大阪商船株式会社 オオサカショウセンカブシキガイシャ 吾社之実力 ワガシャノジツリョク 11-5-前
Hb4-O 大阪毎日新聞社 オオサカマイニチシンブンシャ 大阪毎日新聞五十年 オオサカマイニチシンブン50ネン 11-5-後
Hb4-O 大阪毎日新聞社 オオサカマイニチシンブンシャ 大阪毎日新聞社史（2冊） オオサカマイニチシンブンシャシ 11-5-後

Hb4-O 小野田セメント製造（株）
オノダセメントセイゾウカブシキガイ
シャ

創業五十年史－昭和6年5月3日記念出版－ ソウギョウ50ネンシ 11-5-後

Hb4-S （株式会社）サン・アド カブシキガイシャサンアド サントリーの70年（1）（2） サントリーノ70ネン 11-5-後
Hb4-S （株式会社）住友銀行 カブシキガイシャスミトモギンコウ 住友銀行三十年史 スミトモギンコウ30ネンシ 11-5-後

Hb4-S
（株式会社）杉村倉庫社史編集委員
会

カブシキガイシャスギムラソウコシャ
シヘンシュウイインカイ

杉村倉庫創業七十五年史 スギムラソウコソウギョウ75ネンシ 11-5-後

Hb4-S （株式会社）秀英舎 カブシキガイシャシュウエイシャ （株式会社）秀英舎沿革誌（2冊） カブシキガイシャシュウエイシャエンカクシ 11-5-後
Hb4-S （株式会社）秀英舎 カブシキガイシャシュウエイシャ 創業五十年誌 ソウギョウ50ネンシ 11-5-後
Hb4-S 神鋼五十年史編纂委員会 シンコウ50ネンシヘンサンイインカイ 神鋼五十年史（2冊） シンコウ50ネンシ 11-5-後

Hb4-S 埼玉銀行史編集委員会
サイタマギンコウシヘンシュウイイン
カイ

埼玉銀行史 サイタマギンコウシ 11-5-後

Hb4-S 産業組合中央金庫 サンギョウクミアイチュウオウキンコ 産業組合中央金庫十年誌（2冊） サンギョウクミアイチュウオウキンコ10ネンシ 11-5-後
Hb4-S 三共六十年史刊行委員会 サンキョウ60ネンシカンコウイインカ 三共六十年史 サンキョウ60ネンシ 11-5-後

Hb4-S 四国電力10年史編集委員会
シコクデンリョク10ネンシヘンシュウ
イインカイ

四国電力10年のあゆみ シコクデンリョク10ネンノアユミ 11-5-後

Hb4-S 住友銀行行史編集委員会
スミトモギンコウコウシヘンシュウイ
インカイ

続住友銀行史－行名復帰から創業七十周年まで－ ゾクスミトモギンコウシ 11-5-後

Hb4-S 住友金属工業株式会社
スミトモキンゾクコウギョウカブシキ
ガイシャ

住友金属工業六十年小史（2冊） スミトモキンゾクコウギョウ60ネンショウシ 11-5-後

Hb4-S
住友金属工業株式会社社史編集委
員会

スミトモキンゾクコウギョウカブシキ
ガイシャシャシ…

住友金属工業 近十年史（2冊） スミトモキンゾクコウギョウサイキン10ネンシ 11-5-後

Hb4-S
住友金属工業株式会社社史編集委
員会

スミトモキンゾクコウギョウカブシキ
ガイシャシャシ…

住友金属工業 近十年史－創業七十年記念－ スミトモキンゾクコウギョウサイキン10ネンシ 11-5-後

Hb4-S 住友金属鉱山株式会社
スミトモキンゾクコウザンカブシキガ
イシャ

住友の歴史－鉱業を中心としたる－ スミトモノレキシ 11-5-後

Hb4-S 白木屋 シロキヤ （株式会社）白木屋三百年史 カブシキガイシャシロキヤ300ネンシ 11-5-後

Hb4-S
鈴木自動車工業株式会社40年史編
纂委員会

スズキジドウシャコウギョウカブシキ
ガイシャ40ネンシヘンサンイインカイ

40年史－1920～1960年 40ネンシ 11-5-後

Hb4-S 千住製絨所 センジュセイジュウショ 千住製絨所五十年略史（2冊） センジュセイジュウショ50ネンリャクシ 11-5-後
Hb4-T （株式会社）玉造船所 カブシキガイシャタマゾウセンショ 三井物産株式会社造船部二十年史 ミツイブッサンカブシキガイシャゾウセンブ20ネンシ 11-5-後
Hb4-T 月島機械株式会社 ツキシマキカイカブシキガイシャ 月島機械株式会社50年史 ツキシマキカイカブシキガイシャ50ネンシ 11-5-後
Hb4-T 台湾銀行 タイワンギンコウ 台湾銀行二十年誌 タイワンギンコウ20ネンシ 11-5-後
Hb4-T 台湾銀行史編集室 タイワンギンコウシヘンシュウシツ 台湾銀行史 タイワンギンコウシ （3F）
Hb4-T 高島屋 タカシマヤ 高島屋100年史 タカシマヤ100ネンシ 11-6-前
Hb4-T 拓務省殖産局第二課 タクムショウショクサンキョクダイ２カ 満鐵ノ現況 マンテツノゲンキョウ 11-6-前
Hb4-T 立花証券株式会社 タチバナショウケンカブシキガイシャ 兜町波乱攻防二十年 カブトチョウハランコウボウ20ネン 11-6-前

Hb4-T 帝国人造絹絲株式会社
テイコクジンゾウケンシカブシキガイ
シャ

人絹工業之概観と当社之沿革 ジンケンコウギョウノガイカントトウシャノエンカク 11-6-前

Hb4-T 帝国人造絹糸株式会社
テイコクジンゾウケンシカブシキガイ
シャ

人絹工業之概観と当社之沿革（創立二十周年記念） ジンケンコウギョウノガイカントトウシャノエンカク 11-6-前

Hb4-T 帝国製麻株式会社 テイコクセイマカブシキガイシャ 帝国製麻株式会社三十年史 テイコクセイマカブシキガイシャ30ネンシ 11-6-前

Hb4-T 帝国生命保険株式会社
テイコクセイメイホケンカブシキガイ
シャ

帝国生命保険株式会社五十年史 テイコクセイメイホケンカブシキガイシャ50ネンシ 11-6-前

Hb4-T 鉄道省 テツドウショウ 鉄道一瞥 テツドウイチベツ 11-6-前
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Hb4-T 東北電力株式会社 トウホクデンリョクカブシキガイシャ 東北地方電気事業史 トウホクチホウデンキジギョウシ 11-6-前
Hb4-T 東京石川島造船所 トウキョウイシカワジマゾウセンジョ 東京石川島造船所五十年史 トウキョウイシカワジマゾウセンジョ50ネンシ 11-6-前

Hb4-T 東京海上火災保険株式会社
トウキョウカイジョウカサイホケンカ
ブシキガイシャ

東京海上火災保険株式会社六十年史
トウキョウカイジョウカサイホケンカブシキガイシャ60ネ
ンシ

11-6-前

Hb4-T 東京瓦斯株式会社 トウキョウガスカブシキガイシャ 東京瓦斯五十年史 トウキョウガス50ネンシ 11-6-前
Hb4-T 東京交換所 トウキョウコウカンショ 東京手形交換所沿革大要－創立満二十年記念－ トウキョウテガタコウカンショエンカクタイヨウ 11-6-前

Hb4-T 東京芝浦電気株式会社
トウキョウシバウラデンキカブシキガ
イシャ

芝浦製作所六十五年史（2冊） シバウラセイサクショ65ネンシ 11-6-前

Hb4-T 東京芝浦電気株式会社
トウキョウシバウラデンキカブシキガ
イシャ

東京芝浦電気株式会社八十五年史 トウキョウシバウラデンキカブシキガイシャ85ネンシ 11-6-前

Hb4-T 東京芝浦電気株式会社マツダ支社
トウキョウシバウラデンキカブシキガ
イシャマツダシシャ

東京電気株式会社五十年史 トウキョウデンキカブシキガイシャ50ネンシ 11-6-前

Hb4-T 東京手形交換所 トウキョウテガタコウカンショ 東京手形交換所一覧 トウキョウテガタコウカンショイチラン （3F）
Hb4-T 東京電燈株式会社 トウキョウデントウカブシキガイシャ 東京電燈株式会社開業五十年史（3冊） トウキョウデントウカブシキガイシャカイギョウ50ネンシ 11-6-前

Hb4-T 東洋インキ製造株式会社
トウヨウインキセイゾウカブシキガイ
シャ

印刷インキの歩み－東洋インキ六十年史－ インサツインキノアユミ 11-6-前

Hb4-T 東洋クロス株式会社 トウヨウクロスカブシキガイシャ 東洋クロス株式会社十五年史 トウヨウクロスカブシキガイシャ15ネンシ 11-6-前

Hb4-T
東洋経済新報社会社銀行八十年史
編集室

トウヨウケイザイシンポウシャカイ
シャギンコウ80ネンシヘンシュウシ

会社銀行八十年史1955 カイシャギンコウ80ネンシ （3F）

Hb4-T 東洋工業株式会社秘書課
トウヨウコウギョウカブシキガイシャ
ヒショカ

東洋工業株式会社三十年史 トウヨウコウギョウカブシキガイシャ30ネンシ 11-6-前

Hb4-T 東洋紡績株式会社 トウヨウボウセキカブシキガイシャ 東洋紡績創立20年記念 トウヨウボウセキソウリツ20ネンキネン 11-6-前

Hb4-T
東洋紡績株式会社「東洋紡績七十
年史」編集委員会

トウヨウボウセキカブシキガイシャト
ウヨウボウセキ70ネンヘンシュウイ
インカイ

東洋紡績七十年史 トウヨウボウセキ70ネンシ 11-6-後

Hb4-T 東洋レーヨン株式会社 トウヨウレーヨンカブシキガイシャ
レーヨン及びステープルファイバーの沿革と現況並に当
社の十五年史

レーヨンオヨビステープルファイバーノエンカク… 11-6-後

Hb4-T 東洋レーヨン株式会社 トウヨウレーヨンカブシキガイシャ 東洋レーヨン35年の歩み トウヨウレーヨン35ネンノアユミ 11-6-後

Hb4-T
東邦レーヨン株式会社二十五年史
編集委員会

トウホウレーヨンカブシキガイシャ25
ネンシヘンシュウイインカイ

東邦レーヨン二十五年史 トウホウレーヨン25ネンシ 11-6-後

Hb4-TI 津和　幾夫 ツワ　イクオ 創造する企業－天野修一－ ソウゾウスルキギョウ 11-6-後
Hb4-TK 高山　吉郎 タカヤマ　キチロウ 日本航空10年の歩み ニホンコウクウ10ネンノアユミ 11-6-後
Hb4-TS 田中　身喜 タナカ　シンキ 富士紡生るゝ頃 フジボウウマルルコロ 11-6-後

Hb4-Y
（株式会社）安田銀行六十周年記念
事業委員会

カブシキカイシャヤスダギンコウ60
シュウネンキネンジギョウイインカイ

安田銀行六十年誌（2冊） ヤスダギンコウ60ネンシ 11-6-後

Hb4-Y （株式会社）安川電気製作所
カブシキカイシャヤスカワデンキセイ
サクショ

安川電機40年史 ヤスカワデンキ40ネンシ 11-6-後

Hb4-Y 八幡製鉄株式会社八幡製鉄所
ヤハタセイテツカブシキカイシャヤハ
タセイテツショ

八幡製鉄所五十年誌 ヤハタセイテツショ50ネンシ 11-6-後

Hb4-Y 山一証券株式会社社史編集室
ヤマイチショウケンカブシキカイシャ
シャシヘンシュウシツ

山一証券史 ヤマイチショウケンシ 11-6-後

Hb4-Y 由井　常彦 ユイ　ツネヒコ 与志本五十年のあゆみ ヨシモト50ネンノアユミ 11-6-後
Hb4-Y 横浜電気株式会社 ヨコハマデンキカブシキガイシャ 横浜電気株式会社沿革史 ヨコハマデンキカブシキガイシャエンカクシ 11-6-後
Hb4-Y 与志本林業株式会社 ヨシモトリンギョウカブシキガイシャ 与志本50年のあゆみ ヨシモト50ネンノアユミ 11-6-後
Hb4-YT 山田　武太郎 ヤマダ　タケタロウ 三井物語 ミツイモノガタリ 11-6-後
Hb4-YY 山野　好恭 ヤマノ　ヨシヤス 常磐炭鉱誌（2冊） ジョウバンタンコウシ 11-6-後
Hb4-Z 全国信用金庫協会 ゼンコクシンヨウキンコキョウカイ 信用金庫史 シンヨウキンコシ （3F）

Hb4-Z 全日空社史編集委員会
ゼンニックウシャシヘンシュウイイン
カイ

大空へ20年 オオゾラヘ20ネン 11-6-後

Hb4-に6-Y 横浜正金銀行調査部 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ ファクトライ史（2冊） ファクトライシ 11-6-後
Hb5-AH 有沢　広巳 アリサワ　ヒロミ 産業の構造改善と企業合併 サンギョウノコウゾウカイゼントキギョウガッペイ 11-6-後
Hb5-GS 儀我　壮一郎 ギガ　ソウイチロウ 現代日本の独占企業 ゲンダイニホンノドクセンキギョウ 11-6-後
Hb5-HE ハードレー，エレノア　M． ハードレー　エレノア　エム 日本財閥の解体と再編成 ニホンザイバツノカイタイトサイヘンセイ （3F）
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Hb5-IT 伊藤　喬 イトウ　タカシ 三井グループ ミツイグループ 11-6-後
Hb5-K 金融経済研究所 キンユウケイザイケンキュウショ 財閥の機構と支配網一覧表（2冊） ザイバツノキコウトシハイモウ 11-6-後
Hb5-K 公正取引委員会 コウセイトリヒキイインカイ 日本の産業集中 ニホンノサンギョウシュウチュウ 11-6-後

Hb5-K 公正取引委員会事務局 コウセイトリヒキイインカイジムキョク
日本の企業集中－大企業による資本集中・株式所有・
合併の実態－

ニホンノキギョウシュウチュウ 11-6-後

Hb5-K 公正取引委員会調査部 コウセイトリヒキイインカイチョウサブ
日本における経済力集中の実態－戦前戦後の経済力
集中度調査－

ニホンニオケルケイザイリョクシュウチュウ… 11-6-後

Hb5-M 毎日新聞経済部 マイニチシンブンケイザイブ 新日鉄誕生す－独禁政策と巨大企業合併の記録－ シンニッテツタンジョウス 11-6-後

Hb5-M 南満洲鉄道（株）東亜経済調査局
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャトウアケイザイチョウサキョク

本邦基礎産業集中の現勢（1）（2） ホンポウキソサンギョウシュウチュウノゲンセイ 12-1-前

Hb5-M 南満洲鉄道（株）東亜経済調査局
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャトウアケイザイチョウサキョク

本邦基礎産業集中の現勢（其三）（2冊） ホンポウキソサンギョウシュウチュウノゲンセイ 12-1-前

Hb5-M 持株会社整理委員会調査部第二課
モチカブガイシャセイリイインカイ
チョウサブダイ2カ

日本財閥とその解体 ニホンザイバツトソノカイタイ （3F）

Hb5-M 持株会社整理委員会調査部第二課
モチカブガイシャセイリイインカイ
チョウサブダイ2カ

日本財閥とその解体　資料 ニホンザイバツトソノカイタイ （3F）

Hb5-M 持株会社整理委員会 モチカブガイシャセイリイインカイ 持株会社整理委員会白書 モチカブガイシャセイリイインカイハクショ 12-1-前
Hb5-M 毎日新聞社経済部 マイニチシンブンシャケイザイブ 公取委は燃えた－独禁法改正劇の知られざる裏面－ コウトリイワモエタ 12-1-前
Hb5-N 日本経済新聞社 ニホンケイザイシンブンシャ 産業再編成の動向－変容する企業集団－ サンギョウサイヘンセイノドウコウ 12-1-前
Hb5-N 日本産業株式会社 ニホンサンギョウカブシキガイシャ 日産及関係会社事業要覧（2冊） ニッサンオヨビカンケイガイシャジギョウヨウラン 12-1-前
Hb5-N 農商務省 ノウショウムショウ 我国商工業之現在及将来 ワガクニショウコウギョウノゲンザイオヨビショウライ 12-1-前
Hb5-N ペヴズネル ペヴズネル 日本の財閥（1）～（4） ニホンノザイバツ （3F）
Hb5-NH 錦織　尚 ニシキオリ　ヒサシ 日立グループ ヒタチグループ 12-1-前
Hb5-OT 大塚　豊次 オオツカ　トヨジ 三井と三菱 ミツイトミツビシ 12-1-前
Hb5-SJ 佐野　次郎 サノ　ジロウ 本邦企業者連合及合同（上） ホンポウキギョウシャレンゴウオヨビゴウドウ 12-1-前
Hb5-SK 柴垣　和夫 シバガキ　カズオ 三井・三菱の百年 ミツイミツビシノ100ネン 12-1-前
Hb5-SS 白柳　秀湖 シラヤナギ　シュウコ 住友物語 スミトモモノガタリ （3F）
Hb5-SS 白柳　秀湖 シラヤナギ　シュウコ 住友物語 スミトモモノガタリ 12-1-前
Hb5-ST 三宮　維信 サンノミヤ　イシン 日本財閥の実質を語る（前）－安田、住友両財閥の解 ニホンザイバツノジッシツヲカタル 12-1-前
Hb5-ST 三宮　維信 サンノミヤ　イシン 日本財閥の実質を語る（後）－三井、三菱両財閥の解 ニホンザイバツノジッシツヲカタル 12-1-前
Hb5-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本財閥の解剖 ニホンザイバツノカイボウ （3F）
Hb5-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本財閥論 ニホンザイバツロン （3F）
Hb5-TS 高宮　晋 タカミヤ　ススム 企業集中論 キギョウシュウチュウロン 12-1-前
Hb5-W ワインツワイグ ワインツワイグ 日本コンツェルン発達史 ニホンコンツェルンハッタツシ 12-1-前
Hb5-YS 安岡　重明 ヤスオカ　シゲアキ 財閥形成史の研究 ザイバツケイセイシノケンキュウ 12-1-前
Hb6-BK 馬場　光三 ババ　コウゾウ 上毛産業組合史 ジョウモウサンギョウクミアイシ 12-1-前

Hb6-C 朝鮮金融組合連合会調査課
チョウセンキンユウクミアイレンゴウ
カイチョウサカ

組合員は斯くして身を起す－金融組合員更生実話集－ クミアイインハカクシテミヲオコス 12-1-前

Hb6-HY 本位田　祥男 ホンイデン　ヨシオ 消費組合運動 ショウヒクミアイウンドウ 12-1-前
Hb6-K 機械工聯史編纂委員会 キカイコウレンシヘンサンイインカイ 機械工聯史（3冊） キカイコウレンシ 12-1-前

Hb6-K 神戸市経済部産業研究所
コウベシケイザイブサンギョウケン
キュウショ

統制経済と組合経営 トウセイケイザイトクミアイケイエイ 12-1-前

Hb6-K 神戸市産業課調査室 コウベシサンギョウカチョウサシツ 神戸市に於ける工業・貿易・商業組合 コウベシニオケルコウギョウ… 12-1-前
Hb6-KH 勝屋　英造 カツヤ　エイゾウ 淬励録 サイレイロク 12-1-前
Hb6-MH 三潴　彦太郎 ミツマ　ヒコタロウ 利用組合に関する調査（1） リヨウクミアイニカンスルチョウサ 12-1-前
Hb6-MS 向井　鹿松 ムカイ　シカマツ 産業組合経営論－組合配給の研究－ サンギョウクミアイケイエイロン 12-1-前
Hb6-OS 大塚　松蔭 オオツカ　ショウイン 名古屋肥料雑穀問屋組合沿革史（前） ナゴヤヒリョウザッコクトンヤクミアイ… 12-1-前
Hb6-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 第二次産業組合拡充三ヶ年計画 ダイニジサンギョウクミアイカクジュウ… 12-1-前
Hb6-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 反産業組合運動に関する調査 ハンサンギョウクミアイウンドウニカンスルチョウサ 12-1-前
Hb6-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 日本産業組合史 ニホンサンギョウクミアイシ （3F）
Hb6-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 日本産業組合史 ニホンサンギョウクミアイシ 12-1-前
Hb6-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 産業組合現勢調査 サンギョウクミアイゲンセイチョウサ 12-1-前
Hb6-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 産業組合擴充五ケ年計畫 サンギョウクミアイカクジュウ5カネンケイカク 12-1-前
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Hb6-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 産業組合に関する調査書（1）（2） サンギョウクミアイニカンスル… 12-1-前

Hb6-S 産業組合中央会長野支会
サンギョウクミアイチュウオウカイナ
ガノシカイ

信濃銀行の休業と産業組合の對策概要 シナノギンコウノキュウギョウトサンギョウクミアイ 12-1-前

Hb6-S 産業組合問題研究会
サンギョウクミアイモンダイケンキュ
ウカイ

産業組合問題研究会第1回報告書
サンギョウクミアイモンダイケンキュウカイダイ1カイホ
ウコクショ

12-1-前

Hb6-S 商工省工務局 ショウコウショウコウムキョク 重要物産同業組合一覧昭和7、9、10、12 ジュウヨウブッサンドウギョウクミアイイチラン 12-1-前
Hb6-S 商工省工務局 ショウコウショウコウムキョク 工業組合概況昭和9年 コウギョウクミアイガイキョウ 12-1-前
Hb6-S 商工省工務局 ショウコウショウコウムキョク 工業組合概況付工業組合一覧昭和8年（2冊） コウギョウクミアイガイキョウ 12-1-前
Hb6-S 商工省工務局 ショウコウショウコウムキョク 工業組合概況昭和9年（2冊） コウギョウクミアイガイキョウ 12-1-前
Hb6-SK 佐藤　寛次 サトウ　カンジ 産業組合経営（下） サンギョウクミアイケイエイ 12-1-後

Hb6-T 東京市商工貿易組合協会
トウキョウシショウコウボウエキクミ
アイキョウカイ

東京の貿易組合 トウキョウノボウエキクミアイ 12-1-後

Hb6-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 購買組合に関する調査（2冊） コウバイクミアイニカンスルチョウサ 12-1-後

Hb6-T 東京青果実業組合連合会
トウキョウセイカジツギョウクミアイレ
ンゴウカイ

東京青果実業組合連合会沿革史（2冊） トウキョウセイカジツギョウクミアイレンゴウカイ… 12-1-後

Hb6-T 東京土木建築業組合 トウキョウドボクケンチクギョウクミア 東京土木建築業組合沿革誌及び続編 トウキョウドボクケンチクギョウクミアイエンカクシ… 12-1-後
Hb6-T 東京府 トウキョウフ 東京府の産業組合 トウキョウフノサンギョウクミアイ 12-1-後
Hb6-T 東京府商工課 トウキョウフショウコウカ 重要物産同業組合並準則給合一覧 ジュウヨウブッサンドウギョウクミアイ… 12-1-後
Hb6-TN 田中　長茂 タナカ　ナガシゲ 産業組合問題 サンギョウクミアイモンダイ 12-1-後
Hb6-TT 高須　虎六 タカス　コロク 海外産業組合史 カイガイサンギョウクミアイシ 12-1-後
Hb6-YY 有働　良夫 ウドウ　ヨシオ 日本産業組合詳説 ニホンサンギョウクミアイショウセツ 12-1-後
Hb6-Z 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 全国産業組合大会第二十九回 ゼンコクサンギョウクミアイタイカイ 12-1-後
Hb6-は3-N 日本興業銀行調査部 ニホンコウギョウギンコウチョウサブ 現代支那に於ける合作社の意義と特質 ゲンダイシナニオケル… 12-1-後
Hb6-は3-SE Snow，Edgar Parks スノー　エドガー　パークス 民族の再建 ミンゾクノサイケン 12-1-後
Hb6-は3-T 高橋　公館 タカハシ　コウカン 中国合作事業の現勢－考察報告－ チュウゴクガッサクジギョウノゲンセイ 12-1-後
Hb7-KG 小平　権一 コダイラ　ゴンイチ 産業組合金融（上） サンギョウクミアイキンユウ 12-1-後
Hb7-S 社会政策学会 シャカイセイサクガッカイ 市営事業 シエイジギョウ 12-1-後
Hb7-TI 徳永　一之丞 トクナガ　イチノジョウ 産業組合会計 サンギョウクミアイカイケイ 12-1-後
Hb7-TT 竹中　龍雄 タケナカ　タツオ 日本公企業成立史 ニホンコウキギョウセイリツシ （3F）

Hb7-TY 高橋　芳郎 タカハシ　ヨシロウ
北海道産業組合史の基礎的研究－旧上川永山産業組
合の事業資料とその分析－

ホッカイドウサンギョウクミアイシノキソテキケンキュウ 12-1-後

Hb7-UY 宇原　義豊 ウハラ　ヨシトヨ
産業組合と反産運動－都市・農村経済ブロックの對立
と其統制－

サンギョウクミアイトハンサンウンドウ 12-1-後

Hb8-に1-T 東邦電力株式会社 トウホウデンリョクカブシキガイシャ 英国に於ける公共事業政策 エイコクニオケルコウキョウジギョウセイサク 12-1-後
Hb9-AK 赤松　小寅 アカマツ　コトラ 退職積立金法案の意義とその内容 タイショクツミタテキンホウアンノイギトソノナイヨウ 12-1-後
Hb9-B 弁理士会 ベンリシカイ 工業所有権法規沿革 コウギョウショユウケンホウキエンカク 12-1-後
Hb9-HK 蓮池　公咲 ハスイケ　コウショウ 産業組合法通義 サンギョウクミアイホウツウギ 12-1-後
Hb9-HT 平井　豊一 ヒライ　トヨイチ 軍需会社法解説 グンジュカイシャホウカイセツ 12-1-後
Hb9-J 重要産業協議会 ジュウヨウサンギョウキョウギカイ 企業整備資金措置法解説 キギョウセイビシキンソチホウカイセツ 12-1-後
Hb9-J 重要産業協議会 ジュウヨウサンギョウキョウギカイ 商工組合法の解説と研究 ショウコウクミアイホウノカイセツトケンキュウ 12-1-後
Hb9-K 協調会 キョウチョウカイ 主要工場就業規則集 シュヨウコウジョウシュウギョウキソクシュウ 12-1-後
Hb9-K 工業組合中央会 コウギョウクミアイチュウオウカイ 工業組合法及関係法規（2冊） コウギョウクミアイホウオヨビカンケイホウキ 12-1-後
Hb9-LK レーマン，カール レーマン　カール 株式会社法史 カブシキガイシャホウシ 12-1-後
Hb9-M 満鉄計画部業務課 マンテツケイカクブギョウムカ 満洲主要会社定款集 マンシュウシュヨウガイシャテイカンシュウ 12-1-後
Hb9-N 日本会社協会 ニホンカイシャキョウカイ 会社法改正要綱批判 カイシャホウカイセイヨウコウヒハン 12-1-後

Hb9-N 日本經濟聯盟會 ニホンケイザイレンメイカイ
重要輸出品工業組合法及輸出組合法制定に關する説
明（2冊）

ジュウヨウユシュツヒンコウギョウクミアイホウ… 12-1-後

Hb9-N 農商務省工務局 ノウショウムショウコウムキョク 外国工場法規 ガイコクコウジョウホウキ 12-1-後
Hb9-N 農商務省工務局 ノウショウムショウコウムキョク 工場及職工ニ関スル庁府県令（明治43年11月） コウジョウオヨビショッコウニカン… 12-1-後
Hb9-N 農商務省工務局 ノウショウムショウコウムキョク 工場及職工ニ関スル庁府県令（大正6年4月甲） コウジョウオヨビショッコウニカン… 12-1-後
Hb9-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 工場法施行ニ関スル庁府県令（建築他）（3冊） コウジョウホウシコウニカンスルチョウフケンレイ 12-1-後
Hb9-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 工場及職工ニ関スル庁府縣令（原動機他） コウジョウオヨビショッコウニカンスルチョウフケンレイ 12-1-後
Hb9-NU 野田　卯一 ノダ　ウイチ 企業整備資金措置法解説 キギョウセイビシキンソチホウカイセツ 12-1-後
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Hb9-O 大蔵省 オオクラショウ 臨時資金調整法令 リンジシキンチョウセイホウレイ 12-1-後

Hb9-O 大蔵省理財局経済課
オオクラショウリザイキョクケイザイ
カ

会社経理応急措置法企業再建整備法－施行令、施行
規則、省令、告示－

カイシャケイリオウキュウソチホウキギョウ… 12-1-後

Hb9-OK 岡野　敬次郎 オカノ　ケイジロウ 新商法施行に就ての心得 シンショウホウシコウニツイテノココロエ 12-1-後
Hb9-OM 大橋　光雄 オオハシ　ミツオ 独占禁止法の改正と進展 ドクセンキンシホウノカイセイトシンテン 12-1-後
Hb9-OM 岡　実 オカ　ミノル 工場法論（全）改訂増補 コウジョウホウロン 12-2-前
Hb9-OM 岡　実 オカ　ミノル 工場法論（全） コウジョウホウロン 12-2-前
Hb9-R 臨時産業合理局 リンジサンギョウゴウリキョク カルテル、トラストに関する各国立法例（其の1） カルテルトラストニカンスルカックコクリッポウレイ 12-2-前
Hb9-R 臨時産業合理局 リンジサンギョウゴウリキョク カルテル、トラストニ関スル各国立法例（上）（下） カルテルトラストニカンスルカックコクリッポウレイ 12-2-前
Hb9-R 労働事情調査所 ロウドウジジョウチョウサショ 退職積立金及退職手当法詳解 タイショクツミタテキンオヨビタイショク… 12-2-前
Hb9-T 東京市政調査会 トウキョウシセイチョウサカイ 公益企業法案 コウエキキギョウホウアン 12-2-前
Hb9-T 東京市政調査会 トウキョウシセイチョウサカイ 公益企業法規類集 コウエキキギョウホウキルイシュウ （3F）
Hb9-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 営団関係法令及定款 エイダンカンケイホウレイオヨビテイカン 12-2-前
Hb9-WK 若泉　小太郎 ワカイズミ　コタロウ 工業法令要覧 コウギョウホウレイヨウラン 12-2-前
Hb9-YY 柳澤　叔太郎 ヤナギサワ　トシタロウ 改正商法新旧対照商法施行法、非訴訟事件手続法挿 カイセイショウホウシンキュウタイショウショウホウ… 12-2-前
Hb9-に1-I イギリス〔法令〕 イギリスホウレイ 1928年英国会社法草案摘要 1928ネンエイコクカイシャホウソウアンテキヨウ 12-2-前
Hb9-に1-I 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ イギリス（法令） イギリスホウレイ 12-2-前

Hb9-に1-T
東京商工会議所商事関係法規改正
準備委員会

トウキョウショウコウカイギショショウ
ジカンケイ…

英国新会社法（1）（2） エイコクシンカイシャホウ 12-2-前

Hb9-に2-MH Mullensiefen，Heinz ミュルレンジーフェン　ハインツ 獨逸に於ける新カルテル法令と価格取締令 ドイツニオケルシンカルテルホウレイ… 12-2-前
Hb9-に9-A オーストリア〔法令〕 オーストリアホウレイ 墺太利有限責任会社法 オーストリアユウゲンセキニンカイシャホウ 12-2-前
Hb9-へ1-A アメリカ合衆国〔法令〕 アメリカガッシュウコクホウレイ 米国統一会社法案 ベイコクトウイツカイシャホウアン 12-2-前
Hb9-へ1-A アメリカ合衆国〔法令〕 アメリカガッシュウコクホウレイ 米国ニュ－・ジャ－ジ－州会社法 ベイコクニュージャージーシュウカイシャホウ… 12-2-前
Hc1-GK 郷司　浩平 ゴウジ　コウヘイ MIS革命 エムアイエスカクメイ 12-2-前

Hc1-K 経済同友会 ケイザイドウユウカイ
市場競争と企業の行動－わが国企業における経営意
思決定の実態（3）－

シジョウキョウソウトキギョウノコウドウ 12-2-前

Hc1-K
経済同友会トップ・マネジメント調査
委員会

ケイザイドウユウカイトップマネジメ
ント…

トップ・マネジメントの組織と機能－わが国企業におけ
る経営意思決定の実態（Ⅱ）－

トップマネジメントノソシキトキノウ 12-2-前

Hc1-KK 篭山　京 カゴヤマ　タカシ 産業管理（1） サンギョウカンリ 12-2-前
Hc2-E エルマンスキー エルマンスキー 合理化の理論と実際 ゴウリカノリロントジッサイ 12-2-前
Hc2-KT 門田　武治 カドタ　タケジ パック・高度生産性の秘密 バックコウドセイサンセイノヒミツ 12-2-前
Hc2-RS レウィゾーン，サム　Ｅ． レウイゾーン　サム　イー 新しき産業指導精神 アタライキサンギョウシドウセイシン 12-2-前
Hc2-T 通産省企業局 ツウサンショウキギョウキョク 企業合理化の諸問題（2冊） キギョウゴウリカノショモンダイ 12-2-前
Hc2-T 鉄道省資材局 テツドウショウシザイキョク 作業研究 サギョウケンキュウ 12-2-前
Hc2-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 経済性の計算方法 ケイザイセイノケイサンホウホウ 12-2-前
Hc2-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 図表計算 ズヒョウケイサン 12-2-前
Hc3-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 組織及操作諸原則 ソシキオヨビソウサショゲンソク 12-2-前
Hc4-C 朝鮮銀行 チョウセンギンコウ 朝鮮銀行25年史 チョウセンギンコウ25ネンシ （3F）
Hc4-C 朝鮮銀行 チョウセンギンコウ 朝鮮銀行25年史 チョウセンギンコウ25ネンシ 12-2-前
Hc4-CL Luther，Conant ルーサー　コナント 産業上の年金制度に関する研究 サンギョウジョウノネンキンセイドニ… 12-2-前

Hc4-H 俸給者組合SMU調査部
ホウキュウシャクミアイエスエムユー
チョウサブ

会社員待遇内規集 カイシャインタイグウナイキシュウ 12-2-前

Hc4-HS 広崎　真八郎 ヒロサキ　シンパチロウ 日本の労務管理 ニホンノロウムカンリ 12-2-前
Hc4-IT 井上　貞蔵 イノウエ　テイゾウ 商業使用人問題の研究 ショウギョウシヨウニンモンダイノケンキュウ 12-2-前
Hc4-K 企業別学卒者採用状況しらべ キギョウベツガクソツシャサイヨウジョウキョウシラベ 12-2-前
Hc4-KS 桐原　葆見 キリハラ　シゲミ 戦時労務管理 センジロウムカンリ 12-2-前
Hc4-MH 前田　一 マエダ　ハジメ 特殊労務者の労務管理 トクシュロウムシャノロウムカンリ 12-2-前
Hc4-MH 松山　春光 マツヤマ　ハルミツ 退職手当制度の研究－理論と実例批判－ タイショクテアテセイドノケンキュウ 12-2-前
Hc4-N 日本工業協会 ニホンコウギョウキョウカイ 賃金制度 チンギンセイド 12-2-前

Hc4-R 臨時産業合理局生産管理委員会
リンジサンギョウゴウリキョクセイサ
ンカンリイインカイ

賃金制度 チンギンセイド 12-2-前

Hc4-R 臨時産業合理局生産管理委員会
リンジサンギョウゴウリキョクセイサ
ンカンリイインカイ

適性考査 テキセイコウサ 12-2-前
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Hc4-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 団体的奨励法と個人的奨励法 ダンタイテキショウレイホウトコジンテキ… 12-2-前
Hc4-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 産業上の適職選択 サンギョウジョウノテキショクセンタク 12-2-前
Hc4-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 職長の資格 ショクチョウノシカク 12-2-前
Hc4-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 顧客応待の訓練 コキャクオウタイノクンレン 12-2-前
Hc5-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 賃金支払事務の管理　米国経営協会 チンギンシハライジムノカンリ 12-2-前
Hc6-KY 小林　吉次郎 コバヤシ　ヨシジロウ 多量生産研究（上） タリョウセイサンケンキュウ 12-2-前
Hc6-N 日本経済連盟会 ニホンケイザイレンメイカイ 多量生産方式実現の具体策 タリョウセイサンホウシキジツゲンノグタイサク 12-2-前

Hc6-R 臨時産業合理局生産管理委員会
リンジサンギョウゴウリキョクセイサ
ンカンリ…

工場整頓 コウジョウセイトン 12-2-前

Hc6-R 臨時産業合理局生産管理委員会
リンジサンギョウゴウリキョクセイサ
ンカンリ…

燃料節約 ネンリョウセツヤク 12-2-前

Hc6-RE Ruist，Erik ルイスト　エリック 企業の生産効率―その測定の仕方― キギョウノセイサンコウリツ 12-2-前

Hc6-S 商工省生産管理委員会
ショウコウショウセイサンカンリイイ
ンカイ

工場ニ於ケル屑物ノ利用 コウジョウニオケルクズモノノリヨウ 12-2-前

Hc6-S 商工省生産管理委員会
ショウコウショウセイサンカンリイイ
ンカイ

工場ニ於ケル戦時対策（其ノ三） コウジョウニオケルセンジタイサク 12-2-前

Hc6-S 商工省生産管理委員会
ショウコウショウセイサンカンリイイ
ンカイ

工場ニ於ケル戦時対策（3） コウジョウニオケルセンジタイサク 12-2-前

Hc6-S 商工省生産管理委員会
ショウコウショウセイサンカンリイイ
ンカイ

工場ニ於ケル運搬施設ノ改善 コウジョウニオケルウンパンシセツノカイゼン 12-2-前

Hc6-S 商工省生産管理委員会
ショウコウショウセイサンカンリイイ
ンカイ

工場ニ於ケル圖面整理方法 コウジョウニオケルズメンセイリホウホウ 12-2-前

Hc6-S 商工省生産管理委員会
ショウコウショウセイサンカンリイイ
ンカイ

工場照明 コウジョウショウメイ 12-2-前

Hc6-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 軌道に依らぬ小距離水平運搬　第三部 キドウニヨラヌショウキョリスイヘイウンパン 12-2-前
Hc6-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 流動作業に関する経験 リュウドウサギョウニカンスルケイケン 12-2-前

Hc7-S 商工省生産管理委員会
ショウコウショウセイサンカンリイイ
ンカイ

工場ニ於ケル図面整理方法 コウジョウニオケルズメンセイリホウホウ 12-2-前

Hc7-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 包装用締具及び安全装置 ホウソウヨウシメグオヨビアンゼンソウチ 12-2-前
Hc7-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 木製包装の合理化 モクセイホウソウノゴウリカ 12-2-前
Hc7-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 厚紙包装の合理化　独逸産業合理化協会 アツガミホウソウノゴウリカ 12-2-前
Hc8-N 日本工業倶楽部調査課 二ホンコウギョウクラブチョウサカ 本邦工業に於ける利益分配並に類似制度に関する調 ホンポウコウギョウニオケルリエキブンパイ… 12-2-後

Hc8-N 日本工業倶楽部調査課 ニホンコウギョウクラブチョウサカ
株主、重役及被庸者の所得に関する調査福利施設費
に関する調査

カブヌシジュウヤクオヨビヒヨウシャ… 12-2-後

Hc8-NK 西野　嘉一郎 ニシノ　カイチロウ 事業内容の分析方法－経営分析の理論と実際－ ジギョウナイヨウノブンセキホウホウ 12-2-後
Hc8-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 予算に依る企業の統制 ヨサンニヨルキギョウノトウセイ 12-2-後

Hc8-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ
米国に於ける間接費の研究　全米商業会議所　製造工
業部

ベイコクニオケルカンセツヒ… 12-2-後

Hc9-K 國策研究会 コクサクケンキュウカイ 賃金統制令会社経理統制令 チンギントウセイレイカイシャケイリトウセイレイ 12-2-後
Hd10-S 資産再評価法の一部を改正する法律案 シサンサイヒョウカホウノイチブ… 12-2-後
Hd1-SE シュマーレンバッハ，E． シュマーレンバッハ　イー 勘定体系図表（コンテンラーメン） カンジョウタイケイズヒョウ 12-2-後
Hd6-N 日本經濟聯盟會調査課 ニホンケイザイレンメイカイチョウサ 固定資産原價銷却に關する參考資料 コテイシサンゲンカショウキャク… 12-2-後
Hd6-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 米英日耐用年数と減価償却（2冊） ベイエイニチタイヨウネンスウトゲンカショウキャク 12-2-後
Hd7-D 独逸産業合理化協会 ドイツサンギョウゴウリカキョウカイ 原価計算の基礎案 ゲンカケイサンノキソアン 12-2-後
Hd7-S 商工省財務管理委員会 ショウコウショウザイムカンリイイン 製造原價計算準則（3冊） セイゾウゲンカケイサンジュンソク 12-2-後

He1-D
電力経済研究所日本産業構造研究
会

デンリョクケイザイケンキュウショニ
ホンサンギョウコウゾウケンキュウカ

日本産業構造の課題（上、下巻） ニホンサンギョウコウゾウノカダイ （3F）

He1-K 科学技術庁資源調査会
カガクギジュツチョウシゲンチョウサ
カイ

日本の資源問題（上）（下） ニホンノシゲンモンダイ 12-2-後

He1-K 国際連合 コクサイレンゴウ 工業成長の研究 コウギョウセイチョウノケンキュウ 12-2-後
He1-KJ 加納　治郎 カノウ　ジロウ 計画の科学 ケイカクノカガク 12-2-後

He1-N 日本長期信用銀行産業研究会
ニホンチョウキシンヨウギンコウサン
ギョウケンキュウカイ

構造転換に挑む日本産業 コウゾウテンカンニイドムニホンサンギョウ 12-2-後
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He1-NS 中村　静治 ナカムラ　セイジ 日本工業論 ニホンコウギョウロン 12-2-後
He1-OM 大河内　正敏 オオコウチ　マサトシ 工業経営総論 コウギョウケイエイソウロン 12-2-後
He1-S 産業計画会議 サンギョウケイカクカイギ 日本経済の資本構造 ニホンケイザイノシホンコウゾウ 12-2-後
He1-SK 瀬下　清 セシモ　キヨシ 新條実施後の農工商業に及ぼす影響如何 シンジョウジッシゴノノウコウショウギョウ… 12-2-後
He1-SM 芝川　又三郎 シバカワ　マタサブロウ 日本小工業之前途 ニホンショウコウギョウノゼント 12-2-後

He1-T 通産省産業構造研究会
ツウサンショウサンギョウコウゾウケ
ンキュウカイ

貿易自由化と産業構造－主要産業の国際競争力－ ボウエキジユウカトサンギョウコウゾウ 12-2-後

He1-T 通商産業省企業局 ツウショウサンギョウショウキギョウキわが国工業立地の現状－工場適地と工業用水－ ワガクニコウギョウリッチノゲンジョウ 12-2-後
He1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 現代中小商工業論 ゲンダイチュウショウショウコウギョウロン （3F）
He1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本工業発展論 ニホンコウギョウハッテンロン （3F）
He1-に1-TA Toynbee，Arnold トインビー　アーノルド 英国産業革新論 エイコクサンギョウカクシンロン 12-2-後
He2-C 朝鮮銀行調査課 チョウセンギンコウチョウサカ 工業金融の現状と其の對策 コウギョウキンユウノゲンジョウト… 12-2-後
He2-FH 藤井　英男 フジイ　ヒデオ 中小工業の諸問題 チュウショウコウギョウノショモン… 12-2-後
He2-IK 磯部　喜一 イソベ　キイチ 中小工業統制組織－時局と中小工業（5）－ チュウショウコウギョウトウセイソシキ 12-2-後
He2-IM 稲垣　満次郎 イナガキ　マンジロウ 商工業対外策 ショウコウギョウタイガイサク 12-2-後
He2-IT 伊東　岱吉 イトウ　タイキチ 戦後日本の工業政策 センゴニホンノコウギョウセイサク 12-2-後
He2-IT 井上　貞蔵 イノウエ　テイゾウ 工業政策要論 コウギョウセイサクヨウロン 12-2-後
He2-J 時事新報経済部 ジジシンポウケイザイブ 日本産業の合理化 ニホンサンギョウノゴウリカ （3F）
He2-J 時事新報経済部 ジジシンポウケイザイブ 日本産業の合理化 ニホンサンギョウノゴウリカ 12-2-後
He2-J 時事新報経済部 ジジシンポウケイザイブ 新日本の工業地帯 シンニホンノコウギョウチタイ 12-2-後

He2-K 経済審議会鉱工小分科会
ケイザイシンギカイコウコウショウブ
ンカカイ

鉱工小分科会報告書（本報告）（第1次）（第2次） コウコウショウブンカカイホウコクショ 12-2-後

He2-K
経済審議会産業分科会技術進歩研
究委員会

サンギョウシンギカイサンギョウブン
カカイ…

技術進歩の産業構造に及ぼす影響に関する座談会記
録

ギジュツシンポノサンギョウコウゾウニ… 12-2-後

He2-K
経済審議会総合政策部会産業分科
会

ケイザイシンギカイソウゴウセイサク
ブカイ…

産業体制の整備と経営の健全化 サンギョウタイセイノセイビトケイ… 12-2-後

He2-K 工業組合中央会 コウギョウクミアイチュウオウカイ 産業の統制に関する資料 サンギョウノトウセイニカンスル… 12-2-後
He2-K 国策研究会 コクサクケンキュウカイ 大東亜共栄圏技術体制論 ダイトウアキョウエイケンギジュツタイセイロン 12-2-後

He2-K 経済団体連合会産業政策委員会
ケイザイダンタイレンゴウカイサン
ギョウセイサク…

混迷する世界経済と今後のわが国産業構造（試論） コンメイスルセカイケイザイト… 12-2-後

He2-KA 河津　暹 カワズ　アキラ 中小農工商問題 チュウショウノウコウショウモンダイ 12-2-後
He2-KM 加藤　政之助 カトウ　マサノスケ 産業政策（2冊） サンギョウセイサク 12-2-後
He2-KT 菊池　武徳 キクチ　タケノリ 保護政策論一班 ホゴセイサクロンイッパン 12-2-後
He2-N 名古屋経済会 ナゴヤケイザイカイ 小商工業者ノ資金ニ就テ（2冊） ショウショウコウギョウシャノシキンニツイテ 12-2-後

He2-N 日満財政経済研究会
ニチマンザイセイケイザイケンキュ
ウカイ

本邦産業統制の現機構－国家的統制機構－ ホンポウサンギョウトウセイノゲンキコウ… 12-2-後

He2-N 日本経済研究所 ニホンケイザイケンキュウショ
日本産業復興の国内的諸基盤特に生産費関係の研究
（上）

ニホンサンギョウフッコウノコク… 12-2-後

He2-N 日本経済聯盟会 ニホンケイザイレンメイカイ 現行産業統制ノ缺陷実情並ニ之ニ對スル業種別改善 ゲンコウサンギョウトウセイノ… 12-2-後
He2-N 日本経済連盟会 ニホンケイザイレンメイカイ 我国産業統制ニ関スル業種別意見説明要綱及参考書 ワガクニサンギョウトウセイニカンスルギョウシュ… 12-2-後
He2-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ 産業合理化講習録 サンギョウゴウリカコウシュウロク 12-2-後
He2-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ （続）産業統制特輯 ゾクサンギョウトウセイトクシュウ 12-2-後
He2-N 農商務省商務局 ノウショウムショウショウムキョク 小商工業者ノ資金融通ノ状況ニ関スル調査 ショウショウコウギョウシャノシキンユウズウノ… 12-2-後
He2-N 農林省経済厚生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 興業意見 コウギョウイケン 12-2-後

He2-N （財）日本経済研究所
ザイダンホウジンニホンケイザイケ
ンキュウショ

会津地域総合開発調査 終報告書 アイズチイキソウゴウカイハツチョウサ… 12-2-後

He2-NS 中村　静治 ナカムラ　セイジ 日本産業合理化研究 ニホンサンギョウゴウリカケンキュウ 12-2-後
He2-NT 根津　知好 ネズ　トモヨシ 産業再建の基本方向（4冊） サンギョウサイケンノキホンホウコウ 12-2-後

He2-N （財）日本経済研究所
ザイダンホウジンニホンケイザイケ
ンキュウショ

山梨県産業振興基本計画 ヤマナシケンサンギョウシンコウキホンケイカク 12－3－前

He2-O 大阪府立産業能率研究所 オオサカフリツサンギョウノウリツケン我国ニ於ケル産業統制ニ就テ（並ニ商工省臨時産業合理ワガクニニオケルサンギョウトウセイ… 12－3－前
He2-OM 大河内　正敏 オオコウチ　マサトシ 農村の工業 ノウソンノコウギョウ 12－3－前
He2-R 臨時産業合理局 リンジサンギョウゴウリキョク 産業の統制に関する資料（其ノ1） サンギョウノトウセイニカンスル… 12－3－前

Ａ－100/3



He2-R 臨時物資調整局 リンジブッシチョウセイキョク 重要物資ノ配給統制 ジュウヨウブッシノハイキュウトウセイ 12－3－前
He2-S 産業金融調査室 サンギョウキンユウチョウサシツ 体質改善と産業金融昭和33年下期版 タイシツカイゼントサンギョウキンユウ 12－3－前

He2-S 産業計画会議科学技術研究委員会
サンギョウケイカクカイギカガクギ
ジュツ…

技術と社会の相関分析－ソーシャル・ニーズと技術開
発－（2冊）

ギジュツトシャカイノソウカン… 12－3－前

He2-S 産業構造調査会 サンギョウコウゾウチョウサカイ 産業構造調査会部会報告 サンギョウコウゾウチョウサカイ… 12－3－前
He2-S 社会局 シャカイキョク 国産品愛用運動概況（2冊） コクサンヒンアイヨウウンドウガイキョウ 12－3－前
He2-S 生産調査会 セイサンチョウサカイ 産業方針（1）（2冊） サンギョウホウシン 12－3－前
He2-S 生産調査会 セイサンチョウサカイ 産業方針調査書 サンギョウホウシンチョウサショ 12－3－前
He2-S 総合政策研究会 ソウゴウセイサクケンキュウカイ 産業構造政策への提言 サンギョウコウゾウセイサクヘノテイゲン 12－3－前
He2-S 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ 産業合理化(2)(7)(8・2冊)(10)(11)(18) サンギョウゴウリカ 12－3－前

He2-T 通産省大臣官房調査課
ツウサンショウダイジンカンボウチョ
ウサカ

中小企業政策史戦後篇、戦後篇其の（2）、（3） チュウショウキギョウセイサクシ 12－3－前

He2-T 通商産業省 ツウショウサンギョウショウ 工業開発の構想（試案） コウギョウカイハツノコウソウ 12－3－前
He2-T 通商産業省 ツウショウサンギョウショウ 産業構造の長期ビジョン－産業構造審議会報告－ サンギョウコウゾウノチョウキビジョン 12－3－前

He2-T 通商産業省大臣官房
ツウショウサンギョウショウダイジン
カンボウ

中小企業政策史－戦後篇其の4、5、6－ チュウショウキギョウセイサクシ 12－3－前

He2-T 通商産業省大臣官房調査課
ツウショウサンギョウショウダイジン
カンボウチョウサカ

中小企業政策史－戦後篇－ チュウショウキギョウセイサクシ 12－3－前

He2-T 東京商業会議所 トウキョウショウギョウカイギショ 保護政策調査資料（1） ホゴセイサクチョウサシリョウ 12－3－前
He2-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 各国産業助長施設概要（2冊） カックコクサンギョウジョチョウ… 12－3－前

He2-T 通商産業省 ツウショウサンギョウショウ
今後の通商産業政策説明資料　昭和35年9月1日　10
月25日

コンゴノツウショウサンギョウセイサク… 12－3－前

He2-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本経済統制論－産業を中心として見たる－ ニホンケイザイトウセイロン （3F）
He2-TM 豊田　雅孝 トヨダ　マサタカ 産業国策と中小産業 サンギョウコクサクトチュウショウサンギョウ 12－3－前
He2-TT 土屋　喬雄 ツチヤ　タカオ G．ワグネル維新産業建設論策集成（2冊） ジーワグネルイシンサンギョウケンセツロンサク… 12－3－前
He2-UY 宇原　義豊 ウバラ　ヨシトヨ 日本産業革命論 ニホンサンギョウカクメイロン 12－3－前
He2-WT 渡辺　鉄蔵 ワタナベ　テツゾウ 産業合理化 サンギョウゴウリカ 12－3－前

He2-Y 山口県県政室 ヤマグチケンケンセイシツ
山口県瀬戸内海沿岸工業地帯を例とした用水面より見
た工業の適正規模について

ヤマグチケンセトナイカイ… 12－3－前

He2-YS 吉野　信次 ヨシノ　シンジ 我国工業の合理化 ワガクニコウギョウノゴウリカ 12－3－前

He2-Z 全国産業団体連合会
ゼンコクサンギョウダンタイレンゴウ
カイ

時局産業対策に関する意見竝参考資料 ジキョクサンギョウタイサクニカンスル… 12－3－前

He2-に1-K 協調會調査課 キョウチョウカイチョウサカ 英國産業の合理化問題 エイコクサンギョウノゴウリカモンダイ 12－3－前

He2-に11-S ソヴェート連邦国家計画委員会
ソヴェートレンポウコッカケイカクイイ
ンカイ

ソヴェート連邦第1次五ケ年計画遂行実績 ソヴェートレンポウダイ1ジ5カネンケイカク… 12－3－前

He2-に2-RB ラウェッケル，ブルーノ ラウェッケル　ブルーノ 産業合理化と社会政策 サンギョウゴウリカトシャカイセイサク 12－3－前
He2-は2-C 〔朝鮮総督府〕 チョウセンソウトクフ 朝鮮産業ニ関スル計画要項参考書 チョウセンサンギョウニカンスル… 12－3－前
He2-は3-AK 油谷　恭一 アブラヤ　キョウイチ 国民政府経済産業行政と其の現勢（2冊） コクミンセイフケイザイサンギョウ… 12－3－前

He2-は3-M 南満洲鉄道㈱東亞経済調査局
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャトウアケイザイ…

国民党の産業政策（2冊） コクミントウノサンギョウセイサク 12－3－前

He2-は3-T 大連商業會議所 ダイレンショウギョウカイギショ 満蒙産業政策確立ニ關スル意見書 マンモウサンギョウセイサクカクリツ… 12－3－前
He2-は3-T 台湾総督府 タイワンソウトクフ 熱帯産業調査会答申書 ネッタイサンギョウチョウサカイトウシンショ 12－3－前
He3-AH 有沢　広巳 アリサワ　ヒロミ 日本産業百年史 ニホンサンギョウ100ネンシ （3F）
He3-AK 安藝　皎一 アキ　コウイチ 日本の資源問題 ニホンノシゲンモンダイ 12－3－前
He3-AS 阿部　滋忠 アベ　シゲタダ 日本のエネルギー資源問題 ニホンノエネルギーシゲンモンダイ 12－3－前

He3-C 朝鮮銀行東京調査支局
チョウセンギンコウトウキョウチョウ
サシキョク

戦後の産業（2） センゴノサンギョウ 12－3－前

He3-D 大日本産業調査会 ダイニホンサンギョウチョウサカイ 大日本産業総覧 ダイニホンサンギョウソウラン 12－3－前
He3-D 同文館編輯部 ドウブンカンヘンシュウブ 日本商工史第三版 ニホンショウコウシ 12－3－前
He3-F 福島縣 フクシマケン 産業視察報告（2）～（6） サンギョウシサツホウコク 12－3－前
He3-FK 藤田　敬三 フジタ　ケイゾウ 世界産業発達史研究 セカイサンギョウハッタツシケンキュウ 12-3-後
He3-G 外国技術調査委員会 ガイコクギジュツチョウサイインカイ 外国技術の導入と産業の変貌 ガイコクギジュツノドウニュウトサンギョウ… 12-3-後
He3-HK 服部　之総 ハットリ　コレフサ 日本マニュファクチュア史論 ニホンマニュファクチュアシロン 12-3-後
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He3-I 岩手県臨時工業原料調査会
イワテケンリンジコウギョウゲンリョ
ウチョウサカイ

岩手県臨時工業原料調査会報告書 イワテケンリンジコウギョウゲンリョウチョウサカイ… 12-3-後

He3-IN 井原　儀 イハラ　ノリ 帝国物産地誌 テイコクブッサンチシ 12-3-後
He3-IT 石橋　湛山 イシバシ　タンザン 満鮮産業の印象 マンセンサンギョウノインショウ 12-3-後
He3-IY 板垣　與一 イタガキ　ヨイチ 日本の資源問題 ニホンノシゲンモンダイ 12-3-後
He3-J 自由民主党政務調査会 ジユウミンシュトウセイムチョウサカ 資源政策への提言 シゲンセイサクヘノテイゲン 12-3-後

He3-K （鹿児島県立）鹿児島工業学校
カゴシマケンリツカゴシマコウギョウ
ガッコウ

薩藩工業史 サツハンコウギョウシ 12-3-後

He3-K 〔神奈川県商工課〕 カナガワケンショウコウカ 横浜に於ける中小工業 ヨコハマニオケルチュウショウコウギョウ 12-3-後
He3-K 金沢市 カナザワシ 金沢工業沿革誌料 カナザワコウギョウエンカクシリョウ 12-3-後
He3-K 京都府内務部第４課 キョウトフナイムブダイ４カ 京都府著名物産調 キョウトフチョメイブッサンシラベ 12-3-後

He3-K 経済審議会資源研究委員会
ケイザイシンギカイシゲンケンキュ
ウイインカイ

資源研究委員会報告書－国際化の資源問題－ シゲンケンキュウイインカイホウコクショ 12-3-後

He3-K 工学会 コウガクカイ 明治工業史（化学工業編）（電気編） メイジコウギョウシ 12-3-後
He3-K 工業経済研究会 コウギョウケイザイケンキュウカイ 工業経済研究（5） コウギョウケイザイケンキュウ 12-3-後
He3-K 国際連盟 コクサイレンメイ 近世界生産と物価の動向 サイキンセカイセイサントブッカノドウコウ 12-3-後
He3-K 國策研究會 コクサクケンキュウカイ 各地中小産業の窮状調査に關する報告（1）（2） カクチチュウショウサンギョウノ… 12-3-後
He3-KA 河津　暹 カワヅ　アキラ 本邦燐寸及砂糖論 ホンポウマッチオヨビサトウロン 12-3-後
He3-KI 川端　巖 カワバタ　イワオ 中小工業論 チュウショウコウギョウロン 12-3-後
He3-KM 神長倉　真民 カナクラ　マサミ 明治産業発生史 メイジサンギョウハッセイシ （3F）
He3-KM 黒川　真頼 クロカワ　マサヨリ 工芸志料 コウゲイシリョウ 12-3-後
He3-KN 賀田　直治 カダ　ナオジ 維新産業建設史（2冊） イシンサンギョウケンセツシ 12-3-後
He3-KS 風間　正太郎 カザマ　ショウタロウ 新潟商工業史 ニイガタショウコウギョウシ 12-3-後
He3-KS 小島　精一 コジマ　セイイチ 日本重工業論 ニホンジュウコウギョウロン 12-3-後
He3-KS 小島　精一 コジマ　セイイチ 日本工業経済通話 ニホンコウギョウケイザイツウワ 12-3-後
He3-KT 上林　貞治郎 カンバヤシ　テイジロウ 日本工業発達史論 ニホンコウギョウハッタツシロン 12-3-後
He3-KT 上林　貞治郎 カンバヤシ　テイジロウ 日本産業機構研究 ニホンサンギョウキコウケンキュウ 12-3-後
He3-KY 神谷　保朗 カミヤ　ヤスロウ 岐阜県産業史 ギフケンサンギョウシ 12-3-後
He3-M 三井銀行 ミツイギンコウ 産業の展望’76 サンギョウノテンボウ 12-3-後
He3-M 三菱経済研究所 ミツビシケイザイケンキュウショ 日本の産業と貿易の発展（2冊） ニホンノサンギョウトボウエキノハッテン 12-3-後
He3-M 明治工業史編纂委員 メイジコウギョウシヘンサンイイン 明治工業史（鉱業編）（土木編） メイジコウギョウシ 12-3-後
He3-M 明治工業史編纂委員 メイジコウギョウシヘンサンイイン 明治工業史（建築編） メイジコウギョウシ 12-4-前
He3-M 明治史料研究連絡会 メイジシリョウケンキュウレンラクカイ 近代産業の生成 キンダイサンギョウノセイセイ 12-4-前
He3-M 門司鉄道局運輸課 モジテツドウキョクウンユカ 産物と其の移動（上）（下） サンブツトソノイドウ 12-4-前
He3-M 門司鉄道局運輸課 モジテツドウキョクウンユカ 産物と其の移動（中） サンブツトソノイドウ 12-4-前
He3-MH 松井　春生 マツイ　ハルオ 日本資源政策 ニホンシゲンセイサク 12-4-前
He3-MK 森　喜一 モリ　キイチ 日本工業構成論 ニホンコウギョウコウセイロン 12-4-前
He3-MS 間瀬　三郎 マセ　サブロウ 名古屋地方家内工業調査報告書 ナゴヤチホウカナイコウギョウ… 12-4-前

He3-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ
国産改善資料－国産品を以て外国品に代用し得る為
めの－

コクサンカイゼンシリョウ 12-4-前

He3-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ
国産改善資料（3）－国産品を以て外国品に代用し得る
為めの－（2冊）

コクサンカイゼンシリョウ 12-4-前

He3-N 通商産業大臣官房調査統計部
ツウショウサンギョウダイジンカンボ
ウ…

日本産業の現状昭和35年 ニホンサンギョウノゲンジョウ 12-4-前

He3-N 内務省地方局 ナイムショウチホウキョク 民政史稿殖産経済篇 ミンセイシコウ… 12-4-前
He3-N 日刊工業新聞社 ニッカンコウギョウシンブンシャ 工業日本大観 コウギョウニホンタイカン 12-4-前
He3-N 日本開発銀行10年史編纂委員会 ニホンカイハツギンコウ10ネンシ… 日本産業の発展と近代化 ニホンサンギョウノハッテントキンダイカ 12-4-前
He3-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 欧洲戦亂ノ我産業界ニ及ホシタル影響（1）（2） オウシュウセンランノワガサンギョウ… 12-4-前
He3-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 世界の原料問題 セカイノゲンリョウモンダイ 12-4-前
He3-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 昭和五年以降に於ける我国主要産業の趨勢 ショウワ5ネンイコウニオケルワガクニ… 12-4-前
He3-N 日本工学会 ニホンコウガクカイ 明治工業史（2冊） メイジコウギョウシ 12-4-前
He3-N 日本興業銀行 ニホンコウギョウギンコウ 日本事業小史 ニホンジギョウショウシ 12-4-前
He3-N 日本産業協会 ニホンサンギョウキョウカイ 近畿の副業 キンキノフクギョウ 12-4-前
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He3-N 日本産業協会 ニホンサンギョウキョウカイ 全国副業品取引便覧 ゼンコクフクギョウヒントリヒキビンラン 12-4-前
He3-N 日本貿易研究所 ニホンボウエキケンキュウショ 輸出ブラシ工業（上） ユシュツブラシコウギョウ 12-4-前
He3-N 農商務省 ノウショウムショウ 興業意見（第1回）第二帙（11～14巻） コウギョウイケン （3F）
He3-N 農商務省 ノウショウムショウ 興業意見（第1回）目録～18巻 コウギョウイケン 12-4-前
He3-N 農商務省 ノウショウムショウ 興業意見（第1回）19巻～29巻 コウギョウイケン 12-4-後
He3-N 農商務省 ノウショウムショウ 興業意見（各県） コウギョウイケンオオサカエヒメ… 12-4-後
He3-N 農商務省 ノウショウムショウ 産業ニ對スル時局ノ影響（1・2冊）（2・3冊） サンギョウニタイスルジキョク… 12-4-後
He3-N 農商務省工務局 ノウショウムショウコウムキョク 工業ノ概況（3冊） コウギョウノガイキョウ 12-4-後
He3-N 農商務省工務局 ノウショウムショウコウムキョク 主要工業概覧 シュヨウコウギョウガイラン 12-4-後
He3-N 農商務省工務局 ノウショウムショウコウムキョク 主要工業概覧第3部機械工業 シュヨウコウギョウガイラン 12-4-後
He3-N 農商務省工務局 ノウショウムショウコウムキョク 主要工業概覧第四部雑工業 シュヨウコウギョウガイラン 12-4-後
He3-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 国産品調査資料大正3年12月調 コクサンヒンチョウサシリョウ 12-4-後
He3-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 日本商工業要覧 ニホンショウコウギョウヨウラン （3F）
He3-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 主要工業概覧 シュヨウコウギョウガイラン 12-4-後
He3-N 農商務省商務局 ノウショウムショウショウムキョク 各府県重要商品調査報告附産業概況（1）（3）（4） カクフケンジュウヨウショウヒン… 12-4-後
He3-N 農商務省商務局 ノウショウムショウショウムキョク 各府県重要商品調査報告（2） カクフケンジュウヨウショウヒン… 12-4-後
He3-N 農商務省商務局 ノウショウムショウショウムキョク 東洋方面に於ける工業原料に関する調査（2冊） トウヨウホウメンニオケルコウギョウゲンリョウ… 12-4-後
He3-N 農商務省文書課 ノウショウムショウブンショカ 帝国物産地誌通覧 テイコクブッサンチシツウラン 12-4-後
He3-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 分業的小工業ニ関スル調査 ブンギョウテキショウコウギョウニカンスルチョウサ 12-4-後
He3-N 野村証券調査部 ノムラショウケンチョウサブ 為替低落と上向期の主要産業 カワセテイラクトジョウコウキノ… 12-4-後
He3-N 野村證券㈱調査部 ノムラショウケンカブシキカイシャチョ 我国主要産業の諸構成 ワガクニシュヨウサンギョウノショコウセイ 12-4-後
He3-N 日刊工業新聞社 ニッカンコウギョウシンブンシャ 材料製品工業読本 ザイリョウセイヒンコウギョウドクホン 12-4-後
He3-N （財）日本経済研究所 ニホンケイザイケンキュウショ 貿易再開と各産業の将来（4冊） ボウエキサイカイトカクサンギョウノショウライ 12-4-後

He3-N
日本輸出セルロイド玩具工業組合
連合会

ニホンユシュツセルロイドガングコウ
ギョウ…

国産セルロイド生地禁輸論 コクサンセルロイドキジキンユロン 12-4-後

He3-NE Nagel，Ernest ネーゲル　イーネスト 第二次産業革命 ダイニジサンギョウカクメイ 12-4-後
He3-NJ 西川　潤 ニシカワ　ジュン 資源ナショナリズム－先進国論理の崩壊－ シゲンナショナリズム 12-4-後
He3-NY 南種　康博 ナグサ　ヤスヒロ 日本工業史（2冊） ニホンコウギョウシ （3F）
He3-NY 南種　康博 ナグサ　ヤスヒロ 日本工業史 ニホンコウギョウシ 12-4-後
He3-O 大阪府内務部 オオサカフナイムブ 大阪府工業概要（2冊） オオサカフコウギョウガイヨウ 12-4-後
He3-O 岡山県内務部 オカヤマケンナイムブ 岡山県産業要覧 オカヤマケンサンギョウヨウラン 12-4-後
He3-OJ オーチャード，ジョン オーチャード　ジョン 日本工業論－日本の経済的発展－（2冊） ニホンコウギョウロン 12-4-後
He3-OS 恩田　重信 オンダ　シゲノブ 日本物産要覧（全） ニホンブッサンヨウラン 12-4-後
He3-OY 大林　雄也 オオバヤシ　ユウヤ 大日本産業事跡（上）（下） ダイニホンサンギョウジセキ 12-4-後
He3-PK ポポフ，コンスタンチン ポポフ　コンスタンチン 日本の技術的経済的基礎（2冊） ニホンノギジュツテキケイザイテキキソ 12-5-前
He3-R 連合軍総司令部 レンゴウグンソウシレイブ 日本の天然資源－包括的な調査－ ニホンノテンネンシゲン 12-5-前
He3-S 産業計画会議 サンギョウケイカクカイギ 日本のエネルギー産業構造 ニホンノエネルギーサンギョウコウゾウ 12-5-前
He3-S 静岡市 シズオカシ 静岡市史編纂資料（6） シズオカシシヘンサンシリョウ 12-5-前
He3-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 内地重要商品取引事情（1） ナイチジュウヨウショウヒントリヒキジジョウ 12-5-前
He3-S 新政策研究会（国民経済研究協会内シンセイサクケンキュウカイ われわれはどこ迄自信が出来たか ワレワレハドコマデ… 12-5-前
He3-S 世界産業研究会 セカイサンギョウケンキュウカイ 世界産業発達史論 セカイサンギョウハッタツシロン 12-5-前
He3-S 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 昭和産業史（1）～（3） ショウワサンギョウシ （3F）
He3-S 商業工芸史（下） ショウギョウコウゲイシ 12-5-前
He3-SE 渋澤　栄一 シブサワ　エイイチ 明治商工史（3冊） メイジショウコウシ 12-5-前
He3-SS 信夫　清三郎 シノブ　セイザブロウ 近代日本産業史序説 キンダイニホンサンギョウシジョセツ 12-5-前
He3-ST 沢本　孟虎 サワモト　タケトラ 日本産業史（2冊） ニホンサンギョウシ 12-5-前
He3-T （市立）富山商業学校 イチリツトヤマショウギョウガッコウ 富山市重要物産及市況一斑 トヤマシジュウヨウブッサンオヨビシキョウ… 12-5-前
He3-T 通商産業省 ツウショウサンギョウショウ 日本の輸出産業 ニホンノユシュツサンギョウ 12-5-前

He3-T 通商産業省機械情報産業局
ツウショウサンギョウショウキカイ
ジョウホウ…

昭和50年代の機械産業 ショウワ50ネンダイノキカイサンギョウ 12-5-前

He3-T 通商産業省企業局産業資金課
ツウショウサンギョウショウキギョウ
キョクサンギョウ…

外資導入－主として技術導入の現状と効果－ ガイシドウニュウ 12-5-前
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He3-T 通商産業大臣官房調査統計部
ツウショウサンギョウダイジンカンボ
ウチョウサ…

日本産業の現状昭和34年 ニホンサンギョウノゲンジョウ 12-5-前

He3-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 重要貨物状況（1） ジュウヨウカモツジョウキョウ 12-5-前
He3-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 茶、煙草、清酒、麦酒、清涼飲料水ニ関スル調査 チャタバコセイシュビール… 12-5-前
He3-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 我国に於ける生産竝販売の統制現状（2冊） ワガクニニオケルセイサン… 12-5-前
He3-T 東京商工會議所 トウキョウショウコウカイギショ 新興産業に關する調査 シンコウサンギョウニカンスル… 12-5-前
He3-T 鳥取県 トットリケン 鳥取県勧業沿革 トットリケンカンギョウエンカク 12-5-前
He3-T 鳥取県産業調査会 トットリケンサンギョウチョウサカイ 鳥取県産業調査書 トットリケンサンギョウチョウサショ 12-5-前
He3-TE 田村　栄太郎 タムラ　エイタロウ 日本工業文化史 ニホンコウギョウブンカシ 12-5-前
He3-TE 田村　栄太郎 タムラ　エイタロウ 日本工業前史 ニホンコウギョウゼンシ 12-5-前
He3-TH 竹内　宏 タケウチ　ヒロシ 日本の産業1955-1975－産業調査の基礎－ ニホンノサンギョウ 12-5-前
He3-TH 床井　弘 トコイ　ヒロシ 日本地誌略物産弁（1）（2） ニホンチシリャクブッサンベン… 12-5-前
He3-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 明治大正産業発達史再版 メイジタイショウサンギョウ… （3F）
He3-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 金解禁の本邦産業に及ぼす影響 キンカイキンノホンポウサンギョウニオヨボス… （3F）
He3-TS 谷　新太郎（摂山） タニ　シンタロウ 近商工史 サイキンショウコウシ 12-5-前
He3-TT 高津　太三郎 タカツ　タサブロウ 日本和傘宝鑑 ニホンワガサホウカン 12-5-後
He3-TT 土屋　喬雄 ツチヤ　タカオ G．ワグネル維新産業建設論策集成 ジーワグネルイシンサンギョウケンセツロン… 12-5-後
He3-TY 巽　良知 タツミ　ヨシトモ エネルギーの長期展望 エネルギーノチョウキテンボウ 12-5-後
He3-WS 綿野　脩三 ワタノ　シュウゾウ 近代化すすむ日本の産業 キンダイカススムニホン… 12-5-後

He3-Y 横浜商業会議所懇話会
ヨコハマショウギョウカイギショコン
ワカイ

日本産業及貿易之大勢 ニホンサンギョウオヨビボウエキノタイセイ 12-5-後

He3-Y 横浜正金銀行頭取席調査課
ヨコハマショウキンギンコウトウドリ
セキチョウサカ

重要商品の国際市場－棉花，小麦，砂糖，珈琲及護謨
－

ジュウヨウショウヒンノコクサイシジョウ 12-5-後

He3-YC 吉川　長之助 ヨシカワ　チョウノスケ 本邦主要工業概覧 ホンポウシュヨウコウギョウガイラン 12-5-後
He3-YK 吉田　寛 ヨシダ　カン 軽工業 ケイコウギョウ 12-5-後
He3-YR 安田　禄造 ヤスダ　ロクゾウ 本邦工藝の現在及将来 ホンポウコウゲイノゲンザイオヨビショウライ 12-5-後
He3-YS 安田　庄司 ヤスダ　ショウジ 日本工業資源論（2冊） ニホンコウギョウシゲンロン 12-5-後
He3-YS 山中　省二 ヤマナカ　ショウジ 北陸の副業 ホクリクノフクギョウ 12-5-後
He3-YT 矢島　太八 ヤジマ　タハチ 甘楽産業叢談 カンラクサンギョウソウダン 12-5-後
He3-YT 山中　篤太郎 ヤマナカ　トクタロウ 日本の工業 ニホンノコウギョウ 12-5-後
He3-YT 横井　時冬 ヨコイ　トキフユ 日本工業史 ニホンコウギョウシ 12-5-後
He3-YT 横井　時冬 ヨコイ　トキフユ 日本工業史（全）増補三版 ニホンコウギョウシ 12-5-後
He3-に11-R 陸軍経理学校研究部 リクグンケイリガッコウケンキュウブ ソ連邦経済事情（3）（4） ソレンポウケイザイジジョウ 12-5-後
He3-に1-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 英吉利第四回生産調査の要項 イギリスダイ4カイセイサンチョウサノヨウコウ 12-5-後
He3-に1-SA 佐藤　明 サトウ　アキラ イギリス産業革命の構造 イギリスサンギョウカクメイノコウゾウ 12-5-後
He3-に1-UT 上田　貞治郎 ウエダ　テイジロウ 英国産業革命史論 エイコクサンギョウカクメイシロン 12-5-後
He3-に2-HE Howard，Earl Dean ホワード　イール　ディーン 実業振興策（独逸の実験） ジツギョウシンコウサク 12-5-後
He3-に2-M 文部省 モンブショウ 独逸商工勃興史 ドイツショウコウボッコウシ 12-5-後
He3-に2-T 東亜研究所 トウアケンキュウショ ナチス獨逸の技術水準 ナチスドイツノギジュツスイジュン 12-5-後

He3-は11-K （財）國防經濟協會
ザイダンホウジンコクボウケイザイ
キョウカイ

ソ聯の極東地方開發事情－地下資源並工業事情－ ソレンノキョクトウチホウ… 12-5-後

He3-は17-M 蒙彊銀行調査課 モウキョウギンコウチョウサカ
蒙彊に於ける華人商工業資本－主として、それの統計
的分析－

モウキョウニオケル… 12-5-後

He3-は2-C 朝鮮總督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮の産業 チョウセンノサンギョウ 12-5-後
He3-は2-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 資源朝鮮 シゲンチョウセン 12-5-後
He3-は2-C 朝鮮総督府殖産局 チョウセンソウトクフショクサンキョク 朝鮮の商工業昭和11年3月、同年10月 チョウセンノショウコウギョウ 12-5-後
He3-は2-K 京城商工会議所 ケイジョウショウコウカイギショ 朝鮮に於ける工業資源調査 チョウセンニオケルコウギョウ… 12-5-後

He3-は2-KN 京城商工会議所 ケイジョウショウコウカイギショ
朝鮮工業基本調査概要（附）京城並に附近工業の現在
及将来に就いて（2冊）

チョウセンコウギョウキホンチョウサガイヨウ 12-5-後

He3-は3-AA 青柳　篤恒 アオヤギ　アツツネ 支那近世産業発達史 シナキンセイサンギョウハッタツシ 12-5-後
He3-は3-BK 馬場　鍬太郎 ババ　クワタロウ 中支の資源と貿易 チュウシノシゲントボウエキ 12-5-後

He3-は3-M 南満洲鉄道（株）庶務部調査課
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャショムブ…

南満洲工業事情 ミナミマンシュウコウギョウジジョウ 12-5-後
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He3-は3-M 南満洲鐵道（株）地方部商工課
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャチホウブ…

満洲商工事情 マンシュウショウコウジジョウ 12-5-後

He3-は3-M 南満州鉄道上海事務所
ミナミマンシュウテツドウシャンハイ
ジムショ

上海満鉄調査資料（14）（15）（17）（19）（20）～（22） シャンハイマンテツチョウサシリョウ 12-5-後

He3-は3-M 南満州鉄道上海事務所
ミナミマンシュウテツドウシャンハイ
ジムショ

上海満鉄調査資料（24）～（29） シャンハイマンテツチョウサシリョウ 12-5-後

He3-は3-M 満州事情案内所 マンシュウジジョウアンナイショ 満州事情（上）（14） マンシュウジジョウ 12-5-後
He3-は3-M 満州事情案内所 マンシュウジジョウアンナイショ 満州事情（下）（16）（21） マンシュウジジョウ 12-5-後
He3-は3-M 満洲事情案内所 マンシュウジジョウアンナイショ 満洲國産業資源と其の開發 マンシュウコクサンギョウシゲン… 12-5-後
He3-は3-M 満蒙資源摘要 マンモウシゲンテキヨウ 12-5-後
He3-は3-R 臨時台湾旧慣調査会第2部 リンジタイワンキュウカンチョウサカ 調査経済資料報告（上） チョウサケイザイシリョウホウコク 12-5-後
He3-は3-RT 劉　大釣 リュウ　タイチョウ 支那工業論（上）－上海工業の発展－（2冊） シナコウギョウロン 12-5-後
He3-は3-SR 渋谷　礼治 シブヤ　レイジ 新興満州国に於ける諸問題と其の帰趨 シンコウマンシュウコクニオケル… 12-5-後
He3-は3-T 薹灣銀行 タイワンギンコウ 薹灣に於ける新興産業 タイワンニオケルシンコウサンギョウ 12-5-後

He3-は3-T 台湾総督府殖産局商工課
タイワンソウトクフショクサンキョク
ショウコウカ

台湾の商工業 タイワンノショウコウギョウ 12-5-後

He3-は3-T 東京工業大学工業調査部
トウキョウコウギョウダイガクコウ
ギョウチョウサブ

満蒙中央亜細亜燃料及び水力資源解説 マンモウチュウオウアジアネンリョウオヨビ… 12-5-後

He3-は5-T 台湾総督官房調査課 タイワンソウトクカンボウチョウサカ 比律賓に於ける邦人事業調査 フィリピンニオケルホウジン… 12-5-後
He3-は7-N 日本貿易振興協会 ニホンボウエキシンコウキョウカイ 泰国の産業貿易事情 タイコクノサンギョウボウエキジジョウ 12-5-後
He3-は8-Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 英領馬来に於ける重要資源の調査 エイリョウマレーニオケルジュウヨウ… 12-5-後
He4-K 経済審議会地域部会 ケイザイシンギカイチイキブカイ 地域部会報告－高密度経済社会への地域課題－ チイキブカイホウコク 12-6-前
He4-KA 神田　暹 カンダ　アキラ 重要産業団体令解説 ジュウヨウサンギョウダンタイレイカイセツ 12-6-前
He4-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ 第七十四回帝国議会ヲ通過スル産業関係重要法律 ダイ74カイテイコクギカイヲツウカ… 12-6-前
He4-S 商工行政調査会 ショウコウギョウセイチョウサカイ 物資制限の法規と解説 ブッシセイゲンノホウキトカイセツ 12-6-前
He4-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 暴利取締令執務提要 ボウリトリシマリレイシツム… 12-6-前
He8-MH 丸山　英人 マルヤマ　ヒデト 欧州経済統合の研究 オウシュウケイザイトウゴウノケンキュウ 12-6-前
Ia1-D 第百四十二国立銀行 ダイ142コクリツギンコウ 第百四十二国立銀行創立証書 ダイ142コクリツギンコウソウリツショウショ… 12-6-前
Ia1-G 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク 銀行便覧 ギンコウビンラン （3F）
Ia1-G 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク 銀行総覧（35） ギンコウソウラン （3F）
Ia1-G 銀行便覧 ギンコウビンラン 12-6-前
Ia1-H 兵庫県内務部商工課 ヒョウゴケンナイムブショウコウカ 兵庫県金融要覧昭和8年 ヒョウゴケンキンユウヨウラン 12-6-前
Ia1-M 無盡統制会 ムジントウセイカイ 全国無盡会社統計 ゼンコクムジンカイシャトウケイ 12-6-前
Ia1-O 大蔵省 オオクラショウ 国民貯蓄五百億円突破記念功績者表彰名簿 コクミンチョチク500オクエン… （3F）
Ia1-O 大蔵省 オオクラショウ 国民貯蓄五百億円突破記念功績者表彰名簿 コクミンチョチク500オクエン… 12-6-前
Ia1-O 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク 銀行便覧 ギンコウビンラン （3F）
Ia1-O 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク 銀行総覧（37）（41）（43）（44） ギンコウソウラン （3F）
Ia1-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 市街地信用組合現況第9次 シガイチシンヨウクミアイゲンキョウ 12-6-前
Ia1-S 生命保険会社協会 セイメイホケンガイシャキョウカイ 生命保険会社協会会報（自第一巻至第二十五巻）総索 セイメイホケンカイシャキョウカイ… 12-6-前
Ia1-Z 全国地方銀行協会 ゼンコクチホウギンコウキョウカイ 全国金利協定成立状況調 ゼンコクキンリキョウテイ… （3F）
Ia1-Z 全国無盡集会所 ゼンコクムジンシュウカイショ 全国無盡会社要覧昭和7年末現在 ゼンコクムジンガイシャヨウラン （3F）
Ia1-Z 全国無盡集会所 ゼンコクムジンシュウカイショ 全国無盡会社要覧昭和8年末現在 ゼンコクムジンカイシャヨウラン （3F）
Ia2-F 桃園会 トウエンカイ 藤本先生論文集－喜壽記念 フジモトセンセイロンブンシュウ 12-6-前
Ia2-KT 加藤　俊彦 カトウ　トシヒコ 日本の銀行家－大銀行の性格とその指導者－ ニホンノギンコウカ 12-6-前
Ia2-M 三井銀行 ミツイギンコウ 三井銀行営業案内 ミツイギンコウエイギョウアンナイ 12-6-前
Ia2-OJ 緒方　潤 オガタ　ジュン 銀行破綻物語－某休業銀行重役の慚悔録－ ギンコウハタンモノガタリ （3F）
Ia2-YU 米山　梅吉 ヨネヤマ　ウメキチ 銀行行余録 ギンコウコウヨロク 12-6-前
Ia2-Z 全国地方銀行協会 ゼンコクチホウギンコウキョウカイ 所謂一県一行主義の原理 イワユルイッケンイッコウシュギノゲンリ 12-6-前
Ia3-A 愛知銀行（株） アイチギンコウガブシキガイシャ 〔愛知銀行〕報告書 アイチギンコウホウコクショ 12-6-前

Ia3-C 朝鮮殖産銀行調査課
チョウセンショクサンギンコウチョウ
サカ

銀行會社営業成績調 ギンコウガイシャエイギョウセイセキシラベ 12-6-前

Ia3-C 朝鮮銀行京城総裁席調査課
チョウセンギンコウケイジョウソウサ
イセキチョウサカ

〔朝鮮銀行〕調査昭和8年 チョウセンギンコウチョウサ 12-6-前
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Ia3-C 朝鮮銀行調査課 チョウセンギンコウチョウサカ 〔朝鮮銀行〕調査昭和9年 チョウセンギンコウチョウサ 12-6-前
Ia3-C 朝鮮銀行調査課 チョウセンギンコウチョウサカ 〔朝鮮銀行〕調査報告昭和10年 チョウセンギンコウチョウサホウコク 12-6-前
Ia3-H 商工局保険局 ショウコウキョクホケンキョク 保険年鑑 ホケンネンカン 12-6-前
Ia3-H 農商務省 ノウショウムショウ 保険年鑑 ホケンネンカン 12-6-前
Ia3-M 松本第十四国立銀行 マツモトダイ14コクリツギンコウ （半季）実際考課状第1回～10回 ジッサイコウカジョウ 12-6-前
Ia3-M 松本第十四国立銀行 マツモトダイ14コクリツギンコウ （半季）実際考課状第11回～19回 ジッサイコウカジョウ 12-6-前
Ia3-M 松本第十四国立銀行 マツモトダイ14コクリツギンコウ （半季）実際考課状第20回～31回 ジッサイコウカジョウ 12-6-前
Ia3-M 松本第十四国立銀行 マツモトダイ14コクリツギンコウ （半季）実際考課状第32回～38回 ジッサイコウカジョウ 12-6-前
Ia3-S 生命保険会社協会 セイメイホケンガイシャキョウカイ 生命保険会社事業成績概況（4冊） セイメイホケンガイシャジギョウセイセキ… 12-6-前
Ia3-S （株）下野銀行 カブシキガイシャシモツケギンコウ 設立願、定款、申合規則、営業報告書 セツリツネガイテイカン… 12-6-前
Ia3-T 東京手形交換所 トウキョウテガタコウカンショ 東京手形交換所年報昭和9年第40回 トウキョウテガタコウカンショネンポウ 12-6-前
Ia3-T 東京手形交換所 トウキョウテガタコウカンショ 東京手形交換所年報（第15回）昭和10年 トウキョウテガタコウカンショネンポウ 12-6-前
Ia3-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 東洋経済銀行年鑑第1～4回大正12年～16年（昭和元 トウヨウケイザイギンコウネンカン 12-6-前
Ia3-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 東洋経済銀行年鑑5回－昭和2－ トウヨウケイザイギンコウネンカン 12-6-前

Ia3-は3-Z 中国銀行総管理處経済研究室
チュウゴクギンコウソウカンリショケ
イザイケンキュウシツ

全国銀行年鑑中華民国24年 ゼンコクギンコウネンカン 12-6-前

Ia4-F （株）不動貯金銀行
カブシキガイシャフドウチョキンギン
コウ

國際勤儉會議及び國際勤儉協會に關する調査
コクサイキンケンカイギオヨビコクサイキンケンキョウカ
イニ…

12-6-後

Ia4-K 金融機関資金審議会 キンユウキカンシキンシンギカイ 金融機関資産審議会第14回速記録 キンユウキカンシサンシンギカイ 12-6-後
Ia4-S 社会局社会部 シャカイキョクシャカイブ 勤倹奨励運動概況 キンケンショウレイウンドウガイキョウ 12-6-後
Ia4-T 東京交換所 トウキョウコウカンショ 手形交換所聯合會記事 テガタコウカンショレンゴウカイキジ 12-6-後
Ia4-Z 全国銀行協会20年史編纂室 ゼンコクギンコウキョウカイ２０ネン 銀行協会20年史 ギンコウキョウカイ20ネンシ （3F）
Ia4-Z 全国地方銀行協会 ゼンコクチホウギンコウキョウカイ 会員総会記録第二回貯蓄奨励と地方銀行 カイインソウカイキロク 12-6-後
Ia4-Z 全国地方銀行協会 ゼンコクチホウギンコウキョウカイ 会員総会竝成立祝賀会記録第1回 カイインソウカイナラビニセイリツシュクガカイ 12-6-後
Ia4-Z 全国地方銀行協会創立誌（2冊） ゼンコクチホウギンコウキョウカイソウリツシ 12-6-後

Ia5-M 満州中央銀行調査課
マンシュウチュウオウギンコウチョウ
サカ

〔満州中央銀行〕調査彙報（2） マンシュウチュウオウギンコウチョウサイホウ 12-6-後

Ia5-N 日本勧業銀行調査課 ニホンカンギョウギンコウチョウサカ 不動産抵當個人間貸借金利調大正7、13～昭和3年 フドウサンテイトウコジンカンタイシャクキンリシラベ 12-6-後
Ia5-N 日本勧業銀行調査課 ニホンカンギョウギンコウチョウサカ 個人間不動産抵當貸借状況調昭和10年度～17年度 コジンカンフドウサンテイトウタイシャクジョウキョウシラ 12-6-後

Ia5-TT 玉木　為三郎 タマキ　タメサブロウ
非射利主義生命保険会社の設立を望む－矢野恒太君
保険関係二十五年記念会報告

ヒシャリシュギセイメイホケンガイシャ… 12-6-後

Ia5-Y 横濱正金銀行調査部 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ （横濱正金銀行）調査報告（3冊） ヨコハマショウキンギンコウチョウサホウコク 12-6-後

Ia5-は2-C 朝鮮殖産銀行調査課
チョウセンショクサンギンコウチョウ
サカ

不動産抵当個人間貸借金利調第5回9回～13回 フドウサンテイトウコジンカンタイシャクキンリシラベ 12-6-後

Ia5-は2-F 朝鮮殖産銀行調査課
チョウセンショクサンギンコウチョウ
サカ

不動産抵當個人間貸借金利調（第6回）（第14回） フドウサンテイトコジンカンタイシャク… 12-6-後

Ib1-AT 天野　為之 アマノ　タメユキ 銀行論（完） ギンコウロン 12-6-後
Ib1-AY 荒井　泰治 アライ　ヤスジ 銀行誌（上）（下） ギンコウシ 12-6-後
Ib1-BN バルー，N． バルー　エヌ 産業組合金融論 サンギョウクミアイキンユウロン 12-6-後
Ib1-HK 堀江　帰一 ホリエ　キイチ 銀行論改訂 ギンコウロン 12-6-後
Ib1-OG 小川　郷太郎 オガワ　ゴウタロウ 銀行の他業兼営に就て ギンコウノタギョウケンエイニツイテ 12-6-後
Ib1-SH 下村　宏 シモムラ　ヒロシ 貯蓄機関論 チョチクキカンロン 12-6-後
Ib1-SM 杉山　正幸 スギヤマ　マサユキ 不動産金融に関する若干の問題 フドウサンキンユウニカンスル… 12-6-後
Ib1-SM 末高　信 スエタカ　マコト 保険国営の研究 ホケンコクエイノケンキュウ 12-6-後
Ib1-SZ 佐野　善作 サノ　ゼンサク 銀行論 ギンコウロン 12-6-後
Ib1-TH 田村　秀実 タムラ　ヒデミ 銀行実務誌 ギンコウジツムシ 12-6-後
Ib1-TT 玉塚　締伍 タマズカ　テイゴ 不動産金融原論 フドウサンキンユウゲンロン 12-6-後
Ib1-WH ウォルフ，H．W． ウォルフ　エッチ　ダブリュー 国民銀行論 コクミンギンコウロン 12-6-後
Ib1-YM 山根　譓 ヤマネ　メグミ 金融組合概論 キンユウクミアイガイロン 12-6-後
Ib1-YZ 安田　善三郎 ヤスダ　ゼンザブロウ 銀行経営法 ギンコウケイエイホウ 12-6-後
Ib2-AT 明石　照男 アカシ　テルオ 大正銀行史 タイショウギンコウシ 12-6-後
Ib2-BE 馬場　鍈一 ババ　エイイチ 不動産金融 フドウサンキンユウ 12-6-後
Ib2-C 朝鮮銀行 チョウセンギンコウ 海外銀行一斑 カイガイギンコウイッパン 12-6-後
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Ib2-C 朝鮮銀行調査課 チョウセンギンコウチョウサカ 海外銀行現勢 カイガイギンコウゲンセイ 12-6-後
Ib2-E 越山　堂 エツザン　ドウ 銀行会社破綻史 ギンコウガイシャハタンシ 12-6-後
Ib2-GS 後藤　新一 ゴトウ　シンイチ 本邦銀行合同史 ホンポウギンコウゴウドウシ （3F）
Ib2-HT 堀越　鉄蔵 ホリコシ　テツゾウ 信託会社及貸金業者ニ関スル調査 シンタクカイシャオヨビカシキンギョウシャ… 12-6-後
Ib2-IK 石澤　久五郎 イシザワ　キュウゴロウ 本邦銀行発達史 ホンポウギンコウハッタツシ （3F）
Ib2-K 久兵衛（竹原店） キュウベイ 校註両替年代記 コウチュウリョウガエネンダイキ 12-6-後
Ib2-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 国民貯蓄の現状 コクミンチョチクノゲンジョウ 12-6-後
Ib2-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 郵便貯金の運用（2冊） ユウビンチョキンノウンヨウ 12-6-後
Ib2-KK 木村　粂市 キムラ　クメイチ 不動産銀行特設に関する卑見（2冊） フドウサンギンコウトクセツニ… 12-6-後
Ib2-KT 加藤　俊彦 カトウ　トシヒコ 本邦銀行史論 ホンポウギンコウシロン （3F）
Ib2-KY 木島　由四郎 キジマ　ヨシシロウ 営業無盡論 エイギョウムジンロン 12-6-後
Ib2-MH 南　弘道 ミナミ　ヒロミチ 無盡金融の社会的基礎 ムジンキンユウノシャカイテキキソ 12-6-後
Ib2-MK Mackenzie，Kenneth マッケンヂー　ケネス 英米独仏 近の銀行事情 エイベイドクフツサイキンノギンコウジジョウ 13-1-前
Ib2-MS 牧村　四郎 マキムラ　シロウ 地方銀行 チホウギンコウ 13-1-前
Ib2-MS 松好　貞夫 マツヨシ　サダオ 明治維新後に於ける両替商金融 メイジイシンゴニオケルリョウガエショウキンユウ （3F）
Ib2-MS 松好　貞夫 マツヨシ　サダオ 金貸と大名 カネカシトダイミョウ 13-1-前
Ib2-MS 松好　貞夫 マツヨシ　サダオ 近世の産業と両替商金融（2冊） キンセイノサンギョウトリョウガエショウキンユウ 13-1-前
Ib2-MT 三井　高維 ミツイ　タカスミ 江戸に於ける両替仲間の変遷と其特性 エドニオケルリョウガエナカマノヘンセン… 13-1-前
Ib2-MT 牟田口　利彦 ムタグチ　トシヒコ 金融組合運動―その史的発展と本質― キンユウクミアイウンドウ 13-1-前
Ib2-N 日本勧業銀行調査課 ニホンカンギョウギンコウチョウサカ 都市及農村に於ける不動産抵当起債高 トシオヨビノウソンニオケル… 13-1-前

Ib2-N 日本銀行調査局 二ホンギンコウチョウサキョク
北陸三県ニ於ケル小商工業者ノ資金融通情況（金沢支
店調）

ホクリクサンケンニオケルショウショウコウギョウシャ… 13-1-前

Ib2-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ 不動産金融に関する調査（2冊） フドウサンキンユウニカンスル… 13-1-前
Ib2-OG 小野　義一 オノ　ギイチ 伊国及独国ノ貯畜機関 イコクオヨビドクコクノチョチクキカン 13-1-前
Ib2-OS 岡田　純夫 オカダ　スミオ 本邦銀行・金融変動史 ホンポウギンコウ・キンユウヘンドウシ （3F）
Ib2-SM 杉本　正幸 スギモト　マサユキ 不動産金融に就て フドウサンキンユウニツイテ 13-1-前
Ib2-SM 杉本　正幸 スギモト　マサユキ 全国農工銀行発達史 ゼンコクノウコウギンコウハッタツシ （3F）
Ib2-SM 杉本　正幸 スギモト　マサユキ 全国農工銀行発達史 ゼンコクノウコウギンコウハッタツシ 13-1-前
Ib2-SR 杉中　利平次 スギナカ　リヘイジ 致富要論 チフヨウラン 13-1-前
Ib2-T 東京商業会議所 トウキョウショウギョウカイギショ 東京市内小商工業金融調査資料 トウキョウシナイショウショウコウギョウキンユウ… 13-1-前
Ib2-T 東京商業會議所 トウキョウショウギョウカイギショ 休業銀行ニ關スル參考資料 キュウギョウギンコウニカンスル… 13-1-前

Ib2-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 中小商工業金融と我国金融機関の現状（2冊）
チュウショウショウコウギョウキンユウトワガクニキンユ
ウ…

13-1-前

Ib2-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 帝都経済復興と不動産金融問題 テイトケイザイフッコウトフドウサン… 13-1-前
Ib2-TT 土屋　喬雄 ツチヤ　タケオ 地方銀行小史 チホウギンコウショウシ （3F）
Ib2-UT 卜部　豊次郎 ウラベ　トヨジロウ 両替商沿革史 リョウガエショウエンカクシ （3F）
Ib2-YZ 八木沢　善次 ヤギサワ　ゼンジ 明治初期の不動産金融運動としての大日本勧農義社 メイジショキノフドウサンキンユウウンドウ… 13-1-前

Ib2-Z 全国銀行協会連合会
ゼンコクギンコウキョウカイレンゴウ
カイ

金融界の回顧 キンユウカイノカイコ 13-1-前

Ib2-に1-DW デイシー，W．M． デイシー　ダブル　マニング 現代イギリス銀行論－その発展とメカニズム－ ゲンダイイギリスギンコウロン 13-1-前
Ib2-に1-HA 橋爪　明男 ハシヅメ　アキオ 英国の株式銀行 エイコクノカブシキギンコウ 13-1-前
Ib2-に1-MY 水間　美継 ミズマ　ヨシツグ LONDON ACCEPTANCE CREDITSニツキテ ロンドンアクセプタンスクレジッツニツキテ 13-1-前
Ib2-に2-D 第一銀行調査部 ダイイチギンコウチョウサブ 独逸金融界の組織化 ドイツキンユウカイノソシキカ 13-1-前
Ib2-に2-KT 串本　友三郎 クシモト　トモサブロウ 近の独逸銀行業 サイキンノドイツギンコウギョウ 13-1-前
Ib2-に2-KT 串本　友三郎 クシモト　トモサブロウ 獨逸信用銀行論 ドイツシンヨウギンコウロン 13-1-前

Ib2-に2-O 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク
金融業界における公正取引阻害事情の調査および預
金保証に関する西ドイツ政府報告書

キンユウギョウカイニオケルコウセイトリヒキ… 13-1-前

Ib2-に2-TT 得田　正 トクダ　タダシ
近独逸金融機関の状況－海外派遣員得田正研究報

告－
サイキンドイツキンユウキカン… 13-1-前

Ib2-に2-Y 保田書記調査 ヤスダショキチョウサ 獨逸国銀行制度小観 ドイツコクギンコウセイドショウカン 13-1-前

Ib2-に4-C 朝鮮銀行調査室 チョウセンギンコウチョウサシツ
砂糖生産地ニ於ケル仏国ノ殖民銀行カ輸入超過ノ為ニ
苦ミタル実例

サトウセイサンチニオケル… 13-1-前

Ib2-に7-HA 星埜　章 ホシノ　アキラ 瑞西国「スヰス、バンクフェライン」見学報告書 スイスコクスヰイスバンクフェライン… 13-1-前
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Ib2-は2-C 朝鮮金融組合聯合会
チョウセンキンユウクミアイレンゴウ
カイ

国民貯蓄造成運動に関する資料（5） コクミンチョチクゾウセイ… 13-1-前

Ib2-は3-C 朝鮮銀行東京総裁席外国為替課
チョウセンギンコウトウキョウソウサ
イセキ…

天津に於ける金融機関に就て（3冊） テンシンニオケルキンユウキカン… 13-1-前

Ib2-は3-FR 藤井　諒 フジイ　リョウ 満洲に於ける支那銀行の概要 マンシュウニオケルシナギンコウ… 13-1-前
Ib2-は3-KM 木村　増太郎 キムラ　マスタロウ 事変下の支那銀行 ジヘンカノシナギンコウ 13-1-前
Ib2-は3-O 大蔵大臣官房銀行課 オオクラダイジンカンボウギンコウカ 支那金融機關概論 シナキンユウキカンガイロン 13-1-前

Ib2-は3-Y 横浜正金銀行頭取席調査課
ヨコハマショウキンギンコウトウドリ
セキチョウサカ

天津に於ける小切手の法律関係と商習慣 テンシンニオケルコギッテノホウリツカンケイ… 13-1-前

Ib2-へ1-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ アメリカ復興金融会社の機能概要（2冊） アメリカフッコウキンユウガイシャノキノウガイヨウ 13-1-前

Ib2-へ1-KG 今野　源八郎 コンノ　ゲンパチロウ
アメリカ銀行資本の－傾向－信託業担当者としての國
立銀行の發展－

アメリカギンコウシホンノ… 13-1-前

Ib2-へ1-PE ペリン，イー　ティー ペリン　イー　ティー 米国信託会社発達史 ベイコクシンタクガイシャハッタツシ 13-1-前
Ib3-A 青木普通銀行課長 アオキフツウギンコウカチョウ 銀行條例施行細則説明 ギンコウジョウレイシコウサイソク… 13-1-前
Ib3-C 朝鮮総督府財務局 チョウセンソウトクフザイムキョク 金融組合関係例規集 キンユウクミアイカンケイレイキシュウ 13-1-前
Ib3-F 藤本ビルブローカー銀行 フジモトビルブローカーギンコウ 新法案の銀行業態に就いて シンホウアンノギンコウギョウタイニツイテ （3F）
Ib3-FS 舟山　正吉 フナヤマ　ショウキチ 非常金融対策要綱解説 ヒジョウキンユウタイサクヨウコウカイセツ 13-1-前
Ib3-IT 飯田　豊吉 イイダ　トヨキチ 無尽業法規 ムジンギョウホウキ 13-1-前

Ib3-J 実業同志会調査部 ジツギョウドウシカイチョウサブ
諸外国銀行監督及預金者保護に関する法制参考資料
（2冊）

ショガイコクギンコウカントクオヨビ… 13-1-前

Ib3-J 情報局 ジョウホウキョク 国民貯蓄組合法解説 コクミンチョチククミアイホウカイセツ 13-1-前
Ib3-KS 門脇　重雄 カドワキ　シゲオ 日本勧業銀行法農工銀行法正解博文館 ニホンカンギョウギンコウホウノウコウギンコウホウ… 13-1-前
Ib3-M 〔三井銀行〕 ミツイギンコウ （合名会社）三井銀行條規類聚 ミツイギンコウジョウキルイジュ 13-1-前

Ib3-N 日本勧業銀行法案農工銀行法案
ニホンカンギョウギンコウホウアンノ
ウコウギンコウ…

農工銀行補助法案委員会会議録 ノウコウギンコウホジョホウアン… 13-1-前

Ib3-O 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク 無盡ニ関スル先例摘録（地方長官へ通牃済ノ分） ムジンニカンスルセンレイテキロク 13-1-前
Ib3-O 大阪銀行集会所 オオサカギンコウシュウカイジョ 銀行法令 ギンコウホウレイ 13-1-前
Ib3-OG 小川　郷太郎 オガワ　ゴウタロウ 新銀行法理由（2冊） シンギンコウホウリユウ 13-1-前
Ib3-S 商工組合中央金庫 ショウコウクミアイチュウオウキンコ 商工組合中央金庫関係法令及定款 ショウコウクミアイチュウオウキンコカンケイホウレイ… 13-1-前
Ib3-S 商工省振興部 ショウコウショウシンコウブ 中小商工業金融関係規程 チュウショウショウコウギョウキンユウカンケイキテイ 13-1-前
Ib3-T 東京銀行集会所 トウキョウギンコウシュウカイジョ 銀行法規全集（全） ギンコウホウキゼンシュウ （3F）
Ib3-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 金庫関係法令竝定款 キンコカンケイホウレイ… 13-1-前
Ib3-TT 田部井　俊夫 タベイ　トシオ 国民貯蓄組合法詳解－普通銀行の立場を中心として コクミンチョチククミアイホウショウカイ 13-1-前
Ib3-TT 玉木　為三郎 タマキ　タメサブロウ 簡易生命保険 カンイセイメイホケン 13-1-前
Ib3-Z 全国無盡集会所 ゼンコクムジンシュウカイショ 新無盡業法経過 シンムジンギョウホウケイカ 13-1-前
Ib3-に11C 朝鮮銀行調査室 チョウセンギンコウチョウサシツ 露西亞國立銀行關係諸規則集抜萃 ロシアコクリツギンコウカンケイ… 13-1-前
Ib3-に1Y 横浜正金銀行調査課 ヨコハマショウキンギンコウチョウサ 銀行実務より見たる英国手形法解説 ギンコウジツムヨリミタル… 13-1-前
Ib3-に4C 朝鮮銀行　調査室 チョウセンギンコウチョウサシツ 青田貸ニ關スル佛國ノ法制 アオタガシニカンスルフツコクノホウセイ 13-1-前
Ic1-AK 愛知　揆一 アイチ　キイチ 南方開発金庫解説 ナンポウカイハツキンコカイセツ 13-1-前
Ic1-ET 榎並　赳夫 エナミ　タケオ 本邦地方銀行論 ホンポウチホウギンコウロン （3F）

Ic1-K
勧業農工両銀行大意日本勧業銀行及農工銀行大体説
明日本勧業銀行法逐條説明農工銀行法逐條説明農工
銀行補助法逐條説明

カンギョウノウコウリョウギンコウタイイニホン… 13-1-前

Ic1-KT 加藤　俊彦 カトウ　トシヒコ 国立銀行の研究 コクリツギンコウノケンキュウ （3F）
Ic1-N 日本銀行調査局　中西　次郎 ニホンギンコウチョウサキョク 信用組合ニ関スル調査 シンヨウクミアイニカンスルチョウサ （3F）

Ic1-O 大蔵省金融制度調査会
オオクラショウキンユウセイドチョウ
サカイ

金融機関発展史―大蔵省金融制度調査報告第3編― キンユウキカンハッテンシ （3F）

Ic1-は3KH 笠原　博 カサハラ　ヒロシ 満州の金融機關と通貨 マンシュウノキンユウキカント… （3F）
Ic2-B 文明協会 ブンメイキョウカイ 庶民金融問題研究 ショミンキンユウモンダイケンキュウ （3F）
Ic2-H 法律新聞社 ホウリツシンブンシャ 無尽と貯蓄銀行 ムジントチョチクギンコウ 13-1-前
Ic2-H 法律新聞社 ホウリツシンブンシャ 無盡と貯蓄銀行 ムジントチョチクギンコウ （3F）
Ic2-HT 平田　東助 ヒラタ　トウスケ 信用組合論 シンヨウクミアイロン 13-1-前
Ic2-HT 堀越　鉄蔵 ホリコシ　テツゾウ 無盡会社ニ関スル調査（日銀調査部） ムジンカイシャニカンスル… （3F）
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Ic2-HT 堀越　鉄蔵 ホリコシ　テツゾウ 無盡会社ニ関スル調査（庶民金融研究所） ムジンカイシャニカンスル… （3F）
Ic2-KC 梶原　仲治 カジワラ　チュウジ 中小農商工業者に対する金融に就て チュウショウノウショウコウギョウシャニタイスル… 13-1-前
Ic2-N 〔日本銀行〕京都支店 ニホンギンコウキョウトシテン 京都府滋賀県下ニ於ケル銀行以外ノ金融機関 キョウトフシガケンカニオケル… 13-1-後
Ic2-N 〔日本銀行〕西部支店 ニホンギンコウセイブシテン 関門地方ニ於ケル下級金融機関 カンモンチホウニオケルカキュウブシ… 13-1-後
Ic2-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 質屋ニ関スル調査（2冊） シチヤニカンスルチョウサ 13-1-後
Ic2-N 日本銀行大阪支店 ニホンギンコウオオサカシテン 大阪市ニ於ケル小商工業者金融状況 オオサカシニオケルショウショウ… 13-1-後
Ic2-N 日本銀行小樽支店 ニホンギンコウオタルシテン 小樽区ニ於ケル小商工業者ノ金融調査 オタルクニオケルショウショウ… 13-1-後
Ic2-N 日本銀行名古屋支店 ニホンギンコウナゴヤシテン 愛知三重岐阜三県下ニ於ケル銀行以外の金融機関（2 アイチミエギフサンケンカニ 13-1-後
Ic2-N 日本銀行函館支店 二ホンギンコウハコダテシテン 函館に於ける銀行以外の金融機関 ハコダテニオケルギンコウイガイノキンユウキカン 13-1-後
Ic2-N 日本銀行福島支店 ニホンギンコウフクシマシテン 福島地方下級金融機関調査附山形、仙台、盛岡、秋田 フクシマチホウカキュウキンユウキカンチョウサ 13-1-後
Ic2-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ 中小商工業金融改善策に関する資料（1） チュウショウショウコウギョウキンユウカイゼン… 13-1-後
Ic2-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ 中小商工業金融改善策ニ関スル資料（2）（2冊） チュウショウショウコウギョウキンユウカイゼン… 13-1-後
Ic2-O 大蔵大臣官房銀行課 オオクラダイジンカンボウギンコウカ 無尽ニ関スル調査 ムジンニカンスルチョウサ 13-1-後
Ic2-O 大阪商工会議所 オオサカショウコウカイギショ 我国に於ける中小商工業資金融通概況 ワガクニニオケルチュウショウ… 13-1-後
Ic2-S 産業組合中央金庫 サンギョウクミアイチュウオウキンコ 農村市街地信用組合金融事情調査（2）（4・2冊） ノウソンシガイチシンヨウクミアイ… 13-1-後
Ic2-S 社會局社會部（東京市） シャカイキョクシャカイブ 東京市内及郡部に於ける質屋に關する調査 トウキョウシナイオヨビグンブニ… 13-1-後

Ic2-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク
公益質屋金融特ニ東京府社會事業協會經營公益質屋
ノ實情ニ就テ

コウエキシチヤキンユウトクニ… 13-1-後

Ic2-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 小売金融機関ニ就テ コウリキンユウキカンニツイテ 13-1-後
Ic2-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 小売金融特ニ日本興業銀行ニ於ケル其ノ取扱事情ニ コウリキンユウトクニニホンコウギョウ… 13-1-後
Ic2-T 東京市 トウキョウシ 無産者金融機関としての質屋の研究 ムサンシャキンユウキカントシテノシチヤ… （3F）
Ic2-T 東京市 トウキョウシ 無産者金融機関としての質屋の研究 ムサンシャキンユウキカントシテノシチヤ… 13-1-後
Ic2-T 東京市 トウキョウシ 質屋業ノ統計調査（2冊） シチヤギョウノトウケイチョウサ 13-1-後
Ic2-T 東京市政調査会 トウキョウシセイチョウサカイ 小額信用制度の研究 ショウガクシンヨウセイドノケンキュウ 13-1-後
Ic2-T 東京市政調査会 トウキョウシセイチョウサカイ 都市庶民金融に関する調査（1・2冊）（2） トシショミンキンユウニカンスル… 13-1-後
Ic2-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 中小商工業金融の改善策 チュウショウショウコウギョウキンユウノカイゼンサク 13-1-後
Ic2-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 中小商工業金融と我国金融機関の現状 チュウショウショウコウギョウキンユウト… 13-1-後
Ic2-T 東京質屋組合利子調査研究委員会 トウキョウシチヤクミアイリシチョウ 質屋利子の研究 シチヤリシノケンキュウ 13-1-後
Ic2-Z 全国無盡集会所 ゼンコクムジンシュウカイショ 金銭債務臨時調停法制定経過と無盡業 キンセンサイムリンジチョウテイセイテイ… 13-1-後
Ic2-Z 吉澤　新作 ヨシザワ　シンサク 全国無盡会社要覧昭和7年末現在 ゼンコクムジンカイシャヨウラン （3F）
Ic2-に4K 国際観光局 コクサイカンコウキョク 仏蘭西のホテル貸付銀行に就て フランスノホテルカシツケギンコウ… 13-1-後
Ic2-に4-O 大蔵大臣官房銀行課 オオクラダイジンカンボウギンコウカ 佛国庶民銀行概観 フツコクショミンギンコウガイカン 13-1-後
Ic2-は2SS 斎藤　清治 サイトウ　セイジ 朝鮮に於ける庶民金融の概況朝鮮金融組合協会 チョウセンニオケルショミンキンユウノ… 13-1-後
Ic2-は3M 満鐵經濟調査會 マンテツケイザイチョウサカイ 満洲側不動産並庶民金融機關設立に關する資料 マンシュウガワフドウサン… 13-1-後
Ic2-へ1S 産業組合中央會 サンギョウクミアイチュウオウカイ 米国に於ける小口金融會社に就て ベイコクニオケルコグチキンユウガイシャ… 13-1-後

Id1-T 東京銀行集会所調査課
トウキョウギンコウシュウカイショチョ
ウサカ

本邦主要銀行の経営情勢 ホンポウシュヨウギンコウノケイエイ… 13-1-後

Id2-C 朝鮮銀行東京調査支局
チョウセンギンコウトウキョウチョウ
サシキョク

銀行の手形引受業務に就て ギンコウノテガタヒキウケギョウムニ 13-1-後

Id2-K
為替手形及小切手ニ関スル法律専
門委員会

カワセテガタオヨビコギッテニ…
為替手形及小切手ニ関スル法律専門委員会ノ経済委
員会ニ提出シタル報告書

カワセテガタオヨビコギッテニ… 13-1-後

Id2-MK 村　勝範 ムラ　カツノリ 銀行貸付 ギンコウカシツケ 13-1-後
Id2-O 大蔵省銀行課 オオクラショウギンコウカ 銀行簿記例題（上）（下） ギンコウボキレイダイ 13-1-後
Id2-O 大阪銀行集会所 オオサカギンコウシュウカイショ 銀行実務懸賞答案集 ギンコウジツムケンショウトウアンシュウ 13-1-後

Id2-Z （社）全國地方銀行協會
シャダンホウジンゼンコクチホウギ
ンコウキョウカイ

不動産貸出資金化問題 フドウサンカシダシシキン… 13-1-後

Ie1-DK 土井　一徳 ドイ　カズノリ 大阪市に於ける信託業の発達 オオサカシニオケルシン… 13-1-後
Ie1-KS 紅林　茂夫 クレバヤシ　シゲオ （基本）銀行概論 ギンコウガイロン 13-1-後
Ie1-N 日本銀行調査局 二ホンギンコウチョウサキョク 本邦信託会社調 ホンポウシンタクガイシャシラベ 13-1-後
Ie1-O 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク 日本ニ於ケル信託ニ関スル調査 ニホンニオケルシンタクニカンスル… 13-1-後
Ie1-S 信託会社協会 シンタクカイシャキョウカイ 信託業法ニ関スル陳情 シンタクギョウホウニカンスル… 13-1-後
Ie1-へ1HK 逸見　嘉一郎 ヘンミ　カイチロウ 米国の信託会社 ベイコクノシンタクカイシャ 13-1-後
Ie1-へ1KB 呉　文炳 クレ　フミアキ 米国に於ける信託会社に関する調査報告 ベイコクニオケルシンタクガイシャニカンスル… 13-1-後
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Ie2-1M 三井信託株式会社 ミツイシンタクカブシキガイシャ 米国信託業務調査報告書 ベイコクシンタクギョウムチョウサホウコクショ 13-1-後

If1-H
保険業法並ニ附属法規保険会社ニ対スル助成金ノ交
付ニ関スル法規（2部）

ホケンギョウホウナラビニフゾクホウキ… 13-1-後

If1-IH 伊藤　秀壽 イトウ　ヒデトシ 現行保険法令集（全） ゲンコウホケンホウレイシュウ 13-1-後

If1-い2T 東京商工会議所商事関係法規改正
トウキョウショウコウカイギショショウ
ジカンケイホウキカイセイ

保険契約法 ホケンケイヤクホウ 13-1-後

If1-に4TS 寺田　四郎 テラダ　シロウ 保険国営に関する諸論稿（2） ホケンコクエイニカンスル… 13-1-後
If2-K 簡易保険局 カンイホケンキョク 諸外国に於ける保険会社の資金運用（2冊） ショガイコクニオケルホケンガイシャノ… 13-1-後
If2-YK 矢野　恒太 ヤノ　コウタ 保険金融に就て ホケンキンユウニツイテ 13-1-後
If3-K 簡易保険局 カンイホケンキョク 簡易生命保険ノ死亡率ニ関スル調査 カンイセイメイホケンノシボウリツ… 13-1-後
If3-K 簡易保険局 カンイホケンキョク 簡易生命保険積立金運用ニ関スル事項 カンイセイメイホケンツミタテキンウンヨウニ… 13-1-後
If3-K 簡易保険局 カンイホケンキョク 全国生命保険会社ノ資金運用ニ関スル調査 ゼンコクセイメイホケンガイシャノシキン… 13-1-後
If3-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 生命保険と金融 セイメイホケントキンユウ 13-1-後
If3-M 生命保険会社協会 セイメイホケンガイシャキョウカイ 明治大正保険資料第1巻第1編外5編 メイジタイショウホケンシリョウ （3F）
If3-NN 名取　夏司 ナトリ　ナツシ 財界変動と生命保険 ザイカイヘンドウトセイメイホケン… 13-1-後
If3-NS 西尾　清一 ニシオ　セイイチ 生命保険経営批判比率 セイメイホケンケイエイヒハン… 13-1-後
If3-S 生命保険会社協会 セイメイホケンガイシャキョウカイ 保険契約百億圓達成祝賀会報告 ホケンケイヤク100オクエン… 13-1-後
If3-SH 設楽　久 シタラ　ヒサシ 日本生命保険業史 ニホンセイメイホケンギョウシ 13-1-後
If3-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 生命保険会社の批判 セイメイホケンカイシャノヒハンヒリツ 13-1-後

If3-Y 山一証券（株）調査部
ヤマイチショウケンカブシキガイシャ
チョウサブ

生命保険経営に於ける投資情勢－其発展方向と株式
投資の役割－

セイメイホケンケイエイニオケル… 13-1-後

If3-に2-DW 簡易保険局 カンイホケンキョク 欧州戦争開始以来独逸生命保険会社資金運用の変遷 オウシュウセンソウカイシイライドイツセイメイ… 13-1-後
Ja1-K 経済復興会議 ケイザイフッコウカイギ 電源開発論 デンゲンカイハツロン 13-1-後
Ja1-は3-D 台湾総督府交通局 タイワンソウトクフコウツウキョク 電気事業要覧（13）昭和10年度 デンキジギョウヨウラン 13-1-後
Ja2-D 電気事業連合会 デンキジギョウレンゴウカイ でんき・あ・ら・かると（3）（4） デンキアラカルト 13-1-後
Ja2-D 電気事業連合会 デンキジギョウレンゴウカイ でんき・あ・ら・かると（6） デンキアラカルト 13-1-後
Ja2-D 電気問題座談会 デンキモンダイザダンカイ 電気問題座談会速記（2冊） デンキモンダイザダンカイソッキ 13-1-後
Ja2-IK 石川　賢吉 イシカワ　ケンキチ 庄川問題 ショウカワモンダイ 13-1-後
Ja2-MY 松永　安左エ門 マツナガ　ヤスザエモン 電気発達の鍵 デンキハッタツノカギ 13-1-後
Ja4-T 逓信省電気局 テイシンショウデンキキョク 臨時電気事業調査会総会議事録 リンジデンキジギョウチョウサカイソウカイ… 13-1-後
Jb1-AR 阿部　留太 アベ　リュウタ 五大電力の優劣 ゴダイデンリョクノユウレツ 13-1-後
Jb1-IR 石井　賓三 イシイ　ライゾウ 電燈電力電鉄及屎尿公営に関する新研究 デントウデンリョクデンテツオヨビ… 13-1-後
Jb1-KM 角田　正喬 カクタ　マサタカ 電気事業界當面の緊要問題 デンキジギョウカイトウメンノキンヨウモンダイ 13-1-後
Jb1-KS 加藤木　重教 カトギ　シゲタカ 日本電気事業発達史（前） ニホンデンキジギョウハッタツシ （3F）
Jb1-NE 沼田　恵範 ヌマタ　エハン 本邦動力電化の趨勢（2冊） ホンポウドウリョクデンカノスウセイ 13-1-後
Jb1-NT 根津　知好 ネヅ　トモヨシ 東北の電力と産業振興 トウホクノデンリョクトサンギョウシンコウ 13-1-後

Jb1-S 戦後電気事業史編纂委員会
センゴデンキジギョウシヘンサンイイ
ンカイ

戦後電気事業史 センゴデンキジギョウシ （3F）

Jb1-WI 渡辺　一郎 ワタナベ　イチロウ 電力 デンリョク 13-1-後
Jb1-に1-1S ソビエト連邦電力・電化省 ソビエトレンポウデンリョクデンカショ ソ連の電気事業 ソレンノデンキジギョウ 13-1-後
Jb1-に1-LJ Legoux，Jean ルグウ　ジャン 英吉利に於ける電力の国家統制 イギリスニオケルデンリョクノコッカトウセイ 13-1-後
Jb1-に2-KH 鴨川　広正 カモガワ　ヒロマサ 独逸電気事業経済研究 ドイツデンキジギョウケイザイケンキュウ 13-1-後

Jb1-は3-T 台湾総督府交通局逓信部
タイワンソウトクフコウツウキョクテイ
シンブ

台湾の動力資源 タイワンノドウリョクシゲン 13-1-後

Jb1-へ1-OK 落合　高次 オチアイ　コウジ
米国－防電力 近の動向－特に米加共同の電力計画
と新軍需基地の展開に就て－大東亜電力懇談会（2冊）

ベイコクコクボウデンリョクサイキンノドウコウ 13-1-後

Jb2-IM 石山　皆男 イシヤマ　ミナオ 誰にも判る電気国営案の批判 ダレニモワカルデンキコクエイアン… 13-1-後
Jb2-K 国策研究会 コクサクケンキュウカイ 電力国策に関する研究資料（2冊） デンリョクコクサクニカンスルケンキュウシリョウ 13-1-後
Jb2-MM 増永　元也 マスナガ　モトヤ 電力石炭問題 デンリョクセキタンモンダイ 13-1-後

Jb2-N 日本経済研究所 二ホンケイザイケンキュウショ
東北の電力と工場誘致－東北地方に工場誘致の可能
性ある電力利用産業の調査報告

トウホクノデンリョクトコウジョウ… 13-1-後

Jb2-N （財）日本経済研究所
ザイダンホウジン二ホンケイザイケ
ンキュウショ

東北の振興と電気事業 トウホクノシンコウトデンキジギョウ 13-1-後
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Jb2-OK 奥村　喜和男 オクムラ　キワオ 電力国策の全貌 デンリョクコクサクノゼンボウ 13-1-後
Jb2-TK 頼母木　桂吉 タノモギ　ケイキチ 電力国営の急務 デンリョクコクエイノキュウム 13-1-後
Jb2-TK 逓信省電気局 テイシンショウデンキキョク 電力国策に関する資料 デンリョクコクサクニカンスルシリョウ 13-1-後
Jb2-YT 山本　留治郎 ヤマモト　トメジロウ 電力統制と水力開発 デンリョクトウセイトスイリョクカイハツ 13-1-後
Jb2-に2-T 東邦電力株式会社 トウホウデンリョクカブシキガイシャ 独逸に於ける電力国策の現状 ドイツニオケルデンリョクコクサク… 13-1-後
Jb3-AR 阿部　留太 アベ　リュウタ 電気事業の実際 デンキジギョウノジッサイ 13-2-前
Jb3-TM 角田　正喬 カクタ　マサタカ 電気事業に於ける減価償却 デンキジギョウニオケルゲンカショウキャク 13-2-前
Jb4-D 電気経済研究所 デンキケイザイケンキュウショ 電気需給運営論（1） デンキジュキュウウンエイロン 13-2-前
Jb4-N 日本経済研究所 二ホンケイザイケンキュウショ 東北地方の電力需要－「東北の電力と産業振興」追補 トウホクチホウノデンリョク… 13-2-前
Jb4-NT 根津　知好 ネヅ　トモヨシ 大口電力消費産業の研究－その地域構成と立地条件 オオグチデンリョクショウヒサンギョウノ… 13-2-前
Jb4-T 逓信省電気局 テイシンショウデンキキョク 電気事業調査資料（6）（7） デンキジギョウチョウサシリョウ 13-2-前

Jb4-T 逓信省電気局 テイシンショウデンキキョク
水力電気事業昼間余力利用方法ニ関スル地方長官並
逓信局長等ノ意見

スイリョクデンキジギョウチュウカン… 13-2-前

Jb51-C 朝鮮総督府逓信局 チョウセンソウトクフテイシンキョク 発電計画及送電網計画書 ハツデンケイカクオヨビソウデンモウケイカクショ 13-2-前
Jb51-は2-C 朝鮮総督府逓信局 チョウセンソウトクフテイシンキョク 発電計画及送電網計画書附圖 ハツデンケイカクオヨビソウデンモウケイカクショフズ 13-2-前
Ka1-G 逓信省郵務局 テイシンショウユウムキョク 業務要覧昭和7年度 ギョウムヨウラン 13-2-前
Ka1-K 海軍省艦政局海運課 カイグンショウカンセイキョクカイウ 海員調査表明治21年－水火夫木工鍛治庖丁ノ部－ カイインチョウサヒョウ 13-2-前
Ka1-K 国鉄労働組合 コクテツロウドウクミアイ 国鉄安全白書－このまゝでは事故はまだおきる！－ コクテツアンゼンハクショ 13-2-前
Ka1-T 逓信省管船局 テイシンショウカンセンキョク 日本船名録明治33 ニホンセンメイロク 13-2-前
Ka1-T 鉄道省修史委員会 テツドウショウシュウシイインカイ 日本鉄道略年表 ニホンテツドウリャクネンヒョウ 13-2-前
Ka1-T 鐡道省 テツドウショウ 鐡道要覧昭和7年度 テツドウヨウラン 13-2-前
Ka2-N 日本国有鉄道広報部 ニホンコクユウテツドウコウホウブ 国鉄あらかると コクテツアラカルト 13-2-前
Ka2-U 前田　勝二[等] マエダ　カツジ （第二回）海の記念日協賛懸賞論文集（7冊） ウミノキネンビキョウサンケンショウ… 13-2-前
Ka3-C 朝鮮総督府逓信局 チョウセンソウトクフテイシンキョク 朝鮮の逓信事情昭和8年、14年 チョウセンノテイシンジジョウ 13-2-前
Ka3-D 逓信省電務局 テイシンショウデンムキョク 電務年鑑　昭和11年度 デンムネンカン 13-2-前
Ka3-D 逓信省電務局 テイシンショウデンムキョク 電務年鑑　昭和12年度 デンムネンカン 13-2-前
Ka3-S 日本船主協会 ニホンセンシュキョウカイ 船協海運年報1956-1957 センキョウカイウンネンポウ 13-2-前
Ka3-T 逓信大臣官房文書課 テイシンダイジンカンボウブンショカ 逓信省年報第42回、48回 テイシンショウネンポウ 13-2-前
Ka3-T 鉄道省 テツドウショウ 鉄道院年報大正8年度 テツドウインネンポウ 13-2-前
Ka3-T 鉄道省 テツドウショウ 鉄道省年報大正14年度 テツドウショウネンポウ 13-2-前
Ka4-GS 後藤　政蔵 ゴトウ　セイゾウ 日本海員掖済会沿革提要 ニホンカイインエキサイカイエンカクテイヨウ 13-2-前

Ka4-N
2号線古川高架式高速道路反対期
成同盟連合会員

2ゴウセンフルカワコウカシキコウソ
クドウロハンタイキセイドウメイレン
ゴウカイ

実害住民の非痛なる叫び－都心の高速道路とこれに
関連せる重要問題について－

ジツガイジュウミンノヒツウナルサケビ 13-2-前

Ka4-N 日本国有鉄道監査委員会事務局
ニホンコクユウテツドウカンサイイン
カイ…

日本国有鉄道監査委員会10年のあゆみ ニホンコクユウテツドウカンサイインカイ10ネン… 13-2-前

Ka4-N 日本経済連盟会 ニホンケイザイレンメイカイ 時局対策調査委員会第三委員会 ジキョクタイサクチョウサイインカイ… 13-2-前

Ka5-K （財）機械化國防協会
ザイダンホウジンキカイカコクボウ
キョウカイ

自動車教程（1）（2） ジドウシャキョウテイ 13-2-前

Kb2-FT 古島　敏雄 フルシマ　トシオ 江戸時代の商品流通と交通 エドジダイノショウヒンリュウツウトコウツウ （3F）
Kb2-FT 古島　敏雄 フルシマ　トシオ 江戸時代の商品流通と交通 エドジダイノショウヒンリュウツウトコウツウ 13-2-前
Kb2-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 日本交通史の研究 ニホンコウツウシノケンキュウ （3F）
Kb2-IM 石坂　又次郎 イシザカ　マタジロウ 五街道校書 ゴカイドウコウショ 13-2-前
Kb2-MY 宮武　勇平 ミヤタケ　ユウヘイ 逓信史要 テイシンシヨウ 13-2-前
Kb2-N 日本歴史地理学会 ニホンレキシチリガッカイ 日本交通史論 ニホンコウツウシロン 13-2-前
Kb2-NM 野口　雅雄 ノグチ　マサオ 日本運送史（2冊） ニホンウンソウシ 13-2-前
Kb2-TS 鳥谷部　銑太郎 トヤベ　センタロウ 交通発達史 コウツウハッタツシ 13-2-前
Kb2-U 運輸日報社 ウンユニッポウシャ 明治運輸史（全） メイジウンユシ 13-2-前

Kb3-は2-C 朝鮮殖産銀行調査課
チョウセンショクサンギンコウチョウ
サカ

敦圖線及其終端港 トントセンオヨビソノシュウタンコウ 13-2-前

Kc1-N 日本経済調査協議会 ニホンケイザイチョウサキョウギカイ 交通輸送の再編整備－地域交通充実を中心に－ コウツウユソウノサイヘンセイビ 13-2-前
Kc1-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 運送取扱人公認制度と合同問題 ウンソウトリアツカイニンコウニンセイドト… 13-2-前
Kc31-SK 住居　浩堂 スミイ　コウドウ 小運送合同問題に就て ショウウンソウゴウドウモンダイニツイテ… 13-2-前
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Kd1-MK 師岡　国 モロオカ　クニ 無類保護三菱会社内幕秘聞録 ムルイホゴミツビシカイシャウチマクヒブンロク 13-2-前
Kd1-MK 武蔵野　蛙生 ムサシノ　ケイセイ 商船十話 ショウセンジュウワ 13-2-前
Kd1-MS 村田　省蔵 ムラタ　ショウゾウ 国際海上運輸 コクサイカイジョウウンユ 13-2-前
Kd1-S 産業計画会議 サンギョウケイカクカイギ 海運を全滅から救え－海運対策の提案－ カイウンヲゼンメツカラスクエ 13-2-前
Kd1-T 台湾総督府 タイワンソウトクフ 航海命令書（写） コカイメイレイショウツシ 13-2-前
Kd1-T 逓信省 テイシンショウ 海事 カイジ 13-2-前
Kd1-UK 内田　敬三 ウチダ　ケイゾウ 国際海運市場に関する若干資料 コクサイカイウンシジョウニカンスルジャッカン… 13-2-前
Kd1-UK 内田　敬三 ウチダ　ケイゾウ 日本船より観たる満支関係海運の重要性 ニホンセンヨリミタル… 13-2-前
Kd1-YY 矢野　芳弘 ヤノ　ヨシヒロ 日本海運論 ニホンカイウンロン 13-2-前
Kd2-IJ 伊藤　重治郎 イトウ　ジュウジロウ 本邦海運市場の発達と其現状 ホンポウカイウンシジョウノハッタツ… 13-2-前
Kd2-IM 妹尾　正彦 セノオ　マサヒコ 日本商船隊の崩壊 ニホンショウセンタイノホウカイ 13-2-後
Kd2-JY 伊藤　米治郎 イトウ　ヨネジロウ 日本の海運 ニホンノカイウン 13-2-後
Kd2-K 神戸海運業組合 コウベカイウンギョウクミアイ 神戸海運五十年史 コウベカイウン50ネンシ 13-2-後
Kd2-KK 小篠　清根 コシノ　キヨネ 海運史料（上）（中）（下） カイウンシリョウ 13-2-後
Kd2-KM 岸上　操 キシガミ　ミサオ 海の日本 ウミノニホン 13-2-後
Kd2-OY 岡崎　幸寿 オカザキ　ユキトシ 海運 カイウン 13-2-後
Kd2-SK 柴　謙太郎 シバ　ケンタロウ 日本海運史資料 ニホンカイウンシシリョウ 13-2-後
Kd2-T 逓信省管船局 テイシンショウカンセンキョク 昭和二年海概況 ショウワ2ネンカイガイキョウ 13-2-後
Kd2-T 逓信省管船局 テイシンショウカンセンキョク 海事摘要 カイジテキヨウ 13-2-後
Kd2-TH 寺井　久信 テライ　ヒサノブ 海運の再建 カイウンノサイケン 13-2-後
Kd2-US 畝川　鎭夫 ウネカワ　シズオ 海運興国史 カイウンコウコクシ 13-2-後
Kd3-MS 村田　省蔵 ムラタ　ショウゾウ 海運及び海運金融 カイウンオヨビカイグンキンユウ 13-2-後
Kd4-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 海上運送用包装 カイジョウウンソウヨウホウソウ 13-2-後
Kd6-MH 三浦　周行 ミウラ　ヒロユキ 堺港之研究 サカイコウノケンキュウ 13-2-後
Kd6-O 大阪市港湾部 オオサカシコウワンブ 大阪港港勢一斑 オオサカコウコウセイイッパン 13-2-後
Kd6-S1 桜井　市作 サクライ　イチサク 新潟港史 ニイガタコウシ 13-2-後

Kd6-は3-M 三井物産（株）上海支店
ミツイブッサンカブシキガイシャシャ
ンハイシテン

上海港改訂増補 シャンハイコウ 13-2-後

Kd6-は3-T 台湾総督府交通局 タイワンソウトクフコウツウキョク 台湾の港湾 タイワンノコウワン 13-2-後
Kd7-MK 松木　堅二郎 マツキ　ケンジロウ 船舶関係法令抄録 センパクカンケイホウレイショウロク 13-2-後
Kd7-SS 住田　正一 スミダ　ショウイチ 廻船式目の研究 カイセンシキモクノケンキュウ 13-2-後
Ke1-は3-K 華北交通（株） カホクコウツウカブシキガイシャ 北支河川要覧（改訂版） ホクシカセンヨウラン 13-2-後
Kf11-N 日本経済研究所 ニホンケイザイケンキュウショ 京葉臨海工業地帯道路輸送計画－調査報告書－ ケイヨウリンカイコウギョウチタイ… 13-2-後
Kf2-N 日産自動車株式会社 ニッサンジドウシャカブシキガイシャ 人とクルマの明日のために－創立40周年記念論文集 ヒトトクルマノアスノタメニ 13-2-後

Kf2-S 産業計画会議 サンギョウケイカクカイギ
東京湾横断堤の経済効果の検討－東京湾横断堤交通
量に関する調査研究－

トウキョウワンオウダンテイノケイザイ… 13-2-後

Kf2-は2-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮の道路 チョウセンノドウロ 13-2-後
Kf2-は3-T 台湾総督府交通局 タイワンソウトクフコウツウキョク 台湾の道路 タイワンノドウロ 13-2-後

Kf3-へ1-T 鉄道省 テツドウショウ
米国ニ於ケル自動車運送－特ニ貨物自動車運送ノ発
達ト其鉄道貨物短距離輸送ニ及ボセル影響－

ベイコクニオケルジドウシャ… 13-2-後

Kf4-N 日本道路公団 ニホンドウロコウダン ワトキンス高速道路調査報告書の研究 ワトキンスコウソクドウロチョウサ… 13-2-後
Kg11-K 経済研究同志会 ケイザイケンキュウドウシカイ 鉄道国有論演説筆記（2冊） テツドウコクユウロンエンゼツヒッキ 13-2-後

Kg11-K 広軌鉄道改築準備委員会
コウキテツドウカイチクジュンビイイ
ンカイ

調査始末一斑 チョウサシマツイッパン 13-2-後

Kg11-N 日本国有鉄道 ニホンコクユウテツドウ 国鉄新5箇年計画（案）の概要 コクテツシン5カネンケイカク… 13-2-後

Kg11-N 日本国有鉄道監査委員会
ニホンコクユウテツドウカンサイイン
カイ

日本国有鉄道監査報告書昭和42年度 ニホンコクユウテツドウカンサホウコクショ 13-2-後

Kg11-NT 永島　富三郎 ナガシマ　トミサブロウ 第一期鉄道予定線路実況 ダイ1キテツドウヨテイセンロジッキョウ 13-2-後
Kg11-SF 下村　房次郎 シモムラ　フサジロウ 鉄道論（1） テツドウロン 13-2-後
Kg11-SY 島　恭彦 シマ　ヤスヒコ 日本資本主義と国有鉄道 ニホンシホンシュギトコクユウテツドウ 13-2-後
Kg12-は3-G 外務省情報部 ガイムショウジョウホウブ 北満鉄道譲渡交渉関係発表集 ホクマンテツドウジョウトコウショウ… 13-2-後
Kg12-は3-T 鉄路総局旅客科 テツロソウキョクリョカクカ 鉄路総局事業概要 テツロソウキョクジギョウガイヨウ 13-2-後
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Kg13-N 日本国有鉄道監査委員会
ニホンコクユウテツドウカンサイイン
カイ

日本国有鉄道監査報告書（30）（33）（35・2冊）（36） ニホンコクユウテツドウカンサホウコクショ 13-3-前

Kg13-N 日本国有鉄道監査委員会
ニホンコクユウテツドウカンサイイン
カイ

日本国有鉄道監査報告書昭和37年度 ニホンコクユウテツドウカンサホウコクショ 13-3-前

Kg13-N 日本国有鉄道監査委員会
ニホンコクユウテツドウカンサイイン
カイ

日本国有鉄道監査報告書昭和41年度（43）（44） ニホンコクユウテツドウカンサホウコクショ 13-3-前

Kg13-N 日本鉄道（株）例規彙纂
ニホンテツドウカブシキガイシャレイ
キイサン

（3F）

Kg2-FH 福田　秀雄 フクダ　ヒデオ 経済上より観たる国有鉄道 ケイザイジョウヨリミタルコクユウテツドウ 13-3-前
Kg2-IM 伊澤　道雄 イザワ　ミチオ 開拓鉄道論（上）（中）（下） カイタクテツドウロン 13-3-前
Kg2-IM 石井　満 イシイ　ミツル 日本鉄道創設史話 ニホンテツドウソウセツシワ 13-3-前
Kg2-S 産業計画会議 サンギョウケイカクカイギ 日本海運の現状 ニホンカイウンノゲンジョウ 13-3-前
Kg2-SK 清水　啓次郎 シミズ　ケイジロウ 交通今昔物語 コウツウコンジャクモノガタリ 13-3-前
Kg2-T 鉄道院 テツドウイン 本邦鉄道の社会及経済に及ぼせる影響附図 ホンポウテツドウノシャカイオヨビ… 13-3-前
Kg2-T 鉄道院 テツドウイン 本邦鉄道の社会及経済に及ぼせる影響（上）（中）（下） ホンポウテツドウノシャカイオヨビ… 13-3-前
Kg2-T 鉄道省 テツドウショウ 国有十年－本邦鉄道国有後の施設並成績－ コクユウ10ネン 13-3-前
Kg2-T 鉄道省 テツドウショウ 日本鉄道史（上）（中）（下） ニホンテツドウシ （3F）
Kg2-T 鉄道省 テツドウショウ 日本鉄道史（上）（中）（下） ニホンテツドウシ 13-3-前
Kg2-T 鉄道時報局 テツドウジホウキョク 日本の鉄道論－拾年紀念－ ニホンノテツドウロン 13-3-前
Kg2-T 東京地下鉄道株式会社 トウキョウチカテツドウカブシキガイ 東京地下鉄道史 トウキョウチカテツドウシ 13-3-前
Kg2-T 東京地下鉄道株式会社 トウキョウチカテツドウカブシキガイ 東京地下鉄道史 トウキョウチカテツドウシ 13-3-前
Kg2-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 国有鉄道国際連絡運輸史 コクユウテツドウコクサイレンラク… 13-3-前
Kg2-U （財）運輸調査局 ザイダンホウジンウンユチョウサキョ 鉄道80年のあゆみ－1872～1952－ テツドウ80ネンノアユミ 13-3-前
Kg2-UT 浦野　保 ウラノ　タモツ 国鉄と日本の産業 コクテツトニホンノサンギョウ 13-3-前
Kg2-は2-C 朝鮮総督府鉄道局 チョウセンソウトクフテツドウキョク 朝鮮鉄道史（1） チョウセンテツドウシ 13-3-後
Kg2-は2-C 朝鮮総督府鉄道局 チョウセンソウトクフテツドウキョク 朝鮮鉄道史（全） チョウセンテツドウシ 13-3-後

Kg2-は2-C 朝鮮鉄道史編纂委員会
チョウセンテツドウシヘンサンイイン
カイ

朝鮮鉄道史（1）創始時代 チョウセンテツドウシ 13-3-後

Kg2-は2-T 帝國鐵道協会 テイコクテツドウキョウカイ 朝鮮に於ける鐵道普及促進に付建議－朝鮮と其の富 チョウセンニオケルテツドウ… 13-3-後
Kg2-は3-R 陸軍省調査班 リクグンショウチョウサハン 東支鐡道の過去及現在 トウシテツドウノカコオヨビ… 13-3-後
Kg2-は3-S 殖産局 ショクサンキョク 近ニ於ケル支那側ノ満蒙鉄道計画 サイキンニオケルシナガワノ… 13-3-後

Kg2-は3-S 殖産局 ショクサンキョク
支那側満蒙鉄道政策ノ趨向－満蒙鉄道ニ関スル諸考
察（其ノ四）－

シナガワマンモウテツドウ… 13-3-後

Kg2-は3-T 東洋協會満洲支部 トウヨウキョウカイマンシュウシブ 支那鐵道綜覧附地圖 シナテツドウソウランフチズ 13-3-後
Kg2-は3-WS 渡辺　精吉郎 ワタナベ　セイキチロウ 吉会鉄道ト其終端港ニ就テ キッカイテツドウ… 13-3-後
Kg3-MM 武藤　昌知 ムトウ　マサトモ 災害と中毒 サイガイトチュウドク 13-3-後
Kg3-N 七日会 ナノカカイ 国家の重要政策上より見たる鉄道電化 コッカノジュウヨウセイサクジョウヨリミタル… 13-3-後

Kg3-N
日本国有鉄道会計及び財務基本問
題調査会

ニホンコクユウテツドウカイケイオヨ
ビ…

日本国有鉄道会計及び財務基本問題調査会答申 ニホンコクユウテツドウカイケイ… 13-3-後

Kg3-N 日本国有鉄道監査委員会
ニホンコクユウテツドウカンサイイン
カイ

日本国有鉄道監査報告書昭和50年度 ニホンコクユウテツドウカンサホウコクショ 13-3-後

Kg3-N 日本鉄道会社 ニホンテツドウガイシャ
日本鉄道会社自第1回至第20回自第21回至40回自第
41回至第48回自第49回至大尾

ニホンテツドウガイシャ 13-3-後

Kg3-NR 中山　隆吉 ナカヤマ　リュウキチ 鉄道運送施設綱要 テツドウウンソウシセツコウヨウ 13-3-後
Kg3-T 鉄道院米子建設事務所 テツドウインヨナゴケンセツジムショ 山陰線建設概要 サンインセンケンセツガイヨウ 13-3-後
Kg3-T 鉄道省経理局 テツドウショウケイリキョク 国有鉄道会計一覧 コクユウテツドウカイケイイチラン 13-3-後
Kg3-T 鐵道省經理局 テツドウショウケイリキョク 現在人員及給額表（昭和11年6月末日調） ゲンザイジンインオヨビキュウガクヒョウ 13-3-後
Kg3-U 運輸省 ウンユショウ 国有鉄道の現状（国有鉄道実相報告書） コクユウテツドウノゲンジョウ 13-3-後
Kg4-N 日本經濟聯盟會調査課 ニホンケイザイレンメイカイチョウサ 鐡道運賃制度調査資料 テツドウウンチンセイドチョウサ… 13-3-後
Kg4-T 鉄道省 テツドウショウ 国有鉄道貨物運賃及料金規則 コクユウテツドウカモツウンチン… 13-3-後
Kg4-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 貨物運送規則運賃等級質疑應答 カモツウンソウキソクウンチントウキュウ… 13-3-後

Kg4-は2-C （社）朝鮮貿易協會
シャダンホウジンチョウセンボウエキ
キョウカイ

對満輸出貿易と運賃（2冊） タイマンユシュツボウエキ… 13-3-後
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Kh1-K 航空政策研究会 コウクウセイサクケンキュウカイ
長期航空政策の展望と課題（中間報告）－昭和60年を
目標とする－

チョウキコウクウセイサクノテンボウ… 13-3-後

Kh1-S 産業計画会議 サンギョウケイカクカイギ 新東京国際空港の建設に関する勧告 シントウキョウコクサイクウコウ… 13-3-後
Kh1-S 総合政策研究会 ソウゴウセイサクケンキュウカイ 日本の航空政策 ニホンノコウクウセイサク 13-3-後
Kh1-T 逓信省航空局 テイシンショウコウクウキョク 主要各国民間航空保護奨励概況 シュヨウカックコクミンカンコウクウ… 13-3-後
Kh2-T 逓信省航空局 テイシンショウコウクウキョク 主要各国民間航空輸送事業概要 シュヨウカックコクミンカンコウクウ… 13-3-後
Kh2-に11-MK 前谷　清 マエタニ　キヨシ ソヴィエト航空五〇年史－一九一七～一九六七年表－ ソヴィエトコウクウ50ネンシ 13-3-後
Ki1-K 国際観光局 コクサイカンコウキョク 諸外國に於ける外客の状況と外客誘致施設の概要 ショガイコクニオケル… 13-3-後
Ki2-G 合衆国商務省 ガッシュウコクショウムショウ 諸外国のツーリスト事業に対する奨励策 ショガイコクノツーリストジギョウ… 13-3-後
Kj2-C 朝鮮総督府逓信局 チョウセンソウトクフテイシンキョク 朝鮮逓信事業沿革史 チョウセンテイシンジギョウエンカクシ 13-3-後
Kj2-NR 中山　龍次 ナカヤマ　リュウジ 戦争と電気通信 センソウトデンキツウシン 13-3-後
Kj2-T 通信社史刊行会 ツウシンシャシカンコウカイ 通信社史 ツウシンシャシ 13-3-後
Kj2-T 逓信省 テイシンショウ 通信事業五十年史（2冊） ツウシンジギョウ50ネンシ 13-3-後
Kj31-C 貯金局 チョキンキョク 外国郵便為替業務状況　外国郵便振替業務状況 ガイコクユウビンカワセギョウムジョウキョウ… 13-3-後
Kj32-C 貯金局 チョキンキョク 内国郵便振替貯金業務状況 ナイコクユウビンフリカエ… 13-3-後
Kj32-C 貯金局 チョキンキョク 内國郵便爲替業状況昭和8年調 ナイコクユウビンカワセギョウ… 13-3-後
Kj32-C 貯金局 チョキンキョク 郵便貯金業務状況昭和9年調 ユウビンチョキンギョウムジョウキョウ… 13-3-後
Kj3-D 電信電話料金調査会 デンシンデンワリョウキンチョウサカ 電信電話料金調査会記録 デンシンデンワリョウキンチョウサカイキロク 13-3-後
Kj42-IT 石川　留三郎 イシカワ　トメサブロウ 本邦電信史資料 ホンポウデンシンシシリョウ 13-3-後
Kj42-N 日本電信電話公社 ニホンデンシンデンワコウシャ 電電コーナー デンデンコーナー 13-3-後
Kj42-T 逓信省 テイシンショウ 無線電信無線電話事業ノ沿革及現況 ムセンデンシンムセンデンワ… 13-3-後
Kj42-T 逓信省 テイシンショウ 我国ニ於ケル電信、電話事業ノ沿革 ワガクニニオケルデンシン… 13-3-後
Kj42-T 逓信省通信局 テイシンショウツウシンキョク 電話事業25年小史 デンワジギョウ25ネンショウシ 13-3-後
Kj42-T 逓信省電務局 テイシンショウデンムキョク 電務年鑑　昭和13年度 デンムネンカン 13-3-後
Kj42-T 逓信省電務局 テイシンショウデンムキョク 帝国大日本電信沿革史（全） テイコクダイニホンデンシンエンカクシ 13-3-後
Kj42-へ1-T 逓信省電務局 テイシンショウデンムキョク 世界の無線電信と米国の無線電信政策 セカイノムセンデンシントベイコクノムセン… 13-4-前
Kj43-N 日本電信電話公社 ニホンデンシンデンワコウシャ 図説電信電話サービス ズセツデンシンデンワ… 13-4-前
Kj43-N 日本電信電話公社 ニホンデンシンデンワコウシャ 電信電話調査会議事録 デンシンデンワチョウサカイギジロク 13-4-前
Kj43-N 日本電信電話公社 ニホンデンシンデンワコウシャ 電信電話調査会記録（1） デンシンデンワチョウサカイキロク 13-4-前
Kj43-N 日本電信電話公社 ニホンデンシンデンワコウシャ 電信電話調査会記録（2） デンシンデンワチョウサカイキロク 13-4-前
Kj43-N 日本電信電話公社 ニホンデンシンデンワコウシャ 日本電信電話公社の概要 ニホンデンシンデンワコウシャノガイヨウ 13-4-前
Kj43-NT 西林　忠俊 ニシバヤシ　タダトシ サービス精神 サービスセイシン 13-4-前
Kj44-N 日本電信電話公社 ニホンデンシンデンワコウシャ 電信電話事業史（1）～（6）、別巻 デンシンデンワジギョウシベッカン （3F）
Kj44-T 逓信省 テイシンショウ 電信事業ノ概要 デンシンジギョウノガイヨウ 13-4-前
Kj45-T 逓信省 テイシンショウ 電話事業ノ概要 デンワジギョウノガイヨウ 13-4-前
Kj45-TT 武田　輝雄 タケダ　テルオ 外国の電話料金－欧米三十五日－ ガイコクノデンワリョウキン 13-4-前
Kj46-N 日本電信電話公社 ニホンデンシンデンワコウシャ 電気通信関係法令集 デンキツウシンカンケイホウレイシュウ 13-4-前

Kj52-N （社団法人）日本民間放送連盟
シャダンホウジンニホンミンカンホウ
ソウレンメイ

民間放送十年史 ミンカンホウソウ10ネンシ 13-4-前

Kj52-SH 荘　宏 ショウ　ヒロシ 放送制度論のために ホウソウセイドロンノタメニ 13-4-前
Kj53-N 日本放送協会 ニホンホウソウキョウカイ NHKとその経営 エヌエイチケイトソノケイエイ 13-4-前
La1-B 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 米穀要覧　昭和6年1月 ベイコクヨウラン 13-4-前
La1-D 大日本農会三田育種場 ダイニホンノウカイミタイクシュジョウ 舶来穀菜要覧 ハクライコクサイヨウラン 13-4-前
La1-H 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 本邦農業要覧大正14年（2冊） ホンポウノウギョウヨウラン 13-4-前
La1-H 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 本邦農業要覧昭和2年版 ホンポウノウギョウヨウラン 13-4-前
La1-H 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 本邦農業要覧昭和6年11月 ホンポウノウギョウヨウラン 13-4-前
La1-H 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 本邦農業要覧昭和9年、11年 ホンポウノウギョウヨウラン 13-4-前
La1-IO 稲垣　乙丙 イナガキ　オツヘイ 日本区分農事暦－農家年中行事－中国地方之部 ニホンクブンノウジレキ 13-4-前
La1-K 〔勧業寮〕 カンギョウリョウ 府県物産表明治7年 フケンブッサンヒョウ 13-4-前
La1-K 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 工芸農産物要覧（2冊） コウゲイノウサンブツヨウラン 13-4-前
La1-KM 小宮山　昌秀 コミヤマ　マサヒデ 農政座右（2） ノウセイザユウ 13-4-前
La1-KR 川上　鈴舟 カワカミ　レイシュウ 米雑穀肥料要覧 コメザッコクヒリョウヨウラン 13-4-前
La1-KT 河井　貞一 カワイ　テイイチ 御国産紙、畑草、楮、引立修法目論見全 オンコクサンシ… 13-4-前
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La1-MS 村田　佐十郎恒光 ムラタ　サジュロウツネミツ 算法地方指南 サンポウチホウシナン 13-4-前
La1-N 〔農商務省〕農務局 ノウショウムショウノウムキョク 農産表明治14年 ノウサンヒョウ 13-4-前

La1-N 内閣調査局 ナイカクチョウサキョク
外地農業に関する資料文献目録（1）－満蒙の農業，林
業，畜産業，水産業に関する諸文献－

ガイチノウギョウニカンスルシリョウ… 13-4-前

La1-N 日本学術振興会 ニホンガクジュツシンコウカイ 米穀日誌　自大正元年度・至昭和9年度 ベイコクニッシ 13-4-前
La1-N 農業近代事典刊行会 ノウギョウキンダイジテンカンコウカ 農業近代化事典 ノウギョウキンダイカジテン 13-4-前
La1-N 農商務省 ノウショウムショウ 大日本農政類編 ダイニホンノウセイルイヘン 13-4-前
La1-N 農商務省 ノウショウムショウ 水産事項特別調査（全） スイサンジコウトクベツチョウサ 13-4-前
La1-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 農事参考書解題（全） ノウジサンコウショカイダイ 13-4-前
La1-N 農商務省山林局 ノウショウムショウサンリンキョク 全国国有林野町村別調 ゼンコクコクユウリンヤ… 13-4-前

La1-N 農林漁業基本問題調査事務局
ノウリンギョギョウキホンモンダイ
チョウサ…

農業基本問題の検討事項附表 ノウギョウキホンモンダイノケントウジコウフヒョウ 13-4-前

La1-N 農林省山林局 ノウリンショウサンリンキョク 山林要覧第六次 サンリンヨウラン 13-4-前
La1-N 農林省図書館 ノウリンショウトショカン 農業経済関係文献集（8） ノウギョウケイザイカンケイブンケンシュウ 13-4-前
La1-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 本邦農業要覧（昭和13年） ホンポウノウギョウヨウラン 13-4-前
La1-N 農林大臣官房統計課 ノウリンダイジンカンボウトウケイカ （ポケット）農林統計昭和17年版 ポケットノウリントウケイ 13-4-前
La1-OT 小野　武夫 オノ　タケオ 農村問題辞典 ノウソンモンダイジテン 13-4-前
La1-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 販売組合現勢調査 ハンバイクミアイゲンセイチョウサ 13-4-前
La1-S 農林省山林局 ノウリンショウサンリンキョク 山林要覧第4次、7次 サンリンヨウラン 13-4-前
La1-S 農林省山林局 ノウリンショウサンリンキョク 山林要覧第6次 サンリンヨウラン 13-4-前
La1-T 東京交換所 トウキョウコウカンショ 参考資料 サンコウシリョウ 13-4-前
La1-TS 高井　思明 タカイ　シメイ 農家調宝記 ノウカチョウホウキ 13-4-前
La1-TT 高井　伴寛 タカイ　トモヒロ 農家調宝記（続）（3） ノウカチョウホウキゾク 13-4-前
La1-Z 勧農局 カンノウキョク 全国農産表（全）明治9年、明治10年 ゼンコクノウサンヒョウ 13-4-前

La1-は2-C 朝鮮総督府勸業模範場
チョウセンソウトクフカンギョウモハ
ンジョウ

朝鮮ノ在来農具 チョウセンノザイライノウグ 13-4-前

La2-IK 池本　喜三夫 イケモト　キサオ 農公園列島（2冊） ノウコウエンレットウ 13-4-後
La2-IK 今泉　嘉一郎 イマイズミ　カイチロウ 本邦製鉄業助成に関する参考資料 ホンポウセイテツギョウジョセイ… 13-4-後
La2-IK 泉　勘十郎 イズミ　カンジュウロウ 皇州農業振起集 コウシュウノウギョウシンキシュウ 13-4-後
La2-KM 近藤　萬太郎 コンドウ　マンタロウ 大原農業研究所創立満十五年記念論文集 オオハラノウギョウケンキュウショソウリツ… 13-4-後
La2-KR 加藤　良吉 カトウ　リョウキチ 工学会第二臨時大会記事 コウガクカイダイ2リンジタイ… 13-4-後
La2-N 日本産業協会 ニホンサンギョウキョウカイ 関東の副業 カントウノフクギョウ 13-4-後
La2-N 農村委員会 ノウソンイインカイ 農民は何故窮乏するか ノウミンワナゼキュウボウスルカ 13-4-後
La2-ON 大蔵　永常 オオクラ　ナガツネ 豊稼録 ホウカロク 13-4-後
La2-T 高岡文化会 タカオカブンカカイ 農政全集（全） ノウセイゼンシュウ 13-4-後
La2-TK 豊田　剣陵 トヨタ　ケンリョウ 米を中心とする根本社会政策 コメヲチュウシントスルコンポン… 13-4-後
La2-TN 恒藤　規隆 ツネトウ　ノリタカ 農事演述筆記（福島県勧業報告号外） ノウジエンジュツヒッキ 13-4-後
La2-YS 吉田　三郎 ヨシダ　サブロウ 男鹿寒風山麓農民日録 オガカンプウサンロクノウミンニチロク 13-4-後
La3-K 生糸檢査所 キイトケンサショ 横濱生絲賣買實況調査鈔明治35年 ヨコハマキイトバイバイジッキョウ… 13-4-後
La3-K 内務省勧農局 ナイムショウカンノウキョク 勧農局農事月報№1～23 カンノウキョクノウジゲッポウ 13-4-後
La3-K 生絲検査成績報告　明治37年 キイトケンサセイセキホウコク 13-4-後
La3-K 生絲検査所調査報告　昭和4年 キイトケンサショチョウサホウコク 13-4-後
La3-K 生絲検査所調査報告　昭和五年　同十二年（上）（下） キイトケンサショチョウサホウコク 13-4-後
La3-K 生絲検査所調査報告　昭和6年（上） キイトケンサショチョウサホウコク 13-4-後
La3-K 生絲検査所報告　明治39年 キイトケンサショホウコク 13-4-後
La3-K 生絲検査所事業成績報告　昭和6年（2冊） キイトケンサショジギョウセイセキホウコク 13-4-後
La3-K 生絲検査所事業成績報告　昭和11年 キイトケンサショジギョウセイセキホウコク 13-4-後
La3-N 〔農林省〕 ノウリンショウ 農業の動向に関する年次報告 ノウギョウノドウコウニカンスルネンジ… 13-4-後
La3-N 帝国農会 テイコクノウカイ 農業年鑑昭和8年版～昭和11年版 ノウギョウネンカン 13-4-後
La3-N 帝国農会 テイコクノウカイ 農業年鑑昭和12年版、同13年版 ノウギョウネンカン 13-4-後
La3-N 富民協会 トミンキョウカイ 日本農業年鑑昭和8年版（2冊）、同9年版 ニホンノウギョウネンカン 13-4-後
La3-N 日本蚕業雑誌社 ニホンサンギョウザッシシャ 日本蚕業雑誌（1）～（4） ニホンサンギョウザッシ 13-4-後
La3-N 日本蚕業雑誌社 ニホンサンギョウザッシシャ 日本蚕業雑誌（5）～（7） ニホンサンギョウザッシ 13-5-前
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La3-N 日本農業年鑑刊行会 ニホンノウギョウネンカンカンコウカ 日本農業年鑑’67 ニホンノウギョウネンカン 13-5-前
La3-N 日本綿業倶楽部 ニホンメンギョウクラブ 内外綿業年鑑昭和6、12年 ナイガイメンギョウネンカン 13-5-前
La3-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 〔農商務省農務局〕年報1次（1）～（3）－明治16－ ノウショウムショウノウムキョクネンポウ 13-5-前
La3-N 農務局 ノウムキョク 農事報告第17号 ノウジホウコク 13-5-前
La3-N 農林省 ノウリンショウ 農業の動向に関する年次報告 ノウギョウノドウコウニカンスルネンジホウコク 13-5-前
La3-N 農林省生絲検査所 ノウリンショウキイトケンサショ 生絲檢査所事業成績報告　大正14年（2編） キイトケンサショジギョウセイセキ… 13-5-前
La3-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 農村金融要覧昭和11年版（第1回） ノウソンキンユウヨウラン 13-5-前
La3-N 農林省農地局農地課 ノウリンショウノウチキョクノウチカ 農地年報昭和29年 ノウチネンポウ 13-5-前

La3-N 農林省農林経済局農政課
ノウリンショウノウリンケイザイキョク
ノウセイカ

農林経済研究年報（3） ノウリンケイザイケンキュウネンポウ 13-5-前

La3-N 農林省横浜生絲検査所 ノウリンショウヨコハマキイトケンサ 横浜生絲検査所調査報告昭和11年（上） ヨコハマキイトケンサショチョウサ… 13-5-前
La3-N 農林大臣官房企画室 ノウリンダイジンカンボウキカクシツ 農林白書－農林水産業の現状と問題点－ ノウリンハクショ 13-5-前
La3-N 農商務省第十回報告明治二十三年度 ノウショウムショウダイ10カイホウコク 13-5-前
La3-S 大日本蠶絲会 ダイニホンサンシカイ 蠶絲年鑑昭和8年版 サンシネンカン 13-5-前
La3-S 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 蚕事報告第9号 サンジホウコク 13-5-前
La3-T 東京蚕業講習所 トウキョウサンギョウコウシュウショ 蚕事要報臨時報告（甲） サンジヨウホウリンジホウコク 13-5-前
La3-Y 検査所 ケンサショ 横浜生絲検査所事業成績報告（昭和9年） ヨコハマキイトケンサショジギョウ… 13-5-前
La3-Y 日本中央蠶絲会 ニホンチュウオウサンシカイ 養蠶経営態様別経済調査（昭和7、8、10年度） ヨウサンケイエイタイヨウベツケイザイチョウサ 13-5-前
La3-Y 農林省蚕絲局 ノウリンショウサンシキョク 養蚕経営調査成績昭和7年度、同8年度、同9年度 ヨウサンケイエイチョウサセイセキ 13-5-前
La3-Y 農林省横浜生糸検査所 ノウリンショウヨコハマキイトケンサ 横濱生絲檢査所調査報告昭和７年 ヨコハマキイトケンサショチョウサホウコク 13-5-前
La3-Y 農林省横浜生絲検査所 ノウリンショウヨコハマキイトケンサ 横浜生絲検査所事業成績報告昭和8、10年（上・下巻） ヨコハマキイトケンサショジギョウ… 13-5-前
La3-Y 農林省横浜生絲検査所 ノウリンショウヨコハマキイトケンサ 横浜生絲検査所調査報告昭和8、9（上・下巻）、11年 ヨコハマキイトケンサショチョウサホウコク 13-5-前
La3-Y 横濱生絲檢査所 ヨコハマキイトケンサショ 横濱生絲賣買實況調査鈔 ヨコハマキイトバイバイジッキョウ… 13-5-前
La3-Z 朝鮮殖産銀行 チョウセンショクサンギンコウ 全鮮水田売買価格及収益調 ゼンセンスイデンバイバイカカクオヨビ… 13-5-前

La3-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク
台湾農業年報大正10年版、昭和9～15年版（うち12年・
2冊）

タイワンノウギョウネンポウ 13-5-前

La4-D
大日本農会大日本山林会大日本水産会創立七拾五年
記念

ダイニホンノウカイダイニホンサンリン… 13-5-前

La4-K 耕地主任官会議 コウチシュニンカンカイギ 耕地主任官会議要録　大正14、昭和4、6（2冊）、8 コウチシュニンカンカイギヨウロク 13-5-前
La4-MC 宮田　長次郎 ミヤタ　チョウジロウ 大日本山林会史 ダイニホンサンリンカイシ 13-5-前
La4-N 日本産業協会 ニホンサンギョウキョウカイ 全国副業展覧会報告 ゼンコクフクギョウテンランカイホウコク 13-5-前
La4-N 日本中央蚕絲会 ニホンチュウオウサンシカイ 日本中央蚕絲会事績報告（1） ニホンチュウオウサンシカイジセキホウコク 13-5-前
La4-N 日本中央蚕絲会 ニホンチュウオウサンシカイ 日本中央蚕絲会通常総会議事録 ニホンチュウオウサンシカイツウジョウ… 13-5-前

La4-N 農商務大臣官房秘書課
ノウショウムダイジンカンボウヒショ
カ

愛知県主催開設第4回東海農区五県連合共進会審査
復命書

アイチケンシュサイカイセツ 13-5-前

La4-N 農林省 ノウリンショウ 農林審議会要録 ノウリンシンギカイヨウロク 13-5-前
La4-N 農林省蚕絲局 ノウリンショウサンシキョク 蚕絲委員会総会議事録（第2輯） サンシイインカイソウカイギジロク 13-5-前
La4-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 道府県農産物販売統制委員会決議事項 ドウフケンノウサンブツハンバイ… 13-5-前
La4-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 農産主任技術官会議要録 ノウサンシュニンギジュツカン… 13-5-後
La4-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 主要農産物改良増殖協議会要録（2冊） シュヨウノウサンブツカイリョウ… 13-5-後
La4-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 小作制度ニ關スル各調査會ノ經過概要 コサクセイドニカンスル… 13-5-後
La4-NE 西村　栄十郎 ニシムラ　エイジュウロウ 全国農事会史（2冊） ゼンコクノウジカイシ 13-5-後
La4-NJ 永市　寿一 ナガイチ　ジュイチ 天満市場誌（上） テンマシジョウシ （3F）
La4-OK 大森　賢 オオモリ ケン 奥羽北海道実業視察報告 オウウホッカイドウジツギョウシサツホウコク 13-5-後

La4-S 蚕絲業同業組合中央会清算事務所
サンシギョウドウギョウクミアイチュ
ウオウカイ…

蚕絲業同業組合中央会史 サンシギョウドウギョウクミアイチュウオウカイシ 13-5-後

La4-S 生産調査会 セイサンチョウサカイ 生産調査会録事（1） セイサンチョウサカイロクジ 13-5-後
La4-SK 佐藤　寛次 サトウ　カンジ 國際農業労働会議概観 コクサイノウギョウロウドウカイギガイカン 13-5-後
La4-T 台湾総督府糖業試験所 タイワンソウトクフトウギョウシケン 糖業試験所要覧（2冊） トウギョウシケンジョヨウラン 13-5-後
La4-T 帝国農会 テイコクノウカイ 帝国農会要覧 テイコクノウカイヨウラン 13-5-後
La4-T 帝國農会 テイコクノウカイ 農山漁村銃後對策協議会要録 ノウサンギョソンジュウゴタイサクキョウギカイ… 13-5-後
La4-T 東京廻米問屋組合 トウキョウカイマイドンヤクミアイ 全國米業者大會報告書 ゼンコクコメギョウシャタイカイ… 13-5-後
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La4-Z 全国農産物販売協会
ゼンコクノウサンブツハンバイキョウ
カイ

連絡協調統制販売優良事例実績－第三回顕彰－ レンラクキョウチョウトウセイハンバイ… 13-5-後

La5-AE 安藤　圓秀 アンドウ　エンシュウ 農学事始め－駒場雑記－ ノウガクコトハジメ 13-5-後
La5-F 福島県勧業課 フクシマケンカンギョウカ 福島県勧業報告（1～4、7）（8、10、11）（12、14～17） フクシマケンカンギョウホウコク 13-5-後
La5-I 茨城県実業視察団 イバラキケンジツギョウシサツダン 関西九州地方二府十県実業視察報告 カンサイキュウシュウチホウ2フ10ケン… 13-5-後

La5-I 帝國農會經濟部 テイコクノウカイケイザイブ
稲作作業別勞働に関する調査昭和13年度、15年度、16
年度

イナサクサギョウベツロウドウニカンスルチョウサ 13-5-後

La5-J 實業部臨時産業調査局
ジツギョウブリンジサンギョウチョウ
サキョク

農家経済収支－康徳元年度農村實態調査報告書－ ノウカケイザイシュウシ 13-5-後

La5-K 協調会 キョウチョウカイ 農村に於ける特色ある教育機関 ノウソンニオケルトクショク… 13-5-後
La5-K 協調会教務課 キョウチョウカイキョウムカ 産業組合及農会の教育的活動 サンギョウクミアイオヨビノウカイノキョウイクテキ… 13-5-後
La5-K 協調会農村課 キョウチョウカイノウソンカ 農村実地調査の仕方 ノウソンジッチチョウサノシカタ 13-5-後
La5-K 倉敷勞働科學研究所 クラシキロウドウカガクケンキュウ 農業勞働調査所報告（1）～（17） ノウギョウロウドウチョウサショホウコク 13-5-後
La5-K 倉敷勞働科學研究所 クラシキロウドウカガクケンキュウ 農業勞働調査報告（18）～（34） ノウギョウロウドウチョウサホウコク 13-5-後
La5-MM 宮崎　道正 ミヤザキ　ミチマサ 日本農業教育論 ニホンノウギョウキョウイクロン 13-5-後
La5-N 栃木県内務部 トチギケンナイムブ 農業労力調査書大正11年度 ノウギョウロウリョクチョウサショ 13-5-後
La5-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 1930年の世界的農業センサス－万国農事協会提案－ 1930ネンノセカイテキノウギョウセンサス 13-5-後
La5-N 日本勞働科學研究所 ニホンロウドウカガクケンキュウショ 農業勞働調査所報告（35）～（43） ノウギョウロウドウチョウサショホウコク 13-5-後
La5-N 農事試験場 ノウジシケンジョウ 農事試験場特別報告（1）（2）（3）（8）（9） ノウジシケンジョウトクベツホウコク 13-5-後
La5-N 農事試験場 ノウジシケンジョウ 農事試験成績10報1巻（本場1部） ノウジシケンセイセキ 13-5-後
La5-N 農商務省農事試験場 ノウショウムショウノウジシケンジョ 時局に對する農業上の注意事項－臨時報告－ ジキョクニタイスルノウギョウジョウ… 13-5-後
La5-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 地主と産業組合（2冊） ジヌシトサンギョウクミアイ 13-5-後
La5-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 全国製絲工場調査表第一次 ゼンコクセイシコウジョウチョウサヒョウ 13-5-後
La5-N 農務省農務局 ノウムショウノウムキョク 道府県主要作物改良奨励方法概要 ドウフケンシュヨウサクモツカイリョウ… 13-5-後
La5-N 農林省蠶絲局 ノウリンショウサンシキョク 繭檢定事業ニ關スル調査 マユケンテイジギョウニカンスル… 13-5-後
La5-N 農林省蚕絲局 ノウリンショウサンシキョク 製絲会社ニ関スル調査昭和9年度 セイシガイシャニカンスルチョウサ 13-5-後
La5-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 動力籾摺試験成績 ドウリョクモミスリシケン… 13-5-後
La5-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 人力籾摺機比較審査成績 ジンリキモミスリキヒカク… 13-5-後
La5-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 農業用器具機械竝共同作業場普及状況調査 ノウギョウヨウキグキカイナラビニ… 13-5-後
La5-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 農業用揚水機調査第4次 ノウギョウヨウヨウスイキチョウサ 13-5-後
La5-N 農事調査大阪府之部（1）～（10） ノウジチョウサ 13-5-後
La5-O 大阪府学務部社会課 オオサカフガクムブシャカイカ 實地調査の結果から見た農村の生活 ジッチチョウサノケッカカラ… 13-5-後
La5-S 京都蚕業講習所 キョウトサンギョウコウシュウショ 蚕事報告（6）（17） サンジホウコク 13-5-後
La5-S 静岡県立農事試験場 シズオカケンリツノウジシケンジョウ 人力用唐箕万石比較試験成績－農林省指定試験－ ジンリキヨウトウミマンゴクヒカク… 13-5-後
La5-S 農林省蚕絲局 ノウリンショウサンシキョク 製絲業実態調査成績昭和5年度 セイシギョウジッタイチョウサセイセキ 13-5-後
La5-S 農林省蚕絲局 ノウリンショウサンシキョク 製紙金融調査成績昭和4年度（5冊）、同5年度（2冊） セイシキンユウチョウサセイセキ 13-5-後
La5-SS 新荘　三郎 シンジョウ　サブロウ 農事試験場特別報告（18）広島県大麻栽培製造法 ノウジシケンジョウトクベツホウコク 13-5-後
La5-T 帝国農会 テイコクノウカイ 経済更生計画指導者養成講習録 ケイザイコウセイケイカクシドウシャ… 13-5-後
La5-T 帝国農会 テイコクノウカイ 経済更生指導者研究会要録 ケイザイコウセイシドウシャケンキュウカイ… 13-5-後
La5-T 帝国農会 テイコクノウカイ 東部日本を区域とする農山漁村指導者研究会要録 トウブニホンヲクイキトスル… 13-5-後
La5-T 帝國農会農業経営部 テイコクノウカイノウギョウケイエイ 各作物作業別労働分配並ニ収支調査 カクサクモツサギョウベツロウドウ… 13-5-後
La5-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 活鮮魚，鮮肉ニ関スル調査 カッセンギョセンニクニカンスルチョウサ 13-5-後
La5-T 東京高等商業学校 トウキョウコウトウショウギョウガッコ 北海道豆類取調報告書 ホッカイドウマメルイトリシラベ… 13-5-後
La5-YE 山崎　延吉 ヤマザキ　エンキチ 農村教育論 ノウソンキョウイクロン 13-6-前
La5-Z 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 全国製絲工場調査表第2次～第3次（2冊） ゼンコクセイシコウジョウチョウサヒョウ 13-6-前
La5-Z 農林省蚕糸局 ノウリンショウサンシキョク 全國器械製絲工場調（概要）昭和8年度 ゼンコクキカイセイシコウジョウシラベ 13-6-前
La5-Z 農林省蚕絲局 ノウリンショウサンシキョク 全国製絲工場調査第11次 ゼンコクセイシコウジョウチョウサ 13-6-前
La5-Z 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 全国製絲工場調査第9、10次 ゼンコクセイシコウジョウチョウサ 13-6-前
La5-Z 農林省蠶絲局 ノウリンショウサンシキョク 全国製絲工場調査第12次 ゼンコクセイシコウジョウチョウサ 13-6-前
La5-は3-T 台北州農会 タイホクシュウノウカイ 台北州農会篤農家講習録 タイホクシュウノウカイトクノウカ… 13-6-前
La5-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 土地利用調査 トチリヨウチョウサ 13-6-前
La5-は3-T 台湾総督府殖産局農務課 タイワンソウトクフショクサンキョク… 農業金融調査 ノウギョウキンユウチョウサ 13-6-前
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La5-は3-T 台湾総督府殖産局農務課 タイワンソウトクフショクサンキョク…
主要農作物生産調査（栽培戸数、作付面積）（生産収
量、耕種法）（7編）

シュヨウノウサクブツセイサン… 13-6-前

La5-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 耕地分配並ニ経営調査 コウチブンパイナラビニケイエイチョウサ 13-6-前
La5-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 耕地分配及経営調査 コウチブンパイオヨビケイエイチョウサ 13-6-前
La5-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 耕地賃貸経済調査其ノ1―両期作田単期作田― コウチチンタイケイザイチョウサ 13-6-前
La5-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 耕地所有並経営状況調査 コウチショユウナラビニケイエイ… 13-6-前
La5-は3-T 台湾総督府殖産局農務課 タイワンソウトクフショクサンキョク… 耕地賃貸経済調査（2） コウチチンタイケイザイチョウサ 13-6-前
La5-は3-T 台湾総督府殖産局農務課 タイワンソウトクフショクサンキョク… 耕地賃貸経済調査 コウチチンタイケイザイチョウサ 13-6-前
La6-M 近藤　康男 コンドウ　ヤスオ 明治大正農政経済名著集（3） メイジタイショウノウセイケイザイメイチョシュウ 13-6-前
La6-N 戸崎　孝 トザキ　タカシ 農事報告（16） ノウジホウコク 13-6-前
La6-S 実業部国際貿易局 ジツギョウブコクサイボウエキキョク 商品研究叢書（1、2、3） ショウヒンケンキュウソウショ 13-6-前

Lb11-A 秋田県営林局 アキタケンエイリンキョク
農山漁村経済更生計画樹立指定町村ニ於ケル国有林
野各種業務並経済更生計画指導助長ノ概要（2冊）

ノウサンギョソンケイザイコウセイ… 13-6-前

Lb11-AT 我妻　東策 アズマ　トウサク 明治前期農政史の諸問題（3冊） メイジゼンキノウセイシノショモンダイ 13-6-前
Lb11-BK 馬場　啓之助 ババ　ケイノスケ 農業近代化への道 ノウギョウキンダイカヘノミチ 13-6-前
Lb11-C 中央農業会 チュウオウノウギョウカイ 適正規模調査報告（2）（3） テキセイキボチョウサホウコク 13-6-前
Lb11-C 中央農業会 チュウオウノウギョウカイ 適正規模調査報告（5）（6）（7） テキセイキボチョウサホウコク 13-6-前
Lb11-EU エッゲルト，ウドー エッゲルト ウドー 日本振農策（全） ニホンシンノウサク 13-6-前
Lb11-FD 古瀬　伝蔵 フルセ　デンゾウ 議会と農政問題－第46、49議会－ ギカイトノウセイモンダイ 13-6-前
Lb11-FK 藤田　一正 フジタ　カズマサ 勧農或問（上）（下） カンノウワクモン 13-6-前
Lb11-H 北海道庁 ホッカイドウチョウ 北海道農業移民概況第1次 ホッカイドウノウギョウイミンガイキョウ 13-6-前
Lb11-H 北海道廰農産課 ホッカイドウチョウノウサンカ 農業勞働に関する調査昭和12、13年度 ノウギョウロウドウニカンスルチョウサ 13-6-前
Lb11-HL ハワアド，ルイズ　イー ハワアド　ルイズ　イー 農業労働論（国際的観察） ノウギョウロウドウロン 13-6-前
Lb11-HR 樋田　魯一 ヒダ　ロイチ 農業振興策（全） ノウギョウシンコウサク 13-6-前
Lb11-HY 服部　之総 ハットリ　ユキフサ 明治農業論集 メイジノウギョウロンシュウ 13-6-前
Lb11-IC 伊藤　兆司 イトウ　チョウジ 植民地農業－経済地理的研究－ ショクミンチノウギョウ 13-6-前

Lb11-IK 池本　喜三夫 イケモト　キミオ
池本喜三夫氏講演速記録－日本に於ける農業経営革
命に就いての－構想－

イケモトキミオシコウエンソッキロク 13-6-前

Lb11-IK 池本　喜三夫 イケモト　キミオ 新農政の前進 シンノウセイノゼンシン 13-6-前
Lb11-IK 池本　喜三夫 イケモト　キミオ 黎明期の日本農政とその没落 レイメイキノニホンノウセイトソノボツラク 13-6-前
Lb11-IK 池本　喜三夫 イケモト　キミオ 農業経営革命 ノウギョウケイエイカクメイ 13-6-前
Lb11-IK 石坂　橘樹 イシザカ　キツジュ 宮城県農事調査報告 ミヤギケンノウジチョウサホウコク 13-6-前
Lb11-IK 石坂　橘樹 イジザカ　キツジュ 農業政策 ノウギョウセイサク 13-6-前
Lb11-IT 石橋　湛山 イシバシ　タンザン 新農業政策の提唱 シンノウギョウセイサクノテイショウ 13-6-前

Lb11-IT 伊藤　悌蔵 イトウ　テイゾウ
宮城県ノ農業及農村事情ノ大勢並今後ノ農政ニ関スル
考察

ミヤギケンノノウギョウオヨビノウソン… 13-6-前

Lb11-IY 入交　好脩 イリマジリ　ヨシナガ 日本農民経済史研究 ニホンノウミンケイザイシケンキュウ 13-6-後
Lb11-K 愛媛県 エヒメケン 経済更生特別助成村の経済更生計画及其の実行費調 ケイザイコウセイトクベツジョセイソンノ… 13-6-後

Lb11-K

愛知県・福井県・鹿児島県・熊本県・
京都府・宮崎県・沖縄県・大分県・大
阪府・滋賀県・島根県・静岡県・山梨
県

アイチケンフクイケンカゴシマケンク
マモトケンキョウトフミヤザキケンオ
キナワケンオオイタケンオオサカフ
シガケンシマネケンシズオカケンヤ

経済更生特別助成村の経済更生計画及其の実行費調 ケイザイコウセイトクベツジョセイソンノ… 13-6-後

Lb11-K 青森県 アオモリケン 経済更生特別助成村の経済更生計画及其の実行費調 ケイザイコウセイトクベツジョセイソンノ… 13-6-後
Lb11-K 秋田県 アキタケン 経済更生特別助成村の経済更生計画及其の実行費調 ケイザイコウセイトクベツジョセイソンノ… 13-6-後
Lb11-K 岩手県 イワテケン 経済更生特別助成村の経済更生計画及其の実行費調 ケイザイコウセイトクベツジョセイソンノ… 13-6-後
Lb11-K 香川県 カガワケン 経済更生特別助成村の経済更生計画及其の実行費調 ケイザイコウセイトクベツジョセイソンノ… 13-6-後
Lb11-K 香川県 カガワケン 農山漁村経済更生計画樹立要綱 ノウサンギョソンケイザイコウセイ… 13-6-後
Lb11-K 神奈川県 カナガワケン 経済更生特別助成村の経済更生計画及其の実行費調 ケイザイコウセイトクベツジョセイソンノ 13-6-後
Lb11-K 群馬県 グンマケン 経済更生特別助成村の経済更生計画及其の実行費調 ケイザイコウセイトクベツジョセイソンノ 13-6-後

Lb11-K 経済審議会農業問題研究委員会
ケイザイシンギカイノウギョウモンダ
イ…

農業問題研究委員会報告書日本農業進歩への途－農
業の装置化とシステム化－

ノウギョウモンダイケンキュウイインカイホウコクショ 13-6-後

Lb11-K 国際連盟経済委員会 コクサイレンメイケイザイイインカイ 世界農業恐慌 セカイノウギョウキョウコウ 13-6-後
Lb11-K 国策研究会 コクサクケンキュウカイ 大東亜共栄圏農業並繊維対策論 ダイトウアキョウエイケンノウギョウナラビ… 13-6-後
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Lb11-K 国民経済研究協会 コクミンケイザイケンキュウキョウカイ我国戦時統制政策の概要 ワガクニセンジトウセイセイ… 13-6-後
Lb11-K 国立国会図書館調査立法考査局 コクリツコッカイトショカンチョウサ… 日本農業の長期展望とその対策 ニホンノウギョウノチョウキテンボウ… 13-6-後
Lb11-K 高知県 コウチケン 経済更生特別助成村の経済更生計画及其の実行費調 ケイザイコウセイトクベツジョセイソンノ… 13-6-後
Lb11-K 千葉県 チバケン 経済更生特別助成村の経済更生計画及其の実行費調 ケイザイコウセイトクベツジョセイソンノ… 13-6-後
Lb11-K 徳島県 トクシマケン 経済更生特別助成村の経済更生計画及其の実行費調 ケイザイコウセイトクベツジョセイソンノ… 13-6-後

Lb11-K 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク
耕地拡張改良事業要覧第2、3、4、9（2冊）、10（2冊）、
13、14次

コウチカクチョウカイリョウジギョウヨウラン 13-6-後

Lb11-K
福島県・茨城県・宮城県・新潟県・佐
賀県・埼玉県・栃木県・富山県・山口
県

フクシマケンイバラキケンミヤギケン
ニイガタケンサガケンサイタマケント
チギケントヤマケンヤマグチケン

経済更生特別助成村の経済更生計画及其の実行費調 ケイザイコウセイトクベツジョセイソンノ… 13-6-後

Lb11-K 北海道 ホッカイドウ 経済更生特別助成村の経済更生計画及其の実行費調 ケイザイコウセイトクベツジョセイソンノ… 13-6-後
Lb11-K 山形県 ヤマガタケン 経済更生特別助成村の経済更生計画及其の実行費調 ケイザイコウセイトクベツジョセイソンノ… 13-6-後
Lb11-KH 河上　肇 カワカミ　ハジメ 日本尊農論 ニホンソンノウロン 13-6-後
Lb11-KK カウツキー，カール カウツキー　カール 農業の社会化 ノウギョウノシャカイカ 13-6-後
Lb11-KM 小宮山　昌秀 コミヤマ　マサヒデ 農政座右（上）（下） ノウセイザユウ 13-6-後

Lb11-KS 神山　茂夫 カミヤマ　シゲオ
日本農業における資本主義の発達－主として講座派農
業理論に関する覚書－

ニホンノウギョウニオケルシホンシュギノ… 13-6-後

Lb11-KY 木村　靖二 キムラ　ヤスジ 日本農業恐慌の分析 ニホンノウギョウコウキョウノブンセキ 13-6-後
Lb11-KY 木村　靖二 キムラ　ヤスジ 農村恐慌論－農民貧乏の研究－ ノウソンキョウコウロン 13-6-後
Lb11-KY 近藤　康男 コンドウ　ヤスオ 日本農業の統計的分析 ニホンノウギョウノトウケイテキブンセキ 13-6-後
Lb11-KY 近藤　康男 コンドウ　ヤスオ 肥料購買組合の任務 ヒリョウコウバイクミアイノニンム 13-6-後
Lb11-M 明治史料研究連絡会 メイジシリョウケンキュウレンラクカイ 明治維新と農業問題（2冊） メイジイシントノウギョウモンダイ 13-6-後
Lb11-MH 宮出　秀雄 ミヤイデ　ヒデオ 日本の農業政策（2冊） ニホンノノウギョウセイサク 13-6-後
Lb11-MK 町田　金三郎 マチダ　キンザブロウ 将来之農業 ショウライノノウギョウ 13-6-後
Lb11-MK 森　喜一 モリ　キイチ 日本農業に於ける資本主義の発達 ニホンノウギョウニオケルシホンシュギノ… 13-6-後
Lb11-MP マイエット，パウル マイエット　パウル 農業保険論　日本農民位地改良策 ノウギョウホケンロン 13-6-後
Lb11-MP マイエット，パウル マイエット　パウル 農業保険論（完） ノウギョウホケンロン 13-6-後
Lb11-MS 守田　志郎 モリタ　シロウ 地主経済と地方資本 ジヌシケイザイトチホウシホン 13-6-後
Lb11-N 長野縣内務部農商課 ナガノケンナイムブノウショウカ 長野縣の不況實相 ナガノケンノフキョウジッソウ 13-6-後
Lb11-N 長野縣内務部農商課 ナガノケンナイムブノウショウカ 農業資料 ノウギョウシリョウ 13-6-後
Lb11-N 長野縣農会 ナガノケンノウカイ 農業組織調査資料 ノウギョウソシキチョウサシリョウ 13-6-後

Lb11-N 長野県農村経済改善委員会
ナガノケンノウソンケイザイカイゼン
イインカイ

農村経済更生計画実行状況附産業振興ニ関スル臨時
施設ノ概要

ノウソンケイザイコウセイケイカク… 13-6-後

Lb11-N 奈良県 ナラケン 奈良県農山村経済更生計画樹立方針 ナラケンノウサンソンケイザイ… 13-6-後
Lb11-N 日本経済調査協議会 ニホンケイザイチョウサキョウギカイ 国際的観点からみた農業問題－わが国農業の未来像 コクサイテキカンテンカラミタノウギョウ… 13-6-後
Lb11-N 農業経済学会 ノウギョウケイザイガッカイ 日本農業の展望 ニホンノウギョウノテンボウ 13-6-後
Lb11-N 農商務省 ノウショウムショウ 大日本農史 ダイニホンノウシ 13-6-後
Lb11-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 農具ノ改良ニ關スル調査資料 ノウグノカイリョウニカンスル… 14-1-前
Lb11-N 農村経済調査局 ノウソンケイザイチョウサキョク 戦時農業政策大系 センジノウギョウセイサクタイケイ 14-1-前
Lb11-N 農務局 ノウムキョク 農政計画図表解説 ノウセイケイカクズヒョウカイセツ 14-1-前

Lb11-N
農林漁業基本問題調査会合同小委
員会

ノウリンギョギョウキホンモンダイ
チョウサカイ…

農業の基本問題と基本対策（未定稿） ノウギョウノキホンモンダイトキホンタイサク 14-1-前

Lb11-N 農林漁業基本問題調査事務局
ノウリンギョギョウキホンモンダイ
チョウサジムキョク

農業基本問題に関する検討事項 ノウギョウキホンモンダイニカンスル… 14-1-前

Lb11-N 農林漁業基本問題調査事務局
ノウリンギョギョウキホンモンダイ
チョウサ…

農業構造問題に関する参考資料 ノウギョウコウゾウモンダイニカンスル… 14-1-前

Lb11-N 農林漁業基本問題調査事務局
ノウリンギョギョウキホンモンダイ
チョウサ…

農業の基本問題と基本対策（解説版）（2冊） ノウギョウノキホンモンダイトキホンタイサク 14-1-前

Lb11-N 農林計画委員会 ノウリンケイカクイインカイ 農林計画委員会肥料配給調整部会議事録 ノウリンケイカクイインカイヒリョウ… 14-1-前
Lb11-N 農林省 ノウリンショウ 農山漁村経済更生計画樹立方針（2冊） ノウサンギョソンケイザイコウセイ… 14-1-前
Lb11-N 農林省 ノウリンショウ 農山漁村経済更生計画樹立方針 ノウサンギョソンケイザイコウセイ… 14-1-前
Lb11-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 経済更生地方連合協議会決議事項 ケイザイコウセイチホウレンゴウ… 14-1-前
Lb11-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 経済更生計画実行状況調査（1）（2-2）（2冊）（2-3）（2 ケイザイコウセイケイカクジッコウ… 14-1-前
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Lb11-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ
経済更生計畫實行状況調査（2ノ1）－北海道、東北、関
東地方－

ケイザイコウセイケイカクジッコウ… 14-1-前

Lb11-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 全国優良更生農村経済更生計画及其ノ実行状況（4 ゼンコクユウリョウコウセイノウソンケイザイ… 14-1-前
Lb11-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 農山漁村経済更生計画実行状況（3冊） ノウサンギョソンケイザイコウセイ… 14-1-前
Lb11-N 農林省經濟更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 農業人口及農地ニ關スル資料 ノウギョウジンコウオヨビノウチニ… 14-1-前
Lb11-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 自作農地創設維持ニ関スル参考資料（1）（続） ジサクノウチソウセツイジニ… 14-1-前
Lb11-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 世界各国に於ける農業保険制度 セカイカックコクニオケルノウギョウ… 14-1-前
Lb11-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 諸外國ニ於ケル収穫保險ノ概況 ショガイコクニオケルシュウカク… 14-1-前
Lb11-N 農林大臣官房総務課 ノウリンダイジンカンボウソウムカ 農林行政史第一巻～第四巻 ノウリンギョウセイシ （3F）
Lb11-N 農林大臣官房総務課 ノウリンダイジンカンボウソウムカ 農林行政史第一巻～第四巻 ノウリンギョウセイシ 14-1-前
Lb11-NH 那須　皓 ナス　シロシ 日本農業論 ニホンノウギョウロン 14-1-前
Lb11-NH 那須　皓 ナス　シロシ 農業政策（2冊） ノウギョウセイサク 14-1-前
Lb11-NH 那須　皓 ナス　シロシ 農政論考 ノウセイロンコウ 14-1-前
Lb11-NJ ナカムラ，ジェームズ　I． ナカムラ　ジェームズ　アイ 日本の経済発展と農業 ニホンノケイザイハッテントノウギョウ 14-1-前
Lb11-NM 並木　正吉 ナミキ　マサヨシ 農村は変わる ノウソンハカワル 14-1-前
Lb11-O 岡山県内務部 オカヤマケンナイムブ 旧藩時代に於ける社倉制度 キュウハンジダイニオケル… 14-1-前
Lb11-OA 岡田　温 オカダ　ユタカ 農業政策 ノウギョウセイサク 14-1-前
Lb11-OA 岡田　温 オカダ　ユタカ 農業経営と農政 ノウギョウケイエイトノウセイ 14-1-前
Lb11-OK 大川　一司 オオカワ　カズシ 農業の動態分析（2冊） ノウギョウノドウタイブンセキ 14-1-後
Lb11-OM 大河内　正敏 オオコウチ　マサトシ 農村の機械工業 ノウソンノキカイコウギョウ 14-1-後
Lb11-OM 小野　道雄 オノ　ミチオ 日本農業恐慌研究（2冊） ニホンノウギョウキョウコウケンキュウ 14-1-後
Lb11-OM 織田　又太郎 オダ　マタタロウ 農民之目醒（2冊） ノウミンノメザメ 14-1-後
Lb11-OS 小倉　倉一 オグラ　クライチ 近代日本農政の指導者たち キンダイニホンノウセイノシドウシャタチ 14-1-後
Lb11-OT 大内　力 オオウチ　ツトム 日本資本主義の農業問題 ニホンシホンシュギノノウギョウモンダイ 14-1-後
Lb11-OT 大内　力 オオウチ　ツトム 日本資本主義の農業問題改訂版 ニホンシホンシュギノノウギョウモンダイ 14-1-後
Lb11-OT 小倉　武一 オグラ　タケカズ 日本の農政（2冊） ニホンノノウセイ 14-1-後

Lb11-R
立憲政友会政務調査会肥料特別委
員会

リッケンセイユウカイセイムチョウサ
カイヒリョウトクベツイインカイ

肥料政策ニ関スル資料 ヒリョウセイサクニカンスルシリョウ 14-1-後

Lb11-S 産業計画会議 サンギョウケイカクカイギ 15年後（1980年）の日本農業－高生産性農業の形成－ 15ネンゴノニホンノウギョウ 14-1-後

Lb11-S 産業構造分科会農林漁業小分科会
サンギョウコウゾウブンカカイノウリ
ンギョギョウ…

産業構造分科会農林漁業小分科会報告書、同 終案 サンギョウコウゾウブンカカイノウリン… 14-1-後

Lb11-S 静岡縣経済部 シズオカケンケイザイブ 時局下農村労力需給調整要綱 ジキョクカノウソンロウリョク… 14-1-後
Lb11-S 社会経済研究所 シャカイケイザイケンキュウショ 農業政策綱領 ノウギョウセイサクコウリョウ 14-1-後
Lb11-S 仙台税務監督局 センダイゼイムカントクキョク 管内凶作顚末明治35年 カンナイキョウサクテンマツ 14-1-後
Lb11-SM 斎藤　萬吉 サイトウ　マンキチ 実地経済農業指針（2冊） ジッチケイザイノウギョウシシン 14-1-後
Lb11-SN 清水　長郷 シミズ　ナガサト 農村財政 ノウソンザイセイ 14-1-後
Lb11-SS 佐藤　信淵 サトウ　シンエン 農政本論 ノウセイホンロン 14-1-後
Lb11-SS 佐藤　昌 サトウ　マサシ 産業革命と農業問題 サンギョウカクメイトノウギョウモンダイ 14-1-後
Lb11-ST 須藤　威雄 ストウ　タケオ 荘内農事改良史 ショウナイノウジカイリョウシ 14-1-後
Lb11-T 帝國農會 テイコクノウカイ 歐洲大戰下の參戰列國の農業政策（2冊） オウシュウタイセンカノサンセン… 14-1-後
Lb11-T 帝国農会 テイコクノウカイ 千葉県東葛飾郡田中村経済更生計画 チバケンヒガシカツシカグン… 14-1-後
Lb11-T 帝国農会 テイコクノウカイ 生産・販売計画並実績調査昭和9年度 セイサンハンバイケイカクナラビジッセキ… 14-1-後
Lb11-T 帝國農会 テイコクノウカイ 自作農調査（1）（2冊）（2）（2冊）（3） ジサクノウチョウサ 14-1-後
Lb11-T 帝國農会 テイコクノウカイ 農業と治水 ノウギョウトチスイ 14-1-後
Lb11-T 帝国農会農業経営部 テイコクノウカイノウギョウケイエイ 農業経営設計書大正13年度 ノウギョウケイエイセッケイショ 14-1-後
Lb11-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 明治大正農村経済の変遷（） メイジタイショウノウソンケイザイ… （3F）
Lb11-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 明治大正農村経済の変遷 メイジタイショウノウソンケイザイ… （3F）
Lb11-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本農業統制と産業組合 ニホンノウギョウトウセイ… （3F）
Lb11-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本農業統制と産業組合 ニホンノウギョウトウセイ… 14-1-後
Lb11-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本農村経済の研究 ニホンノウソンケイザイ… （3F）
Lb11-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 農村経済講話 ノウソンケイザイコウワ （3F）

Lb11-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ
欧州戦後に於ける農業変革と其の世界経済に及ぼせ
る諸影響

オウシュウセンゴニオケルノウギョウ… （3F）
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Lb11-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ
歐洲戦後に於ける農業變革と其の世界經濟に及ぼせ
る諸影響（4冊）

オウシュウセンゴニオケルノウギョウヘンカク… 14-1-後

Lb11-TK 田村　勘次 タムラ　カンジ 転換期日本の農業問題 テンカンキニホンノノウギョウモンダイ 14-1-後
Lb11-TS 瀧川　政次郎 タキガワ　セイジロウ 法制史上より観たる日本農民の生活律令時代（上） ホウセイシジョウヨリミタルニホンノノウミン… 14-1-後
Lb11-TS 戸田　慎太郎 トダ　シンタロウ 日本資本主義と日本農業の発展 ニホンシホンシュギトニホンノウギョウノ… 14-1-後
Lb11-TS 東畑　精一 トウハタ　セイイチ 日本農業の課題 ニホンノウギョウノカダイ 14-1-後
Lb11-TS 東畑　精一 トウハタ　セイイチ 日本農業の展開過程 ニホンノウギョウノテンカイカテイ 14-1-後
Lb11-TS 東畑　精一 トウハタ　セイイチ 日本農業のビジョン－近代化への道－ ニホンノウギョウノビジョン 14-1-後
Lb11-TS 東畑　精一 トウハタ　セイイチ 農村問題の諸相 ノウソンモンダイノショソウ 14-1-後
Lb11-TT 角田　藤三郎 スミダ　トウサブロウ 大東亞農業経済の再編成 ダイトウアノウギョウケイザイノサイヘンセイ 14-1-後
Lb11-UH 上村　弘勇 ウエムラ　ヒロタケ 全面的綜合農村対策（2冊） ゼンメンテキソウゴウノウソンタイサク 14-1-後
Lb11-UK 内ケ崎　虔次朗 ウチガサキ　ケンジロウ 我国に於ける農業政策と其の批判－貧農は斯く見る－ ワガクニニオケルノウギョウセイサクト… 14-2-前
Lb11-Y 山梨縣 ヤマナシケン 山梨縣農山村經濟更生計畫施設概要 ヤマナシケンノウサンソン… 14-2-前
Lb11-Y 山梨県内務部 ヤマナシケンナイムブ 山梨県農山村経済更生計画参考調査資料 ヤマナシケンノウサンソンケイザイ… 14-2-前
Lb11-YK 柳田　国男 ヤナギダ　クニオ 時代ト農政 ジダイトノウセイ 14-2-前
Lb11-YT 横井　時敬 ヨコイ　トキヨシ 現今農業政策 ゲンコンノウギョウセイサク 14-2-前
Lb11-YT 横井　時敬 ヨコイ　トキヨシ 第壹農業時論 ダイイチノウギョウジロン 14-2-前
Lb11-YT 横井　時敬 ヨコイ　トキヨシ 農業経済学（2冊） ノウギョウケイザイガク 14-2-前

Lb11-Z 〔全国食糧・繊維諮問委員会〕
ゼンコクショクリョウセンイシモンイイ
ンカイ

将来の食糧と農業－アメリカ農業の基本対策に関する
提言－

ショウライノショクリョウトノウギョウ 14-2-前

Lb11-に11-MW ミルユーティン ミルユーティン 社会主義と農業問題 シャカイシュギトノウギョウモンダイ 14-2-前
Lb11-へ1-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 亜米利加合衆国ニ於ケル農作物保険（其ノ一） アメリカガッシュウコクニオケルノウサクブツ… 14-2-前
Lb12-A 青森縣経済部 アオモリケンケイザイブ 苹果園小作事情（2冊） リンゴエンコサクジジョウ 14-2-前
Lb12-AH 有元　英夫 アリモト　ヒデオ 小作制度論 コサクセイドロン 14-2-前
Lb12-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮ノ土地制度及地税制度調査報告書 チョウセンノトチセイドオヨビチゼイセイド… 14-2-前
Lb12-F 福岡縣内務部 フクオカケンナイムブ 小作問題ニ關スル參考事例 コサクモンダイニカンスル… 14-2-前
Lb12-FD 古瀬　傳蔵 フルセ　デンゾウ 全国小作争議調停 ゼンコクコサクソウギチョウテイ 14-2-前
Lb12-FG 藤田　五郎 フジタ　ゴロウ 日本近代産業の生成 ニホンキンダイサンギョウノセイセイ 14-2-前
Lb12-FT 古島　敏雄 フルシマ　トシオ 日本地主制史研究 ニホンジヌシセイシケンキュウ （3F）
Lb12-FT 古島　敏雄 フルシマ　トシオ 日本地主制史論－千町歩地主の成立と展開－ ニホンジヌシセイシロン （3F）
Lb12-FT 古島　敏雄 フルシマ　トシオ 土地に刻まれた歴史 トチニキザマレタレキシ 14-2-前
Lb12-H 廣島縣内務部 ヒロシマケンナイムブ 農政資料調査書 ノウセイシリョウチョウサショ 14-2-前

Lb12-H 北海道庁経済部 ホッカイドウチョウケイザイブ
北海道ノ小作事情（其ノ2）－売買地価、収穫高、小作
料、公課金、肥料種子代、労働賃銀ニ就イテノ調査－

ホッカイドウノコサクジジョウ 14-2-前

Lb12-H 北海道庁産業部 ホッカイドウチョウサンギョウブ 農場調査（北海道の小作事情其4） ノウジョウチョウサ 14-2-前
Lb12-HD 橋本　伝左衛門 ハシモト　デンザエモン 農業土地問題 ノウギョウトチモンダイ 14-2-前
Lb12-HI 花岡　伊之作 ハナオカ　イノサク 熊本県郡築小作争議の真相 クマモトケングンチクコサクソウギ… 14-2-前
Lb12-IK 岩瀬　謙超 イワセ　ケンチョウ 小金原開墾之不始末 コガネバラカイコンノフシマツ 14-2-前
Lb12-J 人文科学委員会 ジンブンカガクイインカイ 土地制度の研究 トチセイドノケンキュウ 14-2-前

Lb12-K （財）協調会農村課
ザイダンホウジンキョウチョウカイノ
ウソンカ

小作料の理論と実際 コサクリョウノリロントジッサイ 14-2-前

Lb12-K 開墾及耕地整理主任官会議
カイコンオヨビコウチセイリシュニン
カイギ

開墾及耕地整理主任官会議要録 カイコンチオヨビコウチセイリシュニン… 14-2-前

Lb12-K 京都府農会 キョウトフノウカイ 京都府天田郡雲原村ニ於ケル耕地交換分合調査 キョウトフアマタグン… 14-2-前
Lb12-K 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 耕地ニ関スル施設一覧　大正15（2冊）、昭和3 コウチニカンスルシセツ… 14-2-前
Lb12-K 小作調査会 コサクチョウサカイ 小作調査会特別委員会小委員会議事録　其1 コサクチョウサカイトクベツ… 14-2-前
Lb12-K 小作調査会 コサクチョウサカイ 小作調査会特別委員会議事録　其1 コサクチョウサカイトクベツ… 14-2-前
Lb12-K 小作調査会 コサクチョウサカイ 小作調査会総会議事録　其ノ（1）～（4） コサクチョウサカイソウカイギジロク 14-2-前
Lb12-KK 木内　勘治 キウチ　カンジ 業佃時論 ギョウデンジロン 14-2-前
Lb12-KS 木戸田　四郎 キドダ　シロウ 明治維新の農業構造（2冊） メイジイシンノノウギョウコウゾウ 14-2-前
Lb12-KS 木寺　総次 キデラ　ソウジ 小作慣行調査書（2冊） コサクカンコウチョウサショ 14-2-前
Lb12-KT 菊地　利夫 キクチ　トシオ 新田開発 シンデンカイハツ 14-2-前
Lb12-M 三重縣 ミエケン 伊勢の株地制度考 イセノカブチセイドコウ 14-2-前
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Lb12-M 明治史料研究連絡会 メイジシリョウケンキュウレンラクカイ 地主制の形成 ジヌシセイノケイセイ 14-2-前
Lb12-MC 水谷　長三郎 ミズタニ　チョウザブロウ 法廷に於ける小作争議 ホウテイニオケルコサクソウギ 14-2-前
Lb12-MG 森　義一 モリ　ギイチ 小作争議戦術（2冊） コサクソウギセンジュツ 14-2-前
Lb12-N 内務部産業課 ナイムブサンギョウカ （大正十五年）産業小作争議ノ概要 サンギョウコサクソウギノガイヨウ 14-2-前
Lb12-N 名古屋市産業部庶務課 ナゴヤシサンギョウブショムカ 名古屋市農域に於ける土地に関する実態調査（2冊） ナゴヤシノウイキニオケル… 14-2-前
Lb12-N 日本勧業銀行調査課 ニホンカンギョウギンコウチョウサカ 田畑売買価格及小作料調昭和11、12、14、15年度 タハタバイバイカカクオヨビ… 14-2-前
Lb12-N 農事電化協会 ノウジデンカキョウカイ 本邦に於ける農事電化発達史 ホンポウニオケルノウジデンカハッタツシ 14-2-前
Lb12-N 農商務省食糧局 ノウショウムショウショクリョウキョク 道府県開墾事業の概況 ドウフケンカイコンジギョウノガイキョウ 14-2-前
Lb12-N 農商務省食糧局 ノウショウムショウショクリョウキョク 土地利用計畫一覧 トチリヨウケイカクイチラン 14-2-前
Lb12-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 永小作ニ関スル調査（1） エイコサクニカンスルチョウサ 14-2-前
Lb12-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 永小作に関する調査（2）（2冊） エイコサクニカンスルチョウサ 14-2-前
Lb12-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 永小作論 エイコサクロン 14-2-前
Lb12-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 本邦耕地未開発ノ諸原因 ホンポウコウチミカイハツノ… 14-2-前
Lb12-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 地主組合ニ關スル調査（小作参考資料） ジヌシクミアイニカンスル… 14-2-前
Lb12-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 旧佐賀藩ノ農民土地制度―小作参考資料―（2冊） キュウウサガハンノノウミントチセイド 14-2-前
Lb12-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 土地利用及開墾事業要覧（6） トチリヨウオヨビカイコン… 14-2-前

Lb12-N 農地改革十周年記念事業会
ノウチカイカク10シュウネンキネンジ
ギョウカイ

農地改革一〇年 ノウチカイカク10ネン 14-2-前

Lb12-N
農地改革記録委員会（農政調査会
内）

ノウチカイカクキロクイインカイ 農地改革顚末概要 ノウチカイカクテンマツガイヨウ （3F）

Lb12-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 地方小作官講習会講演集 チホウコサクカンコウシュウカイ… 14-2-前
Lb12-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 道府県耕地ノ改良及拡張事業ノ概況 ドウフケンコウチノカイリョウ… 14-2-前
Lb12-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 本邦小作慣行 ホンポウコサクカンコウ 14-2-後
Lb12-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 自作農創設維持事業成績 ジサクノウソウセツイジジギョウセイセキ 14-2-後
Lb12-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 自作農創設維持ニ関スル会議 ジサクノウソウセツイジニカンスル… 14-2-後
Lb12-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 開墾地経営ニ関スル調査（1）（3） カイコンチケイエイニカンスル… 14-2-後
Lb12-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 旧藩時代ノ耕地拡張改良事業ニ関スル調査 キュウハンジダイノコウチカクチョウカイリョウ… 14-2-後
Lb12-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 耕地整理事業ニ関スル経済調査（１） コウチセイリジギョウニカンスル… 14-2-後
Lb12-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 明治年間灌漑排水事業資料 メイジネンカンカンガイハイスイジギョウシリョウ 14-2-後
Lb12-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 小作慣行ニ関スル調査資料　大正2 コサクカンコウニカンスルチョウサシリョウ 14-2-後
Lb12-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 小作慣行ニ関スル調査資料　大正8 コサクカンコウニカンスルチョウサシリョウ 14-2-後
Lb12-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 小作參考資料　大正10年5月、8月 コサクサンコウシリョウ 14-2-後
Lb12-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 小作制度調査委員会第二回総会議事録（2冊） コサクセイドチョウサイインカイ… 14-2-後
Lb12-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 小作制度調査委員会特別委員会議事録　其ノ（2） コサクセイドチョウサイインカイ… 14-2-後
Lb12-N 農政調査会 ノウセイチョウサカイ 小作騒動に関する史料集 コサクソウドウニカンスルシリョウシュウ （3F）
Lb12-N 農務局 ノウムキョク 小作慣行ニ関スル資料　大正13 コサクカンコウニカンスル… 14-2-後
Lb12-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 小作委員会の概要及其の成績事例 コサクイインカイノガイヨウオヨビ… 14-2-後
Lb12-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 小作年報　昭和10年 コサクネンポウ 14-2-後
Lb12-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 小作爭議・調停及地主小作人組合の概要 コサクソウギチョウテイオヨビ… 14-2-後
Lb12-NB 中澤　辨次郎 ナカザワ　ベンジロウ 岐阜縣に於ける小作問題の研究 ギフケンニオケルコサクモンダイ… 14-2-後
Lb12-NB 中澤　辨次郎 ナカザワ　ベンジロウ 實地踏査岐阜縣に於ける小作問題の眞相 ジッチトウサギフケンニオケル… 14-2-後
Lb12-NB 中澤　辨次郎 ナカザワ　ベンジロウ 近の小作問題 サイキンノコサクモンダイ 14-2-後
Lb12-NH 那須　皓 ナス　ヒロシ 公正なる小作料 コウセイナルコサクリョウ 14-2-後
Lb12-NI 野村　岩夫 ノムラ　イワオ 慣行小作権に関する研究 カンコウコサクケンニカンスルケンキュウ… 14-2-後
Lb12-O 岡山縣内務部 オカヤマケンナイムブ 岡山縣小作慣行調査書 オカヤマケンコサクカンコウ… 14-2-後
Lb12-OK 奥田　亀造 オクダ　カメゾウ 農村救済土地制度改革論（2冊） ノウソンキュウサイトチセイドカイカクロン 14-2-後
Lb12-OK 太田　更一 オオタ　コウイチ 日本の食糧及び土地資源問題 ニホンノショクリョウオヨビトチシゲンモンダイ 14-2-後
Lb12-OR 太田　利一 オオタ　リイチ 農村社会問題の趨向 ノウソンシャカイモンダイノスウコウ 14-2-後
Lb12-OT 小野　武夫 オノ　タケオ 明治前期土地制度史論 メイジゼンキトチセイドシロン 14-2-後
Lb12-OT 小野　武夫 オノ　タケオ 日本村落史考 ニホンソンラクシコウ 14-2-後
Lb12-OT 小野　武夫 オノ　タケオ 農民運動の現在及将来 ノウミンウンドウノゲンザイオヨビショウライ 14-2-後
Lb12-OT 太田　敏兄 オオタ　ビンケイ 農民組合による小作農家の現状調査 ノウミンクミアイニヨルコサクノウカ… 14-2-後
Lb12-S 静岡縣経済部 シズオカケンケイザイブ 静岡縣に於ける蜜柑園の小作事情（完） シズオカケンニオケルミカンエン… 14-2-後

Ａ－122/3



Lb12-S 埼玉県内務部 サイタマケンナイムブ 小作慣行調査 コサクカンコウチョウサ 14-2-後
Lb12-SJ 関　順也 セキ　ジュンヤ 藩政改革と明治維新－藩体制の危機と農民分化－ ハンセイカイカクトメイジイシン 14-2-後
Lb12-SR 下河部　良佐 シモコウベ　リョウスケ 小作争議地に於ける農村事情の変化 コサクソウギチニオケルノウソンジジョウノヘンカ 14-2-後
Lb12-SR 下河部　良佐 シモコウベ　リョウスケ 小作争議地に於ける農村事情 コサクソウギチニオケルノウソンジジョウ 14-2-後
Lb12-T 帝国農会 テイコクノウカイ 中小農保護政策（2）－農地に関する政策－ チュウショウノウホゴセイサク 14-2-後
Lb12-T 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 土地利用及開墾事業要覧第6次 トチリヨウオヨビカイコンジギョウヨウラン 14-2-後
Lb12-T 帝国農会 テイコクノウカイ 小作料の減免に関する慣行調査 コサクリョウノゲンメンニカンスルカンコウチョウサ 14-2-後
Lb12-T 帝国農会 テイコクノウカイ 小作争議ノ影響ニ関スル調査 コサクソウギノエイキョウニカンスルチョウサ 14-2-後
Lb12-TH 田部　密 タベ　ヒソカ 小作慣行調査書 コサクカンコウチョウサショ 14-2-後
Lb12-TK 田辺　勝正 タナベ　カツマサ 土地制度研究 トチセイドケンキュウ （3F）
Lb12-TK 角田　啓司 ツノダ　ケイジ 日本土地經濟論 ニホントチケイザイロン 14-2-後
Lb12-TY 豊福　保次 トヨフク　ヤスジ 土地闘争史物語－土地所有を中心とする社会闘争－ トチトウソウシモノガタリ 14-2-後
Lb12-WS 若林　三郎 ワカバヤシ　サブロウ 農民運動と高松事件 ノウミンウンドウトタカマツジケン 14-2-後
Lb12-Y 山形縣 ヤマガタケン 小作慣行調査書 コサクカンコウチョウサショ 14-2-後
Lb12-YT 矢野　友一 ヤノ　トモカズ 日本農政史 ニホンノウセイシ （3F）
Lb12-は2-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮の小作慣習 チョウセンノコサクカンシュウ 14-2-後
Lb12-は2-C 朝鮮総督府農林局 チョウセンソウトクフノウリンキョク 朝鮮ニ於ケル小作ニ関スル参考 チョウセンニオケルコサクニカンスル… 14-2-後
Lb12-は2-C 朝鮮の土地改良事業 チョウセンノトチカイリョウジギョウ 14-2-後

Lb12-は3-J 實業部臨時産業調査局
ジツギョウブリンジサンギョウチョウ
サキョク

小作関係並に慣行篇－康徳元年度農村實態調査報告
書－

コサクカンケイナラビニカンコウヘン 14-2-後

Lb12-は3-K 国務院産業部大臣官房資料科
コクムインサンギョウブダイジンカン
ボウシリョウカ

満洲に於ける小作関係 マンシュウニオケルコサクカンケイ 14-2-後

Lb12-は3-S 産業部大臣官房資料科
サンギョウブダイジンカンボウシリョ
ウカ

土地利用区分計画報告書 トチリヨウクブンケイカク… 14-2-後

Lb12-は3-SM 東海林　稔 ショウジ　ミノル 嘉南大圳の通水後に於ける土地利用状況に関する考 カナンタイシュウノツウスイゴ… 14-2-後
Lb12-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 本島小作改善事業成績概要昭和11年版 ホントウコサクカイゼンジギョウ… 14-2-後
Lb12-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 各州小作慣行調査（2冊） カクシュウコサクカンコウチョウサ 14-2-後
Lb12-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 台湾に於ける小作事情と其の改善施設 タイワンニオケルコサク… 14-2-後
Lb12-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 台湾に於ける小作慣行其の（台北州管内） タイワンニオケルコサクカンコウ 14-2-後
Lb12-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 台湾に於ける小作慣行其の三（台中州管内） タイワンニオケルコサクカンコウ 14-2-後
Lb12-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 台湾ニ於ケル小作問題ニ関スル資料（2冊） タイワンニオケルコサク… 14-2-後
Lb12-は3-T 台湾農友会 タイワンノウユウカイ 本島ニ於ケル地主ノ愛佃施設状況 ホントウニオケルジヌシ… 14-2-後
Lb13-A 青森県 アオモリケン 重要農産物増産計画 ジュウヨウノウサンブツゾウサンケイカク 14-2-後
Lb13-B 青森県農会 アオモリケンノウカイ 米穀生産費資料調査成績 ベイコクサンギョウヒシリョウチョウサセイセキ 14-2-後
Lb13-B 米穀統制調査会 ベイコクトウセイチョウサカイ 米穀統制調査会議事録 ベイコクトウセイチョウサカイギジロク 14-3-前
Lb13-B 米價調節調査会 ベイカチョウセツチョウサカイ 米價調節調査会録事　第1回、2回 ベイカチョウセツチョウサカイ 14-3-前
Lb13-B 米穀調査会 ベイコクチョウサカイ 米穀調査会議事録（3） ベイコクチョウサカイギジロク 14-3-前
Lb13-B 米穀調査会 ベイコクチョウサカイ 米穀調査会特別委員会議事要領（1～5）、（6～9） ベイコクチョウサカイトクベツイインカイ… 14-3-前
Lb13-B 米価調節調査会 ベイカチョウセツチョウサカイ 米価調節調査会録事（第1回）（3冊） ベイカチョウセツチョウサカイロクジ 14-3-前
Lb13-B 米穀調査会 ベイコクチョウサカイ 特別委員会議事要領（10～15回） トクベツイインカイギジヨウリョウ… 14-3-前
Lb13-B 米價調節調査会 ベイカチョウセツチョウサカイ 諮問事項特別委員会議事速記録 シモンジコウトクベツイインカイ… 14-3-前

Lb13-C 中央物價統制協力会議
チュウオウブッカトウセイキョウリョク
カイギ

米穀配給對策状況について ベイコクハイキュウタイサクジョウキョウ… 14-3-前

Lb13-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ
食糧品ノ需給推算、生産及輸移出入ノ状態竝ニ消費状
態ニ関スル調査

ショクリョウヒンノジュキュウスイサン… 14-3-前

Lb13-D 大日本米穀会 ダイニホンベイコクカイ 米穀専売統制に関する参考資料 ベイコクセンバイトウセイニカンスル… 14-3-前
Lb13-FM フェスカ，マックス フェスカ　マックス 日本地産論－食用作物篇－ ニホンチサンロン 14-3-前
Lb13-H 兵庫県経済部農産課 ヒョウゴケンケイザイブノウサンカ 稲麦作経済調査昭和9年度 イナムギサクケイザイチョウサ 14-3-前
Lb13-H 北海道廰産業部 ホッカイドウチョウサンギョウブ 北海道ノ米ニ関スル調査 ホッカイドウコメニカンスル… 14-3-前
Lb13-HC 菱本　長次 ヒシモト　チョウジ 朝鮮米の研究 チョウセンマイノケンキュウ （3F）
Lb13-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 徳川幕府の米価調節 トクガワバクフノベイカチョウセツ （3F）
Lb13-HS 土方　成美 ヒジカタ　セイビ 米価変動と景気変動（2冊） ベイカヘンドウトケイキヘンドウ 14-3-前
Lb13-I 岩手県経済部 イワテケンケイザイブ 郷倉経営資料（1）（2） ゴウグラケイエイシリョウ 14-3-前
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Lb13-IT 伊藤　恒治 イトウ　ツネジ 食糧問題解決の捷径－麥多収穫の実際－ ショクリョウモンダイカイケツノショウケイ 14-3-前
Lb13-IT 生田　泰蔵 イクタ　タイゾウ 小麦の知識（2冊） コムギノチシキ 14-3-前
Lb13-IY 石原　保秀 イシハラ　ヤスヒデ 米価変動史 ベイカヘンドウシ 14-3-前
Lb13-K 田所　哲太郎 タドコロ　テツタロウ 米の生化学研究叢書（1）（2）（8） コメノセイカガクケンキュウソウショ 14-3-前
Lb13-KJ 木崎　甚蔵 キザキ　ジンゾウ 糧食に関する研究 リョウショクニカンスルケンキュウ 14-3-前
Lb13-KK 児玉　完次郎 コダマ　カンジロウ 穀物検査事業の研究 コクモツケンサジギョウノケンキュウ 14-3-前
Lb13-KS 小泉　策太郎 コイズミ　サクタロウ 米価調節批判（2冊） ベイカチョウセツヒハン 14-3-前
Lb13-KT 河田　嗣郎 カワダ　シロウ 食糧と社会 ショクリョウトシャカイ 14-3-前
Lb13-KU 加賀　卯之吉 カガ　ウノキチ 米価の前途　昭和3年、同5年 ベイカノゼント 14-3-前
Lb13-MS 三宅　正一 ミヤケ　ショウイチ 戦争と食糧 センソウトショクリョウ 14-3-前
Lb13-MS 村本　庄次郎 ムラモト　ショウジロウ 日本食糧問題解決の鍵 ニホンショクリョウモンダイカイケツノカギ 14-3-前
Lb13-MT 宮川　東一 ミヤガワ　トウイチ 食糧のゆくえ－二十一世紀への提言－ ショクリョウノユクエ 14-3-前
Lb13-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 新潟県下ノ産米ト其取引及金融ニ関スル調査 ニイガタケンカノサンマイトソノ… 14-3-前
Lb13-N 内務省地方局 ナイムショウチホウキョク 徳川幕府ノ米穀ニ対スル政策第1篇－享保年間ノ部－ トクガワバクフノベイコクニタイスル… 14-3-前
Lb13-N 長野県農会 ナガノケンノウカイ 新潟山形二県ニ於ケル米ニ関スル調査 ニイガタヤマガタケンニオケル… 14-3-前
Lb13-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 秋田米ニ関スル調査 アキタマイニカンスルチョウサ 14-3-前
Lb13-N 日本経済調査協議会 ニホンケイザイチョウサキョウギカイ 総合食糧政策の樹立 ソウゴウショクリョウセイサクノ… 14-3-前
Lb13-N 日本勧業銀行調査課 ニホンカンギョウギンコウチョウサカ 内国米ノ金融ニ関スル調査書 ナイコクマイノキンユウニカンスル… 14-3-前
Lb13-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 米麦品種改良ニ関スル参考資料 ベイバクヒンシュカイリョウニカンスル… 14-3-前
Lb13-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 麦其他雑穀ニ関スル調査 ムギソノタノザッコクニカンスル… 14-3-前

Lb13-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク
日本内地ニ於ケル米需要供給ノ現在及將来ニ關スル
調査資料

ニホンナイチニオケルコメ… 14-3-前

Lb13-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク
日本内地ニ於ケル主要食糧品需要供給ノ現在及将来
（明治44年、45年）

ニホンナイチニオケルシュヨウ… 14-3-前

Lb13-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 主要食糧農産物改良増殖奨励ニ関スル参考資料 シュヨウショクリョウノウサンブツカイリョウゾウショク… 14-3-前
Lb13-N 農村更生協会 ノウソンコウセイキョウカイ 我が国に於ける小麦の需給 ワガクニニオケルコムギ… 14-3-前
Lb13-N 農務局 ノウムキョク 米価調節調査会ノ経過及成績 ベイカチョウセツチョウサカイノ… 14-3-前
Lb13-N 農務局 ノウムキョク 各種調査会ニ於ケル米穀ニ関スル調査ノ経過概要（2 カクシュチョウサカイニオケル… 14-3-前
Lb13-N 農務局 ノウムキョク 臨時財政経済調査会ノ経過及成績－食糧問題関係－ リンジザイセイケイザイチョウサカイ… 14-3-前
Lb13-N 農林省米穀部 ノウリンショウベイコクブ 米穀政策資料（2） ベイコクセイサクシリョウ 14-3-前
Lb13-N 農林省米穀局 ノウリンショウベイコクキョク 米穀政策資料　昭和8、9年 ベイコクセイサクシリョウ 14-3-前

Lb13-N 農林省大臣官房企画室
ノウリンショウダイジンカンボウキカ
クシツ

世界食糧需給予測－世界需給モデルによる5年、10年
後の見通し－

セカイショクリョウジュキュウヨソク 14-3-前

Lb13-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 米穀生産費及家計費調査ニ関スル協議会記録（2冊） ベイコクセイサンヒオヨビカケイ… 14-3-前

Lb13-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク
（昭和二年ニ調査セル）食糧需給ニ関スル三十年計畫
書（2冊）

ショクリョウジュキュウニカンスル30ネン… 14-3-前

Lb13-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 主要食糧農産物改良増殖奨励事業要覧 シュヨウショクリョウノウサンブツカイリョウゾウショク… 14-3-前
Lb13-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 水稲及陸稲耕種要綱 スイトウオヨビリクトウコウシュ… 14-3-前
Lb13-N 農林省米穀部 ノウリンショウベイコクブ 地方米業ニ関スル調査 チホウマイギョウニカンスルチョウサ 14-3-前

Lb13-N 農林省米穀局 ノウリンショウベイコクキョク
（昭和八年産）籾貯蔵ノ際ニ於ケル各道府縣ノ貯蔵籾
検査要綱

モミチョゾウノサイニオケル… 14-3-前

Lb13-N 農林省米穀局 ノウリンショウベイコクキョク 世界各国の食糧政策 セカイカックコクノショクリョウセイサク 14-3-後
Lb13-N 農林省米穀部 ノウリンショウベイコクブ 各種調査会ニ於ケル米穀ニ関スル調査ノ経過概要 カクシュチョウサカイニオケル… 14-3-後
Lb13-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 米ニ關スル調査 コメニカンスルチョウサ 14-3-後
Lb13-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 小麦増殖奨励事業要覧 コムギゾウショクショウレイ… 14-3-後
Lb13-N 農林省米穀局 ノウリンショウベイコクキョク 地方産米に関する調査 チホウサンマイニカンスルチョウサ 14-3-後
Lb13-N 農林省米穀局 ノウリンショウベイコクキョク 米生産費参考資料 コメセイサンヒサンコウシリョウ 14-3-後
Lb13-NH 那須　皓 ナス　ヒロシ 人口食糧問題 ジンコウショクリョウモンダイ 14-3-後
Lb13-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 明治年間米價調節沿革史 メイジネンカンベイカチョウセツ… 14-3-後
Lb13-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 明治年間米價調節沿革史附録参考書 メイジネンカンベイカチョウセツ… 14-3-後

Lb13-O 大蔵省臨時調査局金融部
オオクラショウリンジチョウサキョク
キンユウブ

戦時ニ於ケル諸国ノ食料政策 センジニオケルショコクノショクリョウセイサク 14-3-後

Lb13-O 岡山縣立農事試驗場 オカヤマケンリツノウジシケンジョウ 岡山縣に於ける現時の麥作法 オカヤマケンニオケル… 14-3-後
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Lb13-OM 大脇　正諄 オオワキ　セイジュン 米穀論（全） ベイコクロン 14-3-後
Lb13-OT 小野　武夫 オノ　タケオ 日本近世饑饉志 ニホンキンセイキキンシ 14-3-後
Lb13-R 臨時国民経済調査会 リンジコクミンケイザイチョウサカイ 未確定調査報告案 ミカクテイチョウサホウコクアン 14-3-後
Lb13-R 臨時國民経済調査会 リンジコクミンケイザイチョウサカイ 内地米生産不足ノ場合ニ於ケル臨時對応策参考資料 ナイチマイセイサンフソクノ… 14-3-後
Lb13-RJ ラビット，J．A． ラビット　ジェー　エー 米と社会政策 バイトシャカイセイサク 14-3-後
Lb13-S 食糧廰 ショクリョウチョウ 日本食糧政策史の研究（一） ニホンショクリョウセイサクシノケンキュウ 14-3-後
Lb13-S 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 主要食糧農産物改良増殖奨励事業要覧（昭和3年、9 シュヨウショクリョウノウサンブツカイリョウ… 14-3-後
Lb13-SH 下村　宏 シモムラ　ヒロシ 食糧問題の話 ショクリョウモンダイノハナシ 14-3-後
Lb13-SK 四宮　恭二 シノミヤ　キョウジ 米穀専売制の研究 ベイコクセンバイセイノケンキュウ 14-3-後
Lb13-T 西垣　恒矩 ニシガキ　ツネノリ 米穀経済論 ベイコクケイザイロン 14-3-後
Lb13-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 産米ノ改良増殖 サンマイノカイリョウゾウショク 14-3-後
Lb13-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 大豆、米、雑穀ニ関スル調査 ダイズコメザッコクニカンスルチョウサ 14-3-後
Lb13-T 帝國農会 テイコクノウカイ 米生産費調査資料（2冊） コメセイサンヒチョウサシリョウ 14-3-後
Lb13-T 帝國農会経済部 テイコクノウカイケイザイブ 米生産費に関する調査　昭和11、12、14、15年 コメセイサンヒニカンスルチョウサ 14-3-後
Lb13-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 米ニ関スル経済調査 コメニカンスルケイザイチョウサ 14-3-後

Lb13-TK 武田　邦太郎 タケダ　クニタロウ
食糧危機と日本農業の展望－戦略物資食糧の解決策
を探る－

ショクリョウキキトニホンノウギョウノテンボウ 14-3-後

Lb13-TS 東畑　精一 トウハタ　セイイチ 米穀の消費統計に関する調査 ベイコクノショウヒトウケイニカンスル… 14-3-後
Lb13-TS 東畑　精一 トウハタ　セイイチ 米 コメ 14-3-後
Lb13-Y 山口県農事試験場 ヤマグチケンノウジシケンジョウ 麦作作業調査概要 ムギサクサギョウチョウサガイヨウ 14-3-後
Lb13-YS 山田　申吾 ヤマダ　シンゴ 米価の研究 ベイカノケンキュウ 14-3-後
Lb13-YY 八木　芳之助 ヤギ　ヨシノスケ 米価及び米価統制問題 ベイカオヨビベイカトウセイモンダイ 14-3-後

Lb13-Z 全国米穀販売購買組合聯合会
ゼンコクベイコクハンバイコウバイク
ミアイ…

戦時下に於ける小麦事情 センジカニオケルコムギジジョウ 14-3-後

Lb13-は2-C 朝鮮總督府農林局 チョウセンソウトクフノウリンキョク
朝鮮産米增殖計畫ノ實績昭和8年8月末8年度末、13年
度末

チョウセンサンコメゾウショクケイカク… 14-3-後

Lb13-は2-N 農林省米穀局 ノウリンショウベイコクキョク 朝鮮、台湾に於ける米穀生産費資料 チョウセンタイワンニオケルベイコク… 14-3-後
Lb13-は2-Z 全羅南道 ゼンラナンドウ 全南の米 ゼンナンノコメ 14-3-後
Lb13-は3-CH 陳　逢源 チン　ホウゲン 外地米統制問題 ガイチメイトウセイモンダイ 14-3-後
Lb13-は3-IT 石川　悌次郎 イシカワ　テイジロウ 台湾ニ於ケル米穀専売論 タイワンニオケルベイコク… 14-3-後
Lb13-は3-KG 小平　権一 コダイラ　ゴンイチ 支那ノ米ニ関スル調査 シナノコメニカンスル… 14-3-後
Lb13-は3-KK 工藤　幸剣 クドウ　コウケン 上海ニ於ケル食用米需給状況ニ関スル調査 シャンハイニオケルショクヨウマイ… 14-3-後
Lb13-は3-N 日本学術振興会 ニホンガクジュツシンコウカイ 朝鮮米生産費に関する調査 チョウセンマイセイサンヒニカン… 14-3-後
Lb13-は3-T 台湾省糧食局 タイワンショウリョウショクキョク 台湾糧食増産情形及業務概況 タイワンリョウショクゾウサンジョウケイオヨビ… 14-3-後

Lb14-D 全国農産物販売協会
ゼンコクノウサンブツハンバイキョウ
カイ

道府県ニ於ケル農産物販売統制実績 ドウフケンニオケルノウサンブツ… 14-3-後

Lb14-G 岐阜高等農林学校 ギフコウトウノウリンガッコウ
各務研究報告（7）－岐阜市に於ける蔬菜果實の取引
實状と荷造に関する調査報告－

カクムケンキュウホウコク 14-3-後

Lb14-H 北海道農産物検査所 ホッカイドウノウサンブツケンサショ 農産物ノ販路ニ関スル調査報告（2） ノウサンブツノハンロニカンスルチョウサホウコク 14-3-後
Lb14-K 鈴木商会 スズキショウカイ 海外輸出米商況概報（1）（2） カイガイユシュツマイショウキョウガイホウ 14-3-後
Lb14-KT 河田　嗣郎 カワダ　ツグロウ 穀価ノ研究－穀価構成ニ於ケル関税及ビ定期取引作 コクカノケンキュウ 14-3-後
Lb14-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 穀物販賣組織ニ関スル調査 コクモツハンバイソシキ… 14-3-後
Lb14-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 農業倉庫ニ関スル調査 ノウギョウソウコニカンスル… 14-3-後
Lb14-N 農林省蚕絲局 ノウリンショウサンシキョク 繭相場調昭和10年～12年 マユソウバシラベ 14-3-後
Lb14-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 副業生産品需給状況調査 フクギョウセイサンヒンジュキュウジョウキョウ… 14-3-後
Lb14-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 副業生産品商況調査（2冊） フクギョウセイサンヒンショウキョウチョウサ 14-3-後

Lb14-N （社）農村更生協會
シャダンホウジンノウソンコウセイ
キョウカイ

靑果小賣價格に關する調査研究 セイカコウリカカクニ… 14-3-後

Lb14-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 明治年間米価調節沿革史 メイジネンカンベイカチョウセツエンカクシ 14-3-後
Lb14-T 帝国農会 テイコクノウカイ 五大都市に於ける青果物市況調査 ゴダイトシニオケルセイカブツ… 14-3-後

Lb14-Z
（保證責任）全国米穀販売購買組合
連合会

ホショウセキニンゼンコクベイコクハ
ンバイ…

農産物販売事情に関する調査－米・小麦・鶏卵・木炭
－

ノウサンブツハンバイジジョウニカンスルチョウサ 14-4-前
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Lb14-Z 全國米穀販賣購買組合聯合會
ゼンコクベイコクハンバイコウバイク
ミアイ…

大麥の取引事情 オオムギノトリヒキジジョウ 14-4-前

Lb14-Z 全国農産物販売協会
ゼンコクノウサンブツハンバイキョウ
カイ

地方に於ける農産物販売統制事情（2冊） チホウニオケルノウサンブツ… 14-4-前

Lb14-は3-H 北海道農産物検査所 ホッカイドウノウサンブツケンサショ
農産物ノ販路ニ關スル調査報告（3）－満鮮農産物ニ關
スル調査－

ノウサンブツノハンロニ… 14-4-前

Lb14-は3-J 實業部臨時産業調査局
ジツギョウブリンジサンギョウチョウ
サキョク

特産取引事情（上） トクサントリヒキジジョウ 14-4-前

Lb14-は3-M 南満州鉄道㈱経済調査会
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャケイザイ…

満州に於ける糧棧 マンシュウニオケル… 14-4-前

Lb14-は3-SY 篠崎　嘉郎 シノザキ　ヨシロウ 満洲大豆暴落とその對策 マンシュウダイズボウラクト… 14-4-前
Lb15-A 愛知県農会 アイチケンノウカイ 農家経済調査大正12年度、昭和7、8年度 ノウカケイザイチョウサ 14-4-前
Lb15-A 愛知県農会 アイチケンノウカイ 農家経済状況 ノウカケイザイジョウキョウ 14-4-前
Lb15-A 愛知県副業調査会 アイチケンフクギョウチョウサカイ 農村向き小工業の研究資料 ノウソンムキショウコウギョウノケンキュウシリョウ 14-4-前
Lb15-A 青森営林局 アオモリエイリンキョク 青森県中津軽郡西目屋村大字大秋、白沢 アオモリケンナカツガルグン… 14-4-前
Lb15-A 青森県 アオモリケン 青森県水稲地域別耕種改善規準 アオモリケンスイトウチイキ… 14-4-前
Lb15-A 青森県農会 アオモリケンノウカイ 青森県冬季間に於ける農家副業調査 アオモリケントウキカンニオケルノウカ… 14-4-前
Lb15-A 秋田営林局 アキタエイリンキョク 秋田県山本郡藤琴村経済実態調査 アキタケンヤマモトグン… 14-4-前
Lb15-AG 秋田　義一 アキタ　ギイチ 算法地方大成（1）～（5） サンポウチホウタイセイ 14-4-前
Lb15-C 千葉県印旛郡農会 チバケンインバグンノウカイ 千葉県印旛郡町村経済調査 チバケンインバグンチョウソン… 14-4-前

Lb15-C 朝鮮金融組合連合会調査課
チョウセンキンユウクミアイレンゴウ
カイチョウサカ

明るい農村－金融組合指導部落更生実話集（後）－ アカルイノウソン 14-4-前

Lb15-C 朝鮮金融組合連合会調査課
チョウセンキンユウクミアイレンゴウ
カイチョウサカ

伸びゆく村－金融組合指導部落更生実話集（前）－ ノビユクムラ 14-4-前

Lb15-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 農村更生の指針 ノウソンコウセイノシシン 14-4-前
Lb15-F 福井県農会 フクイケンノウカイ 農家経済調査成績 ノウカケイザイチョウサセイセキ 14-4-前
Lb15-F 福井県農会 フクイケンノウカイ 主要経営要素の労力調査（1）（2冊） シュヨウケイエイヨウソノロウリョクチョウサ 14-4-前
Lb15-F 福井縣農會 フクイケンノウカイ 農家經濟調査成績 ノウカケイザイチョウサセイセキ 14-4-前
Lb15-F 福岡県農会 フクオカケンノウカイ 農家経済調査（12） ノウカケイザイチョウサ 14-4-前
Lb15-FS 深谷　進 フカヤ　ススム 日本農業機械化の特質 ニホンノウギョウキカイカノトクシツ 14-4-前
Lb15-FT 古島　敏雄 フルシマ　トシオ 農民解放を阻む山地農業の諸問題 ノウミンカイホウヲハバム… 14-4-前
Lb15-FY 藤原　勇造 フジワラ　ユウゾウ 島根県大原郡海潮村農事調査報告書 シマネケンオオハラグン… 14-4-前
Lb15-G 群馬県内務部 グンマケンナイムブ 群馬県副業一班 グンマケンフクギョウイッパン 14-4-前
Lb15-G 群馬県農会 グンマケンノウカイ 過小農経済ノ特異性調査成績 カショウノウケイザイノトクイセイ… 14-4-前

Lb15-G 群馬県農会 グンマケンノウカイ
過小農経済ノ特異性ト群馬県農業ノ適正規模（昭和十
一年・十二年実績）（2冊）

カショウノウケイザイノトクイセイ… 14-4-前

Lb15-GT 後藤　藤平 ゴトウ　トウヘイ 静岡県農家副芸一斑 シズオカケンノウカフクゲイイッパン 14-4-前
Lb15-H 兵庫県農会 ヒョウゴケンノウカイ 農業労力に関する調査2（各作物，養蚕等の所要労力 ノウギョウロウリョクニカンスル… 14-4-前
Lb15-H 廣島縣内務部 ヒロシマケンナイムブ 廣島縣副業状態調査 ヒロシマケンフクギョウジョウタイチョウサ 14-4-前
Lb15-H 北海道廰産業部 ホッカイドウチョウサンギョウブ 副業の産額 フクギョウノサンガク 14-4-前
Lb15-H 北海道廰産業部 ホッカイドウチョウサンギョウブ 北海道ニ於ケル農場経営ノ實例 ホッカイドウニオケルノウジョウ… 14-4-前
Lb15-HD ホーイブレンク，ダニエル ホーイブレンク　ダニエル 農業三事（上）（下） ノウギョウサンジ 14-4-前
Lb15-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 近世農村問題史論 キンセイノウソンモンダイシロン 14-4-前
Lb15-HE 林　遠里 ハヤシ　エンリ 勧農新書 カンノウシンショ 14-4-前
Lb15-I 茨城県農会 イバラキケンノウカイ 茨城県の農家副業 イバラキケンノノウカフクギョウ 14-4-前
Lb15-I 岩手県内務部 イワテケンナイムブ 岩手県の副業（1）（2） イワテケンノフクギョウ 14-4-前
Lb15-IM 稲田　昌植 イナダ　マサオ 婦人農業問題 フジンノウギョウモンダイ 14-4-前
Lb15-IM 稲田　昌植 イナダ　マサオ 農村問題と其将来 ノウソンモンダイトソノショウライ 14-4-前
Lb15-IR 稲村　隆一 イナムラ　リュウイチ 農村問題の現在と将来 ノウソンモンダイノゲンザイトショウライ 14-4-前
Lb15-IT 今村　猛雄 イマムラ　タケオ 農家収益増進法 ノウカシュウエキゾウシンホウ 14-4-前
Lb15-K 神奈川県産業部 カナガワケンサンギョウブ 神奈川県の副業 カナガワケンノフクギョウ 14-4-前
Lb15-K 神奈川県農会 カナガワケンノウカイ 農家経済調査成績 ノウカケイザイチョウサセイセキ 14-4-前
Lb15-K 協調会 キョウチョウカイ 農村事情に関する調査（2）（2冊） ノウソンジジョウニカンスルチョウサ 14-4-前
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Lb15-K 協調会農村課 キョウチョウカイノウソンカ 農業対商工業の関係（其1）－農民と人口の都市集中 ノウギョウタイショウコウギョウノカンケイ 14-4-前
Lb15-K 協調会農村課 キョウチョウカイノウソンカ 近の農民運動昭和6年度 サイキンノノウミンウンドウ 14-4-前
Lb15-K 協調会農村課 キョウチョウカイノウソンカ 吾国過小農問題と共同経営 ワガクニカショウノウモンダイトキョウドウケイエイ 14-4-前

Lb15-K 協調會農村課 キョウチョウカイノウソンカ
農業對商工業の關係其1－農民と人口の都市集中－
（2冊）

ノウギョウタイショウコウギョウノカンケイ… 14-4-前

Lb15-K 京都帝国大学農学部農林経済研究 キョウトテイコクダイガクノウガクブ 農村調査昭和八年度調査報告 ノウソンチョウサ 14-4-前

Lb15-K
京都帝国大学農学部農林経済研究
室

キョウトテイコクダイガクノウガクブ
…

農村調査報告書－滋賀縣下水田地方三農村に於ける
租税公課諸負擔に関する研究－

ノウソンチョウサホウコクショ 14-4-前

Lb15-K 京都府農会 キョウトフノウカイ 農家経済調査書（1）～（3） ノウカケイザイチョウサショ 14-4-前
Lb15-K 熊本県農会 クマモトケンノウカイ 農業経営設計書昭和10年度 ノウギョウケイエイセッケイショ 14-4-前
Lb15-K 熊本県農会 クマモトケンノウカイ 農業経営設計書昭和11年度 ノウギョウケイエイセッケイショ 14-4-前
Lb15-K 熊本県内務部 クマモトケンナイムブ 熊本縣産業諮問會記綠 クマモトケンサンギョウシモンカイ… 14-4-前
Lb15-KD 笠森　傳繁 カサモリ　デンハン 佛独白諸国農村の瞥見 フツドクハクショコクノウソン… 14-4-前
Lb15-KG 小平　権一 コダイラ　ゴンイチ 農村副業問題 ノウソンフクギョウモンダイ 14-4-前
Lb15-KK 気賀　勘重 キガ　カンジュウ 農村問題 ノウソンモンダイ 14-4-前
Lb15-KS 川瀬　新蔵 カワセ　シンゾウ われらの詫児所 ワレラノタクジショ 14-4-前
Lb15-KT 黒田　寿男 クロダ　トシオ 日本農民組合運動史 ニホンノウミンクミアイウンドウシ 14-4-前
Lb15-KY 木村　靖二 キムラ　ヤスジ 近代日本農民運動発達史―日本農民運動史（上）― キンダイニホンノウミンウンドウハッタツシ 14-4-前
Lb15-KY 近藤　康男 コンドウ　ヤスオ 馬産地農業経営の規模に関する調査 バサンチノウギョウケイエイノキボニ… 14-4-前
Lb15-M 文部省 モンブショウ 全国農山漁村娯楽状況（上） ゼンコクノウサンギョソンゴラク… 14-4-前
Lb15-M 文部省社會教育局 モンブショウシャカイキョウイクキョク 全國農山漁村娯楽状況（下） ゼンコクノウサンギョソンゴラク… 14-4-前
Lb15-M 三重県農会 ミエケンノウカイ 農家経済調査書 ノウカケイザイチョウサショ 14-4-前
Lb15-M 宮城県内務部 ミヤギケンナイムブ 農家副業の現況 ノウカフクギョウノゲンキョウ 14-4-前
Lb15-MS 松村　勝次郎 マツムラ　ショウジロウ 井泉村基本調査 イイズムムラキホンチョウサ 14-4-前
Lb15-MS 村松　俊一 ムラマツ　シュンイチ 肥料配給に於ける優良組合調査 ヒリョウハイキュウニオケルユウリョウクミアイ… 14-4-前
Lb15-N 〔農務局〕 ノウムキョク 農談会日誌 ノウダンカイニッシ 14-4-前
Lb15-N 帝国農会 テイコクノウカイ 農業経営調査書（1）～（3） ノウギョウケイエイチョウサショ 14-4-後
Lb15-N 帝國農会 テイコクノウカイ 農業経営調査書昭和12～15年度 ノウギョウケイエイチョウサショ 14-4-後
Lb15-N 帝國農會 テイコクノウカイ 農業経営調査書昭和5、9、10年度 ノウギョウケイエイチョウサショ 14-4-後

Lb15-N 内務省衛生局 ナイムショウエイセイキョク
秋田縣山本郡富根村ニ於ケル農村保健衛生状態實地
調査報告

アキタケンヤマモトグン… 14-4-後

Lb15-N 長野県 ナガノケン 副業調査第2編－加工的副業工賃副業概況－ フクギョウチョウサ 14-4-後
Lb15-N 長野県 ナガノケン 副業調査書第一編現況調査 フクギョウチョウサショ 14-4-後
Lb15-N 長野縣内務部農商課 ナガノケンナイムブノウショウカ 長野縣の不況實相 ナガノケンノフキョウジッソウ 14-4-後
Lb15-N 長野県農会 ナガノケンノウカイ 長野県の農事小組合 ナガノケンノノウジショウクミアイ 14-4-後
Lb15-N 奈良県経済更生事務局 ナラケンケイザイコウセイジムキョク 農山村経済更生事例（1） ノウサンソンケイザイコウセイジレイ 14-4-後
Lb15-N 奈良県農会 ナラケンノウカイ 農家副業調査書 ノウカフクギョウチョウサショ 14-4-後
Lb15-N 新潟縣衛生課 ニイガタケンエイセイカ 農村保健衛生状態實地調査報告 ノウソンホケンエイセイジョウタイ… 14-4-後
Lb15-N 新潟縣農会 ニイガタケンノウカイ 農家負債ニ関スル調査（2冊） ノウカフサイニカンスルチョウサ 14-4-後
Lb15-N 日本産業協会 ニホンサンギョウキョウカイ 中国の副業 チュウゴクノフクギョウ 14-4-後
Lb15-N 日本産業協会 ニホンサンギョウキョウカイ （第二回）副業審査委員会報告 フクギョウシンサイインカイホウコク 14-4-後
Lb15-N 農事電化協会 ノウジデンカキョウカイ 電燈未普及農山漁村実情調査 デントウミフキュウノウサンギョソン… 14-4-後
Lb15-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 副業経営ニ関スル共同組織調査 フクギョウケイエイニカンスルキョウドウ… 14-4-後
Lb15-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 副業生産品ニ関スル調査 フクギョウセイサンヒンニカンスルチョウサ 14-4-後
Lb15-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 副業的季節移動労力ニ関スル調査 フクギョウテキキセツイドウロウリョクニカンスル… 14-4-後
Lb15-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 地主ノ農事ニ関スル施設事例（2冊） ジヌシノノウジニカンスルシセツ… 14-4-後
Lb15-N 農商務省農務局 ノウムショウノウムキョク 加工的副業生産品一覧 カコウテキフクギョウセイサンヒン… 14-4-後
Lb15-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 日本主要農作物耕種要綱（普通作物，特用作物） ニホンシュヨウノウサクブツコウシュヨウコウ 14-4-後
Lb15-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 農業用器具機械の共同利用 ノウギョウヨウキグキカイノキョウドウリヨウ 14-4-後
Lb15-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 農事調査表（1）（2）（各2冊） ノウジチョウサヒョウ 14-4-後
Lb15-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 農家経済調査大正10、13、15 ノウカケイザイチョウサ 14-4-後

Lb15-N 農村保健問題中央委員会
ノウソンホケンモンダイチュウオウイ
インカイ

農繁期栄養食共同炊事の指針 ノウハンキエイヨウショクキョウドウ… 14-4-後
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Lb15-N 農務局 ノウムキョク 農談会日誌 ノウダンカイニッシ 14-4-後
Lb15-N 農務省農務局 ノウムショウノウムキョク 勧業農務部日誌（1）（2） カンギョウノウムブニッシ 14-4-後
Lb15-N 農林省 ノウリンショウ 農山漁家副業指針（2冊） ノウサンギョウカフクギョウシシン 14-4-後
Lb15-N 農林省経済厚生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 銃後農山漁村事情視察報告記 ジュウゴノウサンギョソンジジョウ… 14-4-後
Lb15-N 農林省經濟更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 我が國農家の統計的分析－昭和13年9月1日全國農家一ワガクニノウカノトウケイテキ… 14-4-後
Lb15-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 副業壜罐詰ニ関スル調査 フクギョウビンカンズメニカンスルチョウサ 14-4-後
Lb15-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 農家副業生産物ノ生産並販売統制ニ関スル調査 ノウカフクギョウセイサンブツノ… 14-4-後
Lb15-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 農山村経済更生計画施設概要（2ノ2）－地方庁施設－ ノウサンソンケイザイコウセイケイカク… 14-4-後
Lb15-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 藁製品ニ関スル調査 ワラセイヒンニカンスルチョウサ 14-4-後
Lb15-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 全国優良更生農村 ゼンコクユウリョウコウセイノウソン 14-4-後
Lb15-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 農家経済調査昭和10年度（2冊） ノウカケイザイチョウサ 14-4-後
Lb15-N 農林省畜産局 ノウリンショウチクサンキョク 本邦ニ於ケル畜力利用状況 ホンポウニオケルチクリョク… 14-4-後
Lb15-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 道府縣ニ於ケル農産物改良増殖奨励事業調 ドウフケンニオケルノウサンブツカイリョウ… 14-4-後

Lb15-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 副業ノ農村振興ニ寄与シタル事例ニ関スル調査（2冊）
フクギョウノノウソンシンコウニキヨシタルジレイニカン
スルチョウサ

14-4-後

Lb15-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 副業奨励金交付関係要覧 フクギョウショウレイキンコウフカンケイヨウラン 14-4-後
Lb15-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 副業主任官会議要録－大正14年5月開催－ フクギョウシュニンカンカイギヨウロク 14-4-後
Lb15-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 肥料改良奨励事業ニ関スル調査 ヒリョウカイリョウショウレイジギョウニカンスル… 14-4-後
Lb15-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 時局匡救耕地関係農業土木事業ノ概況竝参考実例 ジキョクキョウキュウコウチカンケイ… 14-4-後
Lb15-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 開墾地移住経営事例 カイコンチイジュウケイエイジレイ 14-4-後
Lb15-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 農業共同経営組合ニ関スル調査 ノウギョウキョウドウケイエイクミアイニカンスル… 14-4-後
Lb15-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 農漁村ノ労力移動状況調査（2冊） ノウギョソンノロウリョクイドウジョウキョウチョウサ 14-4-後
Lb15-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 農家経済調査昭和2、4、7、9年度 ノウカケイザイチョウサ 14-5-前
Lb15-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 農家生活及地主負擔ニ関スル調査 ノウカセイカツオヨビジヌシ… 14-5-前
Lb15-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 農家小組合ニ関スル調査 ノウカショウクミアイニカンスル… 14-5-前
Lb15-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 優良農用器具機械ニ關スル調査 ユウリョウノウヨウキグキカイ… 14-5-前

Lb15-N
農林省ノ依托ニ係ル遊離窒素利用
研究室

ノウリンショウノイタクニカカル…
日本内地ニ於ケル土壌ノ作物養分天然供給力ニ関ス
ル調査

ニホンナイチニオケル… 14-5-前

Lb15-N 農林省經濟更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 農家生活竝に農業生産力に關する資料 ノウカセイカツナラビニノウギョウ… 14-5-前

Lb15-N （社）農事電化協会
シャダンホウジンノウジデンカキョウ
カイ

農村工業に関する調査 ノウソンコウギョウニカンスルチョウサ 14-5-前

Lb15-N （社）農村更生協會
シャダンホウジンノウソンコウセイ
キョウカイ

土地人口調整對策に關する茨城四郡農村調査－第一
回報告－（2冊）

トチジンコウチョウセイタイサク… 14-5-前

Lb15-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 更生せる農家経営事例（2冊） コウセイセルノウカケイエイ… 14-5-前
Lb15-NH 那須　皓 ナス　ヒロシ 新農村の基調 シンノウソンノキチョウ 14-5-前
Lb15-NH 那須　晧 ナス　ヒロシ 農村社会問題 ノウソンシャカイモンダイ 14-5-前
Lb15-NT 根津　知好 ネヅ　トモヨシ 東北の農産振興と肥料工業 トウホクノノウサンシンコウト… 14-5-前
Lb15-O 大阪府内務部 オウサカフナイムブ 府下農村ニ於ケル副業的加工業ノ概況 フカノウソンニオケルフクギョウ… 14-5-前
Lb15-O 岡田温撰集刊行会 オカダユタカセンシュウカンコウカイ 農村時論 ノウソンジロン 14-5-前
Lb15-O 岡田温撰集刊行会 オカダユタカセンシュウカンコウカイ 農業経営 ノウギョウケイエイ 14-5-前
Lb15-O 岡田温撰集刊行会 オカダユタカセンシュウカンコウカイ 農業経営論集岡田温撰集別巻 ノウギョウケイエイロンシュウ 14-5-前
Lb15-O 岡山県農会 オカヤマケンノウカイ 農家の副業 ノウカノフクギョウ 14-5-前
Lb15-O 岡山縣農會 オカヤマケンノウカイ 農業經營調査成績書 ノウギョウケイエイチョウサセイセキショ 14-5-前
Lb15-OM 大河内　正敏 オオコウチ　マサトシ 農村問題と科学 ノウソンモンダイトカガク 14-5-前
Lb15-OM 織田　又太郎 オダ　マタタロウ 農民之目醒 ノウミンノメザメ 14-5-前
Lb15-OS 尾崎　史郎 オザキ　シロウ 肥料の常識 ヒリョウノジョウシキ 14-5-前
Lb15-OT 小野　武夫 オノ　タケオ 村の辻を往く ムラノツジヲユク 14-5-前
Lb15-OT 小野　武夫 オノ　タケオ 日本村落史考 ニホンソンラクシコウ 14-5-前
Lb15-OT 小野　武夫 オノ　タケオ 農村社会史論講 ノウソンシャカイシロンコウ 14-5-前
Lb15-OT 小野　武夫 オノ　タケオ 農村史 ノウソンシ 14-5-前
Lb15-OT 小野　武夫 オノ　タケオ 徳川時代の農家経済 トクガワジダイノノウカケイザイ 14-5-前
Lb15-R 労働科学研究所 ロウドウカガクケンキュウショ 農民の早老に関する研究（1） ノウミンノソウロウニカンスル… 14-5-前
Lb15-R 労働科学研究所 ロウドウカガクケンキュウショ 農民の早老に関する研究（2）（3） ノウミンノソウロウニカンスル… 14-5-前
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Lb15-S 埼玉県農会 サイタマケンノウカイ 副業調査附農事調査（1）（2） フクギョウチョウサ… 14-5-前

Lb15-S 斎藤報恩会・産業調査所
サイトウホウオンカイサンギョウチョ
ウサショ

宮城県を主とせる農村副業に関する調査 ミヤギケンヲシュトセルノウソン… 14-5-前

Lb15-S 佐賀県内務部 サガケンナイムブ 副業調査 フクギョウチョウサ 14-5-前
Lb15-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 農村工業経営事例 ノウソンコウギョウケイエイジレイ 14-5-前
Lb15-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 四種兼営産業組合に関する調査第二次 ヨンシュケンエイサンギョウクミアイ… 14-5-前
Lb15-S 産業組合中央會 サンギョウクミアイチュウオウカイ 農機具の協同利用化事例 ノウキグノキョウドウリヨウカジレイ 14-5-前
Lb15-S 産業計画会議 サンギョウケイカクカイギ 農業の機械化と自立経営 ノウギョウノキカイカトジリツケイエイ 14-5-前
Lb15-S 静岡県 シズオカケン 地域別水陸稲耕種改善規準 チイキベツスイリクトウ… 14-5-前
Lb15-S 島根縣内務部 シマネケンナイムブ 不況に輝く有畜農家の經營 フキョウニカガヤクユウチクノウカ… 14-5-前
Lb15-S 社会政策学会 シャカイセイサクガッカイ 小農保護問題－第8回大会記事－ ショウノウホゴモンダイ 14-5-前

Lb15-S 積雪地方農村経済研究所
セキセツチホウノウソンケイザイケン
キュウショ

東北地方農家経済調査－山形県 上郡新庄町字中山
－

トウホクチホウノウカケイザイチョウサ 14-5-前

Lb15-S 全国山林会連合会 ゼンコクサンリンカイレンゴウカイ 山村経済実態調査報告書（4）～（10） サンソンケイザイジッタイチョウサホウコクショ 14-5-前
Lb15-SI 末弘　嚴太郎 スエヒロ　イズタロウ 農村法律問題 ノウソンホウリツモンダイ 14-5-前
Lb15-SK 佐藤　寛次 サトウ　カンジ 日本農業の特質と其改善 ニホンノウギョウノトクシツトソノカイゼン 14-5-前
Lb15-SM 佐藤　雅 サトウ　マサシ 近の農村電化 サイキンノノウソンデンカ 14-5-前
Lb15-SM 佐野　学 サノ　マナブ 農村問題 ノウソンモンダイ 14-5-前
Lb15-SS 嶋岡　七郎 シマオカ　シチロウ 江戸時代の百姓生活（2冊） エドジダイノヒャクショウセイカツ 14-5-前
Lb15-SY 櫻井　豊 サクライ　ユタカ 水田輪作農業に関する研究－土地利用変更の必然性 スイデンリンサクノウギョウニカンスルケンキュウ 14-5-後
Lb15-T 帝国農会 テイコクノウカイ 合理的施肥法実地指導地成績調査資料篇 ゴウリテキセヒホウジッチシドウ… 14-5-後
Lb15-T 帝国農会 テイコクノウカイ 時局下に於ける農業組合の活動－新潟県の事例－ ジキョクカニオケルノウギョウクミアイ… 14-5-後
Lb15-T 帝国農会 テイコクノウカイ 農業経営変遷ニ関スル調査－労働力調整ヨリ観タル－ ノウギョウケイエイヘンセン… 14-5-後
Lb15-T 帝国農会 テイコクノウカイ 農業経営の自給化に関する調査 ノウギョウケイエイノジキュウカ… 14-5-後
Lb15-T 帝国農会 テイコクノウカイ 農業機構と人的資源に関する調査 ノウギョウキコウトジンテキシゲン… 14-5-後

Lb15-T 帝国農会 テイコクノウカイ
農業共同作業実態調査福岡、佐賀県に於ける－特に
作業単位、組織並に労働能率を中心として－（素材編）

ノウギョウキョウドウサギョウジッタイ… 14-5-後

Lb15-T 帝国農会 テイコクノウカイ
農業労働力調整調査－岩手県名子刈分制度残存地帯
に於ける－

ノウギョウロウドウリョクチョウセイチョウサ 14-5-後

Lb15-T 帝国農会 テイコクノウカイ 農村更生と中心人物 ノウソンコウセイトチュウシンジンブツ 14-5-後

Lb15-T 帝国農会 テイコクノウカイ
農村労力事情調査－共同作業・共同炊事・農繁託児所
実施に伴ふ－（千葉県）

ノウソンロウリョクジジョウチョウサ 14-5-後

Lb15-T 帝国農会 テイコクノウカイ 労力調整より観たる部落農業団体の分析 ロウリョクチョウセイヨリミタルブラク… 14-5-後
Lb15-T 帝国農会 テイコクノウカイ 支那事変下に於ける中央官庁並農業団体の農村対策 シナジヘンカニオケル… 14-5-後

Lb15-T 帝国農会 テイコクノウカイ
特殊農業経営に関する調査－耕作規模大なるものを
中心として－

トクシュノウギョウケイエイ… 14-5-後

Lb15-T 帝國農会 テイコクノウカイ 農業経営及農家組合指導事業報告 ノウギョウケイエイオヨビノウカ… 14-5-後
Lb15-T 帝國農会 テイコクノウカイ 農業共同経営調査書（2冊） ノウギョウキョウドウケイエイチョウサショ 14-5-後
Lb15-T 帝國農會 テイコクノウカイ 農業生産計畫叢書（1）（5）（6） ノウギョウセイサンケイカクソウショ 14-5-後
Lb15-T 帝國農會 テイコクノウカイ 勞力移動班の組織と活動 ロウリョクイドウハンノソシキ… 14-5-後
Lb15-T 帝国農会経済部 テイコクノウカイケイザイブ 稲作作業別労働に関する調査昭和12年、14年度 イナサクサギョウベツロウドウニカンスルチョウサ 14-5-後
Lb15-T 帝国農会経済部 テイコクノウカイケイザイブ 東北地方農業団体ニ関スル調査 トウホクチホウノウギョウダンタイ… 14-5-後

Lb15-T 東京帝国大学林政学教室
トウキョウテイコクダイガクリンセイ
ガク…

山村実態調査報告書第2回 サンソンジッタイチョウサホウコクショ 14-5-後

Lb15-T 東京帝国大学農学部農業経済学教 トウキョウテイコクダイガクノウガク 分村の前後－大日向・讀書・富士見村を例として－ ブンソンノゼンゴ 14-5-後
Lb15-T 東京府経済部 トウキョウフケイザイブ 東京府ノ農村工業 トウキョウフノノウソンコウギョウ 14-5-後
Lb15-T 東京府農会 トウキョウフノウカイ 北多摩郡東村山村農事調査 キタタマグンヒガシムラヤマムラ… 14-5-後
Lb15-T 東京府農会 トウキョウフノウカイ 南多摩郡加住村農事調査 ミナミタマグンカスミムラノウジチョウサ 14-5-後
Lb15-T 帝国農会 テイコクノウカイ 道府縣副業調査 ドウフケンフクギョウチョウサ 14-5-後
Lb15-T 栃木県農会 トチギケンノウカイ 栃木県農業経営方法共進会報告 トチギケンノウギョウケイエイホウホウキョウシンカイ… 14-5-後
Lb15-T 鳥取県第1部農商課 トットリケンダイ1ブノウショウカ 生産力、物貨輸出入調査及農事統計表 セイサンリョクブッカユシュツニュウ… 14-5-後
Lb15-T 東海4県 トウカイ4ケン 東海の副業 トウカイノフクギョウ 14-5-後
Lb15-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本蚕糸業発達史（上） ニホンサンシギョウハッタツシ… 14-5-後
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Lb15-TS 瀧川　政次郎 タキガワ　セイジロウ 法制史上より観たる日本農民の生活律令時代（上） ホウセイシジョウヨリミタルニホンノノウミンノ… 14-5-後
Lb15-U 宇都宮高等農林学校 ウツノミヤコウトウノウリンガッコウ 農村調査報告（2-2）（2-3） ノウソンチョウサホウコク 14-5-後
Lb15-US 氏原　佐蔵 ウジハラ　サゾウ 日本農村住民発育の研究 ニホンノウソンジュウミンハツイク… 14-5-後
Lb15-Y 山形縣内務部 ヤマガタケンナイムブ 山形縣加工的副業調査 ヤマガタケンカコウテキフクギョウ… 14-5-後
Lb15-Y 山形県輸出米検査所 ヤマガタケンユシュツマイケンサショ 農村調査資料（西村山郡柴橋村） ノウソンチョウサシリョウ 14-5-後
Lb15-Y 山形県立農事試験場 ヤマガタケンリツノウジシケンジョウ 農村調査資料（東置賜郡犬川村） ノウソンチョウサシリョウ 14-5-後
Lb15-Y 山梨縣 ヤマナシケン 山梨縣農村事情調査書 ヤマナシケンノウソンジジョウチョウ… 14-5-後
Lb15-YE 山崎　延吉 ヤマザキ　エンキチ 農村之経営 ノウソンノケイエイ 14-5-後
Lb15-YE 善生　永助 ヨシオ　エイスケ 農村の経済 ノウソンノケイザイ 14-5-後

Lb15-YS 山田　精一 ヤマダ　セイイチ
終戦後の農村に於ける米作地帯と特殊地帯の経済状
態の差異

シュウセンゴノノウソンニオケルベイサク… 14-5-後

Lb15-YS 山中　省二 ヤマナカ　ショウジ 東北の副業 トウホクノフクギョウ 14-5-後
Lb15-YS 山中　省二 ヤマナカ　ショウジ 九州の副業 キュウシュウノフクギョウ 14-5-後
Lb15-YS 横尾　惣三郎 ヨコオ　ソｳザブロウ 如何にして農民は生くべきか イカニシテノウミンハイクベキカ 14-5-後
Lb15-YT 湯澤　大鳳 ユザワ　タイホウ 豊凶と農家（全） ホウキョウトノウカ 14-5-後
Lb15-YT 横井　時敬 ヨコイ　トキヨシ 農村制度の改造 ノウソンセイドノカイゾウ 14-5-後
Lb15-Z 全国農事会 ゼンコクノウジカイ 稲田経済調査 イナダケイザイチョウサ 14-5-後
Lb15-Z 全国山林会連合会 ゼンコクサンリンカイレンゴウカイ 山村経済実態調査書（1）（2） サンソンケイザイジッタイチョウサショ 14-5-後
Lb15-い2-KD 笠森　傳繁 カナモリ　デンハン 佛獨白諸国農村の瞥見 フツドクハクショコクノウソン…… 14-5-後
Lb15-に11-HM ヒンダス，M．G． ヒンダス　エム　ジー 露国の農民生活と革命 ロコクノノウミンセイカツトカクメイ 14-5-後
Lb15-に11-M Maruchinofu マルチノフ レーニンと農村問題 レーニントノウソンモンダイ 14-5-後
Lb15-に2-Z Zonre ゾーンレー 独逸ニ於ケル諸種ノ小産業 ドイツニオケルショシュノ… 14-5-後
Lb15-は2-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮の聚落（後） チョウセンノシュウラク 14-5-後
Lb15-は2-N 朝鮮農會 チョウセンノウカイ 農家經濟調査昭和6年（2種）、7年度 ノウカケイザイチョウサ 14-5-後
Lb15-は2-T 統監府農商工務部農林課 トウカンフノウショウコウムブノウリン 韓国ニ於ケル農業の経営 カンコクニオケルノウギョウノケイエイ 14-5-後

Lb15-は3-G 行政院農村復興委員会
ギョウセイインノウソンフッコウイイン
カイ

雲南省農村調査 ウンナンショウノウソンチョウサ 14-5-後

Lb15-は3-HW 馮　和法 フウ　ワホウ 中国農村経済資料 チュウゴクノウソンケイザイシリョウ （3F）
Lb15-は3-HW 馮　和法 フウ　ワホウ 中国農村経済資料 チュウゴクノウソンケイザイシリョウ 14-5-後

Lb15-は3-J 実業部臨時産業調査局
ジツギョウブリンジサンギョウチョウ
サキョク

販売並に購入事情篇－康徳元年度農村実態調査報告
書－

ハンバイナラビニコウニュウジジョウヘン 14-5-後

Lb15-は3-J 実業部臨時産業調査局
ジツギョウブリンジサンギョウチョウ
サキョク

農家概況篇－康徳元年度農村実態調査報告書－ ノウカガイキョウヘン… 14-5-後

Lb15-は3-J 実業部臨時産業調査局
ジツギョウブリンジサンギョウチョウ
サキョク

農家の負債並に貸借関係篇－康徳元年度農村実態調
査報告書－

ノウカノフサイナラビニ… 14-5-後

Lb15-は3-J 実業部臨時産業調査局
ジツギョウブリンジサンギョウチョウ
サキョク

農家の負債並に貸借関係篇（南満の部）－康徳三年度
農村実態調査報告書－

ノウカノフサイナラビニ… 14-5-後

Lb15-は3-J 実業部臨時産業調査局
ジツギョウブリンジサンギョウチョウ
サキョク

農業経営篇－康徳元年度農村実態調査報告書－ ノウギョウケイエイヘン 14-5-後

Lb15-は3-J 實業部臨時産業調査局
ジツギョウブリンジサンギョウチョウ
サキョク

雇傭関係並に慣行篇－康徳元年度農村實態調査書－ コヨウカンケイナラビニカンコウヘン 14-5-後

Lb15-は3-K 華北綜合調査研究所
カホクソウゴウチョウサケンキュウ
ショ

華北農村に於ける生産・消費単位－華北経済統計集
成（1）－

カホクノウソンニオケルセイサンショウヒタンイ 14-6-前

Lb15-は3-M 南満州鉄道（株）社長室調査課
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャシャチョウ…

満州農家の生産と消費 マンシュウノウカノセイサントショウヒ 14-6-前

Lb15-は3-M 南満州鉄道（株）経済調査会
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャケイザイ…

山東省－農村（張耀屯）に於ける社会・経済事情－附
同村に於ける－農家の経済－

サントウショウ… 14-6-前

Lb15-は3-M 南満洲鐵道（株）經濟調査會
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャケイザイチョウサカイ

邦人移民農家經濟調査報告 ホウジンイミンノウカケイザイ… 14-6-前

Lb15-は3-N 水谷　國一 ミズタニ　クニカズ 農家經濟調査昭和11年度 ノウカケイザイチョウサ 14-6-前
Lb15-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 農家労働調査（其ノ一） ノウカロウドウチョウサ 14-6-前
Lb15-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 台湾農家経済調査（2） タイワンノウカケイザイチョウサ 14-6-前
Lb15-は3-T 台湾総督府殖産局農務課 タイワンソウトクフショクサンキョク… 企業的農業経営調査 キギョウテキノウギョウケイエイチョウサ 14-6-前
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Lb16-F 福島県 フクシマケン 農村負債調査結果報告 ノウソンフサイチョウサケッカ… 14-6-前

Lb16-H 保證責任全国購買組合連合会
ホショウセキニンゼンコクコウバイク
ミアイレンゴウカイ

肥料金融 ヒリョウキンユウ 14-6-前

Lb16-K 簡易保険局 カンイホケンキョク 自作農創設維持資金貸付状況 ジサクノウソウセツイジシキン… 14-6-前
Lb16-KG 小平　権一 コダイラ　ゴンイチ 農業金融と農家負債整理 ノウギョウキンユウトノウカフサイセイリ 14-6-前
Lb16-KG 小平　権一 コダイラ　ゴンイチ 産業組合金融（下） サンギョウクミアイキンユウ 14-6-前
Lb16-MT 牧野　輝智 マキノ　テルトモ 農業金融 ノウギョウキンユウ 14-6-前

Lb16-N 日本勧業銀行調査課 ニホンカンギョウギンコウチョウサカ
愛知、岐阜、長野三県下に於ける農村金融の概況附農
家負債の調査方法に就て（2冊）

アイチギフナガノサンケンカ… 14-6-前

Lb16-N 日本勧業銀行調査課 ニホンカンギョウギンコウチョウサカ
三重岡山両縣下に於ける自作農創設維持資金貸付の
概況

ミエオカヤマリョウケンカ… 14-6-前

Lb16-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 農家負債整理実行事例 ノウカフサイセイリジッコウジレイ 14-6-前

Lb16-N 農林省農林経済局金融課
ノウリンショウノウリンケイザイキョク
キンユウカ

農林金融の動向1960年版 ノウリンキンユウノドウコウ 14-6-前

Lb16-S 産業組合中央金庫 サンギョウクミアイチュウオウキンコ 農村に於ける資金滞留状況調査報告 ノウソンニオケルシキン… 14-6-前
Lb16-へ1-HD 橋本　傳左衛門 ハシモト　デンザエモン 農業金融に關する調査其1－米國に於ける農業地金融 ノウギョウキンユウニカンスルチョウサ 14-6-前
Lb2-に4-IK 池本　喜三夫 イケモト　キサオ フランス農村物語 フランスノウソンモノガタリ 14-6-前
Lb2-A 青森県 アオモリケン 青森県凶作救済誌大正二年 アオモリケンキョウサクキュウサイシ 14-6-前
Lb2-AT 我妻　東策 アズマ　トウサク 農村産業機構史 ノウソンサンギョウキコウシ 14-6-前
Lb2-D 農商務省 ノウショウムショウ 大日本農史（神世・上世・中世、中世・近世） ダイニホンノウシ （3F）
Lb2-F 富民協会 フミンキョウカイ 昭和農業発達史 ショウワノウギョウハッタツシ 14-6-前
Lb2-FK 藤尾　杏堂 フジオ　キョウドウ 神崎郡産業史 カンザキグンサンギョウシ 14-6-前
Lb2-FM 農商務省地質調査所 ノウショウムショウチシツチョウサ 日本地産論特編（上） ニホンチサンロントクヘン 14-6-前
Lb2-FM フェスカ，マックス フェスカ　マックス 日本農業及北海道殖民論 ニホンノウギョウオヨビホッカイドウショクミンロン 14-6-前
Lb2-FT 古島　敏雄 フルシマ　トシオ 日本封建農業史 ニホンホウケンノウギョウシ 14-6-前
Lb2-FT 古島　敏雄 フルシマ　トシオ 日本農業技術史（下） ニホンノウギョウギジュツシ 14-6-前
Lb2-FT 古島　敏雄 フルシマ　トシオ 日本農業技術史（上） ニホンノウギョウギジュツシ 14-6-前
Lb2-FT 古島　敏雄 フルシマ　トシオ 近世日本農業の構造 キンセイニホンノウギョウノコウゾウ 14-6-前
Lb2-G 岐阜県農会 ギフケンノウカイ 飛騨国生産調査報告 ヒダコクセイサンチョウサホウコク 14-6-前
Lb2-IK 石坂　橘樹 イシザカ　キツジュ 日本農業史論 ニホンノウギョウシロン 14-6-前
Lb2-K 協調会 キョウチョウカイ 農村社会運動の動向 ノウソンシャカイウンドウノドウコウ 14-6-前
Lb2-K 協調会 キョウチョウカイ 東北農業の研究 トウホクノウギョウノケンキュウ 14-6-前

Lb2-K 国際連盟事務局東京支局
コクサイレンメイジムキョクトウキョウ
シキョク

世界農業恐慌 セカイノウギョウキョウコウ 14-6-前

Lb2-KI 黒正　巖 クロマサ　イワオ 百姓一撥の研究 ヒャクショウイッキノケンキュウ 14-6-前
Lb2-KY 木村　靖二 キムラ　ヤスジ 日本農民騒動史 ニホンノウミンソウドウシ 14-6-前
Lb2-M マルコフ マルコフ 世界農業の現勢と農業恐慌 セカイノウギョウノゲンセイトノウギョウキョウコウ 14-6-前
Lb2-M 盛岡高等農林学校 モリオカコウトウノウリンガッコウ 東北地方古今凶饉誌 トウホクチホウココンキョウキンシ 14-6-前
Lb2-MK 森　嘉兵衛 モリ　カヘイ 明治前期岩手県農業発達史 メイジゼンキイワテケンノウギョウハッタツシ 14-6-前
Lb2-MK 森　嘉兵衛 モリ　カヘイ 旧南部藩に於ける百姓一揆の研究 キュウナンブハンニオケル… 14-6-前
Lb2-MM 宮川　三千蔵 ミヤガワ　ミチゾウ 日本農業発達史 ニホンノウギョウハッタツシ （3F）
Lb2-MM 宮本　又次 ミヤモト　マタジ 農村構造の史的分析 ノウソンコウゾウノシテキブンセキ 14-6-前
Lb2-N 奈良県内務部 ナラケンナイムブ 大正年間ニ於ケル本県農産物ノ推移 タイショウネンカンニオケルホンケンノウサンブツ… 14-6-前
Lb2-N 新潟県内務部 ニイガタケンナイムブ 越後佐渡農民騒動 エチゴサドノウミンソウドウ 14-6-前
Lb2-N 日本農政史編集委員会 ニホンノウセイシヘンシュウイインカ 戦後日本農政史資料総覧 センゴニホンノウセイシシリョウソウラン 14-6-後
Lb2-N 農業経営研究会 ノウギョウケイエイケンキュウカイ 日本棉作要説 ニホンメンサクヨウセツ 14-6-後
Lb2-N 農業発達史調査会 ノウギョウハッタツシチョウサカイ 日本農業発達史（1）～（8） ニホンノウギョウハッタツシ （3F）
Lb2-N 農事電化協会 ノウジデンカキョウカイ 本邦に於ける農事電化発達史 ホンポウニオケルノウジデンカハッタツシ 14-6-後
Lb2-N 農商務省 ノウショウムショウ 大日本農功傳 ダイニホンノウコウデン 14-6-後
Lb2-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 工芸農産物要覧 コウゲイノウサンブツヨウラン 14-6-後

Lb2-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク
諸外国に於ケル穀物ノ関税、穀物ノ専売其ノ他穀物ノ
統制ニ関スル調査

ショガイコクニオケルコクモツ… 14-6-後

Lb2-N 農林大臣官房調査課 ノウリンダイジンカンボウチョウサカ 戦後農業生産構造の変貌 センゴノウギョウセイサンコウゾウノヘンボウ 14-6-後
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Lb2-NB 中澤　辨次郎 ナカザワ　ベンジロウ 小作制度論 コサクセイドロン 14-6-後
Lb2-NR 沼田　頼輔 ヌマタ　ライスケ 日本農業小史 ニホンノウギョウショウシ 14-6-後
Lb2-NS 野尻　重雄 ノジリ　シゲオ 農民離村の実証的研究 ノウミンリソンノジッショウテキケンキュウ 14-6-後
Lb2-O 大阪府内務部 オオサカフナイムブ 大阪府下ニ於ケル作リ子慣行 オオサカフカニオケル… 14-6-後

Lb2-OT 大西　俊夫 オオニシ　トシオ
農民闘争の戦術・その躍進－農民戦線は、今、いかに
戦はれつゝあるか－

ノウミントウソウノセンジュツソノヤクシン 14-6-後

Lb2-OT 小野　武夫 オノ　タケオ 維新農民蜂起譚（2冊） イシンノウミンホウキタン 14-6-後
Lb2-OT 小野　武夫 オノ　タケオ 維新農民一揆の相貌（2冊） イシンノウミンイッキノソウボウ 14-6-後
Lb2-OT 小野　武夫 オノ　タケオ 維新農村社会史論 イシンノウソンシャカイシロン 14-6-後
Lb2-SK 鈴木　耕二 スズキ　コウジ 世界の農村組織 セカイノノウソンソシキ 14-6-後
Lb2-SK 千石　興太郎 センゴク　コウタロウ 決戦下農村の使命 ケッセンカノウソンノシメイ 14-6-後
Lb2-SK 庄司　吉之助 ショウジ　キチノスケ 米騒動の研究 コメソウドウノケンキュウ 14-6-後
Lb2-ST 三瓶　孝子 サンペイ　タカコ 農家家内諸工業の変遷過程（2冊） ノウカカナイショコウギョウノヘンセンカテイ 14-6-後
Lb2-ST 清水　隆久 シミズ　タカヒサ 近世北陸農業技術史 キンセイホクリクノウギョウギジュツシ 14-6-後
Lb2-TE 田村　栄太郎 タムラ　エイタロウ 明治初年の政治的農民一撥（2冊） メイジショネンノセイジテキ… 14-6-後
Lb2-TS 暉峻　衆三 テルオカ　シュウゾウ 日本農業問題の展開（上） ニホンノウギョウモンダイノテンカイ 14-6-後
Lb2-TT 土屋　喬雄 ツチヤ　タカオ 明治初年農民騒擾録 メイジショネンノウミンソウジョウロク 14-6-後
Lb2-TY 竹川　義徳 タケカワ　ヨシノリ 山梨農民運動史 ヤマナシノウミンウンドウシ 14-6-後
Lb2-Y 山口県 ヤマグチケン 山口県の稲作50年 ヤマグチケンノイナサク… 14-6-後
Lb2-YM 吉河　光貞 ヨシカワ　ミツサダ 所謂米騒動事件の研究復刻 イワユルコメソウドウノケンキュウフッコク 14-6-後
Lb2-YS 安田　誠三 ヤスダ　セイゾウ 近代農業技術の展開 キンダイノウギョウギジュツノテンカイ 14-6-後
Lb2-い2-YS 横尾　惣三郎 ヨコオ　ソウザブロウ 欧米農村巡り オウベイノウソンメグリ 14-6-後
Lb2-に12-HR Haggard，Rider ハガート　ライダー 丁抹の田園生活 デンマークノデンエンセイカツ 14-6-後
Lb2-に12-YK 山田　勝伴 ヤマダ　カツトモ 余に見たる丁抹の農村 ヨニミタルデンマークノノウソン 14-6-後
Lb2-に1-CE カーペンター，エドワード カーペンター　エドワード 農業と社会主義 ノウギョウトシャカイシュギ 14-6-後
Lb2-に1-IT 伊藤　藤二郎 イトウ　トウジロウ 英国小作制度の歴史的考察 エイコクコサクセイドノレキシテキ… 14-6-後
Lb2-に1-N 農商務省農政局 ノウショウムショウノウセイキョク 独逸ニ於ケル諸種ノ小産業（2冊） ドイツニオケルショシュノ… 14-6-後
Lb2-に2-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 独逸ニ於ケル農民工芸ト教育副業的農産製造及家畜 ドイツニオケルノウミンコウゲイトキョウイク… 14-6-後
Lb2-に7-FE フライシュマン，エドガー フライシュマン　エドガー 穀類専売論 コクルイセンバイロン 14-6-後
Lb2-は2-C 朝鮮総督府殖産局 チョウセンソウトクフショクサンキョク 朝鮮の農業事情 チョウセンノノウギョウジジョウ 14-6-後
Lb2-は2-C 朝鮮総督府農林局 チョウセンソウトクフノウリンキョク 朝鮮の農業大正11年、13年、昭和8年（2冊）、10年、15 チョウセンノノウギョウ 14-6-後
Lb2-は2-T 統監府農商工務部 トウカンフノウショウコウムブ 韓國ニ於ケル農事ノ經營 カンコクニオケルノウジノ… 14-6-後
Lb2-は3-BL バック，ロッシング バック　ロッシング 支那農家経済研究（上）（下） シナノウカケイザイケンキュウ 15-1-前

Lb2-は3-C 中国農村経済研究会
チュウゴクノウソンケイザイケンキュ
ウカイ

現代支那の土地問題 ゲンダイシナノトチモンダイ 15-1-前

Lb2-は3-CK 陳　翰笙 チン　カンショウ 支那農村経済と産業資本 シナノウソンケイザイトサンギョウシホン 15-1-前
Lb2-は3-K 華北交通株式会社 カホクコウツウカブシキガイシャ 主要農産物生産費調査報告書 シュヨウノウサンブツセイサンヒチョウサ… 15-1-前
Lb2-は3-K 華北綜合調査所 カホクソウゴウチョウサショ 華北農村に於ける年生産額－華北経済統計集成（2） カホクノウソンニオケル… 15-1-前
Lb2-は3-KM 木下　通敏 キノシタ　ミチトシ 満州に於ける農業経営の実際と移民問題 マンシュウニオケルノウギョウケイエイノジッサイ… 15-1-前

Lb2-は3-M 南満洲鐵道（株）農事試験場
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャノウジシケンジョウ

満洲在來農業 マンシュウザイライノウギョウ 15-1-前

Lb2-は3-M 満洲事情案内所 マンシュウジジョウアンナイショ 満洲事情（上）（中） マンシュウジジョウ 15-1-前

Lb2-は3-S 産業部大臣官房資料科
サンギョウブダイジンカンボウシリョ
ウカ

農村実態調査（綜合戸別）調査項目 ノウソンジッタイチョウサソウゴウコベツチョウサ… 15-1-前

Lb2-は3-T 太平洋問題調査会 タイヘイヨウモンダイチョウサカイ 中国農村問題 チュウゴクノウソンモンダイ 15-1-前
Lb2-は3-T 台湾経済研究所 タイワンケイザイケンキュウショ 鳳梨合同の真相 ホウリゴウドウノシンソウ 15-1-前
Lb2-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 台湾農業発達の趨勢（534）（568） タイワンノウギョウハッタツノスウセイ 15-1-前
Lb2-は3-TR トーネイ，R．H． トーネイ　アール　エッチ 支那の農業と工業（3冊） シナノノウギョウトコウギョウ 15-1-前
Lb2-へ1-IK 井上　琴治 イノウエ　キンジ 加洲日本人花園業発達史 カシュウニホンジンカエンギョウハッタツシ 15-1-前
Lb2-へ1-N 農林省米穀部 ノウリンショウベイコクブ 近米国ノ農業救済ニ関スル調査 サイキンベイコクノノウギョウキュウサイニ… 15-1-前
Lb2-へ1-N 農村更生協会 ノウソンコウセイキョウカイ 小麦生産計画調査資料（3）（4）（5） コムギセイサンケイカクチョウサ… 15-1-前
Lb3-AH 安達　披早吉 アダチ　ヒサキチ 京都府茶業史（完） キョウトフチャギョウシ 15-1-前
Lb3-C 茶業組合中央会議所 チャギョウクミアイチュウオウカイギ 大東京に於ける製茶事情 ダイトウキョウニオケルセイチャジジョウ 15-1-前
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Lb3-C 茶業組合中央会議所 チャギョウクミアイチュウオウカイギ 日本茶業史 ニホンチャギョウシ 15-1-前
Lb3-F 福岡県経済部 フクオカケンケイザイブ 福岡県の茶業 フクオカケンチャギョウ 15-1-前
Lb3-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 世界ノ珈琲生産消費状況 セカイノコーヒーセイサン… 15-1-前
Lb3-H 榛原郡茶業組合 ハイバラグンチャギョウクミアイ 静岡県榛原郡茶業史 シズオカケンハイバラグンチャギョウシ 15-1-前
Lb3-HS 星田　茂幹 ホシダ　シゲモト 茶業全書 チャギョウゼンショ 15-1-前
Lb3-K 加藤　徳三郎 カトウ　トクサブロウ 海外製茶市場調査諸報告昭和11、同13、同14年 カイガイセイチャシジョウチョウサショホウコク 15-1-前
Lb3-K 共進会報告 キョウシンカイホウコク 15-1-前
Lb3-KK 上林　熊次郎 カンバヤシ　クマジロウ 茶業必要（上）（下） チャギョウヒツヨウ 15-1-前
Lb3-KT 加藤　徳三郎 カトウ　トクサブロウ 日本茶貿易概観 ニホンチャボウエキガイカン 15-1-前
Lb3-KT 加藤　徳三郎 カトウ　トクサブロウ 海外に於ける製茶事情 カイガイニオケルセイチャジジョウ 15-1-前
Lb3-KT 加藤　徳三郎 カトウ　トクサブロウ 日本内地に於ける製茶事情 ニホンナイチニオケルセイチャジショウ 15-1-前
Lb3-KT 加藤　徳三郎 カトウ　トクサブロウ 新販路地に於ける茶業調査 シンハンロチニオケルチャギョウチョウサ 15-1-前
Lb3-LH Langenberg，Hans リンゲンバーグ　ハンス 世界経済界に於ける大豆の地位 セカイケイザイカイニオケルダイズ… 15-1-前
Lb3-M 三重県内務部 ミエケンナイムブ 三重県茶業要覧 ミエケンチャギョウヨウラン 15-1-前
Lb3-MM 増田　充績 マスダ　ミツツミ 製茶新説 セイチャシンセツ 15-1-前
Lb3-MM 前田　正名 マエダ　マサナ 前田正名君関西茶業有志大会演説筆記 マエダマサナクンカンサイ… 15-1-前
Lb3-MM 宮原　政雄 ミヤハラ　マサオ 機械製茶法（2冊） キカイセイチャホウ 15-1-前
Lb3-MS 諸井　四郎 モロイ　シロウ 本邦製粉業事情 ホンポウセイフンギョウジジョウ 15-1-前
Lb3-N 日本銀行岡山支店 ニホンギンコウオカヤマシテン 岡山県ノ花莚及叠表 オカヤマケンノハナムシロ… 15-1-前
Lb3-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 茶業ニ関スル調査（2冊） チャギョウニカンスルチョウサ 15-1-前
Lb3-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 大豆及其他豆類ニ関スル調査（明治43年） ダイズオヨビソノタノマメルイ… 15-1-前
Lb3-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 大豆及其他豆類ニ関スル調査（大正8年） ダイズオヨビソノタノマメルイ… 15-1-前
Lb3-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 藁工品ニ関スル調査 ワラコウヒンニカンスルチョウサ 15-1-前
Lb3-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 製茶試験要報 セイチャシケンヨウホウ 15-1-前

Lb3-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク
本邦輸出向副業品ノ海外ニ於ケル取引状況竝支那産
芏苡、蒟蒻荒粉及竹製品ニ関スル概況

ホンポウユシュツムケフクギョウヒン… 15-1-前

Lb3-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 日本内地ニ於ケル主要工芸農産物要覧 ニホンナイチニオケルシュヨウ… 15-1-前
Lb3-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 東京ニ於ケル藁工品取引状況調査 トウキョウニオケルワラコウヒン… 15-1-前
Lb3-NE 西川　英三 ニシカワ　エイゾウ 油脂統制の現状と将来 ユシトウセイノゲンジョウトショウライ 15-1-前
Lb3-NI 野村　岩夫 ノムラ　イワオ 仙台藩農業史研究 センダイハンノウギョウシケンキュウ 15-1-前
Lb3-OY 大林　雄也 オオバヤシ　ユウヤ 茶業沿革及統計 チャギョウエンカクオヨビトウケイ 15-1-前

Lb3-S 静岡県茶業組合連合会議所
シズオカケンチャギョウクミアイレン
ゴウ…

静岡県茶業史 シズオカケンチョギョウシ 15-1-後

Lb3-S 静岡県茶業組合連合会議所
シズオカケンチャギョウクミアイレン
ゴウ…

静岡県茶業史（続） シズオカケンチャギョウシ 15-1-後

Lb3-S 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 製茶試験所報告第1次、5次、7次 セイチャシケンジョホウコク 15-1-後
Lb3-S 農務局 ノウムキョク 製茶共進会報告（2）明治16年（2冊） セイチャキョウシンカイホウコク 15-1-後
Lb3-SS 西郷　昇三 サイゴウ　ショウゾウ 内外製茶事情 ナイガイセイチャジジョウ 15-1-後
Lb3-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 藁製品、畳表類ニ関スル調査 ワラセイヒンタタミオモテルイニカンスルチョウサ 15-1-後
Lb3-TF 塚野　文之輔 ツカノ　フミノスケ 日本茶業史 ニホンチャギョウシ 15-1-後
Lb3-TK 高橋　橘樹 タカハシ　キツジュ 製茶篇 セイチャヘン 15-1-後
Lb3-YS 安田　誠三 ヤスダ　セイゾウ 明治以降における農業技術の発達 メイジイコウニオケルノウギョウギジュツノ… 15-1-後
Lb3-は3-HT 日野　勉 ヒノ　ツトム 支那茶概観 シナチャガイカン 15-1-後

Lb3-は3-M 南満洲鐵道（株）地方部商工課
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャチホウブ…

満洲大豆粕と其飼料化に就て マンシュウダイズカス… 15-1-後

Lb3-は3-T 台湾銀行総務部調査課 タイワンギンコウソウムブチョウサカ 台湾茶業ノ現在及改善策 タイワンチャギョウノゲンザイ… 15-1-後
Lb3-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 台湾の茶業（3冊） タイワンノチャギョウ 15-1-後
Lb3-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 台湾の農業 タイワンノノウギョウ 15-1-後
Lb4-H 北海道廰 ホッカイドウチョウ 蕓薹及荏胡麻ニ關スル調査 ウンダイオヨビエゴマニカンスル… 15-1-後
Lb4-HK 本田　幸介 ホンダ　コウスケ 特用作物論 トクヨウサクモツロン 15-1-後
Lb4-N 名古屋鉄道局 ナゴヤテツドウキョク 尾張の蔬菜と市場 オワリノソサイトシジョウ 15-1-後
Lb4-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 園藝業ニ関スル調査書 エンゲイニカンスルチョウサショ 15-1-後
Lb4-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 天然藍ニ関スル調査 テンネンアイニカンスルチョウサ 15-1-後
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Lb4-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 園芸要覧昭和6年、12年 エンゲイヨウラン 15-1-後
Lb4-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 蔬菜及果樹栽培の状況 ソサイオヨビカジュサイバイノジョウキョウ 15-1-後
Lb4-N 農林省農務局（調査） ノウリンショウノウムキョク 柿及其の加工品の生産取引 カキオヨビソノカコウヒンノセイサントリヒキ 15-1-後
Lb4-N 農林省農務局農産課 ノウリンショウノウムキョクノウサンカ 酒精原料甘藷及馬鈴薯に關する調査 シュセイゲンリョウカンショオヨビ… 15-1-後
Lb4-S 生産調査会 セイサンチョウサカイ 生産調査会録事（第1回） セイサンチョウサカイロクジ 15-1-後
Lb4-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 野菜、生果ニ関スル調査（2冊） ヤサイセイカニカンスルチョウサ 15-1-後
Lb4-T 高雄州産業調査会答申書 タカオシュウサンギョウチョウサカイトウシンショ 15-1-後
Lb4-は3T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 芭蕉産業調査書 バショウサンギョウチョウサショ 15-1-後
Lb5-BK 馬場　啓之助 ババ　ケイノスケ 蚕糸業の経済的分析 サンシギョウノケイザイテキブンセキ 15-1-後
Lb5-C 千葉縣内務部 チバケンナイムブ 千葉縣の繭市場概観 チバケンノマユシジョウガイカン 15-1-後
Lb5-C 千葉県養蚕組合連合会 チバケンヨウサンクミアイレンゴカイ 蚕業経済調査大正11年 サンギョウケイザイチョウサ 15-1-後
Lb5-D 大日本蚕絲会編纂部 ダイニホンサンシカイヘンサンブ 蚕絲要鑑 サンシヨウカン 15-1-後
Lb5-D 大日本蚕絲会 ダイニホンサンシカイ 日本蚕絲業史（3）（5） ニホンサンシギョウシ 15-1-後
Lb5-D 大日本蚕絲会福島支会 ダイニホンサンシカイ… 福島縣之蚕絲業 フクシマケンノサンシギョウ 15-1-後
Lb5-D 大日本蚕絲会 ダイニホンサンシカイ 大日本蚕絲会質問応答録 ダイニホンサンシカイシツモンオウトウロク 15-1-後
Lb5-D 大日本蚕糸会福井支会 ダイニホンサンシカイ… 福井県蚕糸業沿革史 フクイケンサンシギョウ… 15-1-後
Lb5-D 大日本蚕絲会熊本支会 ダイニホンサンシカイ… 熊本縣蚕業史 クマモトケンサンギョウシ 15-1-後
Lb5-F 福島県 フクシマケン 産業視察報告（5） サンギョウシサツホウコク 15-1-後
Lb5-F 福島県伊達郡 フクシマケンダテグン 各県製糸場巡回取調書 カクケンセイシジョウジュンカイ… 15-1-後

Lb5-G 郡是製絲株式会社調査課
グンゼセイシカブシキガイシャチョウ
サカ

三丹蠶業郷土史 サンタンサンギョウキョウドシ 15-1-後

Lb5-G 群馬縣内務部 グンマケンナイムブ 群馬縣蠶絲業現況調査書 グンマケンサンシギョウゲンキョウチョウサショ 15-2-前
Lb5-G 群馬県内務部 グンマケンナイムブ 群馬県蚕糸業沿革調査書 グンマケンサンシギョウ… 15-2-前
Lb5-G 群馬県内務部 グンマケンナイムブ 蚕種検査成蹟報告 サンシュケンサセイセキホウコク 15-2-前
Lb5-HN 早川　直瀬 ハヤカワ　ナオセ 産業組合の経営する製絲事業 サンギョウクミアイノケイエイスルセイシジギョウ 15-2-前
Lb5-HT 星井　輝一 ホシイ　テルカズ 組合製糸論 クミアイセイシロン 15-2-前

Lb5-I 伊豫繭絲蠶種利用販賣組合
イヨケンシサンシュリヨウハンバイク
ミアイ

伊豫繭絲組合製絲の綱領 イヨケンシクミアイセイシ… 15-2-前

Lb5-IG 今井　五介 イマイ　ゴスケ 日本蚕業発達史(2冊） ニホンサンギョウハッタツシ 15-2-前
Lb5-IM 石田　孫太郎 イシダ　マゴタロウ 明治蚕業大事記 メイジサンギョウダイジキ 15-2-前
Lb5-IM 伊東　茂右衛門 イトウ　モエモン 中外蚕事要録増補3版 チュウガイサンジヨウロク 15-2-前
Lb5-IN 猪坂　直一 イノサカ　ナオイチ 蚕桑古典集成 サンシュコテンシュウセイ 15-2-前
Lb5-IN 今西　直次郎 イマニシ　ナオジロウ 蠶糸業摘要第1、2巻 サンシギョウテキヨウ 15-2-前
Lb5-IS 伊藤　清蔵 イトウ　セイゾウ 世界の蚕業競争と日本蚕業 セカイノサンギョウキョウソウトニホンサンギョウ 15-2-前
Lb5-IT 五十嵐　友幸 イガラシ　トモユキ 日本蚕糸業の再編成 ニホンサンシギョウノサイヘンセイ 15-2-前
Lb5-J 實業同志會調査部 ジツギョウドウシカイチョウサブ 農村振興としての蠶糸業根本救濟策 ノウソンシンコウトシテ… 15-2-前
Lb5-K 生絲生産調節理事会 キイトセイサンチョウセツリジカイ 生絲生産調節経過要録（3冊） キイトセイサンチョウセツケイカヨウロク 15-2-前

Lb5-K 京都府何鹿郡蚕絲同業組合
キョウトフイカルガグンサンシドウ
ギョウ…

何鹿郡蚕絲業史 イカルガグンサンシギョウシ 15-2-前

Lb5-K 勧農局 カンノウキョク 明治十二年共進会繭絲調査報告（1） キョウシンカイケンシシンサホウコク 15-2-前
Lb5-K 生絲検査所 キイトケンサショ 欧米蚕絲業視察復命書 オウベイサンシギョウシサツ… 15-2-前
Lb5-KD 河西　大彌 カワニシ　ダイヤ 実験秋蚕飼育と一代雑種製造法（全） ジッケンシュウサンシイクトイチダイ… 15-2-前
Lb5-KD 河西　大彌 カワニシ　ダイヤ 日本秋蚕論 ニホンシュウサンロン 15-2-前
Lb5-KK 吉池　慶正 キチイケ　ケイセイ 製絲篇（上）（下） セイシヘン 15-2-前
Lb5-KM 久保田　松吉 クボタ　マツキチ 秋蚕の奥義 シュウサンノオクギ 15-2-前
Lb5-KN 河杉　信勇 カワスギ　ノブオ 蚕絲業救済の顚末 サンシギョウキュウサイノテンマツ 15-2-前
Lb5-KT 菊地　貞三 キクチ　テイゾウ きぬのほまれ キヌノホマレ 15-2-前
Lb5-KT 木村　知治 キムラ　トモジ 奥羽實業大家養蠺秘訣問答（全） オウウジツギョウタイカヨウサン… 15-2-前

Lb5-M 南多摩郡養蚕組合聯合会
ミナミタマグンヨウサンクミアイレンゴ
ウカイ

南多摩郡蚕糸業史 ミナミタマグンサンシギョウシ 15-2-前

Lb5-MH 宮出　秀雄 ミヤイデ　ヒデオ 農業経営適正規模論 ノウギョウケイエイテキセイキボロン 15-2-前
Lb5-MK 村上　是哉 ムラカミ　コレヤ 伊豫蚕業沿革史 イヨサンギョウエンカクシ 15-2-前
Lb5-MN 森　徳久 モリ　ノリヒサ 絲価安定施設法制度に関する諸問題 シカアンテイシセツホウセイド… 15-2-前

Ａ－134/3



Lb5-MS 森本　宋 モリモト　ソウ 蚕絲業と国際経済 サンシギョウトコクサイケイザイ 15-2-前
Lb5-MT 牧野　常治郎 マキノ　ツネジロウ 岡山県蚕業沿革史 オカヤマケンサンギョウエンカクシ 15-2-前
Lb5-MY 峯村　喜蔵 ミネムラ　ヨシゾウ 清国蚕絲業大観（全） シンコクサンシギョウタイカン 15-2-前
Lb5-MY 宮田　義広 ミヤタ　ヨシヒロ 蚕絲恐慌 サンシキョウコウ 15-2-前
Lb5-N 日本学士院日本科学史刊行会 ニホンガクシインニホンカガク… 明治前日本蚕業技術史（2冊） メイジゼンニホンサンギョウギジュツシ 15-2-前
Lb5-N 長野県 ナガノケン 長野県蠶絲業調査会資料　昭和8、9年 ナガノケンサンシギョウチョウサカイシリョウ 15-2-前
Lb5-N 長野県 ナガノケン 長野県蚕糸業調査会資料　昭和10年 ナガノケンサンシギョウチョウサカイシリョウ 15-2-前
Lb5-N 長野県 ナガノケン 長野県蚕糸業調査会資料　昭和11年 ナガノケンサンシギョウチョウサカイシリョウ 15-2-前
Lb5-N 日本銀行福島支店 ニホンギンコウフクシマシテン 折返生絲ニ関スル調査（2冊） オリカエシキイトニカンスル… 15-2-前
Lb5-N 日本経済連盟会調査課 ニホンケイザイレンメイカイチョウサ 蚕絲業対策調査資料 サンシギョウタイサクチョウサ… 15-2-前
Lb5-N 農商務省生糸検査所 ノウショウムショウセイシケンサショ 大正三年生糸検査所事業成績報告　大正4 タイショウ3ネンキイトケンサショジギョウセイセキ… 15-2-前
Lb5-N 農商務省農商務局 ノウショウムショウノウショウムキョク 輸出重要品要覧第二次農産之部 ユシュツジュウヨウヒンヨウラン… 15-2-前
Lb5-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 蚕絲業ニ関スル参考資料（第2次） サンシギョウニカンスルサンコウシリョウ 15-2-前
Lb5-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 蚕絲業ニ関スル参考資料（第3次） サンシギョウニカンスルサンコウシリョウ 15-2-前
Lb5-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 蠶絲業諮問会議事速記録 サンシギョウシモンカイギ… 15-2-前
Lb5-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 製絲諮詢會記事 セイシシジュンカイキジ 15-2-前
Lb5-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 世界之蚕絲業竝人造絹絲業（第3次） セカイノサンギョウナラビニ… 15-2-前
Lb5-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 桑園ニ関スル調査大正7年 ソウエンニカンスルチョウサ 15-2-前
Lb5-N 農林省蚕糸局 ノウリンショウサンシキョク 蚕種製造者ノ経営ニ関スル調査 サンシュセイゾウシャノケイエイ… 15-2-前
Lb5-N 農林省蚕絲局 ノウリンショウサンシキョク 稚蚕共同飼育所ニ関スル調査（2～5号） チサンキョウドウシイクショ… 15-2-後
Lb5-N 農林省蠶絲局 ノウリンショウサンシキョク 繭市場ニ関スル調査（2冊） マユシジョウニカンスルチョウサ 15-2-後
Lb5-N 農林省蠶絲局 ノウリンショウサンシキョク 繭処理竝特約取引ニ関スル調査 マユショリナラビニトクヤク… 15-2-後
Lb5-N 農林省蚕絲局 ノウリンショウサンシキョク 産業組合製絲ニ関スル調査 サンギョウクミアイセイシニカンスルチョウサ 15-2-後
Lb5-N 農林省蚕絲局 ノウリンショウサンシキョク 蚕絲及レイヨン内地消費状況調査 サンシオヨビレイヨンナイチ… 15-2-後
Lb5-N 農林省蠶絲局 ノウリンショウサンシキョク 桑園ニ關スル調査　昭和5年 ソウエンニカンスルチョウサ 15-2-後
Lb5-N 農林省神戸生絲検査所 ノウリンショウコウベキイトケンサ 内外各地の蚕糸絹業関係統計及情報 ナイガイカクチノサンシケンギョウ… 15-2-後
Lb5-N 農林省蠺絲局 ノウリンショウサンシキョク 産繭處理状況ニ關スル調査（2冊） サンケンショリジョウキョウニカン… 15-2-後
Lb5-N 農林省蚕糸局 ノウリンショウサンシキョク 蚕糸業ニ関スル道府県ノ施設概要 サンシギョウニカンスルドウフケン… 15-2-後
Lb5-N 農林省蚕糸局 ノウリンショウサンシキョク 桑園ニ関スル調査　昭和11年 ソウエンニカンスルチョウサ 15-2-後
Lb5-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 製絲金融ニ関スル調査 セイシキンユウニカンスルチョウサ 15-2-後
Lb5-N 農林省蠶絲局 ノウリンショウサンシキョク 養蠶ニ関スル調査 ヨウサンニカンスルチョウサ 15-2-後
Lb5-N 農林省蠶絲局 ノウリンショウサンシキョク 養蠶ニ関スル参考資料 ヨウサンニカンスルサンコウ… 15-2-後

Lb5-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク
黄石丸及三龍又ヲ中心トスル蠶絲業ノ調査（名古屋支
店調査）

コウセキガンオヨビサンリュウ… 15-2-後

Lb5-NA 永井　淳雄 ナガイ　アツオ 繭の現金支出論 マユノゲンキンシシュツロン 15-2-後
Lb5-NH 那須　皓 ナス　ヒロシ 本邦土地利用の研究－桑園の部－ ホンポウトチリヨウノケンキュウ 15-2-後
Lb5-NS 永野　荘吉 ナガノ　ソウキチ 蚕絲業の栞 サンシギョウノシオリ 15-2-後
Lb5-NT 長岡　哲三 ナガオカ　テツゾウ 蠺絲副産物ニ關スル調査 サンシフクサンブツ… 15-2-後
Lb5-NT 長岡　哲三 ナガオカ　テツゾウ 生糸販売統制に関する制度調査審議経過概要 キイトハンバイトウセイニカンスル… 15-2-後
Lb5-OA 小川　愛次郎 オガワ　アイジロウ 日支蠶絲業之將来 ニッシサンシギョウノショウライ 15-2-後
Lb5-OH 大北　壽長 オオキタ　ヒサナガ 日本蚕業由来史 ニホンサンギョウユライシ 15-2-後
Lb5-OJ 大森　順造 オオモリ　ジュンゾウ 日本蚕業革進策（全） ニホンサンギョウカクシンサク 15-2-後
Lb5-OZ 小野　善兵衛 オノ　ゼンベイ 各郡有志蚕業集談会筆記 カクグンユウシサンギョウ… 15-2-後

Lb5-S 蚕絲業同業組合中央会
サンシギョウドウギョウクミアイチュ
ウオウカイ

桑園及び養蚕経営費の研究（3） ソウエンオヨビヨウサンケイエイヒ… 15-2-後

Lb5-S 蚕絲業同業組合中央会
サンシギョウドウギョウクミアイチュ
ウオウカイ

生絲生産費に関する研究 キイトセイサンヒニカンスル… 15-2-後

Lb5-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 産業組合の経営する製糸事業 サンギョウクミアイノケイエイ… 15-2-後
Lb5-S 商務局 ショウムキョク 蠶絲貿易概説 サンシボウエキガイセツ 15-2-後

Lb5-S 全國産業組合製絲業組合連合会
ゼンコクサンギョウクミアイセイシ
ギョウクミアイレンゴウカイ

産業組合製絲ニ関スル資料昭和12年版 サンギョウクミアイセイシニカンスル… 15-2-後

Lb5-S 七村連合蚕業集談会
シチソンレンゴウサンギョウシュウダ
ンカイ

七村連合蚕業集談会筆記 シチソンレンゴウサンギョウ… 15-2-後
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Lb5-S 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 蠺業取締成績大正元年度 サンギョウトリシマリセイセキ 15-2-後
Lb5-S 農林省蚕絲局 ノウリンショウサンシキョク 蚕絲委員会総会議事録（1） サンシイインカイソウカイギジロク 15-2-後
Lb5-S 農林省蠶絲局 ノウリンショウサンシキョク 蠶絲業要覧昭和4、6（2冊）、8、9、12年 サンシギョウヨウラン 15-2-後
Lb5-S 農林省蠶絲局 ノウリンショウサンシキョク 蠶絲業要覧昭和10年 サンシギョウヨウラン 15-2-後
Lb5-S 農林省蠶絲局 ノウリンショウサンシキョク 産業組合製絲ニ関スル調査昭和11年 サンギョウクミアイセイシニカンスルチョウサ 15-2-後

Lb5-S 蠶絲業同業組合中央会
サンシギョウドウギョウクミアイチュ
ウオウカイ

生絲生産費に関する研究（1） キイトセイサンヒニカンスル… 15-2-後

Lb5-SA 佐野　瑛 サノ　アキラ 大日本蚕史（3冊） ダイニホンサンシ 15-2-後
Lb5-SC 鈴木　千代吉 スズキ　チヨキチ 日本農家の経済的変遷 ニホンノウカノケイザイテキヘンセン 15-2-後
Lb5-SH 志賀　寛 シガ　ヒロシ 桑園及び養蚕経営費の研究（第2回） ソウエンオヨビヨウサンケイエイヒノケンキュウ 15-2-後
Lb5-SH 志賀　寛 シガ　ヒロシ 桑園及び養蠶経営費の研究（第3回） ソウエンオヨビヨウサンケイエイヒノケンキュウ 15-2-後
Lb5-SK 鈴木　国俊 スズキ　クニトシ 新しい蚕糸業（全）－農村永久繁栄策－ アタラシイサンシギョウ 15-2-後
Lb5-T 帝国蚕糸株式会社 テイコクサンシカブシキガイシャ （大正九、十年）第二次蚕糸業救済の顚末（2冊） ダイニジサンシギョウキュウサイノテンマツ 15-2-後
Lb5-T 東亜経済調査局 トウアケイザイチョウサキョク 本邦蠶絲業不振とその対策 ホンポウサンシギョウフシントソノタイサク 15-2-後
Lb5-T 東京府経済部 トウキョウフケイザイブ 東京府ノ農村工業 トウキョウフノノウソンコウギョウ 15-2-後
Lb5-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本蚕糸業発達史（上巻） ニホンサンシギョウハッタツシ （3F）
Lb5-TK 高田　鑑三 タカダ　カンゾウ 蚕業編 サンギョウヘン 15-2-後
Lb5-TK 高橋　久右衛門 タカハシ　キュウエモン 養蚕経済論（全） ヨウサンケイザイロン 15-2-後
Lb5-TN 高橋　信貞（扶桑蚕史） タカハシ　ノブサダ 蚕糸業道中記 サンシギョウドウチュウキ 15-2-後
Lb5-TR 高島　涼多 タカシマ　リョウタ 信濃蚕業沿革史料 シナノサンギョウエンカク… 15-3-前
Lb5-TS 津田　仙 ツダ　セン 桑樹談話会報告 ソウジュダンワカイホウコク 15-3-前
Lb5-TY 竹内　泰信 タケウチ　ヤスノブ 長野縣特有産秋蠶全書 ナガノケントクユウサン… 15-3-前

Lb5-U 上田蚕絲専門学校同窓会
ウエダサンシセンモンガッコウドウソ
ウカイ

蚕絲業研究彙集 サンシギョウケンキュウイシュウ 15-3-前

Lb5-US 碓氷　茂 ウスイ　シゲル 繭市場問題研究 マユシジョウモンダイケンキュウ 15-3-前
Lb5-US 碓氷　茂 ウスイ　シゲル 産業組合による産繭処理 サンギョウクミアイニヨルサンケンショリ 15-3-前

Lb5-Y 横濱商業會議所調査部
ヨコハマショウギョウカイギショチョウ
サブ

〔横濱商業会議所〕調査資料（9） ヨコハマショウギョウカイギショチョウサシリョウ 15-3-前

Lb5-Y 山梨県蚕糸業史 ヤマナシケンサンシギョウシ 15-3-前
Lb5-YK 蓬田　吉太郎 ヨモギダ　キチタロウ 福島県蚕糸業一班 フクシマケンサンシギョウイッパン 15-3-前
Lb5-YU 山崎　梅治 ヤマザキ　ウメジ 龍水社の研究 リュウスイシャノケンキュウ 15-3-前
Lb5-YU 山崎　梅治 ヤマザキ　ウメジ 全国産業組合製絲現勢 ゼンコクサンギョウクミアイセイシゲンセイ 15-3-前

Lb5-Z 全國養蠺業組合聯合會
ゼンコクヨウサンギョウクミアイレン
ゴウカイ

府縣に於ける繭價協定委員會の實績 フケンニオケルケンカキョウテイ 15-3-前

Lb5-Z 全国産業組合製糸組合連合会
ゼンコクサンギョウクミアイセイシクミ
アイ…

産業組合製糸の経営振り（1） サンギョウクミアイセイシノケイエイブリ 15-3-前

Lb5-Z 全國蠶種組合聯合會 ゼンコクサンシクミアイレンゴウカイ 蠶種原價調査成績昭和9年度 サンシュゲンカチョウサセイセキ 15-3-前

Lb5-Z 全国養蚕業組合連合会
ゼンコクヨウサンギョウクミアイレン
ゴウカイ

養蚕共済と備荒施設の優良養蚕実行組合 ヨウサンキョウサイトビコウシセツ… 15-3-前

Lb5-に3-S 蠶絲業同業組合中央会
サンシギョウドウギョウクミアイチュ
ウオウカイ

伊佛の蠶絲業に關する調査 イフツノサンシギョウニカンスルチョウサ 15-3-前

Lb5-は2-C 朝鮮総督府農林局 チョウセンソウトクフノウリンキョク 朝鮮の繭に就て チョウセンノマユニツイテ 15-3-前
Lb5-は2-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 朝鮮、支那蠶絲業概観 チョウセンシナサンシギョウガイカン 15-3-前
Lb5-は3-HI 本多　岩次郎 ホンダ　イワジロウ 清国蚕絲業調査復命書 シンコクサンシギョウチョウサ… 15-3-前
Lb5-は3-K 華中蠺絲股份有限公司 カチュウサンシコフンユウゲンコウシ 支那蠺絲業と華中蠶絲股份有限公司 シナサンシギョウトカチュウ… 15-3-前

Lb5-は3-S 蠺絲業同業組合中央會
サンシギョウドウギョウクミアイチュ
ウオウカイ

支那養蠺經營費の研究（第2報） シナヨウサンケイエイヒ… 15-3-前

Lb5-は3-S 蚕糸業同業組合中央会
サンシギョウドウギョウクミアイチュ
ウオウカイ

支那蚕糸業大観 シナサンシギョウタイカン 15-3-前

Lb6-A 青森県立図書館青森県叢書刊行会
アオモリケンリツトショカンアオモリ
ケン…

明治前期に於ける畜産誌 メイジゼンキニオケルチクサンシ 15-3-前

Lb6-B 馬政局 バセイキョク 岩手縣に於ける馬小作に関する調査 イワテケンニオケル… 15-3-前
Lb6-C 千葉県畜産組合連合会 チバケンチクサンクミアイレンゴウカ 安房郡に於ける乳牛経済調査 アワグンニオケルニュウギュウケイザイチョウサ 15-3-前
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Lb6-H 北海道 ホッカイドウ 北海道庁種畜場沿革誌 ホッカイドウチョウシュチクジョウエンカクシ 15-3-前

Lb6-H 北海道産牛馬畜産組合連合会
ホッカイドウサンギュウバチクサンク
ミアイ…

乳製品輸入関税引上運動経過報告書 ニュウセイヒンユニュウカンゼイ… 15-3-前

Lb6-HK 原田　勝助 ハラダ　カツスケ 宮崎県畜産小史 ミヤザキケンチクサンショウシ 15-3-前
Lb6-HY 広沢　安任 ヒロサワ　ヤストウ 開牧五年紀事（上）（下） カイボク5ネンキジ 15-3-前
Lb6-IY 一ノ宮　詣喜 イチノミヤ　ユキヨシ 肉畜需給に関する調査報告書 ニクチクジュキュウニカンスル… 15-3-前

Lb6-KS 鎌田　澤一郎 カマタ　サワイチロウ
羊－人生と緬羊緬羊の飼い方ホームスパンの織り方日
満羊を尋ぬる旅－

ヒツジ 15-3-前

Lb6-M
南満洲鉄道（株）臨時経済調査委員
会

ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャリンジケイザイ…

日本内地に於ける家畜飼料の需給 ニホンナイチニオケルカチクシリョウ… 15-3-前

Lb6-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 緬羊飼育概覧 メンヨウシイクガイラン 15-3-前
Lb6-N 農林省畜産局 ノウリンショウチクサンキョク 本邦ノ養兎（2） ホンポウノヨウト 15-3-前
Lb6-N 農林省畜産局 ノウリンショウチクサンキョク 農家緬羊飼育成績 ノウカメンヨウシイクセイセキ 15-3-前
Lb6-N 農林省畜産局 ノウリンショウチクサンキョク 牛及豚ノ肥育組合 ウシオヨビブタノヒイククミアイ 15-3-前
Lb6-N 農林省畜産局 ノウリンショウチクサンキョク 有畜農業調査事例 ユウチクノウギョウチョウサジレイ 15-3-前
Lb6-NS 新山　荘輔 ニイヤマ　ソウスケ 下総御料牧場沿革誌 シモウサゴリョウボクジョウエンカクシ 15-3-前

Lb6-S 産業計画会議 サンギョウケイカクカイギ
1970年代における日本酪農の展望と課題－100頭酪農
への道－

1970ネンダイニオケルニホンラクノウノテンボウトカダ
イ

15-3-前

Lb6-S （財）斎藤報恩会・産業調査所
ザイダンホウジンサイトウホウオンカ
イサンギョウチョウサショ

宮城縣に於ける緬羊飼育 ミヤギケンニオケルメンヨウシイク 15-3-前

Lb6-SM 清水　誠 シミズ　マコト 皮革レザー ヒカクレザー 15-3-前
Lb6-T 帝国農会 テイコクノウカイ 日本農業地図昭和3年版 ニホンノウギョウチズ 15-3-前
Lb6-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 牛、馬、豚ニ関スル調査 ウシウマブタニカンスルチョウサ 15-3-前
Lb6-T 東京市商工課 トウキョウシショウコウカ 獣肉ニ関スル調査 ジュウニクニカンスルチョウサ 15-3-前
Lb6-は2-C 朝鮮総督府殖産局 チョウセンソウトクフショクサンキョク 朝鮮の畜産 チョウセンノチクサン 15-3-前
Lb7-B （元）防長米同業組合 モトボウチョウコメドウギョウクミアイ 防長米同業組合史 ボウチョウコメドウギョウクミアイシ 15-3-前
Lb7-E 益沃水利組合 エキヨクスイリクミアイ 益沃水利組合之事業 エキヨクスイリクミアイノジギョウ 15-3-前
Lb7-FS 深谷　進 フカヤ　ススム 農業協同組合論 ノウギョウキョウドウクミアイロン 15-3-前
Lb7-H 兵庫県経済部農政課 ヒョウゴケンケイザイブノウセイカ 副業共同団体要覧昭和10年 フクギョウキョウドウダンタイヨウラン 15-3-前
Lb7-I 岩手県経済部 イワテケンケイザイブ 農村工業要覧 ノウソンコウギョウヨウラン 15-3-前
Lb7-M 三重県内務部 ミエケンナイムブ 農家組合ノ概況（3） ノウカクミアイノガイキョウ 15-3-前
Lb7-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 町村農会経営事例 チョウセンノウカイケイエイジレイ 15-3-前
Lb7-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 戦時ニ於ケル農事奨励施設及成績 センジニオケルノウジショウレイシセツ… 15-3-前
Lb7-N 農村経済調査局 ノウソンケイザイチョウサキョク 資材配給問題－特輯－ シザイハイキュウモンダイ 15-3-前

Lb7-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ
経済更生特別助成村指導監督並計画実施状況－岩
手、茨城、石川、長野、山口県ノ事例－

ケイザイコウセイトクベツジョセイソン… 15-3-前

Lb7-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 農山漁村授産施設助成金交付要覧 ノウサンギョソンジュサンシセツ… 15-3-前
Lb7-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 農山漁村経済更生計画施設概要（第2ノ1） ノウサンギョソンケイザイコウセイ… 15-3-前
Lb7-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 農山漁村共同作業場奨励金交付要覧昭和7年度 ノウサンギョソンキョウドウサギョウジョウ… 15-3-前
Lb7-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 農村工業奨励金交付要覧 ノウソンコウギョウショウレイキン… 15-3-前
Lb7-N 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 農村工業奨励施設概況 ノウソンコウギョウショウレイシセツ… 15-3-前
Lb7-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 地主小作人組合の行ふ産業組合的事業概要 ジヌシコサクニンクミアイノオコナウ… 15-3-前
Lb7-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 自作農創設維持事業成績 ジサクノウソウセツイジジギョウ… 15-3-前

Lb7-O
小樽高等商業学校北海道経済研究
所

オタルコウトウショウギョウガッコウ
ホッカイドウケイザイケンキュウショ

土功組合の研究 ドコウクミアイノケンキュウ 15-3-前

Lb7-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 肥料金融等ニ関スル調査 ヒリョウキンユウトウニカンスル… 15-3-前
Lb7-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 銃後の農山漁村と産業組合 ジュウゴノノウサンギョソント… 15-3-前
Lb7-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 産業組合肥料配給実態調査 サンギョウクミアイヒリョウハイキュウ… 15-3-前
Lb7-S 産業組合中央会 サンギョウクミアイチュウオウカイ 産業組合の本質と農業に於ける其活動の諸相 サンギョウクミアイノホンシツト… 15-3-前
Lb7-S 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 産業組合要覧第3次、第13次 サンギョウクミアイヨウラン 15-3-前
Lb7-T 帝国農会 テイコクノウカイ 自給肥料改良増産施用奨励優良農会に関する調査 シキュウヒリョウカイリョウゾウサン… 15-3-前
Lb7-T 帝国農会 テイコクノウカイ 支那事変に於ける中央官庁並農業団体の農村対策 シナジヘンニオケルチュウオウ… 15-3-前
Lb7-T 帝國農会 テイコクノウカイ 支那事変下に於ける各道府縣農会の農村対策（2冊） シナジヘンカニオケルカクドウフケン… 15-3-前
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Lb7-Y 山梨縣経済部 ヤマナシケンケイザイブ 勤勞奉仕施設の概況 キンロウホウシシセツノガイ… 15-3-前

Lb7-Z 全國農産物販賣協会
ゼンコクノウサンブツハンバイキョウ
カイ

全國道府縣に於ける農會産組協調の現状と将來の方
策

ゼンコクドウフケンニオケル… 15-3-前

Lb7-へ1-A アメリカ合衆国農務省 アメリカガッシュウコクノウムショウ 1925年に於ける販売及購買に関する農業協同組合 1925ネンニオケルハンバイオヨビ… 15-3-前

Lb8-C 中央物価統制協力会議
チュウオウブッカトウセイキョウリョク
カイギ

臨時農地価格統制令臨時農地等管理令解説（3冊） リンジノウチカカクトウセイレイ… 15-3-前

Lb8-FT 布施　辰治 フセ　タツジ 小作争議法廷戦術教科書 コサクソウギホウテイセンジュツ… 15-3-前
Lb8-IK 飯岡　清雄 イイオカ　キヨオ 農会法令逐條解説改訂第16版帝国農会（2冊） ノウカイホウレイチクジョウカイセツ 15-3-後
Lb8-IK 石坂　橘樹 イシザカ　キツジュ 農業法規綱要 ノウギョウホウキコウヨウ 15-3-後
Lb8-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 諸外國ニ於ケル小作ニ関スル法令（1） ショガイコクニオケルコサク… 15-3-後
Lb8-N 農林省米穀局 ノウリンショウベイコクキョク 米穀関係法規（3冊） ベイコクカンケイホウキ 15-3-後
Lb8-N 農林省米穀部 ノウリンショウベイコクブ 米穀法関係法規 ベイコクホウカンケイホウキ 15-3-後

Lb8-N 農林省米穀部 ノウリンショウベイコクブ
米穀統制法案議事録－貴族院関係－附　第六十四回
帝国議会ニ於ケル米穀問題

ベイコクトウセイホウアンギジロク… 15-3-後

Lb8-N 農林省蠶絲局 ノウリンショウサンシキョク 蠶絲業関係法規 サンシギョウカンケイホウキ 15-3-後
Lb8-N 農林省山林局 ノウリンショウサンリンキョク 林野官民有区別處分ニ関スル法規集 リンヤカンミンユウクベツショブン… 15-3-後
Lb8-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 著書雑誌ニ表ハレタル小作法ニ對スル意見 チョショザッシニアラワレタル… 15-3-後
Lb8-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 地主小作人組合規約事例 ジヌシコサクニンクミアイ… 15-3-後
Lb8-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 自作農地法案ノ審議経過概要 ジサクノウチホウアンノシンギ… 15-3-後
Lb8-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 農会関係法規 ノウカイカンケイホウキ 15-3-後
Lb8-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 小作参考資料諸外国ニ於ケル小農地設定ニ関スル法 コサクサンコウシリョウショガイコクニ… 15-3-後
Lb8-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 小作法草案ニ對スル意見ノ概要　其ノ（1）（2） コサクホウソウアンニタイスルイケンノ… 15-3-後
Lb8-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 小作法草案ニ対スル意見の概要　其一 コサクホウソウアンニタイスルイケンノ… 15-3-後
Lb8-S 蚕業新報社 サンギョウシンポウシャ 蚕絲業法之経過 サンシギョウホウノケイカ 15-3-後
Lb8-SI 末弘　嚴太郎 スエヒロ　イズタロウ 農林法規集昭和5年版（2冊） ノウリンホウキシュウ 15-3-後
Lb8-T 帝國農會 テイコクノウカイ 米穀，産繭，肥料三法案と其の成立を見るまで ベイコクサンケンヒリョウサンホウアン… 15-3-後
Lb8-T 帝国農会 テイコクノウカイ 小作法に関する参考資料 コサクホウニカンスルサンコウシリョウ 15-3-後

Lb8-T 帝国農会産業組合中央会
テイコクサンギョウクミアイチュウオ
ウカイ

部落農業団体整備関係法規 ブラクノウギョウダンタイセイビカンケイホウキ 15-3-後

Lb8-TS 津田　信吾 ツダ　シンゴ 繭専売法要綱試案 マユセンバイホウヨウコウシアン 15-3-後

Lb8-Z
全國取引所同盟聯合会米穀部幹事
会

ゼンコクトリヒキショドウメイレンゴウ
カイ…

米穀法に関する参考資料 ベイコクホウニカンスルサンコウ… （3F）

Lb8-Z
全國取引所同盟聯合会米穀部幹事
会

ゼンコクトリヒキショドウメイレンゴウ
カイ…

米穀法に関する参考資料（2冊） ベイコクホウニカンスルサンコウ… 15-3-後

Lb8-は2-C 朝鮮金融組合聯合會
チョウセンキンユウクミアイレンゴウ
カイ

食糧管理ニ關スル資料 ショクリョウカンリニカンスル… （3F）

Lb8-は2-C 朝鮮總督府農林局 チョウセンソウトクフノウリンキョク 米穀関係法規，朝鮮米穀要覧 ベイコクカンケイホウキ… （3F）
Lb8-は3-T 土地局 トチキョク 土地関係舊法規（奉熱兩省單行之部） トチカンケイキュウホウキ 15-3-後
Lc11-A 秋田營林局 アキタエイリンキョク 國有林野の經營と地元關係（2冊） コクユウリンヤノケイエイ… 15-3-後
Lc11-GE グレンシンガー，エゴン グレンシンガー　エゴン 来るべき木材時代 キタルベキモクザイジダイ 15-3-後
Lc11-N 農林省山林局 ノウリンショウサンリンキョク 国有林野管理経営竝公有林野官行造林事業の沿革 コクユウリンヤカンリケイエイ… 15-3-後
Lc11-NM 奈良　正路 ナラ　マサミチ 入会権論 イリアイケンロン 15-3-後
Lc11-SK 鈴木　覚四郎 スズキ　カクシロウ 林業経済政策資料（1） リンギョウケイザイセイサクシリョウ 15-3-後
Lc11-SK 鈴木　覚四郎 スズキ　カクシロウ 林業経済政策資料（5） リンギョウケイザイセイサクシリョウ 15-3-後
Lc11-T 台湾山林会 タイワンサンリンカイ 台湾の林業昭和8年版 タイワンノリンギョウ 15-3-後

Lc11-T 東京営林局 トウキョウエイリンキョク
農山漁村経済更生計画樹立指定町村ニ於ケル国有林
野各種業務ノ状況並指導助長ヲ為シツゝアル事項ノ概

ノウサンギョソンケイザイコウセイケイカク… 15-3-後

Lc11-TM 鳥羽　正雄 トバ　マサオ 日本の林業 ニホンノリンギョウ 15-3-後

Lc11-Z （社）全國山林會聯合會
ジャダンホウジンゼンコクサンリンカ
イレンゴウカイ

事變下の山村及林業 ジヘンカノサンソンオヨビ… 15-3-後

Lc11-Z 全国山林会連合会 ゼンコクサンリンカイレンゴウカイ 林業経済政策資料（3）（6） リンギョウケイザイセイサクシリョウ 15-3-後

Lc11-Z （社）全国山林会連合会
シャダンホウジンゼンコクサンリンカ
イレンゴウカイ

林業経済政策資料（7） リンギョウケイザイセイサクシリョウ 15-3-後
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Lc11-Z （社）全國山林會聯合會
シャダンホウジンゼンコクサンリンカ
イレンゴウカイ

樺太林業政策革新論 カラフトリンギョウセイサク… 15-3-後

Lc11-は2-C 朝鮮總督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮の林業（2冊） チョウセンノリンギョウ 15-3-後

Lc11-は2-C 朝鮮總督府農林省 チョウセンソウトクフノウリンショウ
北鮮開拓事業計畫に依る火田民指導及森林保護施設
概要

ホクセンカイタクジギョウケイカク… 15-3-後

Lc11-は3-T 台湾山林会 タイワンサンリンカイ 台湾の林業昭和10年版 タイワンノリンギョウ 15-3-後
Lc13-DH 土井　八郎兵衛 ドイ　ハチロウベイ 紀州尾鷲地方森林施業法　全 キシュウオワセチホウシンリンセギョウホウゼン 15-3-後
Lc13-N 農林省山林局 ノウリンショウサンリンキョク 森林治水事業ノ業積 シンリンチスイジギョウノ… 15-3-後
Lc13-N 農商務省山林局 ノウショウムショウサンリンキョク 地方山村林業経済調査書（3冊） チホウサンソンリンギョウケイザイ… 15-3-後
Lc13-Z 全国山林会連合会 ゼンコクサンリンカイレンゴウカイ 天龍川流域林業経営調査報告書 テンリュウガワリュウイキリンギョウ… 15-3-後
Lc13-Z 全国森林組合連合会 ゼンコクシンリンクミアイレンゴウカ 宮崎県五ケ瀬川流域林業経営調査報告書 ミヤザキケンゴカセガワ… 15-3-後
Lc15-H 農林省山林局 ノウリンショウサンリンキョク 本邦森林金融事情昭和8年度 ホンポウシンリンキンユウジジョウ 15-3-後
Lc15-N 農林省山林局 ノウリンショウサンリンキョク 本邦林業金融事情 ホンポウリンギョウキンユウジジョウ 15-3-後
Lc23-HK 初瀬川　健増 ハツセガワ　ケンゾウ 増訂漆樹栽培書、漆樹栽培書 ゾウテイシツジュサイバイショ… 15-4-前
Lc23-HK 初瀬川　健増 ハツセガワ　ケンゾウ 漆樹栽培書続編 シツジュサイバイショゾクヘン 15-4-前
Lc31-N 日本学士院日本科学史刊行会 ニホンガクシインニホンカガクシ… 明治前日本林業技術発達史 メイジゼンニホンリンギョウギジュツハッタツシ 15-4-前
Lc31-N 農林省山林局 ノウリンショウサンリンキョク 林産物運搬貯蔵施設調査書 リンサンブツウンパンチョゾウ… 15-4-前
Lc32-M 農林省山林局 ノウリンショウサンリンキョク 木材需給状況調査書昭和8年 モクザイジュキュウジョウキョウチョウサショ 15-4-前
Lc32-M 農林省山林局 ノウリンショウサンリンキョク 木材輸入状況昭和9年中 モクザイユニュウジョウキョウ 15-4-前
Lc32-N 農林省山林局 ノウリンショウサンリンキョク 木材需給状況調査書昭和6年 モクザイジュキュウジョウキョウチョウサショ 15-4-前

Lc32-N 農林省山林局 ノウリンショウサンリンキョク
各府縣ノ用材出材量大正14年－北海道、樺太ノ用材出
材量－

カクフケンノヨウザイ… 15-4-前

Lc32-O 大阪自由通商協会 オオサカジユウツウショウキョウカイ 木材関税調査 モクザイカンゼイチョウサ 15-4-前
Lc32-SK 鈴木　覚四郎 スズキ　カクシロウ 林業経済資料（2） リンギョウケイザイシリョウ 15-4-前
Lc32-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 木材、薪、木炭ニ関スル調査（2冊） モクザイマキモクタンニカンスルチョウサ 15-4-前
Lc32-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 木材ニ関スル経済調査（2冊） モクザイニカンスルケイザイチョウサ 15-4-前

Lc33-C 中央物価統制協力会議
チュウオウブッカトウセイキョウリョク
カイギ

木炭共販制の概況 モクタンキョウハンセイノガイキョウ 15-4-前

Lc33-IK 磯部　喜一 イソベ　キイチ 日本漆器工業論 ニホンシッキコウギョウロン 15-4-前
Lc33-N 農商務省山林局 ノウショウムショウサンリンキョク 貿易關係林産製品生産高竝製造家調査 ボウエキカンケイリンサンセイヒン… 15-4-前
Lc33-N 農商務省山林局 ノウショウムショウサンリンキョク 木炭需給概要（2冊） モクタンジュキュウガイヨウ 15-4-前
Lc33-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 竹製品ニ関スル調査 タケセイヒンニカンスルチョウサ 15-4-前
Lc33-N 農林省山林局 ノウリンショウサンリンキョク 木炭ノ生産並配給ニ関スル事例 モクタンノセイサンナラビニハイキュウ… 15-4-前
Lc33-N 農林省山林局 ノウリンショウサンリンキョク 木炭ノ生産並配給ニ関スル事例（2） モクタンノセイサンナラビニハイキュウ… 15-4-前
Lc33-OS 岡村　精次 オカムラ　セイジ 岐阜傘に関する調査研究 ギフガサニカンスルチョウサケンキュウ 15-4-前
Lc33-S 埼玉県 サイタマケン 林産物竝木竹製品 リンサンブツナラビモクチクセイヒン 15-4-前

Lc33-S 商工省商務局貿易課
ショウコウショウショウムキョクボウ
エキカ

輸出漆器ニ関スル調査 ユシュツシッキニカンスルチョウサ 15-4-前

Lc33-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 木炭ニ関スル経済調査（4冊） モクタンニカンスルケイザイチョウサ 15-4-前
Lc3-FK 福本　和夫 フクモト　カズオ 日本の山林大地主 ニホンノサンリンダイジヌシ 15-4-前
Lc4-MC 宮田　長次郎 ミヤタ　チョウジロウ 山林所得税はどう改正されたか サンリンショトクゼイ… 15-4-前
Lc4-N 日本木材協会 ニホンモクザイキョウカイ 木材統制法関係法規 モクザイトウセイホウカンケイホウキ 15-4-前
Ld11-D 大日本水産会 ダイニホンスイサンカイ 水産諮問会紀事 スイサンシモンカイキジ 15-4-前

Ld11-H 北海道廰經濟部水産課
ホッカイドウチョウケイザイブスイサ
ンカ

北海道水産概要 ホッカイドウスイサンガイヨウ 15-4-前

Ld11-K 協調会農村課 キョウチョウカイノウソンカ 島と漁民－漁村社会経済調査－ シマトギョミン 15-4-前
Ld11-KK 岸上　鎌吉 キシノウエ　カマキチ 安房郡水産沿革史 アワグンスイサンエンカクシ 15-4-前
Ld11-KT 河村　尊雄 カワムラ　タカオ 北海の鮮魚類と鉄道輸送（2冊） ホッカイノセンギョルイ… 15-4-前
Ld11-MA 松浦　厚 マツウラ　アツシ 日西海琛－第2回関西九州府県連合水産共進会私見 ニッセイカイシン 15-4-前
Ld11-N 農商務省水産局 ノウショウムショウスイサンキョク 水産貿易要覧（後） スイサンボウエキヨウラン… 15-4-前
Ld11-N 農商務省水産局 ノウショウムショウスイサンキョク 水産ニ関スル施設事項要録 スイサンニカンスルシセツ… 15-4-前
Ld11-N 農林省水産局 ノウリンショウスイサンキョク 遠洋漁業奨励成績 エンヨウギョギョウショウレイセイセキ 15-4-前
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Ld11-N 農林省水産局 ノウリンショウスイサンキョク
旧藩時代の漁業制度調査資料（１）農業と水産社　昭和
９（1934）

キュウハンジダイノギョギョウセイドチョウサ… 15-4-前

Ld11-N 農林省水産局 ノウリンショウスイサンキョク 旧藩時代の漁業制度調査資料（１） キュウハンジダイノギョギョウセイド… 15-4-前

Ld11-O
小樽高等商業学校北海道経済研究
所

オタルコウトウショウギョウガッコウ
ホッカイドウ…

新興北千島漁業の経済調査 シンコウキタチシマ… 15-4-前

Ld11-ON 岡本　信男 オカモト　ノブオ 近代漁業発達史 キンダイギョギョウハッタツシ 15-4-前
Ld11-S 水産経済研究所 スイサンケイザイケンキュウショ 沿岸漁業再編成論 エンガンギョギョウサイヘンセイロン 15-4-前
Ld11-SH 清水　弘 シミズ　ヒロシ 日本漁業経済発達史序説 ニホンギョギョウケイザイハッタツシ… 15-4-前
Ld11-SK 下　啓助 シモ　ケイスケ 明治大正水産回顧録（2冊） メイジタイショウスイサンカイコロク 15-4-前
Ld11-SK 渋澤　敬三 シブサワ　ケイゾウ 豆州内浦漁民史料(上)(中1)(中2) ズシュウチウラギョミンシリョウ 15-4-前
Ld11-SK 渋澤　敬三 シブサワ　ケイゾウ 豆州内浦漁民史料（下） ズシュウチウラギョミンシリョウ 15－4－後
Ld11-YK 山口　和雄 ヤマグチ　カズオ 日本漁業経済史研究 ニホンギョギョウケイザイシケンキュウ 15－4－後
Ld11-YK 山口　和雄 ヤマグチ　カズオ 日本漁業史 ニホンギョギョウシ 15－4－後
Ld11-Z 全南の水産 ゼンナンノスイサン 15－4－後
Ld11-は2-C 朝鮮総督府殖産局 チョウセンソウトクフショクサンキョク 朝鮮の水産業昭和7年 チョウセンノスイサンギョウ 15－4－後

Ld11-は3-S 産業部大臣官房資料科
サンギョウブダイジンカンボウシリョ
ウカ

哈爾濱ヲ中心トスル松花江漁業調査報告書（2） ハルビンヲチュウシントスル… 15－4－後

Ld11-は3-T 台湾水産会 タイワンスイサンカイ 台湾水産要覧昭和8年 タイワンスイサンヨウラン 15－4－後
Ld12-K 旧藩時漁業裁許例 キュウハンジギョギョウサイキョレイ 15－4－後
Ld13-N 農商務省商務局 ノウショウムショウショウムキョク 東京市魚市場調査（大正10年5月調） トウキョウシウオイチバチョウサ 15－4－後
Ld13-N 農商務省水産局 ノウショウムショウスイサンキョク 水産品貿易要覧 スイサンヒンボウエキヨウラン 15－4－後
Ld13-SM 渋谷　正勝 シブヤ　マサカツ 東京魚市場ニ関スル調査 トウキョウウオシジョウニカンスル… 15－4－後
Ld13-T 帝国水産会 テイコクスイサンカイ 漁獲物配給状況調査報告書（1） ギョカクブツハイキュウジョウキョウ… 15－4－後
Ld14-ST 志村　賢男 シムラ　タカオ 日本漁業の資本蓄積 ニホンギョギョウノシホンチクセキ 15－4－後
Ld2-N 農林省水産局 ノウリンショウスイサンキヨク 河川漁業（6）自昭和2年至昭和6年 カセンギョギョウ 15－4－後

Ld2-N 農林省水産局 ノウリンショウスイサンキョク
水産増殖調査書（2）－欧米各国ニ於ケル水産増殖ニ
関スル立法例－

スイサンゾウショクチョウサショ 15－4－後

Ld2-OK 岡村　金太郎 オカムラ　キンタロウ 水産叢話 スイサンソウワ 15－4－後
Ld2-S 水産局 スイサンキョク 水産諮問会紀事 スイサンシモンカイキジ 15－4－後
Ld4-HM 羽原　又吉 ハバラ　マタキチ 支那輸出日本昆布業資本主義史 シナユシュツニホンコンブギョウシホン… 15－4－後
Ld4-MY 宮田　彌治郎 ミヤタ　ヤジロウ 冷凍冷蔵の話 レイトウレイゾウノハナシ 15－4－後
Ld4-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 大阪市及神戸市ニ於ケル貝釦取引状況調査 オオサカシオヨビコウベシ… 15－4－後
Ld4-N 農林省水産局 ノウリンショウスイサンキョク 輸出水産物事情（1）（2冊） ユシュツスイサンブツジジョウ 15－4－後
Ld4-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 塩乾魚海藻類ニ関スル調査 エンカンギョカイソウルイニカンスル… 15－4－後

Ld5-C 中央物価統制協力会議
チュウオウブッカトウセイキョウリョク
カイギ

鮮魚介配給統制規則解説 センギョカイハイキュウトウセイキソク… 15－4－後

Ld5-D 大日本水産会 ダイニホンスイサンカイ 水産関係法規 スイサンカンケイホウキ 15－4－後
Ld5-KJ 熊木　治平 クマキ　ジヘイ 日本漁業法論 ニホンギョギョウホウロン 15－4－後
Lh12-Z 常平局 ジョウヘイキョク 全国作毛成熟概況　明治13年 ゼンコクサクモウセイジュクガイキョウ 15－4－後
Ma1-N 農商務省鉱山局 ノウショウムショウコウザンキョク 本邦重要鉱山要覧 ホンポウジュウヨウコウザンヨウラン 15－4－後
Ma1-S 資源局 シゲンキョク 重要鉱物資源資料目録 ジュウヨウコウブツシゲンシリョウモクロク 15－4－後
Ma1-S 商工省鉱山局 ショウコウショウコウザンキョク 本邦重要鉱山要覧 ホンポウジュウヨウコウザンヨウラン 15－4－後
Ma1-S 日本石油株式会社 ニホンセキユカブシキガイシャ 石油便覧1972 セキユビンラン 15－4－後

Ma1-T 通商産業大臣官房調査統計部
ツウショウサンギョウダイジンカンボ
ウチョウサ…

石炭の事典1954 セキタンノジテン 15－4－後

Ma3-H 商工省鑛山局 ショウコウショウコウザンキョク 本邦鑛業ノ趨勢明治41年～大正8年 ホンポウコウギョウノスウセイ 15－4－後

Ma3-H 商工省鑛山局 ショウコウショウコウザンキョク
本邦鑛業ノ趨勢大正12年、13年、14年（2冊）、15年、昭
和3年～10年

ホンポウコウギョウノスウセイ 15-5-前

Ma3-H 農商務省鉱山局 ノウショウムショウコウザンキョク 本邦鉱業一斑 ホンポウコウギョウイッパン 15-5-前
Ma3-H 農商務省鉱山局 ノウショウムショウコウザンキョク 本邦鉱業一斑明治39年、42年、43年 ホンポウコウギョウイッパン 15-5-前
Mb1-KT 河東田　経清 カトウダ　ツネキヨ 外国交渉と金銀銅鐵 ガイコクコウショウトキンギンドウテツ 15-5-前

Mb1-M
南満洲鉄道株式会社東亜経済調査
局

ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャトウアケイザイ…

各国に於ける燃料問題 カックコクニオケルネンリョウモンダイ 15-5-前
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Mb1-N 日本経済研究所 二ホンケイザイケンキュウショ
東北の地下資源と産業振興－東北の地下資源と産業
振興調査報告－

トウホクノチカシゲント… 15-5-前

Mb1-N 日本鉄鋼史編纂会 ニホンテッコウシヘンサンカイ 日本鉄鋼史 ニホンテッコウシ 15-5-前
Mb1-N 農商務省鉱山局 ノウショウムショウコウザンキョク 本邦鉱業一斑明治四十五、大正元年 ホンポウコウギョウイッパン 15-5-前
Mb1-NK 西尾　銈次郎 ニシオ　ケイジロウ 日本鉱業史要（2冊） ニホンコウギョウシヨウ 15-5-前
Mb1-S 商工省鉱山局 ショウコウショウコウザンキョク （昭和5年）本邦鉱業ノ趨勢 ホンポウコウギョウノスウセイ 15-5-前
Mb1-SA シュピルト，ア シュピルト　ア 鉱物資源と戦争（1）（2）（4）～（6） コウブツシゲントセンソウ 15-5-前

Mb1-T 通商産業省鉱山石炭局
ツウショウサンギョウショウコウザン
セキタンキョク

資源問題の展望1971 シゲンモンダイノテンボウ 15-5-前

Mb1-TK 土屋　清 ツチヤ　キヨシ エネルギー政策の新展開 エネルギーセイサクノシンテンカイ 15-5-前
Mb1-TS 津田　秀栄 ツダ　シュウエイ 鉱山統制会の進路 コウザントウセイカイノシンロ 15-5-前
Mb1-TT 多羅尾　忠郎 タラオ　タダオ 北海道鉱山略記 ホッカイドウコウザンリャクキ 15-5-前
Mb1-い2-N 農商務省 ノウショウムショウ 戦後欧羅巴ニ於ケル鉱産物特ニ鉄及石炭 センゴヨーロッパニオケルコウサンブツ… 15-5-前
Mb1-は12-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 英領印度鉱業ノ趨勢 エイリョウインドコウギョウノスウセイ 15-5-前
Mb1-は2-C 朝鮮総督府殖産局 チョウセンソウトクフショクサンキョク 朝鮮の鑛業（2冊） チョウセンノコウギョウ 15-5-前

Mb1-は2-C 朝鮮総督府殖産局鉱山課
チョウセンソウトクフショクサンキョク
コウザンカ

朝鮮鉱業の趨勢昭和7年 チョウセンコウギョウノスウセイ 15-5-前

Mb1-は2-C 朝鮮総督府殖産局鉱山課
チョウセンソウトクフショクサンキョク
コウザンカ

朝鮮鉱業の趨勢昭和8年（2冊）、10年 チョウセンコウギョウノスウセイ 15-5-前

Mb1-は3-KI 小山　一郎 コヤマ　イチロウ 満洲国及北支の金鉱及砂金 マンシュウコクオヨビホクシ… 15-5-後
Mb1-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 台湾の鑛業 タイワンノコウギョウ 15-5-後
Mb1-は3-T 東洋協会調査部 トウヨウキョウカイチョウサブ 満洲國鑛業の現勢（2冊） マンシュウコクコウギョウノゲンセイ 15-5-後
Mb1-へ1-RG ローシュ，G．A． ローシュ　ジー　エー 米国に於ける戦略的鉱物の自給方策（上） ベイコクニオケルセンリャクテキ… 15-5-後
Mb1-へ1-RG ローシュ，Ｇ．Ａ． ローシュ　ジー　エー 米国に於ける戦略的鉱物の自給方策（中）（下・1・2・3） ベイコクニオケルセンリャクテキ… 15-5-後
Mb2-HB 堀内　文二郎 ホリウチ　ブンジロウ 開灤炭鉱の八十年 カイランタンコウノ80ネン 15-5-後
Mb2-KA 小葉田　淳 コバタ　アツシ 鉱山の歴史 コウザンノレキシ 15-5-後
Mb2-S 住友本社庶務課 スミトモホンシャショムカ 別子開坑二百五十年史話 ベッシカイコウ250ネンシワ 15-5-後
Mb2-TM 高野江　基太郎 タカノエ　モトタロウ 日本炭礦誌 ニホンタンコウシ 15-5-後

Mb3-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク
鉱、鉱石、鉄及鋼銅、鉄及鋼製品、機械類ニ関スル調
査（2冊）

コウコウセキテツオヨビコウドウテツ… 15-5-後

Mb5-N 農商務省鉱山局 ノウショウムショウコウザンキョク 鉱夫調査概要 コウフチョウサガイヨウ 15-5-後
Mb5-N 農商務省鉱山局 ノウショウムショウコウザンキョク 鉱夫待遇事例（2冊） コウフタイグウジレイ 15-5-後
Mb5-S 社会局 シャカイキョク 抗夫ヨロケ病及ワイルス病ニ関スル調査 コウフヨロケビョウオヨビ… 15-5-後
Mb5-は2-C 朝鮮総督府殖産局 チョウセンソウトクフショクサンキョク 朝鮮に於ける鑛夫労働事情 チョウセンニオケルコウフロウドウジジョウ 15-5-後

Mb5-は3-M 南満洲鐡道（株）鑛業部地質課
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャコウギョウブ…

満洲ニ於ケル鑛山勞働者 マンシュウニオケルコウザンロウドウシャ 15-5-後

Mb5-は3-NT 中村　孝俊 ナカムラ　タカトシ 把頭制度の研究 ハトウセイドノケンキュウ 15-5-後
Mb5-は3-TB トルガシェフ，B．P． トルガシェフ　ビー　ピー 支那鉱業労働論 シナコウギョウロウドウロン 15-5-後
Mb6-MY 水谷　嘉吉 ミズタニ　ヨシキチ 日本鉱業法論（全） ニホンコウギョウホウロン 15-5-後
Mc2-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 銀ニ関スル研究 ギンニカンスルケンキュウ 15-5-後

Mh1-K
国策研究会（片岡　安、谷口　徳政
報告）

コクサクケンキュウカイ 石炭問題に関する研究報告 セキタンモンダイニカンスル… 15-5-後

Mh1-KT 小島　外来雄 コジマ　トキオ
国土計画ト石炭問題－日満支ニ於ケル産業配置ト石炭
問題－

コクドケイカクトセキタンモンダイ 15-5-後

Mh1-KY 久保山　雄三 クボヤマ　ユウゾウ 石炭鉱業発達史 セキタンコウギョウハッタツシ 15-5-後
Mh1-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 筑豊石炭調査－門司支店調査－ チクホウセキタンチョウサ 15-5-後
Mh1-N 日本経済研究所 ニホンケイザイケンキュウショ 石炭国家統制史 セキタンコッカトウセイシ 15-5-後
Mh1-N 農商務省鉱山局 ノウショウムショウコウザンキョク 石炭調査概要 セキタンチョウサガイヨウ 15-5-後
Mh1-NT 永末　十四雄 ナガスエ　トシオ 筑豊－石炭の地域史－ チクホウ 15-5-後
Mh1-S 石炭鉱業連合会 セキタンコウギョウレンゴウカイ 北海道炭礦港湾調査資料 ホッカイドウタンコウコウワン… 15-5-後
Mh1-S 石炭増産懇話会 セキタンゾウサンコンワカイ 戦時下石炭増産に関する諸対策要鋼 センジカセキタンゾウサン… 15-5-後
Mh1-S 産業計画会議 サンギョウケイカクカイギ 日本のエネルギーと石炭 ニホンノエネルギートセキタン 15-5-後
Mh1-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 商取引組織及系統ニ関スル調査（石炭） ショウトリヒキソシキオヨビケイトウ… 15-5-後
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Mh1-S 世界各国燃料政策概要 セカイカックコクネンリョウセイサクガイヨウ 15-5-後
Mh1-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 鉄道重要貨物ニ関スル調査（1）石炭 テツドウジュウヨウカモツニカンスルチョウサ 15-5-後
Mh1-TK 高野江　基太郎（鼎湖） タカノエ　モトタロウ 筑豊炭鉱誌附三池炭鉱誌 チクホウタンコウシ… 15-5-後
Mh1-に1-M 三菱合資会社資料課 ミツビシゴウシカイシャシリョウカ 英国勅命炭業調査委員会の報告概要 エイコクチョクメイタンギョウチョウサ… 15-5-後
Mh1-は2-C 朝鮮總督府殖産局 チョウセンソウトクフショクサンキョク 朝鮮の石炭鑛業 チョウセンノセキタンコウギョウ 15-5-後
Mh2-T 東京高等商業学校 トウキョウコウトウショウギョウガッコ 九州石炭集散及売買慣習取調報告 キュウシュウセキタンシュウサンオヨビ… 15-5-後
Mh2-T 東京市商工調査会 トウキョウシショウコウチョウサカイ 東京ノ石炭供給費低減方法ニ関スル調査書 トウキョウノセキタンキョウキュウヒテイゲン… 15-5-後

Mh2-T 通商産業省石炭局
ツウショウサンギョウショウセキタン
キョク

高炭価問題と合理化の方向 コウタンカモンダイトゴウリカノホウコウ 15-5-後

Mh3-HK 平澤　幹 ヒラサワ　カン 労働移動に就て（鉱夫移動問題） ロウドウイドウニツイテ 15-5-後
Mh3-YT 柳瀬　徹也 ヤナセ　テツヤ 我国中小炭鉱業の従属形態 ワガクニチュウショウタンコウギョウノジュウゾク… 15-5-後
Mh3-に1-HK 細川　嘉六 ホソカワ　カロク 英国炭業に於ける賃金制度の展開 エイコクタンギョウニオケルチンギン… 15-5-後

Mh3-は3-M 南満州鉄道（株）
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャ

撫順炭ノ性質ト其用途 ブジュンタンノセイシツト… 15-5-後

Mi1-IM 石井　正哉 イシイ　マサヤ 石油エネルギー セキユエネルギー 15-6-前
Mi1-MT 門馬　豊次（延陵） モンマ　トヨジ 北越石油業発達史 ホクエツセキユギョウハッタツシ 15-6-前
Mi1-N 日本石油株式会社庶務課 ニホンセキユカブシキガイシャショム 日本石油史 ニホンセキユシ 15-6-前

Mi1-N 日満財政経済研究会
ニチマンザイセイケイザイケンキュ
ウカイ

石油専賣に関する研究 セキユセンバイニカンスル… 15-6-前

Mi1-NH 内藤　久寛 ナイトウ　ヒサヒロ 日本帝国の石油事業 ニホンテイコクノセキユジギョウ 15-6-前
Mi1-S 石油連盟 セキユレンメイ 石油100年の歩み（2冊） セキユ100ネンノアユミ 15-6-前
Mi1-S 産業計画会議 サンギョウケイカクカイギ 国際石油情勢と日本の石油政策 コクサイセキユジョウセイトニホンノセキユ… 15-6-前
Mi1-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 商取引組織及系統ニ関スル調査（石油） ショウトリヒキソシキオヨビケイトウニ… 15-6-前
Mi1-TH 殿村　秀雄 トノムラ　ヒデオ 石油産業と問題点 セキユサンギョウトモンダイテン 15-6-前
Mi1-UT 牛島　俊明 ウシジマ　トシアキ 世界石油産業の現状とOPECの石油政策 セカイセキユサンギョウ… 15-6-前
Mi1-は10-B 貿易奨励会 ボウエキショウレイカイ 南方共栄圏石油事情 ナンポウキョウエイケンセキユジジョウ 15-6-前
Mi1-へ1-G 外務省亜米利加局第一課 ガイムショウアメリカキョクダイ1カ 米国石油業概観 ベイコクセキユギョウガイカン 15-6-前
Mi1-へ1-Y 横浜正金銀行 ヨコハマショウキンギンコウ 加州石油を中心とせる米国石油業概観 カシュウセキユオチュウシントセルベイコクセキユガイ 15-6-前

Na3-N 日本製鉄（株） ニホンセイテツカブシキガイシャ
日本製鉄参考資料（1-2）（2-1）～（2-4）（2-5）（2-6）（3-
2）（3-4）（3-6）（4-1）（4-2）（4-5）（4-6）

ニホンセイテツサンコウシリョウ 15-6-前

Na3-T 鋼材倶楽部 コウザイクラブ 鉄鋼二次製品年鑑昭和37年～41年版 テッコウ2ジセイヒンネンカン 15-6-前
Na3-T 鋼材倶楽部 コウザイクラブ 鉄鋼二次製品年鑑昭和43年版 テッコウ2ジセイヒンネンカン 15-6-前
Na3-T 鋼材倶楽部 コウザイクラブ 鉄鋼二次製品年鑑昭和45年～51年版 テッコウ2ジセイヒンネンカン 15-6-前
Na3-T （社）鉄鋼報国会 シャダンホウジンテッコウホウコクカ 鉄鋼総覧昭和15年度版 テッコウソウラン 15-6-前

Na4-N
日本鉄鋼輸出組合20年史編纂委員
会

ニホンテッコウユシュツクミアイ20ネ
ンシヘンサンイインカイ

日本鉄鋼輸出組合20年史 ニホンテッコウユシュツクミアイ20ネンシ 15-6-前

Na4-S 線材製品協会二十年史編纂委員会
センザイセイヒンキョウカイ20ネンシ
ヘンサンイインカイ

線材製品協会二十年史 センザイセイヒンキョウカイ20ネンシ 15-6-前

Na5-S 製鉄所総務部 セイテツショソウムブ 製鉄所参考資料（49） セイテツショサンコウシリョウ 15-6-後

Nb1-F 富士製鉄（株）調査室
フジセイテツカブシキガイシャチョウ
サシツ

戦後日本鉄鋼業の歩み－未定稿－ センゴニホンテッコウギョウノアユミ 15-6-後

Nb1-MK 前園　一二 マエゾノ　カズジ 製鐵、鋼事情視察報告 セイテツハガネジジョウシサツ… 15-6-後
Nb1-O 大蔵大臣官房 オオクラダイジンカンボウ 製鉄考 セイテツコウ 15-6-後
Nb1-OT 大木　達治 オオキ　タツジ 鉄鋼の実際知識 テッコウノジッサイチシキ 15-6-後
Nb1-T 東亜経済調査局 トウアケイザイチョウサキョク 本邦鉄鋼業の現勢 ホンポウテッコウギョウノゲンセイ 15-6-後
Nb1-に2-IK 今泉　嘉一郎 イマイズミ　カイチロウ 欧洲鉄鋼業調査報告－独逸製鉄事業経済真相－ オウシュウテッコウギョウチョウサホウコク 15-6-後
Nb2-K 鋼材倶楽部 コウザイクラブ 鉄鋼の価格 テッコウノカカク 15-6-後
Nb2-KT 川崎　勀 カワサキ　ツトム 日本鉄鋼業の発展と特質 ニホンテッコウギョウノハッテントトクシツ 15-6-後
Nb2-KT 川崎　勀 カワサキ　ツトム 戦後鉄鋼業論 センゴテッコウギョウロン 15-6-後
Nb2-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ 製鉄合同に関する法案に就て セイテツゴウドウニカンスルホウアンニツイテ 15-6-後
Nb2-N 日本鉄鋼連盟 ニホンテッコウレンメイ 日本鉄鋼業の設備投資の質的吟味と国際競争力の現 ニホンテッコウギョウノセツビ… 15-6-後

Nb2-S 市場別分科会 シジョウベツブンカカイ 昭和45年度の鋼材需要量推計方法とその基礎資料
ショウワ45ネンドノコウザイジュヨウリョウスイケイホウ
ホウ…

15-6-後
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Nb2-S 製鉄所総務部〔八幡製鉄所〕
セイテツショソウムブハヤタセイテツ
ショ

製鉄所参考資料（第47号） セイテツショサンコウシリョウ 15-6-後

Nb2-ST 島村　哲夫 シマムラ　テツオ 鉄鋼経済論 テッコウケイザイロン 15-6-後

Nb2-に11-N 日本製鉄（株）企画調査課
ニホンセイテツカブシキガイシャキカ
クチョウサカ

ソ連の鉄鋼経済行政機構 ソレンノテッコウケイザイギョウセイキコウ 15-6-後

Nc1-KS 河合　佐兵衛 カワイ　サヘエ 東郷ハガネ鋼鉄大観 トウゴウハガネコウテツタイカン 15-6-後

Nc1-N
日本鉄鋼連盟戦後鉄鋼史編集委員
会

ニホンテッコウレンメイセンゴテッコ
ウシヘンスウイインカイ

戦後鉄鋼史 センゴテッコウシ 15-6-後

Nc1-N
日本鉄鋼連盟鉄鋼10年史編集委員
会

ニホンテッコウレンメイセンゴテッコ
ウシヘンスウイインカイ

鉄鋼10年史－昭和33年～42年－ テッコウ10ネンシ 15-6-後

Nc1-S 商工省鉱山局 ショウコウショウコウザンキョク 製鉄業参考資料（昭和5年、8～12年調査） セイテツギョウサンコウシリョウ 15-6-後

Nc1-S 菅谷重平記念論文集編纂会
スガヤジュウヘイキネンロンブン
シュウヘンサンカイ

菅谷重平博士記念論文集－日本鉄鋼業の現在と将来
－

スガヤジュウヘイハカセキネンロンブンシュウ 15-6-後

Nc1-S 製鉄調査会 セイテツチョウサカイ 製鉄所事業概要 セイテツショジギョウガイヨウ 15-6-後
Nc1-SJ 菅谷　重平 スガヤ　ジュウヘイ 日本鉄鋼業の基本的性格 ニホンテッコウギョウノキホンテキセイカク 15-6-後

Nc1-Y 八幡製鉄（株）調査部
ヤハタセイテツカブシキガイシャチョ
ウサブ

鉄鋼業をめぐる経済指標（23）～（28） テッコウギョウオメグルケイザイシヒョウ 15-6-後

Nc1-Y 八幡製鐵（株）調査部
ヤハタセイテツカブシキガイシャチョ
ウサブ

日本と世界の鉄鋼業（昭和36、38年） ニホントセカイノテッコウギョウ 15-6-後

Nc2-K （社）鋼材倶楽部 シャダンホウジンコウザイクラブ
鉄鋼の需要構造の分析と鉄鋼分析用産業連関表によ
る昭和38年度の需要予測の試算

テッコウノジュヨウコウゾウノブンセキ… 15-6-後

Nc2-N 名古屋高等商業学校産業調査室
ナゴヤコウトウショウギョウガッコウ
サンギョウチョウサシツ

鉄鋼需給曲線の統計的研究－本邦鉄鋼業の調査研究
（其一）－（2冊）

テッコウジュキュウキョクセンノトウケイテキケンキュウ 15-6-後

Nc2-S 銑鉄共販業績編纂委員会
センテツキョウハンギョウセキヘンサ
ンイインカイ

本邦銑鉄統制販売史 ホンポウセンテツトウセイハンバイシ 15-6-後

Nc2-T 鉄鋼需要調査委員会 テッコウジュヨウチョウサイインカイ 鉄鋼需要の概要－昭和45年度における－ テッコウジュヨウノガイヨウ 15-6-後
Ne1-KK 小西　勝次郎 コニシ　カツジロウ 播州特産金物発達史（全）（2冊） バンシュウトクサンカナモノハッタツシ 15-6-後
Ne3-OM 大野　道雄 オオノ　ミチオ 鋳物砂 イモノズナ 15-6-後
Oa3-S 山下　久四郎 ヤマシタ　キュウシロウ 砂糖年鑑昭和8年版 サトウネンカン 16-1-前
Ob1-IT 今村　次吉 イマムラ　ツグキチ 大日本洋酒罐詰沿革史 ダイニホンヨウシュカンヅメエンカクシ 16-1-前
Ob1-KS 河野　信治 コウノ　シンジ 日本糖業発達史（生産篇、消費篇） ニホントウギョウハッタツシ 16-1-前
Ob1-N 日本和洋酒缶詰新聞社 ニホンワヨウシュカンヅメシンブン 大日本洋酒罐詰沿革史 ダイニホンヨウシュカンヅメエンカクシ 16-1-前
Ob1-は3-T 東亜同文書院支那研究部 トウアドウブンショインシナケンキュ 支那研究（2） シナケンキュウ 16-1-前
Ob2-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 塩、砂糖、醤油、味噌ニ関スル調査（2冊） シオサトウショウユミソニカンスルチョウサ 16-1-前
Oc1-AM 安次富　松蔵 アシトミ　マツゾウ 旧琉球藩ニ於ケル糖業政策 キュウリュウキュウハンニオケルトウギョウセイサク 16-1-前
Oc1-HH 樋口　弘 ヒグチ　ヒロシ 本邦糖業史 ホンポウトウギョウシ 16-1-前
Oc1-KE 亀井　英之助 カメイ　エイノスケ 砂糖取引事情の大要 サトウトリヒキジジョウノタイヨウ 16-1-前
Oc1-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 砂糖ニ関スル調査（3冊） サトウニカンスルチョウサ 16-1-前
Oc1-NT 中川　虎之助 ナカガワ　トラノスケ 糖業政策参考書集 トウギョウセイサクサンコウショシュウ 16-1-前
Oc1-S 製糖研究会 セイトウケンキュウカイ 糖業便覧（1） トウギョウビンラン 16-1-前
Oc1-SK 椎原　国政 シイハラ　クニマサ 台湾の糖業 タイワンノトウギョウ 16-1-前
Oc1-T 拓殖局 タクショクキョク 台湾之糖業 タイワンノトウギョウ 16-1-前
Oc1-T 糖業連合会 トウギョウレンゴウカイ 日本糖業の現状 ニホントウギョウノゲンジョウ 16-1-前
Oc1-い1-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 南支及南洋の糖業 ナンシオヨビナンヨウノトウギョウ 16-1-前
Oc1-は12-N 日本糖業聯合会 ニホントウギョウレンゴウカイ 印度糖業論（全） インドトウギョウロン 16-1-前
Oc1-は3-HI 平山　勲 ヒラヤマ　イサオ 台湾糖業論－経済的研究と其の論策－ タイワントウギョウロン 16-1-前
Oc1-は3-T 薹灣総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 薹灣の糖業（2冊） タイワンノトウギョウ 16-1-前
Oc1-は3-T 台湾総督府糖業試験所 タイワンソウトクフトウギョウシケン 糖業試験所要覧 トウギョウシケンジョヨウラン 16-1-前
Oc1-は3-T 拓殖局 タクショクキョク 台湾糖業政策 タイワントウギョウセイサク 16-1-前
Oc1-は3-TK 田中　一二 タナカ　カズジ 新台湾糖業読本 シンタイワントウギョウドクホン 16-1-前
Oc1-へ1-KY 梶原　保人 カジワラ　ヤスト 瓜哇糖業の発達は自然乎人力乎 ジャワトウギョウノハッタツワシゼンカジンリキカ 16-1-前
Oc1-へ1-OY 小畑　勇吉 オバタ　ユウキチ 爪哇糖業視察要項 ジャワトウギョウシサツヨウコウ 16-1-前
Oe1-K 神戸税務監督局 コウベゼイムカントクキョク 灘酒沿革誌・続灘酒沿革誌 ナダザケエンカクシゾクナガザケエンカクシ 16-1-前
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Oe1-に2-SH 下斗米　半治 シモトマイ　ハンジ 独逸国製糖調査報告 ドイツコクセイトウチョウサホウコク 16-1-前

Oe2-S 総合パンフレット通信社 ソウゴウパンフレットツウシンシャ 本邦麦酒工業の発展過程と専売・増税の検討
ホンポウビールコウギョウノハッテンカテイトセンバイゾ
ウゼイノケントウ

16-1-前

Oe4-KC 金　兆子 キン　チョウシ 醤油沿革史改訂 ショウユエンカクシ 16-1-前
Pa1-IS 岩崎　徂堂 イワサキ　ソドウ 成功経歴日本製絲業の大勢 セイコウケイレキニホンセイシギョウノタイセイ 16-1-前
Pa1-N 鈴木　恭 スズキ　ヤスシ 日本繊維商社銘鑑昭和26年版 ニホンセンイショウシャメイカン 16-1-前
Pa1-S 農林省蚕絲局 ノウリンショウサンシキョク 絲価及生絲日誌自大正3年1月至昭和12年8月 シカオヨビキイトニッシ 16-1-前
Pa1-UE 宇治田　英一 ウジタ　エイイチ 日本紡織品便覧昭和9年版 ニホンボウショクヒンビンラン 16-1-前
Pa2-D ダイヤモンド社 ダイヤモンドシャ 合成繊維－旭化成工業－ ゴウセイセンイ 16-1-前
Pa2-IK 井上　潔 イノウエ　キヨシ つむじ曲りの綿業漫筆 ツムジマガリノメンギョウマンピツ 16-1-前
Pa3-B 日本紡織研究所 ニホンボウショクケンキュウショ 紡織年鑑 ボウショクネンカン 16-1-前
Pa3-J 同盟通信社 ドウメイツウシンシャ 人絹年鑑 ジンケンネンカン 16-1-後
Pa3-M 大日本紡績聯合会 ダイニホンボウセキレンゴウカイ 綿糸紡績事情参考書　明治39年（下）～大正7年（上） メンシボウセキジジョウサンコウショ 16-1-後
Pa3-M 大日本紡績聯合会 ダイニホンボウセキレンゴウカイ 綿絲紡績事情参考書　昭和6年（下）～昭和14（下） メンシボウセキジジョウサンコウショ 16-1-後
Pa3-N 日本綿業倶楽部 ニホンメンギョウクラブ 内外綿業年鑑昭和5年版同10年版 ナイガイメンギョウネンカン 16-1-後
Pa3-N 日本綿業倶楽部 ニホンメンギョウクラブ 内外綿業年鑑昭和7年版、昭和8年版 ナイガイメンギョウネンカン 16-1-後
Pa3-N 日本綿業倶楽部 ニホンメンギョウクラブ 内外綿業年鑑昭和9年版 ナイガイメンギョウネンカン 16-1-後
Pa3-S 投資経済社 トウシケイザイシャ 繊維工業会社年鑑－投資家本位の－昭和12年 センイコウギョウネンカン 16-1-後
Pa3-Z 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 全國製絲工場調査表第5～7次 ゼンコクセイシコウジョウチョウサヒョウ 16-1-後

Pa4-C 中央物価統制協力会議
チュウオウブッカトウセイキョウリョク
カイギ

繊維製品配給消費統制規則に関する官民懇談会速記
録

センイセイヒンハイキュウショウヒトウセイキセイニカン
スルカンミンコンダンカイソッキロク

16-1-後

Pa4-F 福井県織物同業組合 フクイケンオリモノドウギョウクミアイ 五十年史 50ネンシ 16-1-後

Pa4-F 福井県絹織物同業組合
フクイケンキヌオリモノドウギョウクミ
アイ

三十五年史 35ネンシ 16-1-後

Pa4-H 保証責任大日本生絲販売組合
ホショウセキニンダイニホンキイトハ
ンバイクミアイ

連合会十年誌要 レンゴウカイ10ネンシヨウ 16-1-後

Pa4-I 伊勢崎織物同業組合 イセサキオリモノドウギョウクミアイ 伊勢崎織物同業組合史（2冊） イセサキオリモノドウギョウクミアイシ 16-1-後
Pa4-KS 金子　精一 カネコ　セイイチ 大日本織物協会報告（1）（11） ダイニホンオリモノキョウカイホウコク 16-1-後
Pa4-N 日本棉花栽培協会 ニホンメンカサイバイキョウカイ 日本棉花栽培協会事業概要（昭和12～15年度） ニホンメンカサイバイキョウカイジギョウガイヨウ 16-1-後
Pa5-F 福井輸出絹織物検査所 フクイユショツキヌオリモノケンサ 福井輸出絹織物検査所業務概要 フクイユシュツキヌオリモノ 16-1-後

Pa5-S 繊維需給調整協議會
センイジュキュウチョウセイキョウギ
カイ

繊協調査部調査資料（1）～（3） センキョウチョウサブチョウサシリョウ 16-1-後

Pa5-S 繊維需給調整協議會
センジジュキュウチョウセイキョウギ
カイ

繊協調査部事務資料（3）～（8）、（11） センキョウチョウサブジムシリョウ 16-1-後

Pa5-TN 田村　信夫 タムラ　ノブオ 尾濃機業取調報告書 ビノウキギョウトリシラベホウコクショ 16-1-後
Pb1-EY 江森　泰吉 エモリ　ヤスキチ 足利之機業 アシカガノキギョウ 16-2-前
Pb1-G 群馬県内務部 グンマケンナイムブ 群馬県織物業沿革調査書 グンマケンオリモノギョウエンカクチョウサショ 16-2-前
Pb1-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 西陣研究 ニシジンケンキュウ 16-2-前

Pb1-HT 星野　武雄 ホシノ　タケオ 福井管内織物業の変遷と其法律的考察（2冊）
フクイカンナイオリモノギョウノヘンセントソノホウリツテ
キコウサツ

16-2-前

Pb1-IS 今村　省三 イマムラ　ショウゾウ 世界繊維界と蚕絲 セカイセンイカイトサンシ 16-2-前
Pb1-K 桐生織物史編纂会 キリュウオリモノシヘンサンカイ 桐生織物史（上）（2部）（中）（下） キリュウオリモノシ 16-2-前
Pb1-K 国際労働事務局 コクサイロウドウジムキョク 世界繊維工業 セカイセンイコウギョウ 16-2-前
Pb1-KA 上條　愛一 カミジョウ　アイイチ 日本の繊維産業 ニホンノセンイサンギョウ 16-2-前
Pb1-KA 倉上　吾妻（真琴） クラカミ　アズマ 山形県内機業一班第一編（上） ヤマガタケンナイキギョウ 16-2-前
Pb1-KM 楫西　光速 カジニシ　ミツハヤ 製糸労働者の歴史 セイシロウドウシャノレキシ 16-2-前
Pb1-N 〔日本銀行〕京都支店 ニホンギンコウキョウトシテン 西陣機業概観 ニシジンキギョウガイカン 16-2-前
Pb1-N 名古屋税務監督局 ナゴヤゼイムカントクキョク 管内織物解説 カンナイオリモノカイセツ 16-2-前
Pb1-N 農商務省工務局 ノウショウムショウコウムカ 織物及莫大小に関する調査 オリモノオヨビバクダイショウニカンスルチョウサ 16-2-前
Pb1-NJ 西田　譲治 ニシダ　ジョウジ 国家独占資本主義下の繊維産業 コッカドクセンシホンシュギカノセンイサンギョウ 16-2-前
Pb1-NT 中原　虎男 ナカハラ　トラオ 織物雑考 オリモノザッコウ 16-2-前

Pb1-S 纎維需給調整協議會
センイジュキュウチョウセイキョウギ
カイ

南方共榮圏の纎維資源 ナンポウキョウエイケンノセンイシゲン 16-2-前
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Pb1-S 商工省貿易局 ショウコウショウボウエキキョク 海外諸市場ニ於ケル本邦繊維工業品（7） カイガイショジジョウニオケルホンポウセンイコウギョウ 16-2-前

Pb1-S 商工省貿易局 ショウコウショウボウエキキョク
海外諸市場ニ於ケル本邦繊維工業品－英領印度及緬
甸－

カイガイショジジョウニオケル… 16-2-前

Pb1-SH スミス，H．H． スミス　エッチ　エッチ シザル繊維 シザルセンイ 16-2-前
Pb1-ST 三瓶　孝子 サンペイ　タカコ 日本機業史 ニホンキギョウシ 16-2-前

Pb1-T 通商産業省通商繊維局
ツウショウサンギョウショウツウショ
ウセンイキョク

戦後繊維産業の回顧 センゴセンイサンギョウノカイコ 16-2-前

Pb1-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 綿織物、毛織物ニ関スル調査 メンオリモノケオリモノニカンスルチョウサ 16-2-前
Pb1-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 綿絲、棉花、麻苧類ニ関スル調査 メンシメンカマチョウルイニカンスルチョウサ 16-2-前
Pb1-T 東京税務監督局 トウキョウゼイムカントクキョク 西陣機業沿革調査書 ニシジンキギョウエンカクチョウサショ 16-2-前
Pb1-TN 高村　直助 タカムラ　ナオスケ 日本紡績業史序説（上） ニホンボウセキギョウシジョセツ 16-2-前
Pb1-UK 内田　慶三 ウチダ　ケイゾウ 北越機業史 ホクエツキギョウシ 16-2-前
Pb1-YK 山岡　景命 ヤマオカ　カゲメイ 西陣織物沿革提要 ニシジンオリモノエンカクテイヨウ 16-2-前
Pb1-YK 山岡　景命 ヤマオカ　カゲメイ 西陣織物沿革提要 ニシジンオリモノエンカクテイヨウ 16-2-前

Pb2-H 中央職業紹介事務局
チュウオウショクギョウショウカイジ
ムキョク

本邦製絲業労働事情職業別労働事情（4） ホンポウセイシギョウロウドウジジョウ 16-2-前

Pb2-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 西陣研究 ニシジンケンキュウ 16-2-前

Pb2-HY 服部　之総 ハットリ　シソウ 西陣機業における原生的産業革命の展開
ニシジンキギョウニオケルゲンセイテキサンギョウカク
メイノテンカイ

16-2-前

Pb2-IT 井上　徳之助 イノウエ　トクノスケ 輸出羽二重マニラ麻 ユシュツハブタエマニラアサ 16-2-前
Pb2-M 三菱経済研究所 ミツビシケイザイケンキュウショ 繊維工業の基礎研究 センイコウギョウノキソケンキュウ 16-2-前

Pb2-N 日本銀行大阪支店 ニホンギンコウオオサカシテン 棉花綿糸ト金融及三品取引所ニ関スル調査
メンカメンシトキンユウオヨビサンピントリヒキショニカン
スルチョウサ

16-2-前

Pb2-N 中野財団（新潟県庁社会課内） ナカノザイダン 製糸工場の概況 セイシコウジョウノガイキョウ 16-2-前
Pb2-N 日本工業協会 ニホンコウギョウキョウカイ 織物工場ノ合理化 オリモノコウジョウノゴウリカ 16-2-前

Pb2-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 紡織工業並雑工業に及ぼしたる時局の影響
ボウショクコウギョウナラビニザツコウギョウニオヨボシ
タルジキョクノエイキョウ

16-2-前

Pb2-O 大阪商工會議所 オオサカショウコウカイギショ 繊維製品配給消費統制規則解説 センイセイヒンハイキュウショウヒトウセイキソクカイセ 16-2-前
Pb2-O 大阪税務監督局 オオサカゼイムカントクキョク 西陣織物 ニシジンオリモノ 16-2-前
Pb2-O 大阪綿布商同盟会 オオサカメンプショウドウメイカイ 綿布廃税の興論（2冊） メンプハイゼイノヨロン 16-2-前
Pb2-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 商取引組織及系統ニ關スル調査 ショウトリヒキソシキオヨビケイトウニカンスルチョウサ 16-2-前
Pb2-T 帝國蠶絲（株） テイコクサンシカブシキガイシャ 絲價安定策實行ノ顚末昭和貳年 シカアンテイサクジッコウノテンマツ 16-2-前
Pb2-T 東京税務監督局 トウキョウゼイムカントクキョク 織物に関する経済調査 オリモノニカンスルケイザイチョウサ 16-2-前
Pb2-T 東京税務監督局 トウキョウゼイムカントクキョク 織物製造業ノ経済調査（昭和9年上・下半期） オリモノセイゾウギョウノケイザイチョウサ 16-2-前

Pb2-T 東京地方職業紹介事務局
トウキョウチホウショクギョウショウカ
イジムキョク

管内製絲女工調査（2冊） カンナイセイシジョコウチョウサ 16-2-後

Pb2-TI 高松　今男 タカマツ　イマオ 輸出織物振興策と其製織法 ユシュツオリモノシンコウサクトソノセイショクホウ 16-2-後
Pb2-YK 山口　和雄 ヤマグチ　カズオ 日本産業金融史研究 ニホンサンギョウキンユウシケンキュウ 16-2-後
Pb3-KM 楫西　光速 カジニシ　ミツハヤ 技術発達史－軽工業－ ギジュツハッタツシ 16-2-後

Pb3-N 新潟県女工保護組合連合会
ニイガタケンジョコウホゴクミアイレ
ンゴウカイ

製絲工場概況（昭和8年11月調査） セイシコウジョウガイキョウ 16-2-後

PC1-F 福井県絹織物同業組合
フクイケンキヌオリモノドウギョウクミ
アイ

福井県絹織物同業組合沿革誌 フクイケンキヌオリモノドウギョウクミアイエンカクシ 16-2-後

Pc1-HH 堀江　英一 ホリエ　ヒデイチ 近代産業史研究 キンダイサンギョウシケンキュウ 16-2-後
Pc1-HJ 橋本　重兵衛 ハシモト　ジュウベイ 生絲貿易之変遷（全） キイトボウエキノヘンセン 16-2-後
Pc1-K 絹物貿易調査会 キヌモノボウエキチョウサカイ 日本輸出絹業之大勢 ニホンユシュツケンギョウノタイセイ 16-2-後
Pc1-KK 河合　清 カワイ　キヨシ 我生糸と米国 ワガキイトトベイコク 16-2-後
Pc1-MS 森本　宋 モリモト　ソウ 生絲恐慌対策史 キイトキョウコウタイサクシ 16-2-後
Pc1-N 農林省蚕絲局 ノウリンショウサンシキョク 海外諸国ニ於ケル絹業事情 カイガイショコクニオケルケンギョウジジョウ 16-2-後
Pc1-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 繭、生絲、絹織物ニ関スル調査 マユキイトキヌオリモノニカンスルチョウサ 16-2-後
Pc1-YA 矢木　明夫 ヤギ　アキオ 日本近代製糸業の成立－長野県岡谷製糸業史研究－ ニホンキンダイセイシギョウノセイリツ 16-2-後
Pc1-へ1-MY 真下　邑三 マシモ　ムラゾウ 米国絹業梗概（完）附生絲ニ関スル統計 ベイコクケンギョウコウガイ 16-2-後
Pc2-KE 是枝　栄造 コレエダ　エイゾウ 製絲提要（全）改訂増補 セイシテイヨウ 16-2-後
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Pc2-MS 森本　宋 モリモト　ソウ 生絲恐慌対策史 キイトキョウコウタイサクシ 16-2-後
Pc2-MY 森　泰吉郎 モリ　ヤスキチロウ 蚕糸業資本主義史 サンシギョウシホンシュギシ 16-2-後

Pc2-N 日本学士院日本科学史刊行会
ニホンガクシインニホンカガクシカン
コウカイ

明治前日本蚕業技術史 メイジゼンニホンサンギョウギジュツシ 16-2-後

Pc2-S 蚕絲業同業組合中央会
センシギョウドウギョウクミアイチュ
ウオウカイ

日米生絲格付技術協議会議事録 ニチベイキイトカクズケギジュツキョウギカイギジロク 16-2-後

Pc2-S 静岡県蚕業取締所 シズオカケンサンギョウトリシマリ 静岡県蚕絲業沿革史 シズオカケンサンシギョウエンカクシ 16-2-後

Pc2-Y 横浜蚕絲貿易商同業組合
ヨコハマサンシボウエキショウドウ
ギョウクミアイ

蚕絲の横浜（2冊） サンシノヨコハマ 16-2-後

Pc2-Y 横浜正金銀行 ヨコハマショウキンギンコウ 本邦ノ生絲 ホンポウノキイト 16-2-後
Pc3-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 絹撚糸業ノ概況 キヌネンシギョウノガイキョウ 16-2-後
Pd1-AF Atley，Freda アットレー　フレダ 極東に於ける綿業 キョクトウニオケルメンギョウ 16-2-後
Pd1-AK 荒尾　慶盈 アラオ　ケイエイ 綿糸紡績及綿糸取引 メンシボウセキオヨビメンシトリヒキ 16-2-後
Pd1-FK 深澤　甲子男 フカザワ　キネオ 紡績業の混乱と其の将来 ボウセキギョウノコンラントソノショウライ 16-2-後
Pd1-IH 飯島　幡司 イイジマ　ハンジ 日本紡績史 ニホンボウセキシ 16-2-後
Pd1-IJ 井上　甚太郎 イノウエ　ジンタロウ 日本の工業（2冊） ニホンノコウギョウ 16-2-後
Pd1-IK 井上　潔 イノウエ　キヨシ 我国の紡績業に就て（2冊） ワガクニノボウセキギョウニツイテ 16-2-後
Pd1-IT 伊藤　悌造 イトウ　テイゾウ 綿業機界放言集 メンギョウキカイホウゲンシュウ 16-2-後
Pd1-K 紀州ネル同業組合 キシュウネルドウギョウクミアイ 紀州ネル誌 キシュウネルシ 16-2-後
Pd1-KM 楫西　光速 カジニシ　ミツハヤ 日本近代綿業の成立 ニホンキンダイメンギョウノセイリツ 16-2-後
Pd1-KS 小島　昌太郎 コジマ　ショウタロウ 日本紡績事業論 ニホンボウセキジギョウロン 16-2-後
Pd1-KT 絹川　太一 キヌガワ　タイチ 本邦綿糸紡績史（1）～（2） ホンポウメンシボウセキシ 16-2-後
Pd1-KT 絹川　太一 キヌガワ　タイチ 本邦綿糸紡績史（3）～（4） ホンポウメンシボウセキシ 16-3-前
Pd1-KY 幸田　祐道 コウダ　ユウドウ 本邦綿業の統計的研究 ホンポウメンギョウノトウケイテキケンキュウ 16-3-前
Pd1-MS 森　滋 モリ　シゲル 紡績 ボウセキ 16-3-前
Pd1-MY 美濃部　洋次 ミノベ　ヨウジ 綿業輸出入リンク制度論 メンギョウユシュツニュウリンクセイドロン 16-3-前
Pd1-N 日本綿業倶楽部研究室 ニホンメンギョウクラブケンキュウシ 綿業調査資料（1）～（7） メンギョウチョウサシリョウ 16-3-前
Pd1-N 日本綿業倶楽部研究室 ニホンメンギョウクラブケンキュウシ 綿業調査資料（8）～（15） メンギョウチョウサシリョウ 16-3-前
Pd1-N 農商務省工務局 ノウショウムショウコウムキョク 主要工業概観第1部繊維工業（綿織物）（2冊） シュヨウコウギョウガイカン 16-3-前
Pd1-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 綿絲紡績職工事情 メンシボウセキショクコウジジョウ 16-3-前
Pd1-NS 中村　精 ナカムラ　セイ 日本ガラ紡史話 ニホンガラボウシワ 16-3-前
Pd1-NT 野尻　孝 ノジリ　タカシ 大戦後ニ於ケル綿業界動揺の回顧 タイセンゴニオケルメンギョウカイドウヨウノカイコ 16-3-前
Pd1-NT 名和　統一 ナワ　トウイチ 日本紡績業の史的分析 ニホンボウセキギョウノシテキブンセキ 16-3-前

Pd1-O 大阪市立大学経済研究所
オオサカシリツダイガクケイザイケン
キュウショ

泉州の綿織物業 センシュウノメンオリモノギョウ 16-3-前

Pd1-S 静岡県浜松工業試験場
シズオカケンハママツコウギョウシ
ケンジョウ

綿織物販路調査報告遠州輸出織物工業
メンオリモノハンロチョウサホウコクエンシュウユシュツ
オリモノコウギョウ

16-3-前

Pd1-SK 関　桂三 セキ　ケイゾウ 日本綿業論 ニホンメンギョウロン 16-3-前
Pd1-SO 庄司　乙吉 ショウジ　オトキチ 紡績操業短縮史 ボウセキソウギョウタンシュクシ 16-3-前
Pd1-SO 庄司　乙吉 ショウジ　オトキチ （卅七八年）戦役中の本邦紡績業 378ネンセンエキチュウノホンポウボウセキギョウ 16-3-前
Pd1-ST 三瓶　孝子 サンペイ　タカコ 日本綿業発達史 ニホンメンギョウハッタツシ 16-3-前
Pd1-TI 高橋　勇恵 タカハシ　ユウケイ 大阪木綿業誌 オオサカモメンギョウシ 16-3-前
Pd1-TT 津田　隆 ツダ　タカシ 世界綿業資本の発展－各国経済発展に関する研究－ セカイメンギョウシホンノハッテン 16-3-前
Pd1-に1-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 英国綿業概観 エイコクメンギョウガイカン 16-3-前
Pd1-に1-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 英国綿業の現状 エイコクメンギョウノゲンジョウ 16-3-前
Pd1-に1-N 日本工業倶楽部 ニホンコウギョウクラブ 英国綿業の衰退と其対策（2冊） エイコクメンギョウノスイタイトソノタイサク 16-3-前
Pd1-は12TM 田中　穣 タナカ　ミノル インド綿業論 インドメンギョウロン 16-3-前
Pd1-は3IT 伊藤　竹之助 イトウ　タケノスケ 上海の罷業と綿業市場 シャンハイノヒギョウトメンギョウシジョウ 16-3-前

Pd1-は3M 南満州鉄道（株）庶務部調査課
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャショムチョウサカ

満洲に於ける紡績業（2冊） マンシュウニオケルボウセキギョウ 16-3-前

Pd1-は3NK 西川　喜一 ニシカワ　キイチ 棉工業と綿糸綿布 メンコウギョウトメンシメンプ 16-3-前

Pd1-は3S 産業部大臣官房資料科
サンギョウブダイジンカンボウシリョ
ウカ

綿布並に綿織物工業に関する調査書
メンプナラビニメンオリモノコウギョウニカンスルチョウ
サショ

16-3-前
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Pd1-は3Y 山口（農商務省技師） ヤマグチ（ノウショウムショウギシ） 満洲産業調査資料 マンシュウサンギョウチョウサシリョウ 16-3-前
Pd2-IY 岩男　義臣 イワオ　ヨシオミ 列国平和後の棉花政策 レッコクヘイワゴノメンカセイサク 16-3-前

Pd2-M 棉花ノ需給、相場、取引及金融ニ関スル調査
メンカノジュキュウソウバトリヒキオヨビキンユウニカン
スルチョウサ

16-3-前

Pd2-M 棉花輸入状況調査書第1回 メンカユニュウジョウキョウチョウサショ 16-3-前
Pd2-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 棉花ニ関スル調査 メンカニカンスルチョウサ 16-3-前
Pd2-R 臨時産業調査局 リンジサンギョウチョウサキョク 棉花概覧 メンカガイラン 16-3-前
Pd2-R 臨時産業調査局 リンジサンギョウチョウサキョク 世界各国殖民地ノ棉花ニ関スル調査 セカイカッコクショクミンチノメンカニカンスルチョウサ 16-3-前
Pd2-R 陸地栽培十周年記念会 リクチサイバイ10シュウネンキネンカ 陸地棉栽培沿革史 リクチメンサイバイエンカクシ 16-3-前
Pd2-T 東亜経済調査局 トウアケイザイチョウサキョク 本邦に於ける棉花の需給 ホンポウニオケルメンカノジュキュウ 16-3-前

Pd2-は2-C 朝鮮殖産銀行調査課
チョウセンショクサンギンコウチョウ
サカ

朝鮮の棉花（2冊） チョウセンノメンカ 16-3-前

Pd2-は3-EN 榎本　中衛 エノモト　ナカエ 江北監懇植棉事情 コウホクカンコンショクメンジジョウ 16-3-前
Pd2-は3-G 外務省調査部 ガイムショウチョウサブ 支那ニ於ケル棉花將勵誌 シナニオケルメンカショウレイシ 16-3-前
Pd2-は3-N 日滿實業協會 ニチマンジツギョウキョウカイ 北支農村救濟と植棉改進問題 ホクシノウソンキュウサイト… 16-3-前
Pd2-は3-SY 篠崎　義郎 シノザキ　ヨシロウ 北支農村救済と植棉改進問題 ホクシノウソンキュウサイト 16-3-前
Pd2-は3-T 台湾棉花栽培組合 タイワンメンカサイバイクミアイ 台湾に於ける棉花－第五回棉花栽培事業報告－ タイワンニオケルメンカ 16-3-前
Pd3-O 大阪市産業部調査課 オオサカシサンギョウブチョウサカ 大阪の莫大小工業 オオサカノバクダイショウコウギョウ 16-3-前
Pd3-OY 太田　保夫 オオタ　ヤスオ 紀州ネル業研究 キシュウネルギョウケンキュウ 16-3-前
Pd3-YK 山本　顧彌太 ヤマモト　コヤタ 日本綿布の世界的地位（2冊） ニホンメンプノセカイテキチイ 16-3-前

Pd3-い1-T 台湾銀行総務部調査課 タイワンギンコウソウムブチョウサカ 南支那及南洋ニ於ケル本邦綿絲布ニ関スル調査
ミナミシナオヨビナンヨウニオケルホンポウメンシフニカ
ンスルチョウサ

16-3-前

Pd3-は3-K 関東都督府民政部庶務課 カントウトトクフミンセイブショムカ 満洲ニ於ケル棉布及棉絲 マンシュウニオケルメンプオヨビメンシ 16-3-前
Pd3-は3-K 関東都督府民政部庶務課 カントウトトクフミンセイブショムカ 満洲ニ於ケル棉布　草稿 マンシュウニオケルメンプソウコウ 16-3-前
Pe1-TM 高谷　光雄 タカタニ　ミツオ 日本製麻史（全） ニホンセイマシ 16-3-後
Pe1-TY 田代　安定 タシロ　ヤスサダ 日本苧麻興業意見 ニホンカラムシコウギョウイケン 16-3-後
Pe2-D 大日本紡績連合会 ダイニホンボウセキレンゴウカイ 主要雑繊維ニ関スル調査資料 シュヨウザツセンイニカンスルチョウサシリョウ 16-3-後
Pe2-H 北海道拓殖銀行 ホッカイドウタクショクギンコウ 北海道ノ亞麻ニ關スル調査 ホッカイドウノアサニカンスルチョウサ 16-3-後

Pf1-D 大同毛織株式会社資料室
ダイドウケオリカブシキカイシャシ
リョウシツ

羊毛工業資料 ヨウモウコウギョウシリョウ 16-3-後

Pf1-IK 伊藤　光太郎 イトウ　コウタロウ 日本羊毛工業論 ニホンヨウモウコウギョウロン 16-3-後
Pf1-IS 池上　正一 イケガミ　ショウイチ モスリンと其取引 モスリントソノトリヒキ 16-3-後

Pf1-N 名古屋高等商業学校産業調査室
ナゴヤコウトウショウギョウガッコウ
サンギョウチョウサシツ

本邦羊毛工業の調査研究其1～5 ホンポウヨウモウコウギョウノチョウサケンキュウ 16-3-後

Pf4-N 日本興業銀行調査課 ニホンコウギョウギンコウチョウサカ 本邦羊毛工業就中毛織物ノ現状ニ就テ
ホンポウヨウモウコウギョウナカンズクケオリモノノゲン
ジョウニツイテ

16-3-後

Pg1-HG 狭間　源三 ハザマ　ゲンゾウ 日本化学繊維工業論 ニホンカガクセンイコウギョウロン 16-3-後

Pg1-K 經濟安定本部總裁官房企畫部
ケイザイアンテイホンブソウサイカン
ボウキカクブ

内外における化學繊維の生産概況 ナイガイニオケルカガクセンイノセイサンガイキョウ 16-3-後

Pg1-M 三菱合資会社資料課 ミツビシゴウシガイシャシリョウカ 人造絹絲に関する一斑調査 ジンゾウケンシニカンスルイッパンチョウサ 16-3-後

Pg1-N 日本ステープル・ファイバー同業会
ニホンステープルファイバードウギョ
ウカイ

躍進ステープル・ファイバー工業の現況 ヤクシンステープルファイバーコウギョウノゲンキョウ 16-3-後

Pg1-N 日本紡織研究所 ニホンボウショクケンキュウショ ステープルファイバーの製造と応用 ステープルファイバーノセイゾウトオウヨウ 16-3-後

Pg1-T 帝国人造絹糸（株）調査室
テイコクジンゾウケンシカブシキカイ
シャチョウサシツ

各国人絹界 近の情勢改訂再版 カッコクジンケンカイサイキンノサイキンノジョウセイ 16-3-後

Pg2-S 商工省商務局貿易課
ショウコウショウショウムキョクボウ
エキカ

本邦人造絹絲需給状況－海外諸國ニ於ケル趨勢－ ホンポウジンゾウケンシジュキュウジョウキョウ 16-3-後

Pg2-Y 横浜正金銀行 ヨコハマショウキンギンコウ 輸出貿易を中心として見たるレーヨン問題概観
ユシュツボウエキオチュウシントシテミタルレーヨンモン
ダイガイカン

16-3-後

Ph1-NT 根津　知好 ネズ　トモヨシ 東北の産業振興と合成繊維 トウホクノサンギョウシンコウトゴウセイセンイ 16-3-後
Pi1-O 大阪市産業部 オオサカシサンギョウブ 大阪の帽子業 オオサカノボウシギョウ 16-3-後
Pi2-は3-Y 横浜正金銀行 ヨコハマショウキンギンコウ 天津を中心としたる支那及満洲国羊毛に就て テンシンオチュウシントシタルシナ… 16-3-後
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Pi3-は3-J 実業部臨時産業調査局
ジツギョウブリンジサンギョウチョウ
サキョク

メリヤス製品並にメリヤス工業に関する調査書
メリヤスセイヒンナラビニメリヤスコウギョウニカンスル
チョウサショ

16-3-後

Pj1-IT 泉　俊秀 イズミ　トシヒデ 日本染織商工史（上・2冊）（中）（下）（続） ニホンセンショクショウコウシ 16-3-後
Pj1-S 染織絞描名技会 センショクシボリガキメイギカイ 日本染織絞描略史 ニホンセンショクコウビョウリャクシ 16-3-後
Pj1-ST 三瓶　孝子 サンペイ　タカコ 染織史序説 センショクシジョセツ 16-3-後
Pk1-H 博進社 ハクシンシャ 洋紙二十五年史 ヨウシ25ネンシ 16-3-後
Pk1-NT 西島　東洲 ニシジマ　トウシュウ 紙業人国記 シギョウジンコクキ 16-3-後

Pk1-O 王子製紙（株）販売部調査課
オウジセイシカブシキガイシャハン
バイブチョウサカ

日本紙業綜覧昭和12年版 ニホンシギョウソウラン 16-3-後

Pk1-YG 吉井　源太 ヨシイ　ゲンタ 日本製紙論 ニホンセイシロン 16-3-後
Pk2-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 手漉製紙ニ関スル調査 テスキセイシニカンスルチョウサ 16-3-後
Pk3-UH 梅原　寛重 ウメハラ　カンジュウ 三椏培養新説 ミツマタバイヨウシンセツ 16-3-後
Pk4-KJ 国東　治兵衛 クニサキ　ジヘイ 紙漉重宝記 カミスキチョウホウキ 16-3-後
Pk5-O 岡山県内務部 オカヤマケンナイムブ 岡山県紙業一斑 オカヤマケンシギョウイッパン 16-3-後
Pk5-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 和紙、洋紙、パルプニ関スル調査 ワシヨウシパルプニカンスルチョウサ 16-3-後
Pk5-WM 渡部　道太郎 ワタナベ　ミチタロウ 和紙類考（2冊） ワシルイコウ 16-3-後
Qa1-N 日本化学工業新聞社 ニホンカガクコウギョウシンブンシャ 日本化学工業大観 ニホンカガクコウギョウタイカン 16-3-後

Qa1-O 大阪自由通商協会 オオサカジユウツウショウキョウカイ 硫安問題に関する新聞雑誌論説集
リュウアンモンダイニカンスルシンブンザッシロンセツ
シュウ

16-3-後

Qa3-H 農林省農政局肥料課 ノウリンショウノウセイキョクヒリョウ 肥料年鑑昭和25年度版 ヒリョウネンカン 16-3-後
Qa3-H 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 肥料要覧昭和5、6、7、9年度 ヒリョウヨウラン 16-3-後
Qa3-H 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 肥料要覧昭和7、8、10～12年度 ヒリョウヨウラン 16-3-後
Qa4-D 電球硝子産業協力委員会 デンキュウガラスサンギョウキョウリョ我国中小企業の経営と産業協力運動 ワガクニチュウショウキギョウノケイエイトサンギョウキョ16-3-後
Qa4-K 化学工業協会 カガクコウギョウキョウカイ 化学工業大会議事講演速記録 カガクコウギョウタイカイギジコウエンソッキロク 16-3-後
Qa4-S 瀬戸陶磁器工業組合 セトトウジキコウギョウクミアイ 昭和十二年度事業報告書 ジギョウホウコクショ 16-3-後
Qa5-IC 市川　忠一 イチカワ　チュウイチ 蔵前工業会工業調査会化学工業部調査報告書 クラマエコウギョウカイコウギョウチョウサカイ… 16-3-後
Qb1-HY 林　雄二郎 ハヤシ　ユウジロウ 日本の化学工業 ニホンノカガクコウギョウ 16-3-後
Qb1-N 農商務省工務局 ノウショウムショウコウムキョク 主要工業概覧第二部化学工業 シュヨウコウギョウガイラン 16-3-後
Qb1-N 農商務省工務局 ノウショウムショウコウムキョク 主要工業概覧第二部化学工業（大正11年） シュヨウコウギョウガイラン 16-3-後

Qb2-N 日本染料製造（株）
ニホンセンリョウセイゾウカブシキガ
イシャ

染料工業助成策 センリョウコウギョウジョセイサク 16-3-後

Qb2-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 燐寸、油脂蠟類及其製品ニ関スル調査（2冊） マッチユシロウルイオヨビソノセイヒンニカンスルチョウ 16-3-後

Qb2-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 陶磁器及土器、漆器、硝子類及其ノ製品ニ関スル調査
トウジキオヨビドキシッキガラスルイオヨビソノセイヒン
ニカンスルチョウサ

16-4-前

Qd1-A 〔愛知県〕經濟部商工課 アイチケンケイザイブショウコウカ 愛知縣の陶磁器（2冊） アイチケンノトウジキ 16-4-前
Qd1-A 愛知縣内務部 アイチケンナイムブ 常滑地方陶製品製造工業調査 トコナメチホウトウセイヒンセイゾウコウギョウチョウサ 16-4-前
Qd1-IT 井出　鉄造 イデ　テツゾウ 九谷陶磁器業概覧 クタニトウジキギョウガイラン 16-4-前
Qd1-IY 今泉　雄作 イマイズミ　ユウサク 日本陶瓷史 ニホントウジシ 16-4-前
Qd1-K 繭絲織物陶漆器共進會 ケンシオリモノトウシッキキョウシン 陶器集談會紀事 トウキシュウダンカイキジ 16-4-前
Qd1-KJ 熊沢　治郎吉 クマザワ　ジロキチ 岐阜県恵那郡陶磁器原料調査書 ギフケンエナグントウジキゲンリョウチョウサショ 16-4-前
Qd1-MS 丸本　悳萍 マルモト　トクヘイ 陶磁工藝 トウジコウゲイ 16-4-前
Qd1-N 名古屋市 ナゴヤシ 陶磁器に関する調査 トウジキニカンスルチョウサ 16-4-前
Qd1-N 名古屋陶磁器輸出組合 ナゴヤトウジキユシュツクミアイ 近東諸国陶磁器市場調査 キントウショコクトウジキシジョウチョウサ 16-4-前

Qd1-N 農商務省商工局工務課
ノウショウムショウショウコウキョクコ
ウムカ

工業視察紀要陶磁器之部（上） コウギョウシサツキヨウ 16-4-前

Qd1-OR 大西　林五郎 オオニシ　リンゴロウ 日本陶誌鑑定備考（上）（下） ニホントウシカンテイビコウ 16-4-前
Qd3-O 大阪市産業部 オオサカシサンギョウブ 大阪の琺瑯鉄器工業 オオサカノホウロウテッキコウギョウ 16-4-前

Qd4-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク
日本ニ於ケル「ポルトランド、セメント」工業概観（並ニ
「セメント」試験法ノ一定ニ就テ）

ニホンニオケルポルトランドセメンコウギョウガイカン 16-4-前

Qe3-S 曹達晒粉同業会 ソウダサラシコドウギョウカイ 日本曹達工業史 ニホンソウダコウギョウシ 16-4-前
Qe4-C 窒素協議会 チッソキョウギカイ 世界窒素固定工場表 セカイチッソコテイコウジョウヒョウ 16-4-前
Qe4-EF エルンスト，F．A． エルンスト　エフ　エー 世界ニ於ケル無機窒素工業 セカイニオケルムキチッソコウギョウ 16-4-前
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Qe4-S 昭和肥料（株） ショウワヒリョウカブシキガイシャ
本邦並に世界に於ける硫安及び石炭窒素事情概観（2
冊）

ホンポウナラビニセカイニオケルリュウアンオヨビセッ
カイチッソジジョウガイカン

16-4-前

Qe4-S 昭和肥料（株） ショウワヒリョウカブシキガイシャ 國策上より見たる窒素工業 コクサクジョウヨリミタルチッソコウギョウ 16-4-前
Qe4-WK 渡瀬　完三 ワタセ　カンゾウ 硫安問題の正しき認識 リュウアンモンダイノタダシキチシキ 16-4-前
Qe7-IT 犬飼　時男 イヌガイ　トキオ 肥料は高過ぎぬか（2冊） ヒリョウハタカスギヌカ 16-4-前

Qe7-M 南満洲鉄道（株）東亜経済調査局
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャトウアケイザイチョウサキョク

本邦食糧問題と肥料 ホンポウショクリョウモンダイトヒリョウ 16-4-前

Qe7-N 日本商工会議所 二ホンショウコウカイギショ 肥料及飼料統制ニ関スル資料 ヒリョウオヨビシリョウトウセイニカンスルシリョウ 16-4-前
Qe7-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 肥料ノ改良増殖奨励指針 ヒリョウノカイリョウゾウショクショウレイシシン 16-4-前

Qe7-S 商工省商務局貿易課
ショウコウショウショウムキョクボウ
エキカ

世界各国ニ於ケル肥料ノ生産、消費、並ニ貿易状況
セカイカッコクニオケルヒリョウノセイサンショウヒナラ
ビニボウエキジョウキョウ

16-4-前

Qe7-S 昭和肥料株式会社 ショウワヒリョウカブシキガイシャ
本邦並に世界に於ける硫安及び石灰窒素事情概観（2
冊）

ホンポウナラビニセカイニオケルリュウアンオヨビセッ
カイチッソジジョウガイカン

16-4-前

Qe7-SK 佐藤　寛次 サトウ　カンジ 肥料問題研究 ヒリョウモンダイケンキュウ 16-4-前
Qe7-T 鉄道省運輸局 テツドウショウウンユキョク 肥料ニ関スル調査 ヒリョウニカンスルチョウサ 16-4-前
Qe7-TT 高橋　保 タカハシ　タモツ 肥料政策ニ関スル資料 ヒリョウセイサクニカンスルシリョウ 16-4-前
Qe7-TT 高橋　保 タカハシ　タモツ 我が国ニ於ケル肥料政策ノ沿革並ニ現状（2冊） ワガクニニオケルヒリョウセイサクノエンカクナラビニゲン16-4-前
Qe7-WK 渡瀬　完三 ワタセ　カンゾウ 硫安（2冊） リュウアン 16-4-前
Qe7-Z 全国購買組合連合会 ゼンコクコウバイクミアイレンゴウカ 戦時下の肥料問題 センジカノヒリョウモンダイ 16-4-前
Qf2-N 日本タール協会 ニホンタールキョウカイ タール工業五十年史 タールコウギョウ50ネンシ 16-4-前

Qf4-F 富国協会総合科学研究部
フコクキョウカイソウゴウカガクケン
キュウブ

燃料国策之根基 ネンリョウコクサクノコンカン 16-4-前

Qf4-に2-T 帝国燃料興業株式会社
テイコクネンリョウコウギョウカブシ
キガイシャ

独逸人造石油に関する調査（1） ドイツジンゾウセキユニカンスルチョウサ 16-4-前

Qf5-K 高等商業学校（東京） コウトウショウギョウガッコウトウキョ 坂神輸出燐寸業調査報告 ハンシンユシュツマッチギョウチョウサホウコク 16-4-前
Qf5-N 日本燐寸義会中央本部 ニホンマッチギカイチュウオウホンブ 全国燐寸業大会報告 ゼンコクマッチギョウタイカイホウコク 16-4-前

Qf5-は3-M 南満洲鉄道（株）庶務部調査課
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャショムブチョウサカ

満洲に於ける燐寸工業 マンシュウニオケルマッチコウギョウ 16-4-前

Qg1-ON 大蔵　永常 オオクラ　ナガツネ 製油録（上）（下） セイユロク 16-4-前
Qg4-SY 島田　義照 シマダ　ヨシテル 日本石鹼工業史 ニホンセッケンコウギョウシ 16-4-前
Qg6-HK 廣瀬　謙次郎 ヒロセ　ケンジロウ 漆樹及漆液 シツジュオヨビシツエキ 16-4-前
Qg6-IK 磯部　喜一 イソベ　キイチ 日本漆器工業論 ニホンシッキコウギョウロン 16-4-前

Qg6-N 農商務省山林局 ノウショムショウサンリンキョク 地方ニ於ケル漆樹及漆液ニ関スル状況
チホウニオケルシツジュオヨビシツエキニカンスルジョ
ウキョウ

16-4-前

Qh1-N 日本染料製造（株）
ニホンセンリョウセイゾウカブシキガ
イシャ

染料工場鳥瞰図 センリョウコウジョウチョウカンズ 16-4-前

Qi1-N 日本ゴム工業史編纂委員会
ニホンゴムコウギョウシヘンサンイイ
ンカイ

日本ゴム工業史（2冊） ニホンゴムコウギョウシ 16-4-前

Qi1-N 農商務省工務局 ノウショウムショウコウムキョク 護謨工業ニ関スル調査 ゴムコウギョウニカンスルチョウサ 16-4-前
Qi3-N 日本興業銀行調査課 ニホンコウギョウギンコウチョウサカ セルロイド工業ノ現況 セルロイドコウギョウノゲンキョウ 16-4-前
Ra4-N 平澤　富蔵 ヒラサワ　トミゾウ 日本動力会議議事録第2輯 ニホンドウリョクカイギギジロク 16-4-前
Ra5-IC 市川　忠一 イチカワ　チュウイチ 蔵前工業会工業調査会機械工業部調査報告書 クラマエコウギョウカイコウギョウチョウサカイ… 16-4-前

Ra5-M （財）三菱経済研究所
ザイダンホウジンミツビシケイザイケ
ンキュウショ

日本産業機械工業の成長と構造－日本機械工業の成
長と構造の研究報告書－

ニホンサンギョウキカイコウギョウノセイチョウトコウゾ
ウ

16-4-前

Ra5-N 日本産業機械工業会
ニホンサンギョウキカイコウギョウカ
イ

日本産業機械工業の発展過程－機械工業の発展過程
分析報告書－

ニホンサンギョウキカイコウギョウノハッテンカテイ 16-4-前

Rb1-N 日本機械学会 ニホンキカイガッカイ 日本機械工業五十年史 ニホンキカイコウギョウ50ネンシ 16-4-前
Rb1-N 農商務省工務局 ノウショウムショウコウムキョク 主要工業概覧第三部機械工業 シュヨウコウギョウガイラン 16-4-前

Rb1-T 通商産業省重工業局
ツウショウサンギョウショウジュウコ
ウギョウキョク

日本の機械工業（1）～（3） ニホンノキカイコウギョウ 16-4-前

Rb1-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 機械工業講話 キカイコウギョウコウワ 16-4-後
Rb1-TM 豊崎　稔 トヨザキ　ミノル 日本機械工業の基礎構造 ニホンキカイコウギョウノキソコウゾウ 16-4-後
Rb1-W ワット誕生200年記念会 ワットタンジョウ200ネンキネンカイ 図説日本蒸汽工業発達史 ズセツニホンジョウキコウギョウハッタツシ 16-4-後
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Rb2-HS 林　信太郎 ハヤシ　シンタロウ 日本機械輸出論 ニホンキカイユシュツロン 16-4-後

Rb2-K （財）機械工業振興協会
ザイダンホウジンキカイコウギョウシ
ンコウキョウカイ

機械工業における原材料の諸問題 キカイコウギョウニオケルゲンザイリョウノショモンダイ 16-4-後

Rb2-T 通商産業省重工業局
ツウショウサンギョウショウジュウコ
ウギョウキョク

機械工業振興の方途―振興臨時措置法の解説及運用
―

キカイコウギョウシンコウノホウト 16-4-後

Rb2-TK 田杉　競 タスギ　キソウ 下請制工業論－経済発展過程における中小工業－ シタウケセイコウギョウロン 16-4-後
Rb4-AT 青木　保 アオキ　タモツ 精密測定及計測機器 セイミツソクテイオヨビケイソクキキ 16-4-後
Rb4-MT 森　隆 モリ　タカシ 機械設計に於ける断面の計算 キカイセッケイニオケルダンメンノケイサン 16-4-後
Rb4-MZ 水村　善太郎 ミズムラ　ゼンタロウ ジグ及取付具 ジグオヨビトリツケグ 16-4-後
Rb4-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 給油の合理化 キュウユノゴウリカ 16-4-後
Rc1-HS 枷場　重男 ハサバ　シゲオ 蒸汽タービン ジョウキタービン 16-4-後
Rc1-M Myunchingeru ミュンチンゲル 蒸気原動力－水管式蒸気罐と蒸気原動所－（下） ジョウキゲンドウリョク 16-4-後
Re2-YZ 安田　善三郎 ヤスダ　ゼンザブロウ 釘（完） クギ 16-4-後

Re53-I 印刷文化展覧会協賛会
インサツブンカテンランカイキョウサ
ンカイ

印刷の枝折 インサツノシオリ 16-4-後

Re54-S 商工省生産管理委員会
ショウコウショウセイサンカンリイイ
ンカイ

動力伝導方法ノ改善 ドウリョクデンドウホウホウノカイゼン 16-4-後

Rf1-FJ Fleming，J．A． フレミング　ジェー　エー 近代電気技術発達史 キンダイデンキギジュツハッタツシ 16-4-後
Rf1-N 日本電機工業会 ニホンデンキコウギョウカイ 日本電機工業史（2冊） ニホンデンキコウギョウシ 16-4-後
Rf3-W 我が国に於ける燈火、燈器の変遷及び其の発達 ワガクニニオケルトウカトウキノヘンセンオヨビソノハッタ16-4-後

Rg2-N 日本証券経済研究所
ニホンショウケンケイザイケンキュウ
ショ

カメラ産業の経営分析 カメラサンギョウノケイエイブンセキ 16-4-後

Rh2-WS 渡辺　滋 ワタナベ　シゲル 日本縫針考 ニホンヌイバリコウ 16-4-後
Sc5-OK 大島　恵一 オオシマ　ケイイチ わが国におけるウラン濃縮の諸問題 ワガクニニオケルウランノウシュクノショモンダイ 16-4-後
Sd1-NI 西沢　勇志智 ニシザワ　ユウシチ 日本火術考 ニホンカジュツコウ 16-4-後
Ta1-N 日産自動車 ニッサンジドウシャ 自動車工業ハンドブック1972、1973年版 ジドウシャコウギョウハンドブック 16-4-後
Td1-NS 中村　静治 ナカムラ　セイジ 日本自動車工業発達史論 ニホンジドウシャコウギョウハッタツシロン 16-4-後
Td1-YR 吉崎　良造 ヨシザキ　リョウゾウ 産業保護自動車論 サンギョウホゴジドウシャロン 16-4-後
Tf1-T 東京市商工課 トウキョウシショウコウカ 重要工業調査（1） ジュウヨウコウギョウチョウサ 16-4-後
Tg1-HU 堀　卯太郎 ホリ　ウタロウ 日本造船工業の現状－全国造船所視察記－ ニホンゾウセンコウギョウノゲンジョウ 16-4-後
Tg1-MS 宮永　進 ミヤナガ　ススム 帝国造船保護政策論 テイコクゾウセンホゴセイサクロン 16-4-後
Tg1-N 日本造船学会 ニホンゾウセンガッカイ 昭和造船史（2）－戦後編－ ショウワゾウセンシ 16-4-後
Tg1-T 逓信省管船局 テイシンショウカンセンキョク 海事資料（2） カイジシリョウ 16-4-後
Tg1-Z 造船協会 ゾウセンキョウカイ 日本近世造船史 ニホンキンセイゾウセンシ 16-4-後
Tg1-Z 造船協会 ゾウセンキョウカイ 日本近世造船史　附圖 ニホンキンセイゾウセンシ フズ 16-4-後
Ua1-KH 金井　彦三郎 カナイ　ヒコサブロウ 本邦土木建築年表 ホンポウドボクケンチクネンピョウ 16-4-後
Ua3-は2-C 朝鮮總督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮窮民救濟治水工事年報昭和6年度 チョウセンキュウミンキュウサイチスイコウジネンポウ 16-5-前
Ub2-E ENR イー　エヌ　アール 建設業はどう変わるか－これからの人間環境と技術 ケンセツギョウワドウカワルカ 16-5-前
Uc3-KY 木村　与三郎 キムラ　ヨサブロウ 琵琶湖疏水要誌付録 ビワコソウスイヨウシフロク 16-5-前
Uc3-NM 根岸　門蔵 ネギシ　モンゾウ 利根川治水考 トネガワチスイコウ 16-5-前
Uc3-NS 野口　勝一 ノグチ　ショウイチ 印旛沼開疏論 インバヌマカイソロン 16-5-前
Ue1-T 東京市 トウキョウシ 高層建築物調査　昭和10年5月調査 コウソウケンチクブツチョウサ 16-5-前
Ue2-H 博物局 ハクブツキョク 工芸志料（下）（4） コウゲイシリョウ 16-5-前

Ue3-N 日本經濟聯盟會 ニホンケイザイレンメイカイ 建築關係の生産增強阻害事項に關する調査
ケンチクカンケイノセイサンゾウキョウソガイジコウニカ
ンスルチョウサ

16-5-前

Ue5-C 中央物價統制協力會議
チュウオウブッカトウセイキョウリョク
カイギ

宅地建物等價格統制令解説（2冊） タクチタテモノトウカカクトウセイレイカイセツ 16-5-前

Va1-YK 横山　錦柵 ヨコヤマ　キンサク 東京商人録 トウキョウショウニンロク 16-5-前
Va2-H 彦根高等商業学校 ヒコネコウトウショウギョウガッコウ 調査研究（9）（10）（24）（32）（56）合冊 チョウサケンキュウ 16-5-前
Va2-H 日比　翁助 ヒビ　オウスケ 花衣－三井呉服店案内－ ハナゴロモ 16-5-前
Va2-HO 萩原　乙彦 ハギワラ　オトヒコ 開化商買往来 カイカショウバイオウライ 16-5-前
Va2-MM 宮本　又次 ミヤモト　マタジ 大阪今昔－町と人－ オオサカコンジャク 16-5-前
Va2-OR 岡本　隆三 オカモト　リュウゾウ 華僑の商法－猛烈に儲けろ－ カキョウノショウホウ 16-5-前
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Va2-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 大阪市内商店街ニ関スル調査 オオサカシナイショウテンガイニカンスルチョウサ 16-5-前

Va3-O 大阪市中央卸売市場
オオサカシチュウオウオロシウリシ
ジョウ

大阪市中央卸売市場年報 オオサカシチュウオウオロシウリシジョウネンポウ 16-5-前

Va3-S 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 商品年鑑第二回 ショウヒンネンカン 16-5-前
Va3-T 東京市 トウキョウシ 東京市中央卸売市場年報第一回 トウキョウシチュウオウオロシウリシジョウネンポウ 16-5-前
Va3-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 東洋経済商品年鑑（1） トウヨウケイザイショウヒンネンカン 16-5-前

Va4-D ダイヤモンド社 ダイヤモンドシャ
日本不動産研究所の歩み－不動産の研究と鑑定評価
をひとすじに－

ニホンフドウサンケンキュウショノアユミ 16-5-前

Va4-K 神戸市立生絲検査所 コウベシリツキイトケンサショ 神戸生絲市場史 コウベキイトシジョウシ （3F）

Va4-Z 全日本商権擁護連盟 ゼンニホンショウケンヨウゴレンメイ
連盟結成以来 近に至る迄の商権擁護運動の経過概
況

レンメイケッセイイライサイキンニイタルマデノショウケ
ンヨウゴウンドウノケイカガイキョウ

16-5-前

Va5-H 函館商工会議所 ハコダテショウコウカイギショ 函館市商業調査書－昭和11年8月施行－ ハコダテシショウギョウチョウサショ 16-5-前
Va5-IM 岩垣　光完 イワガキ　ミツサダ 商人生業鑑絵入（1）～（5） アキンドナリワイカガミエイリ 16-5-前
Va5-IS 岩崎　徂堂 イワサキ　ソドウ 日本現代富豪名門の家憲 ニホンゲンダイフゴウメイモンノカケン 16-5-前
Va5-IT 泉　俊秀 イズミ　トシヒデ 現代店員制度の研究（2冊） ゲンダイテンインセイドノケンキュウ 16-5-前
Va5-K 京都市社会課 キョウトシシャカイカ 商工徒弟に関する調査（1） ショウコウトテイニカンスルチョウサ 16-5-前
Va5-KC 近藤　長一 コンドウ　チョウイチ 丁稚物語 デッチモノガタリ 16-5-前
Va5-KY 小林　行昌 コバヤシ　ユキマサ 高等商業数学（前編） コウトウショウギョウスウガク 16-5-前
Va5-MF 前田　不二三 マエダ　フジミ 商家訓 ショウカクン 16-5-前
Va5-MK 丸山　幹治 マルヤマ　カンジ 丁稚制度の研究 デッチセイドノケンキュウ 16-5-前
Va5-MM 宮本　又次 ミヤモト　マタジ 近世商人意識の研究―家訓及店則と日本商人道―（2 キンセイショウニンイシキノケンキュウ 16-5-前
Va5-N 名古屋市産業部 ナゴヤサンギョウブ 名古屋市商業調査概要 ナゴヤシショウギョウチョウサガイヨウ 16-5-前

Va5-R
リューベン・H・ドネリィ電話番号簿会
社

リューベンエッチドネリィデンワバン
ゴウボカイシャ

セールス電話の話し方－成功を約束する9つの鍵 セールスデンワノハナシカタ 16-5-前

Va5-SG 照陽　漁夫 ショウヨウ　ギョフ 立志起業商人之新天地 リッシキギョウショウニンノシンテンチ 16-5-前
Va5-SZ 佐野　善作 サノ　ゼンサク 日本商業教育五十年史 ニホンショウギョウキョウイク50ネンシ 16-5-前
Va5-SZ 佐野　善作 サノ　ゼンサク 日本商業教育略史 ニホンショウギョウキョウイクリャクシ 16-5-前

Va5-T 東京市 トウキョウシ 東京市に於ける中小商工業者の実際（上）（中）
トウキョウシニオケルチュウショウショウコウギョウシャ
ノジッサイ

16-5-前

Va5-T 東京市 トウキョウシ 東京市商店街調査書（1）～（3） トウキョウシショウテンガイチョウサショ 16-5-前
Va5-TY 高橋　義雄 タカハシ　ヨシオ 拜金宗（2）－一名商売のスゝメ－ ハイキンシュウ 16-5-前
Vb1-HD アベル，ダニエル アベル　ダニエル ニッポンの総合商社－外人がみた怪物企業－ ニッポンノソウゴウショウシャ 16-5-前
Vb1-SH 関　一 セキ　ハジメ 商業経済政策（全） ショウギョウケイザイセイサク 16-5-前
Vb1-TE 武田　英一 タケダ　エイイチ 日本商業地理学 ニホンショウギョウチリガク 16-5-前
Vb2-H 宝文館編輯所 ホウブンカンヘンシュウジョ 日本商業史（ 新） ニホンショウギョウシ 16-5-前
Vb2-HK 平瀬　光慶 ヒラセ　ミツヨシ 近江商人（全） オウミショウニン 16-5-後
Vb2-HY 平沼　淑郎 ヒラヌマ　ヨシロウ 近世内外商業史 キンセイナイガイショウギョウシ 16-5-後
Vb2-HY 平沼　淑郎 ヒラヌマ　ヨシロウ 商業史 ショウギョウシ （3F）
Vb2-IM 井上　政共 イノウエ　マサトモ 近江商人 オウミショウニン 16-5-後
Vb2-K 国書刊行会 コクショカンコウカイ 徳川時代商業叢書（3） トクガワジダイショウギョウソウショ 16-5-後
Vb2-KM 桐生　政次 キリュウ　マサジ 世界商工業史 セカイショウコウギョウシ 16-5-後
Vb2-KE ケムプヘル，エンゲルベルチュス ケムプヘル　エンゲルベルチュス 日本古代商業史 ニホンコダイショウギョウシ 16-5-後
Vb2-M 文部省編輯局 モンブショウヘンシュウキョク 商業沿革史（上）（下） ショウギョウエンカクシ （3F）
Vb2-MM 宮本　又次 ミヤモト　マタジ 日本商業史講話 ニホンショウギョウシコウワ 16-5-後
Vb2-MM 宮本　又次 ミヤモト　マタジ 日本近世問屋制の研究－近世問屋制の形成－ ニホンキンセイトンヤセイノケンキュウ 16-5-後
Vb2-MM 宮本　又次 ミヤモト　マタジ 日本的経営とは何か ニホンテキケイエイトワナニカ 16-5-後
Vb2-MM 宮本　又次 ミヤモト　マタジ 大阪町人 オオサカチョウニン 16-5-後
Vb2-MM 宮本　又次 ミヤモト　マタジ 大阪商人－続大阪町人－ オオサカショウニン 16-5-後
Vb2-MM 宮本　又次 ミヤモト　マタジ 大阪商人太平記－明治維新編－（2冊） オオサカショウニンタイヘイキ 16-5-後
Vb2-MM 宮本　又次 ミヤモト　マタジ 大阪商人太平記－明治中期編－ オオサカショウニンタイヘイキ 16-5-後
Vb2-MS 宮田　千年 ミヤタ　センネン 日本商業史綱（全） ニホンショウギョウシコウ 16-5-後
Vb2-NK 永田　健助 ナガタ　ケンスケ 商業史要（訂正4版） ショウギョウシヨウ 16-5-後
Vb2-NS 西村　真次 ニシムラ　シンジ 日本古代市場の研究 ニホンコダイシジョウノケンキュウ 16-5-後
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Vb2-O 黒羽　兵治郎 クロハ　ヘイジロウ 大阪商業史料集成（1）（2） オオサカショウギョウシリョウシュウセイ （3F）
Vb2-O 黒羽　兵治郎 クロハ　ヘイジロウ 大阪商業史料集成（2） オオサカショウギョウシリョウシュウセイ 16-5-後
Vb2-ST 菅沼　貞風 スガヌマ　テイフウ 大日本商業史（3冊） ダイニホンショウギョウシ 16-5-後
Vb2-SY 坂田　吉雄 サカタ　ヨシオ 町人 チョウニン 16-5-後
Vb2-T 国書刊行会 コクショカンコウカイ 徳川時代商業叢書（1）（2） トクガワジダイショウギョウソウショ （3F）
Vb2-TY 竹中　靖一 タケナカ　ヤスカズ 日本商業史 ニホンショウギョウシ （3F）
Vb2-YT 横井　時冬 ヨコイ　トキフユ 日本商業史 ニホンショウギョウシ （3F）
Vb2-は3-M 満州事情案内所 マンシュウジジョウアンナイショ 満州商業事情 マンシュウショウギョウジジョウ 16-5-後
Vb2-は3-TK 土屋　計左右 ツチヤ　ケイゾウ 買辨制度 バイベンセイド 16-5-後
Vb32-HS 萩原　静三 ハギワラ　セイゾウ 大阪小間物卸商同業組合沿革史 オオサカコマモノオロシショウドウギョウクミアイエンカ 16-5-後
Vb32-MM 宮本　又次 ミヤモト　マタジ 株仲間の研究 カブナカマノケンキュウ （3F）
Vb32-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 商業組合一覧昭和9年、10年 ショウギョウクミアイイチラン 16-5-後
Vb32-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 商業組合一覧 ショウギョウクミアイイチラン 16-5-後
Vb32-T 東京書籍商組合 トウキョウショセキショウクミアイ 東京書籍商組合史 トウキョウショセキショウクミアイシ 16-5-後

Vb32-YS 湯朝　三精 ユアサ　ミツアキ 東京砂糖貿易商同業組合沿革史
トウキョウサトウボウエキショウドウギョウクミアイエン
カクシ

16-5-後

Vb33-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 商業組合法及関係法規昭和7年、同8年 ショウギョウクミアイホウオヨビカンケイホキ 16-5-後
Vc1-HY 原　義夫 ハラ　ヨシオ 横浜市商店街に関する調査 ヨコハマシショウテンガイニカンスルチョウサ 16-5-後

Vc1-K 國民同志會調査部 コクミンドウシカイチョウサブ
歐米に於ける大規模商店に對する小規模商店の對抗
競爭實策

オウベイニオケルダイキボショウテンニタイスルショウ
キボショウテンノタイコウキョウソウジッサク

16-5-後

Vc1-N 名古屋市産業部 ナゴヤシサンギョウブ 商店街に関する調査 ショウテンガイニカンスルチョウサ 16-5-後
Vc1-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 神戸市内商店街ニ関スル調査 コウベシナイショウテンガイニカンスルチョウサ 16-5-後

Vc1-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 「商店街盛場」の研究及其の指導要項（3冊）
ショウテンガイサカリバノケンキュウオヨビソノシドウヨ
ウコウ

16-5-後

Vc1-T 東京市産業局庶務課 トウキョウシサンギョウキョクショムカ 割賦販売に関する調査 カップハンバイニカンスルチョウサ 16-5-後
Vc2-FT 古澤　常次 フルサワ　ツネジ 商店新経営十二講 ショウテンシンケイエイ12コウ 16-5-後

Vc2-MF 村本　福松 ムラモト　フクマツ
小売商困窮の意味と困窮原因の所在－経営適限型の
認定－

コウリショウコンキュウノイミトコンキュウゲンインノショ
ザイ

16-5-後

Vc2-MH 森　浜三郎 モリ　ハマサブロウ 私の体験と時局下の小売業経営 ワタシノタイケントジキョクカノコウリギョウケイエイ 16-5-後
Vc2-MM 宮本　又次 ミヤモト　マタジ 日本近世問屋制の研究－近世問屋制の形成－ ｢ （3F）
Vc2-MT 宮川　東一 ミヤガワ　トウイチ 問屋のゆくえ－滅びゆく道と繁栄への道－ トンヤノユクエ 16-5-後

Vc2-N 日本商工会議所 ニホンショウコウカイギショ
小売商業改善に関する各商工会議所意見並小売業窮
迫の実情

コウリショウギョウカイゼンニカンスルカクショウコウカ
イギショイケン…

16-6-前

Vc2-N 農商務省商務局 ノウショウムショウショウムキョク 小売商業ニ関スル調査書 コウリショウギョウニカンスルチョウサショ 16-6-前
Vc2-NT 中西　寅雄 ナカニシ　トラオ 百貨店法に関する研究 ヒャッカテンホウニカンスルケンキュウ 16-6-前
Vc2-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 京都市内商店街ニ関スル調査 キョウトシナイショウテンガイニカンスルチョウサ 16-6-前
Vc2-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 連鎖店及均一店ニ關スル調査 レンサテンオヨビキンイツテンニカンスルチョウサ 16-6-前
Vc2-T 東京市 トウキョウシ 中小商業に関する答申 チュウショウショウギョウニカンスルトウシン 16-6-前
Vc2-T 東京市 トウキョウシ 新規開業小売商調査書 シンキカイギョウコウリショウチョウサショ 16-6-前

Vc2-T 東京市中央卸売市場
トウキョウシチュウオウオロシウリシ
ジョウ

東京市中央卸売市場概要 トウキョウシチュウオウオロシウリシジョウガイヨウ 16-6-前

Vc2-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 我国に於ける百貨店対小売商問題に関する調査
ワガクニニオケルヒャッカテンタイコウリショウモンダイ
ニ
カンスルチョウサ

16-6-前

Vc2-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 百貨店對中小商業問題 ヒャッカテンタイチュウショウショウギョウモンダイ 16-6-前
Vc2-TY 谷口　吉彦 タニグチ　ヨシヒコ 百貨店・連鎖店・小売店問題 ヒャッカテンレンサテンコウリテンモンダイ 16-6-前
Vc2-YN 山田　忍三 ヤマダ　ニンゾウ 百貨店経営と小売業 ヒャッカテンケイエイトコウリギョウ 16-6-前

Vc2-に2-LK Leites，K． S． レイテス　ケー　エス
独逸行商人制度の研究と独逸貿易の振興に貢献せる
朝野の諸機関

ドイツギョウショウニンセイドノケンキュウトドイツボウエ
キノシンコウニコウケンセルチョウヤノショキカン

16-6-前

Vc3-M 文部省社会教育局 モンブショウシャカイキョウイクキョク 興行映画調査（5） コウギョウエイガチョウサ 16-6-前
Vc3-N 日本経済調査協議会 ニホンケイザイチョウサキョウギカイ 成長するサービス産業－その生産性と価格形成－ セイチョウスルサービスサンギョウ 16-6-前
Vc3-N 日本経済調査協議会 ニホンケイザイチョウサキョウギカイ サービス経済への展望 サービスケイザイエノテンボウ 16-6-前
Vc3-T 東京市社會局 トウキョウシシャカイキョク 紙芝居に關する調査 カミシバイニカンスルチョウサ 16-6-前
Vc4-MK 水田　健之輔 ミズタ　ケンノスケ 本朝商業広告史 ホンチョウショウギョウコウコクシ 16-6-前
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Vc4-TS 坪井　正五郎 ツボイ　ショウゴロウ 工商技藝　看板考 コウショウギゲイカンバンコウ 16-6-前
Vc5-A 秋田営林局 アキタエイリンキョク 木炭販売統制 モクタンハンバイトウセイ 16-6-前

Vc5-C
中央卸売市場、卸売人単一制反対
連盟会

チュウオウオロシウリシジョウオロシ
ウリニンタンイツセイハンタイレンメ

卸売人の相当複数制の真理（排単一制） オロシウリニンノソウトウフクスウセイノシンリ 16-6-前

Vc5-FK 福田　敬太郎 フクダ　ケイタロウ 生活必需品消費規正 セイカツヒツジュヒンショウヒキセイ 16-6-前

Vc5-FK 福田　敬太郎 フクダ　ケイタロウ 生鮮食糧品出荷配給統制問題
セイセンショクリョウヒンシュッカハイキュウトウセイモン
ダイ

16-6-前

Vc5-HT 浜野　崇好 ハマノ　タカヨシ 消費者の時代 ショウヒシャノジダイ 16-6-前
Vc5-IT 泉　俊秀 イズミ　トシヒデ 流行商品変遷の研究 リュウコウショウヒンヘンセンノケンキュウ 16-6-前

Vc5-K 経済企画庁総合計画局
ケイザイキカクチョウソウゴウケイカ
クキョク

中小企業・流通小分科会報告書案（38.10.3）
チュウショウキギョウリュウツウショウブンカカイホウコ
クショアン

16-6-前

Vc5-K 経済企画庁総合計画局
ケイザイキカクチョウソウゴウケイカ
クキョク

中小企業・流通小分科会報告書案（38.10.11）
チュウショウキギョウリュウツウショウブンカカイホウコ
クショアン

16-6-前

Vc5-K 経済企画庁総合計画局
ケイザイキカクチョウソウゴウケイカ
クキョク

流通近代化の現状と問題点（各省関係）（2冊） リュウツウキンダイカノゲンジョウトモンダイテン 16-6-前

Vc5-K 経済企画庁総合計画局
ケイザイキカクチョウソウゴウケイカ
クキョク

流通近代化をめぐる諸問題（委員リポート）－中小企業
流通小分科会－

リュウツウキンダイカオメグルショモンダイ 16-6-前

Vc5-K 経済企画庁総合計画局
ケイザイキカクチョウソウゴウケイカ
クキョク

戦後商品流通機構の推移－主要商品の卸売実態調査
を中心とした要約－（竹内正己委員）

センゴショウヒンリュウツウキコウノスイイ 16-6-前

Vc5-K
経済審議会産業構造分科会中小企
業・流通小分科会

ケイザイシンギカイサンギョウコウゾ
ウブンカカイチュショウキギョウリュ
ウツウショウブンカカイ

中小企業・流通小分科会報告書
チュウショウキギョウリュウツウショウブンカカイホウコ
クショ

16-6-前

Vc5-K 経済審議会中小企業流通小分科会
ケイザイシンギカイチュウショウキ
ギョウリュウツウショウブンカカイ

流通近代化に関する委員報告 リュウツウキンダイカニカンスルイインカイホウコク 16-6-前

Vc5-LM リング，モナ リング　モナ セールス革命－電話を駆使した販売促進への戦略－ セールスカクメイ 16-6-前
Vc5-LT レビット，Ｔ． レビット　ティー 発展のマーケティング「マーケティング発想法」再考 ハッテンノマーケティング 16-6-前
Vc5-MU 向井　梅次 ムカイ　ウメジ 日本商品配給解説 ニホンショウヒンハイキュウカイセツ 16-6-前
Vc5-N 農商務省山林局 ノウショウムショウサンリンキョク 大阪木材市場 オオサカモクザイシジョウ 16-6-前
Vc5-NJ 永市　寿一 ナガイチ　ジュイチ 大阪市魚市場調査 オオサカシウオシジョウチョウサ 16-6-前
Vc5-O 大阪市商工課 オオサカシショウコウカ 大阪市蔬菜果物市場調査（全） オオサカシソウサイクダモノシジョウチョウサ 16-6-前
Vc5-O 大阪市商工課 オオサカシショウコウカ 天満青物市場調査 テンマアオモノシジョウチョウサ 16-6-前
Vc5-OI 大野　勇 オオノ　イサム 公設市場の研究 コウセツシジョウノケンキュウ 16-6-前
Vc5-OT 大迫　武雄 オオサコ　タケオ 中央卸売市場講話 チュウオウオロシウリシジョウコウワ 16-6-前

Vc5-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 全国食料品卸売市場概況調査
ゼンコクショクリョウヒンオロシウリシジョウガイキョウ
チョウサ

16-6-前

Vc5-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 全国主要都市ニ於ケル食料品配給及市場状況
ゼンコクシュヨウトシニオケルショクリョウヒンハイキュ
ウオヨビシジョウジョウキョウ

16-6-前

Vc5-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク
小売市場に関する調査　其の1（大阪市、名古屋市、京
都市及静岡市）

コウリシジョウニカンスルチョウサ 16-6-前

Vc5-T 東京市商工課 トウキョウシショウコウカ 青物市場調査資料 アオモノシジョウチョウサシリョウ 16-6-前
Vc5-T 東京市商工課 トウキョウシショウコウカ 東京に於ける青物市場に関する調査 トウキョウニオケルアオモノシジョウニカンスルチョウサ 16-6-前
Vc5-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 配給の方法 ハイキュウノホウホウ 16-6-前
Vc5-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 商業標準化事業と其価値 ショウギョウヒョウジュンカジギョウトソノカチ 16-6-前
Vc5-YK 山崎　和勝 ヤマザキ　カズカツ 配給機構の再編成 ハイキュウキコウノサイヘンセイ 16-6-前

Vc5-Z 全国農産物販売協会
ゼンコクノウサンブツハンバイキョウ
カイ

主要道府県に於ける青果卸売市場調査
シュヨウドウフケンニオケルセイカオロシウリシジョウ
チョウサ

16-6-前

Vc5-へ1-IH 稲葉　秀三 イナバ　ヒデゾウ アメリカのマ－ケッティング アメリカノマーケッティング 16-6-前
Vc6-へ1-SH 志賀　寛 シガ　ヒロシ 米国に於ける生絲の取引 ベイコクニオケルキイトノトリヒキ 16-6-前
Vc6-AK 阿部　熹作 アベ　キサク 米相場の奥の手 コメソウバノオクノテ （3F）
Vc6-DS 堂西　司馬次 ドウニシ　シマジ 綿業投機観（全） メンギョウトウキカン 16-6-前
Vc6-HJ 平田　純一郎 ヒラタ　ジュンイチロウ 米商寶凾（全） ベイショウホウカン （3F）
Vc6-HK 林　吉次郎 ハヤシ　キチジロウ 神戸米穀肥料市場沿革誌 コウベベイコクヒリョウシジョウンカクシ 16-6-前
Vc6-I 茨城県内務部 イバラギケンナイムブ 米穀取引ニ関スル調査　次田七五三五郎報告 ベイコクトリヒキニカンスルチョウサ 16-6-前
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Vc6-IB 伊藤　聞天 イトウ　ブンテン 米商必携相場大全 ベイショウヒッケイソウバタイゼン （3F）
Vc6-K 鈴木商会 スズキショウカイ 各地米穀取引所商況（1）（2） カクチベイコクトリヒキショショウキョウ 16-6-前
Vc6-K 虎龍庵主人 コリュウアンシュジン 新定期米秘録 サイシンテイキマイヒロク （3F）

Vc6-KS 柄澤　照覚 カラサワ　ショウカク 天保元年以降東京定期米月足高低表
テンポウガンネンイコウトウキョウテイキマイツキアシ
コウテイヒョウ

（3F）

Vc6-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 米価及米穀日誌　昭和4、12年 ベイカオヨビベイコクニッシ （3F）
Vc6-NS 南部　助之丞 ナンブ　スケノジョウ 米相場考　第3版 コメソウバコウ （3F）

Vc6-O （株式会社）大阪堂島米穀取引所
カブシキガイシャオオサカドウジマベ
イコクトリヒキショ

株式会社大阪堂島米穀取引所沿革
カブシキガイシャオオサカドウジマベイコクトリヒキジョ
エンカク

（3F）

Vc6-O 大阪油取引所 オオサカアブラトリヒキショ （株式会社）大阪油取引所史 カブシキガイシャオオサカアブラトリヒキジョシ 16-6-前
Vc6-O 大阪米穀会 オオサカベイコクカイ 大阪米穀商沿革 オオサカベイコクショウエンカク （3F）
Vc6-R 理財研究会 リザイケンキュウカイ 米価激変の予言 ベイカゲキヘンノヨゲン 16-6-前
Vc6-SK 佐古　慶三 サコ　ケイゾウ 佐賀藩蔵屋敷拂米制度 サガハンクラヤシキハライマイセイド 16-6-前
Vc6-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 米穀取引所並に戦時消費統制問題 ベイコクトリヒキショナラビニセンジショウヒトウセイモン （3F）
Vc6-T 東京廻米問屋市場 トウキョウカイマイドンヤシジョウ 東京廻米問屋市場沿革 トウキョウカイマイドンヤシジョウエンカク 16-6-前

Vc6-T （株）東京米穀商品取引所
カブシキガイシャトウキョウベイコク
ショウヒントリヒキジョ

米價調節調査会顚末 ベイカチョウセツチョウサカイテンマツ 16-6-前

Vc6-YI 吉田　五十穂 ヨシダ　イソホ 米商必携 ベイショウヒッケイ 16-6-前

Vc7-KM 櫛田　光男 クシダ　ミツオ 不動産の鑑定評価に関する基本的考察
フドウサンノカンテイヒョウカニカンスルキホンテキコウ
サツ

16-6-前

Vc8-N 日本不動産研究所 ニホンフドウサンケンキュウショ 不動産関係法規の解説昭和48年版 フドウサンカンケイホウキノカイセツ 16-6-前
Vc8-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 庁府県制定食品市場規則 チョウフケンセイテイショクヒンシジョウキソク 16-6-前
Vc8-T 東京都・都政史料館 トウキョウトトセイシリョウカン 維新前東京諸問屋商事慣例 イシンゼントウキョウショトンヤショウジカンレイ 16-6-前
Vc8-TY 谷口　吉彦 タニグチ　ヨシヒコ 商店法に関する研究 ショウテンホウニカンスルケンキュウ 16-6-前
Vd1-MK 松本　清 マツモト　キヨシ 日本倉庫史 ニホンソウコシ 16-6-後
Vd1-N 日本倉庫協会 ニホンソウコキョウカイ 倉庫業の現状 ソウコギョウノゲンジョウ 16-6-後
Ve8-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 道府県食品市場規則 ドウフケンショクヒンシジョウキソク 16-6-後
Wa1-IF 稲垣　史生 イナガキ　シセイ 三田村鳶魚武家事典 ミタムラエンギョブケジテン 16-6-後
Wa1-K （財）協調会 ザイダンホウジンキョウチョウカイ 社会政策資料展覧品解説 シャカイセイサクシリョウテンランヒンカイセツ 16-6-後
Wa1-KY 小宮　義孝 コミヤ　ヨシタカ 日本プロレタリア編年史 ニホンプロレタリアヘンネンシ 16-6-後
Wa1-MT 三橋　猛雄 ミハシ　タケオ 明治前期思想史文献 メイジゼンキシソウシブンケン 16-6-後
Wa1-N 経済雑誌社 ケイザイザッシシャ 日本社会事彙索引3版 ニホンシャカイジイサクイン 16-6-後

Wa1-O 大原社会問題研究所
オオハラシャカイモンダイケンキュウ
ショ

日本社会主義文献（1） ニホンシャカイシュギブンケン 16-6-後

Wa1-R 労働大臣官房総務課 ロウドウダイジンカンボウソウムカ 労働総覧昭和31年版 ロウドウソウラン 16-6-後
Wa1-TM 高畠　素之 タカハタ　モトユキ 社会問題辞典 シャカイモンダイジテン 16-6-後
Wa1-TS 田中　惣五郎 タナカ　ソウゴロウ 資料日本社会運動史（1） シリョウニホンシャカイウンドウシ 16-6-後

Wa1-WT 渡部　徹 ワタベ　トオル 現代労農運動史年表日本現代史年表
ゲンダイロウノウウンドウシネンピョウニホンゲンダイ
シネンピョウ

16-6-後

Wa2-KH 賀川　はる子 カガワ　ハルコ 女中奉公と女工生活 ジョチュウボウコウトジョコウセイカツ 16-6-後
Wa2-AJ 秋守　常太郎 アキモリ　ツネタロウ 鳴呼！労働農民党 アアロウドウノウミントウ 16-6-後
Wa2-EP Ehrlich，Paul　R． エーリック　ポール　アール 繁栄の終り ハンエイノオワリ 16-6-後
Wa2-FM 福沢　桃介 フクザワ　モモスケ 西洋文明の没落－東洋文明の勃興－ セイヨウブンメイノボツラク 16-6-後
Wa2-G 外務省情報文化局 ガイムショウジョウホウブンカキョク 共産主義に関する言説集　他 キョウサンシュギニカンスルゲンセツシュウ 16-6-後
Wa2-GS 権藤　成卿 ゴンドウ　セイキョウ 農村自救論 ノウソンジキュウロン 16-6-後
Wa2-HT 原田　種生（天網漁児） ハラダ　タネオ 社会乃餘憤はらし シャカイノヨフンバラシ 16-6-後
Wa2-IS 石川　茂夫 イシカワ　シゲオ 鐡鞭－一名惰民世界の目ざまし－ テツベン 16-6-後
Wa2-KD 草柳　大蔵 クサヤナギ　ダイゾウ 100年の中の「現代」 100ネンノナカノゲンダイ 16-6-後
Wa2-KE 近藤　栄蔵 コンドウ　エイゾウ コムミンテルンの密使－日本共産党創成秘話－ コムミンテルンノミッシ 16-6-後
Wa2-KK 小山　勝清 コヤマ　カツキヨ 或村の近世史 アルムラノキンセイシ 16-6-後
Wa2-KY 栗本　勇之助 クリモト　ユウノスケ 時局の線に立ちて ジキョクノセンニタチテ 16-6-後
Wa2-MS 前尾　繁三郎 マエオ　シゲサブロウ 人間的成長論 ニンゲンテキセイチョウロン 16-6-後
Wa2-N 日本経済研究会 ニホンケイザイケンキュウカイ 日本経済研究（3） ニホンケイザイケンキュウ 16-6-後
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Wa2-N 日本文化自由委員会 ニホンブンカジユウイインカイ 自由の旗のもとに文庫版第1輯～第3輯 ジユウノハタノモトニ 16-6-後
Wa2-OR 小汀　利得 オバマ　トシエ 天に代りて テンニカワリテ 16-6-後

Wa2-OS 越智　秀一 オチ　シュウイチ
国民悲痛の叫び－「全國民の借金を半減せよ」に對す
る投書の中より－（3冊）

コクミンヒツウノサケビ 16-6-後

Wa2-P プロフィンテルン社会経済部 プロフィンテルンシャカイケイザイブ 世界経済恐慌と労働者階級の状態
セカイケイザイキョウコウトロウドウシャカイキュウノ
ジョウタイ

16-6-後

Wa2-S 社会政策学会 シャカイセイサクガッカイ 官業及保護会社問題 カンギョウオヨビホゴカイシャモンダイ 16-6-後
Wa2-SA ソルジェニーツイン ソルジェニーツイン 収容所群島－1918-1956（1）（2） シュウヨウジョグントウ 16-6-後
Wa2-SM 佐野　學 サノ　マナブ 理論闘争批判 リロントウソウヒハン 16-6-後
Wa2-ST 深海　豊二 シンカイ　トヨジ 無産階級の生活百態 ムサンカイキュウノセイカツヒャクタイ 16-6-後
Wa2-SY 佐近　義弼 サコン　ヨシスケ 社会改造の根本問題再版 シャカイカイゾウノコンポンモンダイ 16-6-後
Wa2-TK 高谷　覚蔵 タカヤ　カクゾウ 日本がもし共産化したら ニホンガモシキョウサンカシタラ 16-6-後
Wa2-TK 田口　掬汀 タグチ　キクテイ 弱者の聲 ジャクシャノコエ 16-6-後
Wa2-TM 高畠　素之 タカバタケ　モトユキ 論・想・談 ロンソウダン 16-6-後
Wa2-TS 都築　省三 ツヅキ　ショウゾウ 村の創業 ムラノソウギョウ 16-6-後
Wa2-YK 山崎　今朝彌 ヤマザキ　ケサヤ 地震憲兵火事巡査 ジシンケンペイカジジュンサ 16-6-後
Wa2-YS 吉野　作造 ヨシノ　サクゾウ 露国帰還の漂流民幸太夫 ロコクキカンノヒョウリュウミンコウダユウ 16-6-後
Wa2-Z 全国競輪施行者協議会 ゼンコクケイリンシコウシャキョウギ 参考資料 サンコウシリョウ 16-6-後

Wa3-C 中央職業紹介事務局
チュウオウショクギョウショウカイジ
ムキョク

職業紹介年報 ショクギョウショウカイネンポウ 17-1-前

Wa3-K 協調会調査課 キョウチョウカイチョウサカ 海外労働年鑑1928年、昭和5年版～7年版 カイガイロウドウネンカン 17-1-前
Wa3-K 国際労働協会 コクサイロウドウキョウカイ 国際労働協会年報昭和2年、3・4年 コクサイロウドウキョウカイネンポウ 17-1-前
Wa3-K 国際労働局 コクサイロウドウキョク 〔国際労働事務〕局長年報 コクサイロウドウジムキョクチョウネンポウ 17-1-前

Wa3-K 国際労働局東京支局
コクサイロウドウキョクトウキョウシ
キョク

国際労働局局長年報 コクサイロウドウキョクキョクチョウネンポウ 17-1-前

Wa3-K 國際労働局東京支局
コクサイロウドウキョクトウキョウシ
キョク

國際労働年鑑第1～4、6輯昭和8～11、13年版 コクサイロウドウネンカン 17-1-前

Wa3-K 社会局労働部 シャカイキョクロウドウブ 工場監督年報第11回大正十五年（2冊） コウジョウカントクネンポウ 17-1-前
Wa3-K 日本学術会議 ニホンガクジュツカイギ 科学者生活白書1959 カガクシャセイカツハクショ 17-1-前
Wa3-K 厚生省 コウセイショウ 厚生白書　昭和32、33、45、46 コウセイハクショ 17-1-前

Wa3-N 大原社会問題研究所
オオハラシャカイモンダイケンキュウ
ショ

日本労働年鑑大正11、15年、昭和4、8（2冊）、9，11年 ニホンロウドウネンカン 17-1-前

Wa3-N 大原社会問題研究所
オオハラシャカイモンダイケンキュウ
ショ

日本社会事業年鑑大正11、12年版 ニホンシャカイジギョウネンカン 17-1-前

Wa3-N 倉敷労働科学研究所 クラシキロウドウカガクケンキュウ 日本社会衛生年鑑昭和6、7、10、11年版 ニホンシャカイエイセイネンカン 17-1-前
Wa3-N 日本大衆党本部 ニホンタイシュウトウホンブ 日本大衆年鑑1930 ニホンタイシュウネンカン 17-1-前
Wa3-N 日本労働年報編纂所 ニホンロウドウネンポウヘンサンショ 日本労働年報昭和8年度 ニホンロウドウネンポウ 17-1-前
Wa3-O 大阪市社会部調査課 オオサカシシャカイブチョウサカ 大阪市労働年報（1）（2）號 オオサカシロウドウネンポウ 17-1-前
Wa3-R 協調会 キョウチョウカイ 労働年鑑昭和8～9年版 ロウドウネンカン 17-1-前
Wa3-R 協調会 キョウチョウカイ 労働年鑑昭和10年版 ロウドウネンカン 17-1-後
Wa3-R 中央労働学園 チュウオウロウドウガクエン 労働年鑑昭和23年版 ロウドウネンカン 17-1-後

Wa3-R
日本労働総同盟出版部産業労働調
査所

ニホンロウドウソウドウメイシュッパ
ンブサンギョウロウドウチョウサショ

労働年鑑大正14年 ロウドウネンカン 17-1-後

Wa3-R 労働省 ロウドウショウ 労働白書昭和28、29、35、37、49 ロウドウハクショ 17-1-後

Wa3-R 労働省労働基準監督局
ロウドウショウロウドウキジュンカン
トクキョク

労働基準監督年報昭和28年第6回 ロウドウキジュンカントクネンポウ 17-1-後

Wa3-R 労働年鑑編輯所 ロウドウネンカンヘンシュウショ 労働年鑑大正9年（2冊） ロウドウネンカン 17-1-後

Wa3-S 中央職業紹介事務局
チュウオウショクギョウショウカイジ
ムキョク

職業紹介年報大正13年 ショクギョウショウカイネンポウ 17-1-後

Wa3-S 東京地方職業紹介事務局
トウキョウチホウショクギョウショウカ
イジムキョク

職業紹介事業年報大正13年 ショクギョウショウカイジギョウネンポウ 17-1-後

Wa3-T 東京市 トウキョウシ 東京市社会局年報（3回・3冊）（16回・2冊） トウキョウシシャカイキョクネンポウ 17-1-後
Wa3-YH 山川　均 ヤマカワ　ヒトシ 社会主義研究（3） シャカイシュギケンキュウ 17-1-後
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Wa4-C 中央賃金委員会 チュウオウチンギンイインカイ 中央賃金委員会議事速記録（其の2） チュウオウチンギンイインカイギジソッキロク 17-1-後
Wa4-D 大日本聯合青年團 ダイニホンレンゴウセイネンダン 全國青年團銃後活動の概況 ゼンコクセイネンダンジュウゴカツドウノガイキョウ 17-1-後
Wa4-G 玄洋社々史編纂会 ゲンヨウシャシャシヘンサンカイ 玄洋社社史 ゲンヨウシャシャシ 17-1-後
Wa4-K 赤松　克麿 アカマツ　カツマロ 国際労働総会概況報告第6回 コクサイロウドウソウカイガイキョウホウコク 17-1-後

Wa4-K 海軍労働組合連盟出版部
カイグンロウドウクミアイレンメイ
シュッパンブ

海軍労働組合連盟大会議事録第十二回 カイグンロウドウクミアイレンメイタイカイギジロク 17-1-後

Wa4-K 関東労働同盟会 カントウロウドウドウメイカイ 〔関東労働同盟会〕大会報告第7回 カントウロウドウドウメイカイタイカイホウコク 17-1-後
Wa4-K 国際労働協会 コクサイロウドウキョウカイ 国際労働協会の組織・目的・事業（2冊） コクサイロウドウキョウカイノソシキモクテキジギョウ 17-1-後
Wa4-K 社会局 シャカイキョク 國際労働総会報告書第9、10、14～17回 コクサイロウドウソウカイホウコクショ 17-1-後
Wa4-K 商業会議所連合会 ショウギョウカイギショレンゴウカイ 国際労働総会報告書第8回竝第9回 コクサイロウドウソウカイホウコクショ 17-1-後
Wa4-K 国際労働会議委員会假議事録 コクサイロウドウカイギイインカイカリギジロク 17-1-後
Wa4-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 国際労働会議に関する報告書 コクサイロウドウカイギニカンスルホウコクショ 17-1-後

Wa4-N 日本大衆党中央執行委員会
ニホンタイシュウトウチュウオウシッ
コウイインカイ

日本大衆党昭和4年度大会議案 ニホンタイシュトウショウワ4ネンドタイカイギアン 17-1-後

Wa4-N 日本労働総同盟 ニホンロウドウソウドウメイ 日本労働総同盟第十三年大会議事録（2部） ニホンロウドウソウドウメイダイ13ネンタイカイギジロク 17-1-後
Wa4-N 日本労働総同盟 ニホンロウドウソウドウメイ 〔日本労働総同盟〕全国大会報告書（17）（18） ニホンロウドウソウドウメイゼンコクタイカイホウコク 17-1-後
Wa4-S 社会政策学会 シャカイセイサクガッカイ 労働保険 ロウドウホケン 17-1-後
Wa4-S 社会政策学会 シャカイセイサクガッカイ 小工業問題－第11回大会記事討議問題報告講演－ ショウコウギョウモンダイ 17-1-後
Wa4-S 社会大衆党書記局 シャカイタイシュウトウショキキョク 〔社会大衆党〕報告書昭和7・8年度 シャカイタイシュウトウホウコクショ 17-1-後
Wa4-S 商業会議所連合会 ショウギョウカイギショレンゴウカイ 国際労働総会ノ経過（自第一回至第九回） コクサイロウドウソウカイノケイカ 17-1-後

Wa4-S
総評・公労協・公務員共闘ILO提訴
団

ソウヒョウコウロウキョウコウムイン
キョウトウアイエルオーテイソダン

総評第4・5次ILO提訴団報告書 ソウヒョウダイ45ジアイエルオーテイソダンホウコクショ 17-1-後

Wa4-Z 日本勞働總同盟 ニホンロウドウソウドウメイ 全國大會報告書昭和2年度 ゼンコクタイカイホウコクショ 17-1-後

Wa4-Z 全国大衆党中央執行委員会
ゼンコクタイシュウトウチュウオウ
シッコウイインカイ

全国大衆党第二回大会議案 ゼンコクタイシュウトウダイ2カイギアン 17-2-前

Wa4-Z 全国産業団体連合会
ゼンコクサンギョウダンタイレンゴウ
カイ

国際労働総会に関する報告（第20、23回） コクサイロウドウソウカイニカンスルホウコク 17-2-前

Wa4-Z 全国農民組合総本部 ゼンコクノウミンクミアイソウホンブ 全国大会報告並議案 ゼンコクタイカイホウコクナラビニギアン 17-2-前
Wa4-へ1-B 協調会 キョウチョウカイ 米国産業会議報告No.8 ベイコクサンギョウカイギホウコク 17-2-前

Wa5-D 文部省社会教育局 モンブショウシャカイキョウイクキョク 道府県及び都市に於ける教育映画利用状況
ドウフケンオヨビトシニオケルキョウイクエイガリヨウ
ジョウキョウ

17-2-前

Wa5-K 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 家計調査報告（1・2冊）（2）（3）（4） カイケイチョウサホウコク 17-2-前
Wa5-K 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 家計調査報告昭和6年（2冊）、9年、11年（2冊） カケイチョウサホウコク 17-2-前
Wa5-MR 丸山　良二 マルヤマ　リョウジ 日本社会教育の研究 ニホンシャカイキョウイクノケンキュウ 17-2-前

Wa5-N 日本放送協会放送世論調査所
ニホンホウソウキョウカイホウソウヨ
ロンチョウサショ

図説戦後世論史 ズセツセンゴヨロンシ 17-2-前

Wa5-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 栄養に関する統計表 エイヨウニカンスルトウケイヒョウ 17-2-前
Wa5-P プロトコール全集刊行会 プロトコールゼンシュウカンコウカイ コミンテルンプロトコール全集（２） コミンテルンプロトコールゼンシュウ 17-2-前

Wa5-S 社會局第一部 シャカイキョクダイ1ブ 常時使用勞働者五百人以上ヲ有スル工場鑛山等調
ジョウジシヨウロウドウシャ500ニンオユウスルコウジョ
ウコウザンシラベ

17-2-前

Wa6-S 佐野学著作集刊行会 サノマナブチョサクシュウカンコウカ 佐野学著作集（1・2冊）～（5） サノマナブチョサクシュウ 17-2-前
Wa6-S 島中　雄三 シマナカ　ユウゾウ 社会思想全集（5） シャカイシソウゼンシュウ 17-2-前
Wa6-S 島中　雄三 シマナカ　ユウゾウ 社会思想全集（7）（13）（21）（26）（27） シャカイシソウゼンシュウ 17-2-前
Wa6-S 島中　雄三 シマナカ　ユウゾウ 社会思想全集（30）（32）（33） シャカイシソウゼンシュウ 17-2-前
Wa6-S 島中　雄三 シマナカ　ユウゾウ 社会思想全集（34） シャカイシソウゼンシュウ 17-2-後
Wa6-S 島中　雄三 シマナカ　ユウゾウ 社会思想全集（37） シャカイシソウゼンシュウ 17-2-後
Wa6-S 島中　雄三 シマナカ　ユウゾウ 社会思想全集（28） シャカイシソウゼンシュウ 17-2-後
Wb1-A Akira アキラ 伊太利に於けるファシズム運動 イタリアニオケルファシズムウンドウ 17-2-後
Wb1-AK 阿部　弘蔵 アベ　コウゾウ 日本奴隷史 ニホンドレイシ 17-2-後
Wb1-BE Bernstein，Eduard ベルンシュタイン　エドウアルド マルクシズム批判 マルクシズムヒハン 17-2-後
Wb1-BE ベルンシュタイン，Ｅ． ベルンシュタイン　イー 修正派社会主義論 シュウセイハシャカイシュギロン 17-2-後
Wb1-BM ベーア，Ｍ． ベーア　エム 社会主義通史（上）（下） シャカイシュギツウシ 17-2-後

Ａ－156/3



Wb1-BN ブハーリン，ニコライ ブハーリン　ニコライ 資本主義安定の 新現象と国際情勢
シホンシュギアンテイノサイシンゲンショウトコクサイ
ジョウセイ

17-2-後

Wb1-BN ブハーリン，ニコライ ブハーリン　ニコライ 国際資本主義と無産階級運動当面の任務
コクサイシホンシュギトムサンカイキュウウンドウトウメ
ンノニンム

17-2-後

Wb1-CH Cunow，Heinrich クノー　ハインリッヒ マルクスの民族、社会並に国家観 マルクスノミンゾクシャカイナラビニコッカカン 17-2-後
Wb1-EF エンゲルス エンゲルス 科学的社会主義 カガクテキシャカイシュギ 17-2-後
Wb1-ER 遠藤　隆吉 エンドウ　リュウキチ 日本社会の発達及思想の変遷 ニホンシャカイノハッタツオヨビシソウノヘンセン 17-2-後
Wb1-FH 深谷　博治 フカヤ　ハクジ 華士族秩祿処分の研究改訂増補 カシゾクチツロクショブンノケンキュウ 17-2-後
Wb1-FT 福田　徳三 フクダ　トクゾウ ボルシェヴィズム研究 ボルシェヴィズムケンキュウ 17-2-後
Wb1-FY 藤森　安太郎 フジモリ　ヤスタロウ 整頓社会形態論－新思想－ セイトンシャカイケイタイロン 17-2-後
Wb1-GA グロッパリ，アレッサンドロ グロッパリ　アレッサンドロ 社会学綱要全 シャカイガクコウヨウ 17-2-後
Wb1-GD ガボール，デニス ガボール　デニス 成熟社会－新しい文明の選択－ セイジュクシャカイ 17-2-後
Wb1-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 日本社会史 ニホンシャカイシ 17-2-後
Wb1-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 近世封建社会の研究 キンセイホウケンシャカイノケンキュウ 17-2-後
Wb1-HH 堀江　英一 ホリエ　ヒデイチ 明治維新の社会構造 メイジイシンノシャカイコウゾウ 17-2-後
Wb1-HK 細川　亀市 ホソカワ　カメイチ 農奴社会史考 ノウドシャカイシコウ 17-2-後

Wb1-HR 桧　六郎 ヒノキ　ロクロウ 中・小商工農業者は没落か？更生か？（2冊）
チュウショウショウコウノウギョウシャワボツラクカコウ
セイカ

17-2-後

Wb1-HY 服部　之総 ハットリ　シソウ 明治維新の革命及び反革命 メイジイシンノカクメイオヨビハンカクメイ 17-2-後
Wb1-HY 平野　義太郎 ヒラノ　ヨシタロウ 法律における階級闘争 ホウリツニオケルカイキュウトウソウ 17-2-後
Wb1-IB 石田　文四郎 イシダ　ブンシロウ 日本国民思想史講話 ニホンコクミンシソウシコウワ 17-2-後
Wb1-IK 石田　一良 イシダ　イチロウ 東洋封建社会のモラル トウヨウホウケンシャカイノモラル 17-2-後
Wb1-IK 今里　勝雄 イマサト　カツオ 三代思想録 サンダイシソウロク 17-2-後
Wb1-IM 伊部　政一 イベ　マサイチ 現代共産主義の分析－ソヴィエト共産主義の批判－ ゲンダイキョウサンシュギノブンセキ 17-2-後
Wb1-IM 伊部　政一 イベ　マサイチ 社会主義発展史 シャカイシュギハッテンシ 17-2-後
Wb1-IS 市井　三郎 イチイ　サブロウ 「明治維新」の哲学 メイジイシンノテツガク 17-2-後

Wb1-J 〔人民日報社〕 ジンミンニッポウシャ
万国のプロレタリアは団結してわれわれの共同の敵に
反対しよう

バンコクノプロレタリアワダンケツシテワレワレノキョウ
ドウノテキニハンタイシヨウ

17-2-後

Wb1-K コンミンタン コンミンタン 武漢時代と支那共産党 ブカンジダイトシナキョウサントウ 17-2-後
Wb1-K 宏池会調査部 コウチカイチョウサブ 社会主議と後進国 シャカイシュギトコウシンコク 17-2-後
Wb1-KI 黒正　巌 クロマサ　イワオ 封建社会の統制と闘争 ホウケンシャカイノトウセイトトウソウ 17-2-後
Wb1-KK 清沢　洌 キヨサワ　キヨシ 激動期に生く ゲキドウキニイク 17-3-前
Wb1-KS 北浦　千太郎 キタウラ　センタロウ マルキシズムの変革 マルキシズムノヘンカク 17-3-前
Wb1-KS 菊地　山哉 キクチ　サンサイ 穢多族に関する研究 エタゾクニカンスルケンキュウ 17-3-前
Wb1-KS 清原　貞雄 キヨハラ　サダオ 明治時代思想史（2冊） メイジジダイシソウシ 17-3-前
Wb1-KS 幸徳　秋水 コウトク　シュウスイ 社会主義神髄 シャカイシュギシンズイ 17-3-前
Wb1-KT カーカップ，トーマス カーカップ　トーマス 社会思想の変革 シャカイシソウノヘンカク 17-3-前
Wb1-KT 加田　哲二 カダ　テツジ 近代日本社会成立史 キンダイニホンシャカイセイリツシ 17-3-前
Wb1-KY 木村　靖二 キムラ　ヤスジ 近代日本農民運動発達史―日本農民運動史（上）― キンダイニホンノウミンウンドウハッタツシ 17-3-前
Wb1-KY 小林　良正 コバヤシ　ヨシマサ 徳川鎖国－幕藩封建体制の構造－ トクガワサコク 17-3-前
Wb1-LH Laski，Harold J． ラスキ　ハロツド　ジェイ 共産党宣言への歴史的序説 キョウサントウセンゲンエノレキシテキジョセツ 17-3-前
Wb1-LN Lenin，Nikolai レーニン　ニコライ 貧農に与ふ－農民と労働者は如何にして結合す可きか ヒンノウニアタウ 17-3-前
Wb1-LN レーニン，ニコライ レーニン　ニコライ 農民問題のテーゼ（2冊） ノウミンモンダイノテーゼ 17-3-前

Wb1-M （財）明治聖徳記念學會
ザイダンホウジンメイジショウトクキ
ネンガッカイ

（財）明治聖徳記念學會紀要（16） ザイダンホウジンメイジショウトクキネンガッカイキヨウ 17-3-前

Wb1-MW マシーソン，ウィリヤム　ロー マシーソン　ウィリヤム　ロー 植民地奴隷売買史 ショクミンチドレイバイバイシ 17-3-前
Wb1-NK 中村　吉治 ナカムラ　キチジ 日本社会史概説 ニホンシャカイシガイセツ 17-3-前
Wb1-NS 鍋山　貞親 ナベヤマ　サダチカ 私は共産党をすてた ワタシハキョウサントウオステタ 17-3-前
Wb1-NY 中村　幸彦 ナカムラ　ユキヒコ 近世町人思想 キンセイチョウニンシソウ 17-3-前
Wb1-OC 小河原　忠三郎 オガワラ　チュウザブロウ 農村社会学 ノウソンシャカイガク 17-3-前
Wb1-OT 小野　武夫 オノ　タケオ 郷士制度の研究 ゴウシセイドノケンキュウ 17-3-前
Wb1-P プロレタリア科学研究所 プロレタリアカガクケンキュウショ マルクス主義綱領問題 マルクスシュギコウリョウモンダイ 17-3-前
Wb1-PC ペアソン，C．H． ベアソン　シー　エイチ 国民性情論（全） コクミンセイジョウロン 17-3-前
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Wb1-SB Shinkobitchi，Burajimiru シンコヴィッチ　ヴラヂミル マルキシズムの崩壊 マルキシズムノホウカイ 17-3-前
Wb1-SG 佐々木　臥山 ササキ　ガザン 近世日本愛国思想史 キンセイニホンアイコクシソウシ 17-3-前

Wb1-SH 佐久間　秀雄 サクマ　ヒデオ
共産党インタナショナルの解剖　支那に於ける共産党
運動、社会主義ノウェート共和国連盟憲法

キョウサントウインターナショナルノカイボウ 17-3-前

Wb1-SJ ステン，ジャン ステン　ジャン 資本主義安定の諸問題 シホンシュギアンテイノショモンダイ 17-3-前

Wb1-SM 佐野　学 サノ　マナブ 緊迫せる内外情勢と日本民族及び其労働
キンパクセルナイガイジョウセイトニホンミンゾクオヨビ
ソノロウドウ

17-3-前

Wb1-SS 下出　隼吉 シモイデ　シュンキチ 明治社会思想研究 メイジシャカイシソウケンキュウ 17-3-前
Wb1-ST 鈴木　猛 スズキ　タケシ 共産党跳躍の全貌 キョウサントウチョウヤクノゼンボウ 17-3-前
Wb1-SW ゾンバルト，ウェーナー ゾンバルト　ウェーナー 資本主義の精随 シホンシュギノセイズイ 17-3-前
Wb1-TA タール，ハイマー タール　ハイマー 左翼社会民主主義批判 サヨクシャカイミンシュシュギヒハン 17-3-前
Wb1-TH 円谷　弘 ツブラヤ　ヒロシ 我国資本家階級の発達と資本主義的精神 ワガクニシホンカカイキュウノハッタツトシホンシュギテキ17-3-前
Wb1-TK 高柳　金芳 タカヤナギ　カネヨシ 江戸時代御家人の生活 エドジダイゴケニンノセイカツ 17-3-前
Wb1-TK 田島　錦治 タジマ　キンジ 日本現時之社会問題（2冊） ニホンゲンジノシャカイモンダイ 17-3-前
Wb1-TK 戸田　海市 トダ　カイイチ 日本の社会 ニホンノシャカイ 17-3-前
Wb1-TM 高畠　素之 タカハタ　モトユキ 社会主議的諸研究 シャカイシュギテキショケンキュウ 17-3-前
Wb1-TT 土屋　喬雄 ツチヤ　タカオ 近世日本封建社会の史的分析 キンセイニホンホウケンシャカイノシテキブンセキ 17-3-前
Wb1-US 内田　繁隆 ウチダ　シゲタカ 日本社会経済史 ニホンシャカイケイザイシ 17-3-前
Wb1-WH 渡辺　春男 ワタナベ　ハルオ 日本マルクス主義運動の黎明 ニホンマルクスシュギウンドウノレイメイ 17-3-前
Wb1-YH 山川　均 ヤマカワ　ヒトシ 社会主義の立場から シャカイシュギノタチバカラ 17-3-前
Wb1-YK 柳瀬　勁介 ヤナセ　ケイスケ 社会外の社会 シャカイガイノシャカイ 17-3-前
Wb1-YK 山本　勝之助 ヤマモト　カツノスケ 日本共産主義運動史 ニホンキョウサンシュギウンドウシ 17-3-後
Wb1-YS 安武　直夫 ヤスタケ　タダオ 我国に於けるデモクラシーの思潮 ワガクニニオケルデモクラシーノシチョウ 17-3-後
Wb1-YS 米田　庄太郎 ヨネダ　ショウタロウ 輓近社会思想の研究 バンキンシャカイシソウノケンキュウ 17-3-後
Wb1-YT 吉田　只次 ヨシダ　タダジ 貧乏人根絶論 ビンボウニンコンゼツロン 17-3-後
Wb1-ZG ジノヴィエフ ジノヴィエフ マルクス，エンゲルスと戦争問題 マルクスエンゲルストセンソウモンダイ 17-3-後
Wb2-AK 赤松　克磨 アカマツ　カツマロ 社会運動に於ける現実主義 シャカイウンドウニオケルゲンジツシュギ 17-3-後
Wb2-AK 赤松　克磨 アカマツ　カツマロ 転換期の日本社会運動 テンカンキノニホンシャカイウンドウ 17-3-後
Wb2-AK 赤松　克麿 アカマツ　カツマロ 日本社会運動史 ニホンシャカイウンドウシ 17-3-後
Wb2-AT 我妻　東策 アズマ　トウサク 明治社会政策史（2冊） メイジシャカイセイサクシ 17-3-後
Wb2-AT 我妻　東策 アズマ　トウサク 士族授産史 シゾクジュサンシ 17-3-後

Wb2-C 中外調査会 チュウガイチョウサカイ
憂うべき在日北鮮系朝鮮人の共産主義教育の実態（2
冊）

ウレウベキザイニチホクセンケイチョウセンジンノキョ
ウサンシュギキョウイクノジッタイ

17-3-後

Wb2-FT 藤原　俊雄 フジワラ　トシオ 日本社会改造論 ニホンシャカイカイゾウロン 17-3-後

Wb2-HE Hitarofu，Eru ヒタロフ　エル コミンテルンに於ける右翼的危険性とキームの諸任務
コミンテルンニオケルウヨクテキキケンセイトキームノ
ショニンム

17-3-後

Wb2-HY 平野　義太郎 ヒラノ　ヨシタロウ
明治維新の變革に伴ふ新しい階級分化と社會的政治
的運動

メイジイシンノヘンカクニトモナウアタラシイカイキュウ
ブンカトシャカイテキセイジテキウンドウ

17-3-後

Wb2-K 簡易保険局 カンイホケンキョク 社会公共事業に関する諸調査（其一） シャカイコウキョウジギョウニカンスルショチョウサ 17-3-後
Wb2-K 簡易保険局 カンイホケンキョク 社会公共事業に関する諸調査（2） シャカイコウキョウジギョウニカンスルショチョウサ 17-3-後
Wb2-K 協調会 キョウチョウカイ 近の社会運動－創立十周年記念出版－ サイキンノシャカイウンドウ 17-3-後
Wb2-KS 北沢　新次郎 キタザワ　シンジロウ 社会政策各論 シャカイセイサクカクロン 17-3-後
Wb2-KT 河田　嗣郎 カワダ　ツグオ 日本社会政策 ニホンシャカイセイサク 17-3-後
Wb2-KY 風早　八十二 カザハヤ　ヤソジ 日本社会政策史 ニホンシャカイセイサクシ 17-3-後
Wb2-N 内務省 ナイムショウ 戦時援護事業と慈恵施設 センジエンゴジギョウトジケイシセツ 17-3-後
Wb2-N 内務省社会局 ナイムショウシャカイキョク 本邦社会事業概要 ホンポウシャカイジギョウガイヨウ 17-3-後
Wb2-N 内務省地方局 ナイムショウチホウキョク 感化救済小鑑 カンカキュウサイショウカン 17-3-後
Wb2-N 日本基督教聯盟 ニホンキリストキョウレンメイ 日本の公娼制度 ニホンノコウショウセイド 17-3-後
Wb2-N 日本労農党本部 ニホンロウノウトウホンブ 日労党は斯く戦った ニチロウトウワカクタタカッタ 17-3-後

Wb2-N 日本工業倶楽部調査課 二ホンコウギョウクラブチョウサカ 本邦に於ける勞働團體の一般的状況
ホンポウニオケルロウドウダンタイノイッパンテキジョ
ウキョウ

17-3-後

Wb2-NY 野口　義明 ノグチ　ヨシアキ 無産運動総闘士傳 ムサンウンドウソウトウシデン 17-3-後
Wb2-O 大阪市社会部 オオサカシシャカイブ 大阪市設社会事業要覧 オオサカシセツシャカイジギョウヨウラン 17-3-後
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Wb2-O 大阪市社会部 オオサカシシャカイブ 大阪市社会事業要覧昭和15年版 オオサカシシャカイジギョウヨウラン 17-3-後
Wb2-O 大阪市社会部庶務課 オオサカシシャカイブショムカ 社会事業史 シャカイジギョウシ 17-3-後
Wb2-OG 小野　義一 オノ　ギイチ 欧米ニ於ケル社会政策ノ研究 オウベイニオケルシャカイセイサクノケンキュウ 17-3-後

Wb2-OI 大山　郁夫 オオヤマ　イクオ
新労農党樹立の提案－親愛なる全国の同志諸君の前
に－

シンロウノウトウジュリツノテイアン 17-3-後

Wb2-OY 岡　陽之助 オカ　ヨウノスケ 日本社会運動史 ニホンシャカイウンドウシ 17-3-後

Wb2-R 臨時震災救護事務局總務部
リンジシンサイキュウゴジムキョクソ
ウムブ

震災被害状況並救護施設概要
シンサイヒガイジョウキョウナラビニキュウゴシセツガイ
ヨ…

17-3-後

Wb2-S 社会局社会部 シャカイキョクシャカイブ 本邦社会事業概要 ホンポウシャカイジギョウガイヨウ 17-3-後
Wb2-S 社会立法協会 シャカイリッポウキョウカイ 当面の社会政策 トウメンノシャカイセイサク 17-3-後
Wb2-SG 杉山　元治郎 スギヤマ　ゲンジロウ 農民組合の理論と実際 ノウミンクミアイノリロントジッサイ 17-3-後
Wb2-SU 鈴木　梅四郎 スズキ　ウメシロウ 日本に於ける社会政策の基礎 ニホンニオケルシャカイセイサクノキソ 17-3-後
Wb2-T 東京市 トウキョウシ 東京市社会事業要覧（昭和7年） トウキョウシシャカイジギョウヨウラン 17-3-後
Wb2-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 東京市内外社会事業施設概要 トウキョウシナイガイシャカイジギョウシセツガイヨウ 17-3-後
Wb2-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 東京市社会事業要覧昭和7、9年 トウキョウシシャカイジギョウヨウラン 17-3-後
Wb2-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本農民党の運動指針－農民は日本農民党へ！ ニホンノウミントウノウンドウシシン （3F）
Wb2-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 左翼運動の理論的崩壊－右翼運動の理論的根據－ サヨクウンドウノリロンテキホウカイ （3F）
Wb2-TS 高橋　貞樹 タカハシ　サダキ 特殊部落の歴史と水平運動 トクシュブラクノレキシトスイヘイウンドウ 17-3-後
Wb2-TS 田中　惣五郎 タナカ　ソウゴロウ 資料日本社会運動史（1） シリョウニホンシャカイウンドウシ 17-4-前
Wb2-TS 田中　惣五郎 タナカ　ソウゴロウ 資料日本社会運動史（2） シリョウニホンシャカイウンドウシ 17-4-前
Wb2-TT 田所　輝明 タドコロ　テルアキ 無産党十字街 ムサントウジュウジガイ 17-4-前
Wb2-UK 海野　幸徳 ウンノ　コウトク 日本社会政策史論 ニホンシャカイセイサクシロン 17-4-前
Wb2-YH 山川　均 ヤマカワ　ヒトシ 無産階級の政治運動 ムサンカイキュウノセイジウンドウ 17-4-前
Wb2-YM 山本　三生 ヤマモト　ミツオ 日本社会主義運動史 ニホンシャカイシュギウンドウシ 17-4-前
Wb2-YS 吉野　作造 ヨシノ　サクゾウ 日本無産政党論 ニホンムサンセイトウロン 17-4-前
Wb2-YS 米田　庄太郎 ヨネダ　ショウタロウ 現代知識階級運動と成金とデモクラシー ゲンダイチシキカイキュウウンドウトナリキントデモクラ 17-4-前
Wb2-Z 全國大衆黨本部 ゼンコクタイシュウトウホンブ 全國大衆黨闘爭報告書 ゼンコクタイシュウトウトウソウホウコクショ 17-4-前
Wb2-Z 全国融和聯盟 ゼンコクユウワレンメイ 第五十二議会に於ける部落問題 ダイ52ギカイニオケルブラクモンダイ 17-4-前
Wb2-へ1-B ベルゲル ベルゲル 米国に於ける社会政策 ベイコクニオケルシャカイセイサク 17-4-前
Wc1-A 愛知県学務部社会課 アイチケンガクムブシャカイカ 貧困家庭の生活状態 ヒンコンカテイノセイカツジョウタイ 17-4-前
Wc1-K 国際労働事務局 コクサイロウドウジムキョク 失業保険及各種失業者扶助 シツギョウホケンオヨビカクシュシツギョウシャフジョ 17-4-前
Wc1-KH 河上　肇 カワカミ　ハジメ 社会問題管見改版 シャカイモンダイカンケン 17-4-前
Wc1-MH 三浦　周行 ミウラ　ヒロユキ 国史上の社会問題 コクシジョウノシャカイモンダイ 17-4-前
Wc1-MK 満川　亀太郎 ミツカワ　カメタロウ 三国干渉以後 サンゴクカンショウイゴ 17-4-前
Wc1-N 内務省地方局 ナイムショウチホウキョク 地方経営小鑑 チホウケイエイショウカン 17-4-前
Wc1-O 大阪市社会部 オオサカシシャカイブ 本市に於ける不良住宅地区調査 ホンシニオケルフリョウジュウタクチクチョウサ 17-4-前
Wc1-O 大阪市社会部 オオサカシシャカイブ 本市における密住地区調査 ホンシニオケルミツジュウチクチョウサ 17-4-前
Wc1-O 大阪府学務部社会課 オオサカフガクムブシャカイカ 実地調査の結果から見た大阪市内の住宅 ジッチチョウサノケッカカラミタオオサカシナイノジュウ 17-4-前
Wc1-OS 大原　祥一 オオハラ　ショウイチ 社会問題訂正増補第三版 シャカイモンダイ 17-4-前
Wc1-RS ラベル，セシル　フェアフィールド ラベル　セシル　フェアフィールド 国民生活の改造 コクミンセイカツノカイゾウ 17-4-前
Wc1-S 社会局第2部 シャカイキョクダイ2ブ 細民生計状態調査 サイミンセイケイジョウタイチョウサ 17-4-前
Wc1-S 社会局第二部 シャカイキョクダイ2ブ 細民集団地区調査（2冊） サイミンシュウダンチクチョウサ 17-4-前
Wc1-SY 左近　義弼 サコン　ヨシスケ 社会改造の根本問題 シャカイカイゾウノコンポンモンダイ 17-4-前

Wc1-T 東京市 トウキョウシ 浮浪者に関する調査　児童連行の乞食に関する調査
フロウシャニカンスルチョウサジドウレンコウノコジキニ
カンスルチョウサ

17-4-前

Wc1-T 東京市 トウキョウシ 被救護者に関する調査　昭和８年度 ヒキュウゴシャニカンスルチョウサ 17-4-前
Wc1-T 東京市 トウキョウシ 紙屑拾ひ（バタヤ）調査 カミクズヒロイチョウサ 17-4-前
Wc1-T 東京市板橋区 トウキョウシイタバシク 特色ある貧民部落板橋区岩の坂 トクショクアルヒンミンブラクイタバシクイワノサカ 17-4-前
Wc1-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 浮浪者及残食物に関する調査 フロウシャオヨビザンショクブツニカンスルチョウサ 17-4-前
Wc1-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 被救護者に関する調査　昭和９年度 ヒキュウゴシャニカンスルチョウサ 17-4-前
Wc1-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 東京市住宅調査 トウキョウシジュウタクチョウサ 17-4-前
Wc1-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 東京市内の空家に関する調査 トウキョウシナイノアキヤニカンスルチョウサ 17-4-前
Wc1-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 東京市内の細民に関する調査（2冊） トウキョウシナイノサイミンニカンスルチョウサ 17-4-前
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Wc1-T 東京市統計課 トウキョウシトウケイカ 浮浪者に関する調査 フロウシャニカンスルチョウサ 17-4-前
Wc1-TM 滝川　政次郎 タキガワ　マサジロウ 売笑制度の研究 バイショウセイドノケンキュウ 17-4-前
Wc1-UH 梅原　北明 ウメハラ　ホクメイ 近世大驚異全史 キンセイダイキョウイゼンシ 17-4-前
Wc1-YG 山名　義鶴 ヤマナ　ヨシツル 現代日本の批判 ゲンダイニホンノヒハン 17-4-前
Wc1-YG 横山　源之助 ヨコヤマ　ゲンノスケ 日本之下層社会全 ニホンノカソウシャカイ 17-4-前
Wc1-YG 横山　源之助 ヨコヤマ　ゲンノスケ 日本之下層社会 ニホンノカソウシャカイ 17-4-前
Wc1-に11-IG 市川　五郎 イチカワ　ゴロウ ソ連社会の実態 ソレンシャカイノジッタイ 17-4-前

Wc1-に1-E 英国工業不安状態調査委員会
エイコクコウギョウフアンジョウタイ
チョウサイインカイ

戦時に於ける英国工業界不安調査委員会報告
センジニオケルエイコクコウギョウカイフアンチョウサイ
インカイホウコク

17-4-前

Wc1-に1-TL Trotskii，Leon トロツキー　レオン 英国は何処へ往く エイコクワドコエユク 17-4-前
Wc1-へ1-AN アンダーソン，ネルス アンダーソン　ネルス ホボ－無宿者に関する社会学的研究－ ボボ 17-4-前
Wc1-へ1-HT 芳賀　武 ハガ　タケシ 自由の女神よアメリカを見よ ジユウノメガミヨアメリカオミヨ 17-4-後
Wc2-BN Barou，N バルー　エヌ 保険組合制度に関する調査 ホケンクミアイセイドニカンスルチョウサ 17-4-後
Wc2-BW ブレント，ウィリアム　エー ブレント　ウィリアム　エー 国家と保健 コッカトホケン 17-4-後

Wc2-F 福井県警察部衛生課 フクイケンケイサツブエイセイカ 丹生郡天津村ニ於ケル農村保健衛生状態実地調査書
タンセイグンテンシンソンニオケルノウソンホケンエイ
セイジョウタイジッチチョウサショ

17-4-後

Wc2-K 協調会 キョウチョウカイ 健康保険実務要鑑 ケンコウホケンジツムヨウカン 17-4-後
Wc2-KA ケント，エー　エフ　スタンレー ケント　エー　エフ　スタンレー 工業疲労ニ関スル調査 コウギョウヒロウニカンスルチョウサ 17-4-後
Wc2-KK 上村　耕作 ウエムワ　コウサク 労働保険論 ロウドウホケンロン 17-4-後
Wc2-KS 久保田　重孝 クボタ　シゲタカ 近の職業病 サイキンノショクギョウビョウ 17-4-後
Wc2-MS 森　荘三郎 モリ　ショウザブロウ 労働保険研究 ロウドウホケンケンキュウ 17-4-後
Wc2-N 日本医師会 ニホンイシカイ 国民健康保険読本－現状と問題点－ コクミンケンコウホケントクホン 17-4-後

Wc2-N 日本医師会 ニホンイシカイ
近の医療保険問題とその背景及びそれらに対する日

本医師会の見解
サイキンノイリョウホケンモンダイトソノハイケイオヨビ
ソレラニタイスルニホンイシカイノケンカイ

17-4-後

Wc2-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 工業疲労ニ關スル調査 コウギョウヒロウニカンスルチョウサ 17-4-後
Wc2-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 工場救濟組合ニ關スル調査（3冊） コウジョウキュウサイクミアイニカンスルチョウサ 17-4-後

Wc2-R 厚生省労働局保険院社会保険局
コウセイショウロウドウキョクホケン
インシャカイホケンキョク

労働者災害扶助年報昭和11年 ロウドウシャサイガイフジョネンポウ 17-4-後

Wc2-R 社会局労働部 シャカイキョクロウドウブ 労働者災害扶助年報昭和7年 ロウドウシャサイガイフジョネンポウ 17-4-後

Wc2-S 社会局社会部 シャカイキョクシャカイブ 本邦日傭労働者失業共済施設現況
ホンポウヒヤトイロウドウシャシツギョウキョウサイシセ
ツゲンキョウ

17-4-後

Wc2-S 社会局第一部 シャカイキョクダイ1ブ 本邦蓄電池工場ニ於ケル鉛中毒患者発生ノ状況 ホンポウチクデンチコウジョウ… 17-4-後
Wc2-SK 桑田　熊蔵 クワタ　クマゾウ 工場法と労働保険 コウジョウホウトロウドウホケン 17-4-後
Wc2-T 東京市厚生局庶務課 トウキョウシコウセイキョクショムカ 要保護世帯生計調査報告書昭和13年度 ヨウホゴセタイセイケイチョウサホウコクショ 17-4-後
Wc2-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 児童福利センター（小児保健所）に関する資料 ジドウフクリセンターニカンスルシリョウ 17-4-後
Wc2-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 米国に於ける恩給制度の研究　全米商業会議所 ベイコクニオケルオンキュウセイドノケンキュウ 17-4-後
Wc2-YK 山本　勝市 ヤマモト　カツイチ 福祉国家亡国論－自由社会における福祉の限界－ フクシコッカボウコクロン 17-4-後
Wc2-に1-PC Porter，Charles ポーター　チャールズ イギリスの保健行政組織 イギリスノホケンギョウセイソシキ 17-4-後
Wc2-に2-NY 長岡　保太郎 ナガオカ　ヤスタロウ 独逸社会保険 ドイツシャカイホケン 17-4-後

Wc3-C 中央物価統制協力会議
チュウオウブッカトウセイキョウリョク
カイギ

家庭燃料に関する資料 カテイネンリョウニカンスルシリョウ 17-4-後

Wc3-HS 林　茂雄 ハヤシ　シゲオ 生計秘訣－一名世帯道志るべ－ セイケイヒケツ 17-4-後
Wc3-K 厚生省社会局 コウセイショウシャカイキョク 本邦大都市に於ける土地家屋賃貸 ホンポウダイトシニオケルトチカオクチンタイ 17-4-後
Wc3-K 協調会 キョウチョウカイ 全国家賃調査第3回（大正12年11月現在） ゼンコクヤチンチョウサ 17-4-後

Wc3-K 経済企画庁国民生活局
ケイザイキカクチョウコクミンセイカ
ツキョク

図でみる国民生活 ズデミルコクミンセイカツ 17-4-後

Wc3-K 経済企画庁調整局民生雇用課
ケイザイキカクチョウチョウセイキョ
クミンセイコヨウカ

国民生活の地域別分析－生活水準の地域差と人口流
動－

コクミンセイカツノチイキベツブンセキ 17-4-後

Wc3-K 神戸市社會課 コウベシシャカイカ 朝鮮人の生活状態調査 チョウセンジンノセイカツジョウタイチョウサ 17-4-後

Wc3-K 国民生活向上対策審議会
コクミンセイカツコウジョウタイサクシ
ンギカイ

10年後の国民生活－研究資料－ 10ネンゴノコクミンセイカツ 17-4-後

Wc3-N 内務省衛生局 ナイムショウエイセイキョク 東京市京橋区月島に於ける実地調査報告（1）
トウキョウシキョウバシクツキシマニオケルジッチチョウ
サホウコク

17-4-後
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Wc3-N 農商務省工務局 ノウショウムショウコウムキョク
職工其他賃銀生活者ノ生計費及職工ノ所得ニ關スル
調査

ショッコウソノタチンギンセイカツシャノセイケイヒオヨビ
ショッコウノショトクニカンスルチョウサ

17-4-後

Wc3-O 大阪市社會部庶務課 オオサカシシャカイブショムカ 歐洲大戰と住宅問題 オウシュウタイセントジュウタクモンダイ 17-4-後
Wc3-O 大阪市社会部 オオサカシシャカイブ 保護世帯の家計調査 ホゴセタイノカケイチョウサ 17-4-後
Wc3-O 大阪府学務部社会課 オオサカフガクムブシャカイカ 在阪朝鮮人の生活状態 ザイハンチョウセンジンノセイカツジョウタイ 17-4-後
Wc3-S 社会局第二部 シャカイキョクダイ2ブ 小住宅の研究 ショウジュウタクノケンキュウ 17-4-後
Wc3-S 社會局第二部 シャカイキョクダイ2ブ 都市住宅問題 トシジュウタクモンダイ 17-4-後

Wc3-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 東京市土木建築労働者生活状態調査
トウキョウシドボクケンチクロウドウシャセイカツジョウ
タイチョウサ

17-4-後

Wc3-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 東京市失業者生活状態調査（3冊） トウキョウシシツギョウシャセイカツジョウタイチョウサ 17-4-後
Wc3-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 要保護世帯に於ける乳幼兒の生活状態 ヨウホゴセタイニオケルニュウヨウジノセイカツジョウタ 17-4-後
Wc3-T 東京市社會局 トウキョウシシャカイキョク 内職に關する調査 ナイショクニカンスルチョウサ 17-4-後
Wc3-T 東京市社會局 トウキョウシシャカイキョク 東京市内細民の入質に關する調査（3冊） トウキョウシナイサイミンノニュウシチニカンスルチョウ 17-4-後

Wc3-T 東京市社會局 トウキョウシシャカイキョク 東京市ニ於ケル住宅ノ不足数ニ關スル調査
トウキョウシニオケルジュウタクノフソクスウニカンスル
チョウサ

17-4-後

Wc3-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 住宅の熱消費に関する研究 ジュウタクノネツショウヒニカンスルケンキュウ 17-4-後

Wc3-T 東京都労働局 トウキョウトロウドウキョク 東京都日雇労働者生活実態調査序説
トウキョウトヒヤトイロウドウシャセイカツジッタイチョウ
サジョセツ

17-4-後

Wc3-T 東京府学務部職業課 トウキョウフガクムブショクギョウカ 東京市及近接町村勤労階級生計費調査昭和11年施行
トウキョウシオヨビキンセツチョウソンキンロウカイキュ
ウセイケイヒチョウサ

17-4-後

Wc3-T 東京府産業部商工課 トウキョウフサンギョウブショウコウ 職工生計状態ニ関スル調査（2冊） ショッコウセイケイジョウタイニカンスルチョウサ 17-4-後

Wc3-T 東京府内務部社会課 トウキョウフナイムブシャカイカ
東京市及近接町村中等階級生計費調査－大正11年11
月施行－

トウキョウシオヨビキンセツチョウソンチュウトウカイ
キュウセイケイヒチョウサ

17-4-後

Wc3-Y 横浜市社会課 ヨコハマシシャカイカ 朝鮮人生活状態調査 チョウセンジンセイカツジョウタイチョウサ 17-4-後
Wc3-Y 横浜市社会課 ヨコハマシシャカイカ 失業者生活状態調査昭和10年 シツギョウシャセイカツジョウタイチョウサ 17-4-後
Wc3-YB 山崎　勉治 ヤマザキ　ベンジ 消費組合運動の倫理的基礎 ショウヒクミアイウンドウノリンリテキキソ 17-4-後
Wc3-に1-T 東京市政調査会 トウキョウシセイチョウサカイ 英国の住宅政策 エイコクノジュウタクセイサク 17-4-後
Wc3-は2-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 生活状態調査（其1）水原郡 セイカツジョウタイチョウサ 17-4-後
Wc3-へ1-O 大阪市社会部 オオサカシシャカイブ 米国に於けるスラムと其の対策 ベイコクニオケルスラムトソノタイサク 17-4-後
Wc3-へ1-O 大阪市社会部 オオサカシシャカイブ 紐育市の住宅問題 ニューヨークシノジュウタクモンダイ 17-4-後
Wc4-O 大阪市社会部庶務課 オオサカシシャカイブショムカ 社会事業関係法規類集 シャカイジギョウカンケイホウキルイシュウ 17-4-後

Wc4-T 東京商業会議所 トウキョウショウギョウカイギショ 健康保険法改正意見並ニ参考資料
ケンコウホケンホウカイセイイケンナラビニサンコウシ
リョウ

17-4-後

Wc4-に4-NY 野田　良之 ノダ　ヨシユキ 仏国家賃関係法規（物価対策資料） フツコクヤチンカンケイホウキ 17-4-後
Wd1-AJ 秋守　常太郎 アキモリ　ツネタロウ 卒業生労働論 ソツギョウセイロウドウロン 17-4-後
Wd1-B ヴァーリル ヴァーリル 欧米 低賃銀法 オウベイサイテイチンギンホウ 17-4-後
Wd1-BP ブリゾン，ピエル ブリゾン　ピエル 中世職人史 チュウセイショクニンシ 17-4-後

Wd1-C 中央職業紹介事務局
チュウオウショクギョウショウカイジ
ムキョク

知識階級就職に関する資料昭和10年度 チシキカイキュウシュウショクニカンスルシリョウ 17-4-後

Wd1-C 中央職業紹介事務局
チュウオウショクギョウショウカイジ
ムキョク

出稼者調査　大正14年（2冊） デカセギシャチョウサ 17-4-後

Wd1-C 中央職業紹介事務局
チュウオウショクギョウショウカイジ
ムキョク

道府縣外出稼者に関する調査概要 ドウフケンガイデカセギシャニカンスルシリョウ 17-4-後

Wd1-C 中央職業紹介事務局
チュウオウショクギョウショウカイジ
ムキョク

福岡、佐賀、長崎、熊本各縣下ニ於ケル労働事情
フクオカサガナガサキクマモトケンカニオケルロウドウ
ジジョウ

17-4-後

Wd1-C 朝鮮総督府学務局社会課
チョウセンソウトクフガクムキョクシャ
カイカ

工場及鉱山に於ける労働状況調査
コウジョウオヨビコウザンニオケルロウドウジョウキョウ
チョウサ

17-4-後

Wd1-EM 遠藤　元男 エンドウ　モトオ 職人の歴史－その生活と技術－ ショクニンノレキシ 17-4-後
Wd1-EM 遠藤　元男 エンドウ　モトオ 近世職人史話 キンセイショクニンシワ 17-4-後
Wd1-EY 円地　与四松 エンチ　ヨシマツ 失業と物価の相関関係 シツギョウトブッカノソウカンカンケイ 17-4-後

Wd1-F 福岡地方職業紹介事務局
フクオカチホウショクギョウショウカイ
ジムキョク

管内仲仕労働事情 カンナイナカシロウドウジジョウ 17-4-後
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Wd1-F 福岡地方職業紹介事務局
フクオカチホウショクギョウショウカイ
ジムキョク

管内在住朝鮮人労働事情 カンナイザイジュウチョウセンジンロウドウジジョウ 17-4-後

Wd1-FG 藤原　銀次郎 フジワラ　ギンジロウ 労働問題帰趣 ロウドウモンダイキシュ 17-4-後
Wd1-GS グスターフ，シェーンベルヒ グスターフ　シェーンベルヒ 工業的労働者問題 コウギョウテキロウドウシャモンダイ 17-5-前
Wd1-GY 権田　保之助 ゴンダ　ヤスノスケ 労働奉仕制の意義及び業績 ロウドウホウシセイノイギオヨビギョウセキ 17-5-前
Wd1-H 兵庫縣総務部調査課 ヒョウゴケンソウムブチョウサカ 労働統計實地調査概報（5） ロウドウトウケイジッチチョウサガイホウ 17-5-前
Wd1-HM 樋口　紋太 ヒグチ　モンタ 独立自活女子の職業百二十種 ドクリツジカツジョシノショクギョウ120シュ 17-5-前
Wd1-HM 堀江　正規 ホリエ　マサノリ 日本の労働者階級 ニホンノロウドウシャカイキュウ 17-5-前
Wd1-HW 細井　和喜蔵 ホソイ　ワキゾウ 女工哀史 ジョコウアイシ 17-5-前
Wd1-HW 細井　和喜蔵 ホソイ　ワキゾウ 女工哀史 ジョコウアイシ 17-5-前
Wd1-IH 石田　広 イシダ　ヒロシ 所謂監獄部屋の研究 イワユルカンゴクベヤノケンキュウ 17-5-前
Wd1-IM 伊丹　萬里 イタミ　マリ 蜑婦労働問題の研究 タンプロウドウモンダイノケンキュウ 17-5-前
Wd1-IO 石原　修 イシハラ　オサム 労働衛生新稿 ロウドウエイセイ 17-5-前

Wd1-IT 井口　東輔 イグチ　トウスケ 日本人口の産業並に職業構成と其の変化
ニホンジンコウノサンギョウナラビニショクギョウコウセ
イトソノヘンカ

17-5-前

Wd1-J 人的能力部会移動構造分科会
ジンテキノウリョクブカイイドウコウゾ
ウブンカカイ

移動構造分科会報告 イドウコウゾウブンカカイホウコク 17-5-前

Wd1-J 人的能力部会条件整備分科会
ジンテキノウリョクブカイジョウケンセ
イビブンカカイ

条件整備分科会報告 ジョウケンセイビブンカカイホウコク 17-5-前

Wd1-J 人的能力部会需要活用分科会
ジンテキノウリョクブカイジュヨウカツ
ヨウブンカカイ

需要活用分科会報告 ジュヨウカツヨウブンカカイホウコク 17-5-前

Wd1-K 協調会 キョウチョウカイ 英仏に於ける労働事情 エイフツニオケルロウドウジジョウ 17-5-前
Wd1-K 協調會 キョウチョウカイ 勞働事情調査報告（1）（3）（4） ロウドウジジョウチョウサホウコク 17-5-前
Wd1-K 協調会調査課 キョウチョウカイチョウサカ 1927年各国労働界の情勢 1927ネンカッコクロウドウカイノジョウセイ 17-5-前
Wd1-K 経済審議会 ケイザイシンギカイ 人的能力政策に関する答申（案） ジンテキノウリョクセイサクニカンスルトウシン 17-5-前

Wd1-K 経済審議会総合部会労働分科会
ケイザイシンギカイソウゴウブカイロ
ウドウブンカカイ

労働分科会報告 ロウドウブンカカイホウコク 17-5-前

Wd1-K 経済審議会労働力研究委員会
ケイザイシンギカイロウドウリョクケ
ンキュウイインカイ

労働力研究委員会報告書－労働力需給の展望と政策
の方向－

ロウドウリョクケンキュウイインカイホウコク 17-5-前

Wd1-K 国策研究会 コクサクケンキュウカイ 準戦時下の労働問題 ジュンセンジカノロウドウモンダイ 17-5-前
Wd1-K 帝国政府委員 テイコクセイフイイン （第1回）国際労働会議報告書 コクサイロウドウカイギホウコクショ 17-5-前
Wd1-KM 河野　密 コウノ　ミツ 我国に於ける労働問題 ワガクニニオケルロウドウモンダイ 17-5-前
Wd1-KS 片山　潜 カタヤマ　セン 日本の労働運動（2冊） ニホンノロウドウウンドウ 17-5-前
Wd1-KS 北沢　新次郎 キタザワ　シンジロウ 労働経済論改訂増補 ロウドウケイザイロン 17-5-前
Wd1-KT 賀川　豊彦 カガワ　トヨヒコ 自由組合論 ジユウクミアイロン 17-5-前
Wd1-KY 風早　八十二 カゼハヤ　ヤソジ 日本の労働災害 ニホンノロウドウサイガイ 17-5-前

Wd1-LS ロソヴスキー，ソロモン ロソヴスキー　ソロモン
国際労働組合運動－革命主義的潮流と改良主義的潮
流－

コクサイロウドウクミアイウンドウ 17-5-前

Wd1-M 三菱長崎造船所職工課
ミツビシナガサキゾウセンショショッ
コウカ

長崎造船所労務史－序編第一編第二編－ ナガサキゾウセンジョロウムシ 17-5-前

Wd1-M 明治史料研究連絡会 メイジシリョウケンキュウレンラクカイ 明治前期の労働問題 メイジゼンキノロウドウモンダイ 17-5-前
Wd1-M 文部省実業学務局 モンブショウジツギョウガクムキョク 産業従業員ノ研究（2） サンギョウジュウギョウインノケンキュウ 17-5-前
Wd1-MF モーレット，フェルナン モーレット　フェルナン 日本の産業的発展の社会的形相 ニホンノサンギョウテキハッテンノシャカイテキケイソウ 17-5-前
Wd1-MK 宮地　嘉六 ミヤチ　カロク 職工物語 ショッコウモノガタリ 17-5-前
Wd1-MK 森　喜一 モリ　キイチ 日本労働者階級状態史 ニホンロウドウシャカイキュウジョウタイシ 17-5-前
Wd1-MK 森　喜一 モリ　キイチ 労働者の生活－維新から九十年－ ロウドウシャノセイカツ 17-5-前
Wd1-MU 桝本　卯平 マスモト　ウヘイ 工場より観たる日本の労働生活（2冊） コウジョウヨリミタルニホンノロウドウセイカツ 17-5-前
Wd1-MY 増田　米治 マスダ　ヨネジ 戦後労働経済の分析 センゴロウドウケイザイノブンセキ 17-5-前

Wd1-N 名古屋地方職業紹介事務局
ナゴヤチホウショクギョウショウカイ
ジムキョク

三重県志摩半島「海女」労働事情 ミエケンシマハントウアマロウドウジジョウ 17-5-前

Wd1-N 名古屋地方職業紹介事務局
ナゴヤチホウショクギョウショウカイ
ジムキョク

名古屋港に於ける仲仕労働調査 ナゴヤコウニオケルチュシロウドウチョウサ 17-5-前

Wd1-N 日本経営者団体連盟 ニホンケイエイシャダンタイレンメイ わが国労働経済の現況と賃金問題 ワガクニロウドウケイザイノゲンキョウトチンギンモンダイ17-5-前
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Wd1-N 日本経済連盟会 ニホンケイザイレンメイカイ 大学及専門学校卒業者就職問題ニ関スル調査資料
ダイガクオヨビセンモンガッコウソツギョウシャシュウ
ショクモンダイニカンスルチョウサシリョウ

17-5-前

Wd1-N 日本経済連盟会 ニホンケイザイレンメイカイ 大学及専門学校卒業者就職問題意見集
ダイガクオヨビセンモンガッコウソツギョウシャシュウ
ショクモンダイイケンシュウ

17-5-前

Wd1-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 生糸織物職工事情 キイトオリモノショッコウシジョウ 17-5-前

Wd1-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 製絲及染織工場ニ於ケル寄宿舎ノ現況
セイシオヨビセンショクコウジョウニオケルキシュクシャ
ノゲンキョウ

17-5-前

Wd1-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 職工事情附録（1） ショッコウジジョウフロク 17-5-前
Wd1-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 職工事情附録（2） ショッコウジジョウフロク 17-5-前

Wd1-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク
鉄工、硝子、セメント、燐寸、煙草、印刷、製綿、組物、
電球、燐寸軸木、刷子、花莚、麦稈真田、職工事情

テッコウガラスセメントマッチタバコインサツセイメン… 17-5-前

Wd1-N 農商務省商工局工務課
ノウショウムショウショウコウキョクコ
ウムカ

諸工業職工事情 ショコウギョウショッコウジジョウ 17-5-前

Wd1-N （財）日本生産性本部生産性研究所
ザイダンホウジンニホンセイサンセ
イホンブセイサンセイケンキュウショ

日本経済と「経済福祉」－80年間の長期的考察－ ニホンケイザイトケイザイフクシ 17-5-前

Wd1-O 大阪市社会部 オオサカシシャカイブ 印刷工に関する調査 インサツコウニカンスルチョウサ 17-5-後
Wd1-O 大阪市社会部 オオサカシシャカイブ 大阪市労働統計実地調査概要第（2回） オオサカシロウドウトウケイジッチチョウサガイヨウ 17-5-後
Wd1-O 大阪市社会部調査課 オウサカシシャカイブチョウサカ 朝鮮人労働者問題 チョウセンジンロウドウシャモンダイ 17-5-後
Wd1-O 大阪市社会部調査課 オオサカシシャカイブチョウサカ 日傭労働者問題 ヒヤトイロウドウシャモンダイ 17-5-後
Wd1-O 大阪市調査係 オオサカシチョウサカカリ 労働調査報告（1）（2）（3） ロウドウチョウサホウコク 17-5-後

Wd1-O 大阪地方職業紹介事務局
オオサカチホウショクギョウショウカ
イジムキョク

管内労働事情調査 カンナイロウドウジジョウチョウサ 17-5-後

Wd1-OK 大河内　一男 オオコウチ　カズオ 労働問題入門 ロウドウモンダイニュウモン 17-5-後
Wd1-OK 岡田　完二郎 オカダ　カンジロウ 労働問題の背後にあるもの ロウドウモンダイノハイゴニアルモノ 17-5-後
Wd1-OK 大河内　一男 オオコウチ　カズオ 日本の労働者階級 ニホンノロウドウシャカイキュウ 17-5-後
Wd1-OS 小川　信一 オガワ　シンイチ 労働者の状態及び労働者運動史（上・2冊）（下） ロウドウシャノジョウタイオヨビロウドウシャウンドウシ 17-5-後
Wd1-R 労働事情調査所 ロウドウジジョウチョウサショ 臨時工問題の研究 リンジコウモンダイノケンキュウ 17-5-後

Wd1-R 労働省大臣官房労働統計調査部
ロウドウショウダイジンカンボウロウ
ドウトウケイチョウサブ

労働経済の分析（昭和二十九年） ロウドウケイザイノブンセキ 17-5-後

Wd1-R 労働省大臣官房労働統計調査部
ロウドウショウダイジンカンボウロウ
ドウトウケイチョウサブ

労働経済の分析（昭和二十四年）－安定計畫下の労働
経済－

ロウドウケイザイノブンセキ 17-5-後

Wd1-R 労働規約対独平和條約第十三編 ロウドウキヤクタイドクヘイワジョウヤク 17-5-後

Wd1-S 産業労働總力戰研究所
サンギョウロウドウソウリョクセンケ
ンキュウショ

勞働問題座談會速記録編纂（軍・官・民・合同） ロウドウモンダイザダンカイソッキロクヘンサン 17-5-後

Wd1-S 社会局 シャカイキョク 硝子工場及麵麭焼工場ニ関スル調査
ガラスコウジョウオヨビメンポウヤキコウジョウニカンス
ルチョウサ

17-5-後

Wd1-S 社会局社会部 シャカイキョクシャカイブ 昭和九年中に於ける出稼者に関する調査概要（2冊）
ショウワ9ネンチュウニオケルデカセギシャニカンスル
チョウサガイヨウ

17-5-後

Wd1-S 社会局労働部 シャカイキョクロウドウブ 工場鉱山の福利施設調査（1） コウジョウコウザンノフクリシセツチョウサ 17-5-後
Wd1-S 社会政策学会 シャカイセイサクガッカイ 工場法と労働問題 コウジョウホウトロウドウモンダイ 17-5-後
Wd1-S 昭和研究会（谷野せつ調査） ショウワケンキュウカイ 女子労働に関する報告 ジョシロウドウニカンスルホウコク 17-5-後

Wd1-S 須一書院編集部 スイチショインヘンシュウブ
太平洋労働組合書記局重要問題報告決議集（1）－
1931年ニ於ケル－

タイヘイヨウロウドウクミアイショキキョクジュウヨウモン
ダイホウコクケツギシュウ

17-5-後

Wd1-SB 鈴木　文治 スズキ　ブンジ 日本の労働問題 ニホンノロウドウモンダイ 17-5-後
Wd1-SK 白石　健次郎 シライシ　ケンジロウ 監獄部屋打破の叫び カンゴクベヤダハノサケビ 17-5-後
Wd1-SK 鈴木　兼吉 スズキ　ケンキチ 国際労働会議と日本（2冊） コクサイロウドウカイギトニホン 17-5-後

Wd1-SM 隅谷　三喜男 スミヤ　ミキオ
日本賃労働史論－明治前期における労働者階級の形
成－

ニホンチンロウドウシロン 17-5-後

Wd1-ST 佐倉　啄二 サクラ　タクジ 製糸女工虐待史 セイシジョコウギャクタイシ 17-5-後

Wd1-ST 白石　俊夫 シライシ　トシオ
監獄部屋の眞相と其の撲滅策－移動人夫供給所設置
に関する意見

カンゴクベヤノシンソウトソノボクメツサク 17-5-後

Wd1-T 東京市 トウキョウシ 日傭労働者の日記 ヒヤトイロウドウシャノニッキ 17-5-後
Wd1-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 内職に関する調査 ナイショクニカンスルチョウサ 17-5-後
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Wd1-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 職業婦人に関する調査 ショクギョウフジンニカンスルチョウサ 17-5-後
Wd1-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 東京市登録労働者副業調査 トウキョウシトウロクロウドウシャフクギョウチョウサ 17-5-後

Wd1-T 東京高等商業学校調査部
トウキョウコウトウショウギョウガッコ
ウチョウサブ

職工取扱ニ関スル調査 ショッコウトリアツカイニカンスルチョウサ 17-5-後

Wd1-T 東京高等商業学校調査部
トウキョウコウトウショウギョウガッコ
ウチョウサブ

職工取扱ニ関スル調査－官業工場之部－（2冊） ショッコウトリアツカイニカンスルチョウサ 17-5-後

Wd1-T 東京地方職業紹介事務局
トウキョウチホウショクギョウショウカ
イジムキョク

北海道鰊漁業労働事情 ホッカイドウニシンギョギョウロウドウジジョウ 17-5-後

Wd1-T 東京都労働局総務部 トウキョウトロウドウキョクソウムブ
失業対策事業就労日雇労働者の労働と生活－労研・
実態調査－

シツギョウタイサクジギョウシュウロウヒヤトイロウドウ
シャノロウドウトセイカツ

17-5-後

Wd1-T 東京日日新聞社 トウキョウニチニチシンブンシャ 自由労働の研究 ジユウロウドウノケンキュウ 17-5-後
Wd1-T 東京府学務部 トウキョウフガクムブ 在京朝鮮人労働者の現状 ザイキョウチョウセンジンロウドウシャノゲンジョウ 17-5-後
Wd1-TG 暉峻　義等 テルオカ　ギトウ 産業に於ける人的要素に関する研究 サンギョウニオケルジンテキヨウソニカンスルケンキュ 17-5-後
Wd1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本産業労働論 ニホンサンギョウロウドウロン （3F）
Wd1-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 日本産業労働論 ニホンサンギョウロウドウロン 17-5-後
Wd1-TN 富安　長輝 トミヤス　ナガテル 終身雇用と年功序列－その是非と将来的展望－ シュウシンコヨウトネンコウジョレツ 17-5-後
Wd1-YI 矢島　家幸 ヤジマ　イエユキ ベルンハルド氏　労働功程論 ベルンハルドシロウドウコウテイロン 17-5-後
Wd1-に11-YH 山川　均 ヤマカワ　ヒトシ 労農露西亞の労働 ロウノウロシアノロウドウ 17-5-後
Wd1-に1-HH 間　宏 ハザマ　ヒロシ イギリスの社会と労使関係 イギリスノシャカイトロウシカンケイ 17-5-後
Wd1-に1-RT Rothstein，T． ロートシュタイン　ティー イギリス労働運動史論 イギリスロウドウウンドウシロン 17-5-後

Wd1-に1-YT 山中　篤太郎 ヤマナカ　トクタロウ
労働組合法の生成と変転（増補版）－資本主義英国に
於ける政策形成の研究－

ロウドウクミアイホウノセイセイトヘンテン 17-5-後

Wd1-に2-A アメリカ合衆国国家産業会議局
アメリカガッシュウコクコッカサンギョ
ウカイギキョク

独逸に於ける労働及産業問題（2冊） ドイツニオケルロウドウオヨビサンギョウモンダイ 17-5-後

Wd1-に2-D 大日本文明協会 ダイニホンブンメイキョウカイ 独逸の職業組織 ドイツノショクギョウソシキ 17-5-後
Wd1-に2-NG Neuhaus，Georg ノイハウス　ゲオルグ 独逸の職業組織 ドイツノショクギョウソシキ 17-5-後

Wd1-に2-ZM ゾーゲマイエル，マルチン ゾーゲマイエル　マルチン 欧洲大戦中に於ける独逸重工業地帯労働市場
オウシュウタイセンチュウニオケルドイツジュウコウ
ギョウチタイロウドウシジョウ

17-5-後

Wd1-に4-BP ブリゾン，ピエル ブリゾン　ピエル 中世職人史 チュウセイショクニンシ 17-5-後

Wd1-は2-C 朝鮮総督府学務局社会課
チョウセンソウトクフガクムキョクシャ
カイカ

工場及鑛山に於ける労働状況調査
コウジョウオヨビコウザンニオケルロウドウジョウキョウ
チョウサ

17-5-後

Wd1-は3-FT 藤本　武 フジモト　タケシ 支那鉱夫の生活 シナコウフノセイカツ 17-5-後

Wd1-は3-M 南満洲鉄道（株）経済調査会
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャケイザイチョウサカ

満洲の苦力 マンシュウノクｰリｰ 17-5-後

Wd1-は3-M
南満洲鐵道（株）臨時経済調査委員
会

ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャリンジケイザイチョウサイイン

満鐵各箇所使役華工調査報告 マンテツカクカショシエキカコウチョウサホウコク 17-5-後

Wd1-は3-M 満蒙産業研究会 マンモウサンギョウケンキュウカイ 満洲産業界より見たる支那の苦力 マンシュウサンギョウカイヨリミタルシナノクリョク 17-5-後
Wd1-は3-NH 中沢　博則 ナカザワ　ヒロノリ 支那に於ける労働争議調（1） シナニオケルロウドウソウギシラベ 17-6-前
Wd1-は3-T 東亜経済調査局 トウアケイザイチョウサキョク 支那の労働運動 シナノロウドウウンドウ 17-6-前
Wd1-は3-TY 戸田　義郎 トダ　ヨシロウ 中国工業労働論 チュウゴクコウギョウロウドウロン 17-6-前

Wd1-へ1-N （社）日本工業倶楽部
シャダンホウジンニホンコウギョウク
ラブ

米国の小工場に於ける労働施設 ベイコクノショウコウジョウニオケルロウドウシセツ 17-6-前

Wd2-C 中央職業紹介事務局
チュウオウショクギョウショウカイジ
ムキョク

各種工場徒弟に關する調査 カクシュコウジョウトテイニカンスルチョウサ 17-6-前

Wd2-C 中央職業紹介事務局
チュウオウショクギョウショウカイジ
ムキョク

関東大震災に於ける職業紹介成績
カントウダイシンサイニオケルショクギョウショウカイセ
イセキ

17-6-前

Wd2-C 中央職業紹介事務局
チュウオウショクギョウショウカイジ
ムキョク

製絲女工の能力的調査 セイシジョコウノノウリョクテキチョウサ 17-6-前

Wd2-C 中央職業紹介事務局
チュウオウショクギョウショウカイジ
ムキョク

少年職業紹介施設及取扱成績
ショウネンショクギョウショウカイシセツオヨビトリアツカ
イセイセキ

17-6-前

Wd2-F 福岡地方職業紹介事務局
フクオカチホウショクギョウショウカイ
ジムキョク

職業紹介事業要覧 ショクギョウショウカイジギョウヨウラン 17-6-前

Wd2-K 協調会 キョウチョウカイ 戦時戦後の労働政策（2冊） センジセンゴノロウドウセイサク 17-6-前
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Wd2-K 国策研究会 コクサクケンキュウカイ 準戦時下の労働問題 ジュンセンジカノロウドウモンダイ 17-6-前
Wd2-KK 河原田　稼吉 カワラダ　カキチ 労働行政綱要 ロウドウギョウセイコウヨウ 17-6-前

Wd2-N （社）日本工業倶楽部調査課
シャダンホウジンニホンコウギョウク
ラブチョウサカ

勞働法規施行上の異議審査機關問題に關する調査
ロウドウホウキシコウジョウノイギシンサキカンモンダ
イニカンスルチョウサ

17-6-前

Wd2-S 社会局 シャカイキョク 産業争議の調停及仲裁制度 サンギョウソウギノチョウテイオヨビチュウサイセイド 17-6-前
Wd2-S 社会局社会部 シャカイキョクシャカイブ 失業應急事業概要昭和九年度 シツギョウオウキュウジギョウガイヨウ 17-6-前
Wd2-S 社会局労働部 シャカイキョクロウドウブ 深夜業禁止の影響調査 シンヤギョウキンシノエイキョウチョウサ 17-6-前

Wd2-S 昭和研究会 ショウワケンキュウカイ
長期建設期に於ける我国労働政策－昭和研究会労働
問題研究会中間報告－（2冊）

チョウキケンセツキニオケルワガクニロウドウセイサク 17-6-前

Wd2-SB 鈴木　文治 スズキ　ブンジ 労働立法論 ロウドウリッポウロン 17-6-前

Wd2-T 東京市 トウキョウシ 東京市職業紹介所紹介事情調査
トウキョウシショクギョウショウカイショショウカイジジョ
ウチョウサ

17-6-前

Wd2-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 東京市職業紹介不成立事情調査
トウキョウシショクギョウショウカイフセイリツジジョウ
チョウサ

17-6-前

Wd2-T 東京府学務部職業課 トウキョウフガクムブショクギョウカ 営利職業紹介業に関する調査 エイリショクギョウショウカイギョウニカンスルチョウサ 17-6-前
Wd2-T 東京府学務部職業課 トウキョウフガクムブショクギョウカ 授産並輔導施設要覧 ジュサンナラビニホドウシセツヨウラン 17-6-前
Wd2-T 東京府學務部職業課 トウキョウフガクムブショクギョウカ 授産場従業員ニ關スル調査 ジュサンジョウジュウギョウインニカンスルチョウサ 17-6-前
Wd2-TM 豊原　又男 トヨハラ　マタオ 労働紹介（3冊） ロウドウショウカイ 17-6-前
Wd2-YF 横山　不二夫 ヨコヤマ　フジオ 戰後の勞働政策 センゴノロウドウセイサク 17-6-前
Wd2-に3-N 日本工業倶楽部調査課 ニホンコウギョウクラブチョウサカ 伊太利の労働政策 イタリアノロウドウセイサク 17-6-前

Wd2-は3-Y 横浜正金銀行 ヨコハマショウキンギンコウ 満州に於ける北支労働者及労働統制に就て
マンシュウニオケルホクシロウドウシャオヨビロウドウト
ウセイニツイテ

17-6-前

Wd2-へ1-K （財）協調會 ザイダンホウジンキョウチョウカイ 米國に於ける職業紹介所 ベイコクニオケルショクギョウショウカイショ 17-6-前

Wd2-へ1-Z 全国産業団体連合会調査課
ゼンコクサンギョウダンタイレンゴウ
カイチョウサカ

米国労働政策の展開－産業復興法からワグナ－法へ
－

ベイコクロウドウセイサクノテンカイ 17-6-前

Wd3-A1 安部　磯雄 アベ　イソオ 失業問題 シツギョウモンダイ 17-6-前

Wd3-HK 平井　国三郎 ヒライ　クニサブロウ 鐘淵紡績（株）従員待遇法
カネガフチボウセキカブシキガイシャジュウギョウイン
タイグウホウ

17-6-前

Wd3-K 協調会 キョウチョウカイ 本邦産業福利施設概要 ホンポウサンギョウフクリシセツガイヨウ 17-6-前

Wd3-K 国際労働局東京支局
コクサイロウドウキョクトウキョウシ
キョク

一九三一年の失業問題 1931ネンノシツギョウモンダイ 17-6-前

Wd3-KK 川上　清 カワカミ　キヨシ 労働保護論 ロウドウホゴロン 17-6-前
Wd3-LS ロゾフスキー ロゾフスキー 失業及び失業反対闘争 シツギョウオヨビロシツギョウハンタイトウソウ 17-6-前
Wd3-MY 森田　良雄 モリタ　ヨシオ 失業補償論 シツギョウホショウロン 17-6-前

Wd3-N （社）日本工業倶樂部調査課
シャダンホウジンニホンコウギョウク
ラクブチョウサカ

雇傭制限約款竝に退職重役の不正競業に關する調査
コヨウセイゲンヤッカンナラビニタイショクジュウヤクノ
フセイキョウギョウニカンスルチョウサ

17-6-前

Wd3-N 日本工業倶楽部調査課 ニホンコウギョウクラブチョウサカ 米国に於ける失業手当制度 ベイコクニオケルシツギョウテアテセイド 17-6-前
Wd3-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 内外職業紹介業ニ関スル調査 ナイガイショクギョウショウカイギョウニカンスルチョウ 17-6-前

Wd3-N 農林漁業基本問題調査事務局
ノウリンギョギョウキホンモンダイ
チョウサジムキョク

完全雇用と農林水産業 カンゼンコヨウトノウリンリンスイサンギョウ 17-6-前

Wd3-NY 長岡　保太郎 ナガオカ　ヤスタロウ 独逸及米国に於ける失業及其對策 ドイツオヨビベイコクニオケルシツギョウオヨビソノタイ 17-6-前
Wd3-O 大阪市社会部調査課 オオサカシシャカイブチョウサカ 工場労働雇用関係（2冊） コウジョウロウドウコヨウカンケイ 17-6-前
Wd3-O 大阪市社会部調査課 オオサカシシャカイブチョウサカ 労働者雇傭状態 ロウドウシャコヨウジョウタイ 17-6-前

Wd3-O 岡山地方職業紹介事務局
オカヤマチホウショクギョウショウカ
イジムキョク

管内雇傭状態調査 カンナイコヨウジョウタイチョウサ 17-6-前

Wd3-OJ 岡田　治郎 オカダ　ジロウ 欧米失業者問題 オウベイシツギョウシャモンダイ 17-6-前
Wd3-R 労働資料調査所 ロウドウシリョウチョウサショ 労働者待遇資料全集 ロウドウシャタイグウシリョウゼンシュウ 17-6-前
Wd3-S 失業対策審議会 シツギョウタイサクシンギカイ 日本における雇用と失業 ニホンニオケルコヨウトシツギョウ 17-6-前

Wd3-S 失業労働者同盟失業対策同志会
シツギョウロウドウシャドウメイシツ
ギョウタイサクドウシカイ

失業問題叢書（1）（2）（4） シツギョウモンダイソウショ 17-6-前

Wd3-S 失業労働者同盟失業対策同志会
シツギョウロウドウシャドウメイシツ
ギョウタイサクドウシカイ

失業問題叢書（3） シツギョウモンダイソウショ 17-6-前
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Wd3-S 失業労働者同盟失業対策同志会
シツギョウロウドウシャドウメイシツ
ギョウタイサクドウシカイ

失業問題叢書（5）統計集 シツギョウモンダイソウショ 17-6-前

Wd3-S 社会局社会部 シャカイキョクシャカイブ 知識階級就職に関する資料昭和11年度 チシキカイキュウシュウショクニカンスルシリョウ 17-6-前
Wd3-S 社会局労働部 シャカイキョクロウドウブ 工場鉱山の福利施設調査（3） コウジョウコウザンノフクリシセツチョウサ 17-6-前
Wd3-S 社会局労働部 シャカイキョクロウドウブ 我国ニ於ケル産業災害予防ノ概況 ワガクニニオケルサンギョウサイガイヨボウノガイキョウ17-6-前
Wd3-SH 関　一 セキ　ハジメ 労働者保護法論(2冊) ロウドウシャホゴホウロン 17-6-後
Wd3-T 東亜経済調査局 トウアケイザイチョウサキョク 失業問題研究 シツギョウモンダイケンキュウ 17-6-後
Wd3-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 紹介営業に関する調査 ショウカイエイギョウニカンスルチョウサ 17-6-後

Wd3-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 不景気が労働に及ぼす影響を 小にする方法
フケイキガロウドウニオヨボスエイキョウオサイショウ
ニスルホウホウ

17-6-後

Wd3-T 東京府商工課 トウキョウフショウコウカ 府下各工場ニ於ケル職工ノ福利増進施設概要
フカカクコウジョウニオケルショッコウノフクリゾウシン
シセツガイヨウ

17-6-後

Wd3-UR 宇野　利右衛門 ウノ　リエモン 職工優遇論総論（1）～（2）再版 ショッコウユウグウロン 17-6-後

Wd3-Z 全國産業團體聯合會
ゼンコクサンギョウダンタイレンゴウ
カイ

職員の負傷疾病等に對する救濟施設
ショクインノフフショウシッペイトウニタイスルキュウサ
イシセツ

17-6-後

Wd3-に1-NY 長岡　保太郎 ナガオカ　ヤスタロウ 英国に於ける失業及其対策 エイコクニオケルシツギョウオヨビソノタイサク 17-6-後
Wd3-に2-T 東京府学務部職業課 トウキョウフガクムブショクギョウカ 独逸労働手帳制度 ドイツロウドウテチョウセイド 17-6-後
Wd3-へ1-K （財）協調会 ザイダンホウジンキョウチョウカイ 米國失業調査会議報告 ベイコクシツギョウチョウサカイギホウコク 17-6-後
Wd4-AK 赤松　小寅 アカマツ　コトラ 我国の労働時間と賃銀 ワガクニノロウドウジカントチョンギン 17-6-後
Wd4-I 日本ILO協会 ニホンアイエルオーキョウカイ 実質賃金の国際比較－方法の研究国際労働事務局 ジッシツチンギンノコクサイヒカク 17-6-後
Wd4-IH 稲葉　秀三 イナバ　ヒデゾウ 賃金はいかにきめられているか－その基礎資料と解説 チンギンワイカニキメラレテイルカ 17-6-後

Wd4-IK 猪間　驥一 イノマ　キイチ
大戦の労働賃金に及ぼせる影響－賃率収歛の統計的
研究－

タイセンノロウドウチンギンニオヨボセルエイキョウ 17-6-後

Wd4-J 実業同志会調査部 ジツギョウドウシカイチョウサブ
保健上より見たる深夜業廃止と其限界点に就て－我国
情に適切なる工業法再改正案－

ホケンジョウヨリミタルシンヤギョウハイシトソノゲンカ
イテンニツイテ

17-6-後

Wd4-J 實業同志會調査部 ジツギョウドウシカイチョウサブ 我國勞働時間季節的調節案 ワガクニロウドウジカンキセツテキチョウセツアン 17-6-後
Wd4-J 人事院広報局 ジンジインコウホウキョク 7，877円給与水準関係資料 7,877エンキュウヨスイジュンカンケイシリョウ 17-6-後

Wd4-K 協調会 キョウチョウカイ
華府総会ヨリ第三回総会ニ至ル労働時間制ノ趨勢（2
冊）

カフソウカイヨリダイ3カイソウカイニイタルロウドウジカ
ンセイノスウセイ

17-6-後

Wd4-K 厚生省労働局 コウセイショウロウドウキョク 男子未経験労働者（満二十歳以上）初給賃金調 ダンシミケイケンロウドウシャショキュウチンギンシラベ 17-6-後
Wd4-KK 小島　健司 コジマ　ケンジ 日本の賃金第2版 ニホンノチンギン 17-6-後
Wd4-KK 小島　健司 コジマ　ケンジ 日本の賃金 ニホンノチンギン 17-6-後

Wd4-KS 北沢　新次郎 キタザワ　シンジロウ
東京に於ける機械工業の熟練職工としての仕上工並に
旋盤工の賃銀調査報告

トウキョウニオケルキカイコウギョウノジュクレンショッ
コウトシテノシアゲコウナラビニセンバンコウノチンギン
チョウサホウコク

17-6-後

Wd4-MK 森　喜一 モリ　キイチ 重工業の賃金と生活 ジュウコウギョウノチンギントセイカツ 17-6-後

Wd4-N （社）日本工業倶楽部調査課
シャダンホウジン二ホンコウギョウク
ラブチョウサカ

本邦工業に於ける利益分配竝に類似制度に関する調
査

ホンポウコウギョウニオケルリエキブンパイナラビニル
イジセイドニカンスルチョウサ

17-6-後

Wd4-N 日本経営者団体連盟 ニホンケイエイシャダンタイレンメイ
賃金格差の理論と実証的研究－生産性・企業経営分
析・国民所得との総合的考察－

チンギンカクサノリロントジッショウケンキュウ 17-6-後

Wd4-N 日本経営者団体連盟 ニホンケイエイシャダンタイレンメイ 賃金交渉の基礎資料昭和50年版 チンギンコウショウノキソシリョウ 17-6-後
Wd4-N 日本経営者団体連盟 ニホンケイエイシャダンタイレンメイ 現下の賃金政策と賃金問題－現下の日本経済の課題 ゲンカノチンギンセイサクトチンギンモンダイ 17-6-後
Wd4-N 日本経営者団体連盟 ニホンケイエイシャダンタイレンメイ 大幅賃上げの行方研究委員会報告（2冊） オオハバチンアゲノユクエケンキュウイインカイホウコ 17-6-後
Wd4-N 日本経営者団体連盟 ニホンケイエイシャダンタイレンメイ 当面の賃金問題と課題 トウメンノチンギンモンダイトカダイ 17-6-後
Wd4-N 日本経営者団体連盟 ニホンケイエイシャダンタイレンメイ 当面の日本経済と賃金問題 トウメンノニホンケイザイトチンギンモンダイ 17-6-後
Wd4-N 日本経営者団体連盟事務局 ニホンケイエイシャダンタイレンメイジわが国労働経済の現況と賃金問題 ワガクニロウドウケイザイノゲンキョウトチンギンモンダイ17-6-後
Wd4-N 日本経済調査協議会 ニホンケイザイチョウサキョウギカイ 賃金の国際比較に関する諸問題 チンギンノコクサイヒカクニカンスルショモンダイ 17-6-後

Wd4-N 日本工業倶楽部調査課 二ホンコウギョウクラブチョウサカ 本邦産業に於ける職員退職手當制度
ホンポウサンギョウニオケルショクインタイショクテアテ
セイド

17-6-後

Wd4-N 日本工業倶楽部調査課 ニホンコウギョウクラブチョウサカ 給料被傭者の就業時間問題に関する資料(2冊)
キュウリョウヒヨウシャノシュウギョウジカンモンダイニ
カンスルシリョウ

17-6-後

Wd4-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 製絲及染織工場ニ於ケル寄宿舎ノ現況
セイシオヨビセンショクコウジョウニオケルキシュクシャ
ノゲンジョウ

17-6-後
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Wd4-N 日本経営者団体連盟 ニホンケイエイシャダンタイレンメイ
公務員給与は民間給与より低いか－人事院勧告への
批判－

コウムインキュウヨワミンカンキュウヨヨリヒクイカ 17-6-後

Wd4-N 日本経営者団体連盟 ニホンケイエイシャダンタイレンメイ 公務員の給与勧告について コウムインノキュウヨカンコクニツイテ 17-6-後

Wd4-S 社会局第二部 シャカイキョクダイ２ブ 会社工場共済会ノ退職者給与調
カイシャコウジョウキョウサイカイノタイショクシャキュウ
ヨシラベ

17-6-後

Wd4-SM 阪本　勝 サカモト　マサル 低賃金と 高初給賃金 サイテイチンギントサイコウショキュウチンギン 17-6-後

Wd4-SY 正田　幸昌 ショウダ　ユキマサ 小売商の一斉週休制実施と夜間営業廃止への提言
コウリショウノイッセイシュウキュウセイジッシトヤカン
エイギョウハイシヘノテイゲン

17-6-後

Wd4-T 東京市 トウキョウシ 婦人職業戦線の展望（2冊） フジンショクギョウセンセンノテンボウ 17-6-後
Wd4-T 東京商工會議所 トウキョウショウコウカイギショ 解雇手當に關する調査 カイコテアテニカンスルチョウサ 17-6-後
Wd4-T 東京府商工課 トウキョウフショウコウカ 職工解雇ノ場合ニ於ケル待遇概要 ショッコウカイコノバアイニオケルタイグウガイヨウ 17-6-後

Wd4-TH 辻　英雄 ツジ　ヒデオ
賃金構造－職種別等賃金実態調査、個人別賃金調査
結果の解説－

チンギンコウゾウ 17-6-後

Wd4-TK 高橋　洸 タカハシ　コウ 日本資本主義と賃金 ニホンシホンシュギトチンギン 17-6-後
Wd4-に11-SS 関根　斉一 セキネ　サイイチ ソヴェート・ロシヤの労働賃銀制度 ソヴェートロシアノロウドウチンギンセイド 17-6-後
Wd4-へ1-EB Emmet，Boris エムメット　ボリス 米国に於ける利益分配法（2冊） ベイコクニオケルリエキブンパイホウ 17-6-後
Wd5-HN 秦　成光 ハタ　ナリミツ 近江絹糸労働争議の真相 オウミケンシロウドウソウギノシンソウ 17-6-後
Wd5-K 協調会 キョウチョウカイ 労資協調の諸方法 ロウシキョウチョウノショホウホウ 17-6-後
Wd5-K 協調会 キョウチョウカイ 我国に於ける労働委員会制度（2冊） ワガクニニオケルロウドウイインカイセイド 17-6-後

Wd5-N 日本生産性本部 ニホンセイサンセイホンブ
新しい労使のありかた－生産性向上運動の実るまで・
13社の実例－

アタラシイロウシノアリカタ 17-6-後

Wd5-N （社）日本工業倶楽部調査課
シャダンホウジンニホンコウギョウク
ラブチョウサカ

産業委員会法案に対する意見並参考資料
サンギョウイインカイホウアンニタイスルイケンナラビ
ニサンコウシリョウ

17-6-後

Wd5-NY 内藤　義弘 ナイトウ　ヨシヒロ 我国に於ける団体交渉及団体協約 ワガクニニオケルダンタイコウショウオヨビダンタイキョウ17-6-後
Wd5-S 製鋼労働組合本部 セイコウロウドウクミアイホンブ 国体協約十年 コクタイキョウヤク10ネン 17-6-後
Wd5-YT 吉田　辰秋 ヨシダ　タツアキ サラリーマン論 サラリーマンロン 17-6-後
Wd5-に1-BM Bloomfield，Meyer ブルームフィールド　メイヤー 英国工場委員会制度の実例 エイコクコウジョウイインカイセイドノジツレイ 17-6-後
Wd5-へ1-B 米国産業会議（協調会） ベイコクサンギョウカイギ 米国産業会議報告 ベイコクサンギョウカイギホウコク 17-6-後
Wd5-へ1-K 協調会 キョウチョウカイ 米国産業会議報告 ベイコクサンギョウカイギホウコク 17-6-後
Wd5-へ1-M 三菱合資会社査業課 ミツビシゴウシカイシャサギョウカ 米国ニ於ケル工場委員会 ベイコクニオケルコウジョウ 17-6-後
Wd5-へ1-NM 布川　孫市 ヌノカワ　マゴイチ 米国産業会議報告（3冊） ベイコクサンギョウカイギホウコク 17-6-後
Wd6-AK 赤松　克麿 アカマツ　カツマロ 日本労働運動発達史 ニホンロウドウウンドウハッタツシ 17-6-後
Wd6-AK 浅野　研眞 アサノ　ケンシン 日本労働運動小史 ニホンロウドウウンドウショウシ 17-6-後
Wd6-AK 安達　勝清 アダチ　カツキヨ 日本に於ける海上労働運動に就いて ニホンニオケルカイジョウロウドウウンドウニツイテ 18-1-前

Wd6-AK 安斉　庫治 アンザイ　クラジ
終戦後におけるわが国の労働運動（上）－終戦から二・
一ゼネストまで－

シュウセンゴニオケルワガクニノロウドウウンドウ 18-1-前

Wd6-C 中外社会通信社 チュウガイシャカイツウシンシャ 全国労働団体の現状 ゼンコクロウドウダンタイノゲンジョウ 18-1-前
Wd6-FG 藤原　銀次郎 フジワラ　ギンジロウ 勞働組合法制定に關する意見（2冊） ロウドウクミアイホウセイテイニカンスルカンスルイケン 18-1-前
Wd6-HB 服部　武一 ハットリ　ブイチ 大正十四年末印刷労働争議顚末 タイショウ14ネンマツインサツロウドウソウギテンマツ 18-1-前

Wd6-J 純労働新聞社編輯部
ジュンロウドウシンブンシャヘンシュ
ウブ

日本労働組合運動鳥瞰 ニホンロウドウクミアイウンドウチョウカン 18-1-前

Wd6-K 海員協会選挙対策連盟
カイインキョウカイセンキョタイサクレ
ンメイ

総会速記録－海員協会第28回定期－ ソウカイソッキロク 18-1-前

Wd6-K 協調会情報課 キョウチョウカイジョウホウカ 本邦労働運動調査報告（2冊） ホンポウロウドウウンドウチョウサホウコク 18-1-前
Wd6-K 協調会調査課 キョウチョウカイチョウサカ 一九二六年各国労働界の情勢 1926ネンカッコクロウドウカイノジョウセイ 18-1-前
Wd6-K 協調会労働課 キョウチョウカイロウドウカ 労働組合及労働争議統計 ロウドウクミアイオヨビロウドウソウギトウケイ 18-1-前
Wd6-K 協調会労働課 キョウチョウカイロウドウカ 労働組合及労働争議統計昭和十年改訂増補 ロウドウクミアイオヨビロウドウソウギトウケイ 18-1-前

Wd6-K 京浜産業団体連合委員会
ケイヒンサンギョウダンタイレンゴウ
イインカイ

争議に禍された工場の体験を語る－中外商業新報所
載－

ソウギニカサレタコウジョウノタイケンオカタル 18-1-前

Wd6-KA 上条　愛一 カミジョウ　アイイチ 労働運動夜話 ロウドウウンドウヤワ 18-1-前
Wd6-KS 古賀　進 コガ　ススム 近日本の労働運動 サイキンニホンノロウドウウンドウ 18-1-前
Wd6-KY 小泉　保太郎 コイズミ　ヤスタロウ 左翼労働組合運動 サヨクロウドウクミアイウンドウ 18-1-前
Wd6-M 三菱造船（株） ミツビシゾウセンカブシキガイシャ 神戸に於ける三菱労働紛議（3冊） コウベニオケルミツビシロウドウフンギ 18-1-前
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Wd6-M 民衆と正義社 ミンシュウトセイギシャ 海上罷業の真相と批判－ 低賃銀制獲得－ カイジョウヒギョウノシンソウトヒハン 18-1-前
Wd6-MS 村山　重忠 ムラヤマ　シゲタダ 日本労働争議史 ニホンロウドウソウギシ 18-1-前
Wd6-N 内務省警保局 ナイムショウケイホキョク 勞働爭議の概況 ロウドウソウギノガイキョウ 18-1-前
Wd6-N 日本工業倶楽部 ニホンコウギョウクラブ 近に於ける労働争議の事例（1） サイキンニオケルロウドウソウギノジレイ 18-1-前
Wd6-N 日本労働総同盟 ニホンロウドウソウドウメイ 日本労働総同盟の活動－創立二十五年大会－（3冊） ニホンロウドウソウドウメイノカツドウ 18-1-前

Wd6-N （財）日本工業倶樂部調査会
ザイダンホウジンニホンコウギョウク
ラブチョウサカイ

近に於ける勞働爭議の事例（2）～（4） サイキンニオケルロウドウソウギノジレイ 18-1-前

Wd6-NR 野田　律太 ノダ　リツタ 評議会闘争史 ヒョウギカイトウソウシ 18-1-前
Wd6-NS 並木　重太郎 ナミキ　シゲタロウ 野田争議の経過日録 ノタソウギノケイカニチロク 18-1-前
Wd6-O 大阪市社会課 オオサカシシャカイカ 労働組合運動 ロウドウクミアイウンドウ 18-1-前
Wd6-OK 大河内　一男 オオコウチ　カズオ 日本労働組合物語－明治－ ニホンロウドウクミアイモノガタリ 18-1-前
Wd6-OK 大河内　一男 オオコウチ　カズオ 黎明期の日本労働運動 レイメイキノニホンロウドウウンドウ 18-1-前
Wd6-OK 大河内　一男 オオコウチ　カズオ 戦後日本の労働運動 センゴニホンノロウドウウンドウ 18-1-前
Wd6-OR 小浦　六助 コウラ　ロクスケ 我国に於ける労働運動戦術の解剖 ワガクニニオケルロウドウウンドウセンジュツノカイボウ18-1-前

Wd6-R 労働ノ法制上ノ変遷各国労働立法沿革大要
ロウドウノホウセイジョウノヘンセンカッコクロウドウリッ
ポウエンカクタイヨウ

18-1-前

Wd6-S 産業労働調査所 サンギョウロウドウチョウサショ 日本労働組合運動の現勢（3冊） ニホンロウドウクミアイウンドウノゲンセイ 18-1-前
Wd6-S 社會局勞働部 シャカイキョクロウドウブ 近ニ於ケル勞働運動ノ概要 サイキンニオケルロウドウウンドウノガイヨウ 18-1-前
Wd6-S 社会政策学会 シャカイセイサクガッカイ 労働争議 ロウドウソウギ 18-1-前
Wd6-SG 末弘　厳太郎 スエヒロ　イズタロウ 日本労働組合運動史 ニホンロウドウクミアイウンドウシ 18-1-前
Wd6-SI 斎藤　一郎 サイトウ　イチロウ 日本の労働貴族－その矛盾した思想と行動－ ニホンノロウドウキゾク 18-1-前
Wd6-T 東京交通労働組合 トウキョウコウツウロウドウクミアイ 東京市電大争議史－東京一ケ年活動誌－（3冊） トウキョウシデンダイソウギシ 18-1-前
Wd6-T 東京鉄工組合川口支部 トウキョウテッコウクミアイカワグチ 川口鋳物業に於ける労働運動十年史（上）（下） カワグチイモノギョウニオケルロウドウウンドウ10ネン 18-1-前
Wd6-TS 田中　小二郎 タナカ　ショウジロウ ダラ幹は如何にして労働者を搾取したか（2冊） ダラカンハイカニシテロウドウシャオサクシュシタカ 18-1-前
Wd6-TT 田辺　忠男 タナベ　タダオ 労働組合運動 ロウドウクミアイウンドウ 18-1-前
Wd6-TZ 谷口　善太郎 タニグチ　ゼンタロウ 日本労働組合評議員会史（上） ニホンロウドウクミアイヒョウギインカイシ 18-1-前
Wd6-WM 渡部　道太郎 ワタベ　ミチタロウ 我国労働組合の研究 ワガクニロウドウクミアイノケンキュウ 18-1-前
Wd6-WS 鷲尾　正五郎 ワシオ　ショウゴロウ 近の労働運動－実見印象－ サイキンノロウドウウンドウ 18-1-前
Wd6-YH 山川　均 ヤマカワ　ヒトシ 無産者運動と婦人の問題 ムサンシャウンドウトフジンノモンダイ 18-1-前
Wd6-YH 山川　均 ヤマカワ　ヒトシ 労働組合の進化と職分 ロウドウクミアイノシンカトショクブン 18-1-前
Wd6-YK 矢次　一夫 ヤツギ　カズオ 昔の労働争議の思い出 ムカシノロウドウソウギノオモイデ 18-1-前
Wd6-に11-LS ロゾウスキイ ロゾウスキイ ロシア革命と労働組合 ロシアカクメイトロウドウクミアイ 18-1-前
Wd6-に1-HK 細川　嘉六 ホソカワ　カロク 英国に於ける国家内の一国家 エイコクニオケルコッカナイノイチコッカ 18-1-前
Wd7-A アメリカ合衆国〔法令〕 アメリカガッシュウコクホウレイ アメリカ労働法令集（1） アメリカロウドウホウレイシュウ 18-1-前
Wd7-B 編者不明 ヘンシャフメイ 米、佛、獨労働組合法制綱要 ベイフツドクロウドウクミアイホウセイコウヨウ 18-1-前
Wd7-K 協調会大阪支所 キョウチョウカイオオサカシショ 本邦労働組合法案記録 ホンポウロウドウクミアイホウアンキロク 18-1-前
Wd7-K 厚生省勤労局 コウセイショウキンロウキョク 賃金統制令関係法規 チンギントウセイレイカンケイホウキ 18-1-前
Wd7-K 労働省 ロウドウショウ 国際労働条約集 コクサイロウドウジョウヤクシュウ 18-1-前
Wd7-KI 菊治　勇夫 キクチ　イサオ 日本労働立法の発展 ニホンロウドウリッポウノハッテン 18-1-前
Wd7-M 三田書房編輯部 ミタショボウヘンシュウブ 労働関係法規 ロウドウカンケイホウキ 18-1-後
Wd7-MH 孫田　秀春 ソンダ　ヒデハル 我国労働法規及判決例 ワガクニロウドウホウキオヨビハンケツレイ 18-1-後
Wd7-MS 松岡　三郎 マツオカ　サブロウ 労働基準法疑義解説 ロウドウキジュンホウギギカイセツ 18-1-後
Wd7-MS 松岡　三郎 マツオカ　サブロウ 労働基準法の詳解 ロウドウキジュンホウノショウカイ 18-1-後
Wd7-MY 松永　義雄 マツナガ　ヨシオ 労働組合法とは何ぞや ロウドウクミアイホウトワナンゾヤ 18-1-後

Wd7-N 日本経営者団体連盟事務局
ニホンケイエイシャダンタイレンメイ
ジムキョク

労働者の権利及び義務に関する各国憲法の規定
ロウドウシャノケンリオヨビギムニカンスルカッコクケン
ポウノキテイ

18-1-後

Wd7-N 日本工業倶楽部 ニホンコウギョウクラブ 労働組合法案に関する実業団体の意見（2冊）
ロウドウクミアイホウアンニカンスルジツギョウダンタイ
ノイケン

18-1-後

Wd7-N 日本工業倶楽部調査課 ニホンコウギョウクラブチョウサカ 労働者災害扶助法案に関する意見並参考資料
ロウドウシャサイガイフジョホウアンニカンスルイケン
ナラビニサンコウシリョウ

18-1-後

Wd7-PP ピック，ポール ピック　ポール 労働法（下） ロウドウホウ 18-1-後
Wd7-R 労働省労働基準局 ロウドウショウロウドウキジュンキョ （改正）労働基準法関係規則集 カイセイロウドウキジュンホウカンケイキソクシュウ 18-1-後
Wd7-R 労働省労働基準局 ロウドウショウロウドウキジュンキョ 労働基準法解釈総覧昭和28年版 ロウドウキジュンホウカイシャクソウラン 18-1-後
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Wd7-R 労働省労働基準局
ロウドウショウロウドウキジュンキョ
ク

改正労働基準法関係法令集改訂塘補－労災保険法関
係法令－

カイセイロウドウキジュンホウカンケイホウレイシュウ 18-1-後

Wd7-R 勞働組合法案の沿革 ロウドウクミアイホウアンノエンカク 18-1-後
Wd7-S 社会局 シャカイキョク 労働争議ニ関スル各国法令 ロウドウソウギニカンスルカッコクホウレイ 18-1-後

Wd7-S 社会局労働部 シャカイキョクロウドウブ 労働協約（団体交渉）ニ関スル各国法令
ロウドウキョウヤクダンタイコウショウニカンスルカッコ
クホウレイ

18-1-後

Wd7-S 社会局労働部 シャカイキョクロウドウブ
労働争議ノ調停及仲裁ニ関スル各国法令（英・独・仏・
米・加）

ロウドウソウギノチョウテイオヨビチュウサイニカンスル
カッコクホウレイ

18-1-後

Wd7-S 社会局労働部 シャカイキョクロウドウブ
労働争議ノ調停及仲裁ニ関スル各国法令（2）－伊太
利・白耳義・丁抹・諾威・豪州・連邦・新西蘭・南阿連邦・
印度・支那

ロウドウソウギノチョウテイオヨビチュウサイニカンスル
カッコクホウレイ

18-1-後

Wd7-SY 柴田　義彦 シバタ　ヨシヒコ 労働組合法案研究－第五十九議会提出の－ ロウドウクミアイホウアンケンキュウ 18-1-後

Wd7-T 鉄道大臣官房現業調査課
テツドウダイジンカンボウゲンギョウ
チョウサカ

全国各種工場委員会諸規約竝制度一覧
ゼンコクカクシュコウジョウイインカイショキヤクナラビ
ニセイドイチラン

18-1-後

Wd7-T 東京商工會議所 トウキョウショウコウカイギショ 英、獨失業保険法とその實施状態 エイドクシツギョウホケンホウトソノジッシジョウタイ 18-1-後
Wd7-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 各國勞働組合の法規と其の現勢 カッコクロウドウクミアイノホウキトソノゲンセイ 18-1-後
Wd7-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 労働組合法に関する調査（2冊） ロウドウクミアイホウニカンスルチョウサ 18-1-後
Wd7-YT 山中　篤太郎 ヤマナカ　トクタロウ 日本労働組合法案研究 ニホンロウドウクミアイホウアンケンキュウ 18-1-後
Wd7-に1-I イギリス〔法令〕 イギリスホウレイ イギリス労働法令集 イギリスロウドウホウレイシュウ 18-1-後

Wd7-に1-N 日本工業倶楽部調査課 ニホンコウギョウクラブチョウサカ 一九二七年英国労働争議及労働組合法に就て
1927ネンエイコクロウドウソウギオヨビロウドウクミアイ
ホウニツイテ

18-1-後

Wd7-に1-S 社会局社会部 シャカイキョクシャカイブ 英国失業保険法 エイコクシツギョウホケンホウ 18-1-後
Wd7-に2-K 協調会 キョウチョウカイ ナチス労働法 ナチスロウドウホウ 18-1-後
Wd7-に2-M 三菱合資会社査業課 ミツビシゴウシガイシャサギョウカ 独逸産業会議法（2冊） ドイツサンギョウカイギホウ 18-1-後

Wd7-に2-R 労働省大臣官房労働統計調査部
ロウドウショウダイジンカンボウロウ
ドウトウケイチョウサブ

ドイツ労働法令集 ドイツロウドウホウレイシュウ 18-1-後

Wd7-に2-SF ジルグ，フリードリッヒ ジルグ　フリードリッヒ 労働配置規制法 ロウドウハイチキセイホウ 18-1-後

Wd7-に2-Z 全国産業団体連合会事務局
ゼンコクサンギョウダンタイレンゴウ
カイジムキョク

独逸労働関係法案 ドイツロウドウカンケイホウアン 18-1-後

Wd7-に4-R 労働省大臣官房労働統計調査部
ロウドウショウダイジンカンボウロウ
ドウトウケイチョウサブ

フランス労働法令集 フランスロウドウホウレイシュウ 18-1-後

Wd7-は3-N （社）日本工業倶楽部調査課
シャダンホウジンニホンコウギョウク
ラブチョウサカ

國民政府新工會法に就て コクミンセイフシンコウカイホウニツイテ 18-1-後

Wd7-へ1-A アメリカ合衆国〔法令〕 アメリカガッシュウコクホウレイ アメリカ労働法令集（2） アメリカロウドウホウレイシュウ 18-1-後
Wd7-へ2-C カナダ〔法令〕 カナダホウレイ カナダ労働法令集 カナダロウドウホウレイシュウ 18-1-後
We1-IK 井上　清 イノウエ　キヨシ 日本女性史（下） ニホンジョセイシ 18-1-後
We1-NK 西川　光次郎 ニシカワ　コウジロウ 婦人運動 フジンウンドウ 18-1-後
We1-OM 大橋　又太郎 オオハシ　マタタロウ 家政案内 カセイアンナイ 18-1-後
We3-NM 中澤　信 ナカザワ　シン 女性史の根本的研究 ジョセイシノコンポンテキケンキュウ 18-1-後
Xa1-D 大日本興亜同盟第一局調査部 ダイニホンコウアドウメイダイ1キョク 詔勅及各種参考資料 ショウチョクオヨビカクシュサンコウシリョウ 18-1-後

Xa1-G 外務省文書課外交文書編纂室
ガイムショウブンショカガイコウブン
ショヘンサンシツ

近代陰陽暦對照表 キンダイインヨウレキタイショウヒョウ 18-1-後

Xa1-HJ 早川　純三郎 ハヤカワ　ジュンザブロウ 国史大辞典（上）（中）（下） コクシダイジテン 18-1-後
Xa1-I 偉人史叢編輯部 イジンシソウヘンシュウブ 明治年表 メイジネンピョウ 18-1-後
Xa1-IK 石井　研堂 イシイ　ケンドウ 明治事物起源 メイジジブツキゲン 18-1-後
Xa1-IS 稲垣　史生 イナガキ　シセイ 三田村鳶魚江戸生活事典 ミタムラエンギョエドセイカツジテン 18-1-後
Xa1-J 時好倶楽部明治文化研究会 ジコウクラブメイジブンカケンキュウ 明治文化展覧會出品目録 メイジブンカテンランカイシュッピンモクロク 18-2-前

Xa1-K 開国百年記念文化事業会
カイコク100ネンキネンブンカジギョ
ウカイ

鎖国時代日本人の海外知識－世界地理・西洋史に関
する文献解題－（2冊）

サコクジダイニホンジンノカイガイチシキ 18-2-前

Xa1-KS 小島　昌太郎 コジマ　ショウタロウ 支那 近大事年表 シナサイキンダイジネンピョウ 18-2-前
Xa1-KY 桑原　羊次郎 クワバラ　ヨウジロウ 彫金家年表 チョウキンカネンピョウ 18-2-前
Xa1-MG 宮武　外骨 ミヤタケ　ガイコツ 文明開化（1）（3） ブンメイカイカ 18-2-前
Xa1-MR 松井　良助 マツイ　リョウスケ 旧津縣士卒族復祿歎願書 キュウツケンシソツゾクフクロクタンガンショ 18-2-前
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Xa1-OT 小川　多一郎 オガワ　タイチロウ 明治大年表 メイジダイネンピョウ 18-2-前
Xa1-S 史学会 シガクカイ 史学雑誌総索引 シガクザッシソウサクイン 18-2-前
Xa1-SD 鈴木　大 スズキ　ダイ 近代月表（上） キンダイゲッピョウ 18-2-前
Xa1-ST 重田　定一 シゲタ　テイイチ 国史便覧全 コクシベンラン 18-2-前
Xa1-SY 柴田　勇之助（黄石） シバタ　ユウノスケ 明治詔勅全集 メイジショウチョクゼンシュウ 18-2-前
Xa1-T 東京帝室博物館 トウキョウテイシツハクブツカン 嘉永以前日歐交通年表略 カエイイゼンニチオウコウツウネンピョウリャク 18-2-前
Xa1-TC 妻木　忠太 ツマキ　チュウタ 維新後大年表（全）改訂増補 イシンゴダイネンピョウ 18-2-前
Xa1-TI 棚橋　一郎 タナハシ　イチロウ 萬国大年表（全） バンコクダイネンピョウ 18-2-前
Xa1-YT 谷田部　時次 ヤタベ　トキツグ 蒙古地名辞典 モウコチメイジテン 18-2-前
Xa2-A 朝日新聞社 アサヒシンブンシャ 朝日新聞からみた明治・大正・昭和 アサヒシンブンカラミタメイジタイショウショウワ 18-2-前
Xa2-AA 新居　敦二郎 アライ　アツジロウ 明治庚午徳島藩騒擾始末 メイジコウゴトクシマハンソウジョウシマツ 18-2-前
Xa2-AS 足立　四郎吉 アダチ　シロウキチ 過去に於ける海上の日本人 カコニオケルカイジョウノニホンジン 18-2-前
Xa2-B 墨堤隠士 ボクテイインシ 明治富豪致富時代 メイジフゴウチフジダイ 18-2-前
Xa2-D 大日本文明協会 ダイニホンブンメイキョウカイ 明治文化の記念と其批判 メイジブンカノキネントソノヒハン 18-2-前
Xa2-E 江戸研究会 エドケンキュウカイ 趣味研究大江戸全 シュミケンキュウオオエド 18-2-前
Xa2-E 江戸文学研究会 エドブンガクケンキュウカイ 江戸の面影 エドノオモカゲ 18-2-前
Xa2-E 三田村　鳶魚 ミタムラ　エンギョ 江戸ばなし（5）（7）（20） エドバナシ 18-2-前
Xa2-F 蜷川　新 ニナガワ　アラタ 古き外人の観たる日本国民性 フルキガイジンノミタルニホンコクミンセイ 18-2-前
Xa2-FJ 福井　淳 フクイ　ジュン 絵本明治太平記 エホンメイジタイヘイキ 18-2-前
Xa2-HE 本庄　栄治郎 ホンジョウ　エイジロウ 天災と対策－史的研究－ テンサイトタイサク 18-2-前
Xa2-HI 人見　一太郎 ヒトミ　イチタロウ 第二之維新 ダイニノイシン 18-2-前
Xa2-HK 帆足　計 ホアシ　ケイ 財界随想 ザイカイズイソウ 18-2-前
Xa2-HM 長谷川　誠也 ハセガワ　セイヤ 明治大正の文化 メイジタイショウノブンカ 18-2-前
Xa2-HS 長谷川　正気 ハセガワ　セイキ 倭冦 ワコウ 18-2-前
Xa2-IG 伊藤　銀二（銀月） イトウ　ギンジ 日本海賊史 ニホンカイゾクシ 18-2-前
Xa2-IK 石井　研堂 イシイ　ケンドウ 天保改革鬼譚 テンポウカイカクキタン 18-2-前
Xa2-IN 岩田　徳義 イワタ　ノリヨシ 宝暦治水工事薩摩義士殉節録増補第9版 ホウレキチスイコウジサツマギシジュンセツロク 18-2-前
Xa2-IS 家永　三郎 イエナガ　サブロウ 近代日本の争点（上） キンダイニホンノソウテン 18-2-前
Xa2-IS 池島　信平 イケジマ　シンペイ 歴史よもやま話日本篇（下） レキシヨモヤマバナシニホンヘン 18-2-前
Xa2-IT 石井　孝 イシイ　タカシ 明治維新の舞台裏 メイジイシンノブタイウラ 18-2-前
Xa2-K 鹿児島県教育会 カゴシマケンキョウイクカイ 薩藩士風沿革 サツハンシフウエンカク 18-2-前
Xa2-K 国史講習会 コクシコウシュウカイ 御家騒動の研究 オイエソウドウノケンキュウ 18-2-前
Xa2-K クリスティー クリスティー 奉天三十年（下） ホウテン30ネン 18-2-前
Xa2-K 国書刊行会 コクショカンコウカイ 列候深秘録（全） レッコウシンヒロク 18-2-前
Xa2-KD キーン，ドナルド キーン　ドナルド 日本人の西洋発見 ニホンジンノセイヨウハッケン 18-2-前
Xa2-KS 草野　茂松 クサノ　シゲマツ 蘇峰文選－国民新聞創25年記念出版－ ソホウブンセン 18-2-後
Xa2-KY 小林　雄七郎 コバヤシ　ユウシチロウ 薩長土肥（全） サッチョウドヒ 18-2-後
Xa2-MG 宮武　外骨 ミヤタケ　ガイコツ 明治奇聞（1）～（6） メイジキブン 18-2-後
Xa2-MI 武藤　絲治 ムトウ　イトジ 糸ぐるま随筆 イトグルマズイヒツ 18-2-後
Xa2-MK 三和　一男 ミワ　カズオ 明治文化の研究 メイジブンカノケンキュウ 18-2-後
Xa2-MK 前芝　確三 マエシバ　カクゾウ 体験的昭和史 タイケンテキショウワシ 18-2-後
Xa2-MM 三島　通庸 ミシマ　ミチツネ 国のすがた クニノスガタ 18-2-後
Xa2-MR 町田　柳塘 マチダ　リュウトウ 滑稽徳川明治史 コッケイトクガワメイジシ 18-2-後
Xa2-MS 宮北　繁 ミヤキタ　シゲル 開拓秘録北海道熊物語 カイタクヒロクホッカイドウクマモノガタリ 18-2-後
Xa2-MT 武藤　貞一 ムトウ　テイイチ 明治特集 メイジトクシュウ 18-2-後
Xa2-MY 松原　與三松 マツバラ　ヨソマツ （随筆）うちこむ心（2冊） ズイヒツウチコムココロ 18-2-後
Xa2-MY 森田　芳夫 モリタ　ヨシオ 御稜威に甦る朝鮮 ゴリョウイニヨミガエルチョウセン 18-2-後
Xa2-NC 内藤　恥叟 ナイトウ　チソウ 開国起源安政紀事 カイコクキゲンアンセイキジ 18-2-後
Xa2-NK 中島　健蔵 ナカジマ　ケンゾウ 昭和時代 ショウワジダイ 18-2-後
Xa2-NM 成瀬　正勝 ナルセ　マサカツ 明治の時代 メイジノジダイ 18-2-後
Xa2-NO 中田　乙一 ナカタ　オトイチ 縮刷丸の内今と昔 シュクサツマルノウチイマトムカシ 18-2-後
Xa2-NS 中井　積善（竹山） ナカイ　セキゼン 草茅危言 ソウボウキゲン 18-2-後
Xa2-OA 岡田　章雄 オカダ　アキオ ニッポン四百年－外国人の見聞－ ニッポン400ネン 18-2-後
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Xa2-OJ 織田　純一郎 オダ　ジュンイチロウ 通俗時幣論 ツウゾクジヘイロン 18-2-後
Xa2-OS 桶谷　繁雄 オケヤ　シゲオ ソ連自動車旅行 ソレンジドウシャリョコウ 18-2-後
Xa2-OT 尾佐竹　猛 オサタケ　タケシ 明治秘史疑獄難獄 メイジヒシギゴクナンゴク （3F）
Xa2-PM Perry，M．C． ペルリ　エム　シー ペルリ提督日本遠征記 ペルリテイトクニホンエンセイキ 18-2-後
Xa2-SG サンソム，G．B． サンソム　ジー　ビー 世界史における日本 セカイシニオケルニホン 18-2-後
Xa2-SH 杉森　久英 スギモリ　ヒサヒデ 昭和史見たまま－戦争と日本人－ ショウワシミタママ 18-2-後
Xa2-SH 鈴木　大 スズキ　ダイ 明治前記（全） メイジゼンキ 18-2-後
Xa2-SK 篠田　鉱造 シノダ　コウゾウ 幕末百話（全） バクマツヒャクワ 18-2-後
Xa2-SK 篠田　鉱造 シノダ　コウゾウ 幕末百話 バクマツヒャクワ 18-2-後
Xa2-SS 佐藤　正作 サトウ　ショウサク 欧米人亜細亜侵略の歴史 オウベイジンアジアシンリャクノレキシ 18-2-後
Xa2-SS 柴田　宵曲 シバタ　ショウキョク 幕末の武家 バクマツノブケ 18-2-後
Xa2-SS 白柳　秀湖 シラヤナギ　シュウコ 町人の天下 チョウニンノテンカ 18-2-後
Xa2-SS 白柳　秀湖 シラヤナギ　シュウコ 日本富豪発生学（閥族財権争奪・下士階級革命） ニホンフゴウハッセイガク （3F）
Xa2-ST 鈴木　貞次郎 スズキ　テイジロウ （経世偉藻）明治奏議 ケイセイイソウメイジソウギ 18-2-後

Xa2-T （旧）東京帝国大学史談会
キュウトウキョウテイコクダイガクシ
ダンカイ

旧事諮問録 キュウジシモンロク 18-2-後

Xa2-T 東京市 トウキョウシ 震災ニ因ル日本ノ損失 シンサイニヨルニホンノソンシツ 18-2-後
Xa2-TA 戸川　安宅 トガワ　ヤスタカ 旧幕府3版第1号 キュウバクフ 18-2-後
Xa2-TK 鳥尾　小彌太 トリオ　コヤタ 時事談 ジジダン 18-2-後
Xa2-TS 津久井　誠一郎 ツクイ　セイイチロウ 在臺七年 ザイタイ7ネン 18-2-後
Xa2-TY 田村　吉永（節嶺） タムラ　ヨシナガ 天誅組の研究 テンチュウグミノケンキュウ 18-2-後
Xa2-UR 鵜崎　鷺城 ウザキ　ロジョウ 人物評論朝野の五大閥 ジンブツヒョウロンチョウヤノゴダイバツ 18-2-後
Xa2-UT 生方　敏郎 ウブカタ　トシロウ 明治大正見聞史 メイジタイショウケンブンシ 18-2-後
Xa2-WH Wells，H．G． ウェルズ　エイチ　ジー 第二十世紀予想論 ダイ20セイキヨソウロン 18-3－前
Xa2-WS 渡辺　修二郎 ワタナベ　シュウジロウ 英訳対照開国史談 エイヤクタイショウカイコクシダン 18-3－前
Xa2-WS 渡辺　修次郎 ワタナベ　シュウジロウ 日本近代紀事 ニホンキンダイキジ 18-3－前
Xa2-YK 横田　兼太郎 ヨコタ　ケンタロウ 旧幣自慢徳川天下 キュウヘイジマントクガワテンカ 18-3－前
Xa2-YK 横山　建堂（黒頭巾） ヨコヤマ　ケンドウ 旧藩と新人物 キュウハントシンジンブツ 18-3－前
Xa2-YS 吉田　茂 ヨシダ　シゲル 日本を決定した百年 ニホンオケッテイシタ100ネン 18-3－前
Xa2-YS 吉野　作造 ヨシノ　サクゾウ 新井白石とヨワン・シロ－テ－主張と閑説－ アライハクセキトヨワンシローテ 18-3－前
Xa2-YT 山本　為三郎 ヤマモト　タメサブロウ 上方今と昔 カミガタイマトムカシ 18-3－前
Xa2-YT 吉野　鉄拳禅 ヨシノ　テッケンゼン 日本富豪の解剖 ニホンフゴウノカイボウ 18-3－前
Xa4-G 学習院 ガクシュウイン 開校五十年記念学習院史 カイコウ50ネンキネンガクシュウインシ 18-3－前
Xa4-H 一橋五十年史編纂委員会 ヒトツバシ50ネンシヘンサンイインカ 一橋五十年史（2冊） ヒトツバシ50ネンシ 18-3－前

Xa4-H 北海道帝国大学 ホッカイドウテイコクダイガク 創基五十年記念北海道帝国大学沿革史（2冊）
ソウキ50ネンキネンホッカイドウテイコクダイガクエンカ
クシ

18-3－前

Xa4-K 樺太庁博物館 カラフトチョウハクブツカン 樺太庁博物館報告2（1） カラフトチョウハクブツカンホウコク 18-3－前
Xa4-K 慶応義塾 ケイオウギジュク 慶応義塾五十年史 ケイオウギジュク50ネンシ 18-3－前
Xa4-K 慶応義塾誌編集部 ケイオウギジュクシヘンシュウブ 慶応義塾誌 ケイオウギジュクシ 18-3－前
Xa4-M 文部省 モンブショウ 学制五十年史 ガクセイ50ネンシ 18-3－前
Xa4-T 東京大学経済学部 トウキョウダイガクケイザイガクブ 東京大学経済学部五十年史 トウキョウダイガクケイザイガクブ50ネンシ 18-3－前
Xa4-W 早稲田大学 ワセダダイガク 早稲田大学七十年誌 ワセダダイガク70ネンシ 18-3－前
Xa6-M 徳富　猪一郎 トクトミ　イイチロウ 明治天皇御宇史（1）～（12） メイジテンノウギョウシ 18-3－前
Xa6-M 徳富　猪一郎 トクトミ　イイチロウ 明治天皇御宇史（13）～（14） メイジテンノウギョウシ 18-3-後
Xa6-N 雄山閣編集部 ユウザンカクヘンシュウブ 日本風俗史講座（1）～（5）、（8）～（14） ニホンフウゾクシコウザ 18-3-後
Xa6-N 長坂　金雄 ナガサカ　カネオ 日本風俗史講座（6）（7） ニホンフウゾクシコウザ 18-3-後
Xa6-O 鹿島研究所出版会 カジマケンキュウショシュッパンカイ お雇い外国人(1)(2)(4) オヤトイガイコクジン （3F）
Xa6-O 鹿島研究所出版会 カジマケンキュウショシュッパンカイ お雇い外国人（7）（8） オヤトイガイコクジン （3F）
Xa6-O 鹿島研究所出版会 カジマケンキュウショシュッパンカイ お雇い外国人(2) オヤトイガイコクジン 18-3-後
Xb1-CE カー，E．H． カー　イー　エイチ 歴史とは何か レキシトハナニカ 18-3-後
Xb1-FN 藤　直幹 フジ　ナオモト 国史の真実性 コクシノシンジツセイ 18-3-後
Xb1-KS ケント，シャーマン ケント　シャーマン 歴史研究の方法 レキシケンキュウノホウホウ 18-3-後
Xb1-MS 増田　四郎 マスダ　シロウ 西洋と日本－比較文明史的考察－ セイヨウトニホン 18-3-後
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Xb1-NN 中井　信彦 ナカイ　ノブヒコ 歴史学的方法の基準 レキシガクテキホウホウノキジュン 18-3-後
Xb1-O 大阪市社会部 オオサカシシャカイブ 都市と都市社会事業資料 トシトトシシャカイジギョウシリョウ 18-3-後
Xb1-TS 瀧川　政次郎 タキガワ　セイジロウ 日本歴史解禁 ニホンレキシカイキン 18-3-後
Xb2-N 日本学術普及会 ニホンガクジュツフキュウカイ 特殊部落研究 トクシュブラクケンキュウ 18-3-後
Xb2-N 日本歴史地理学会 ニホンレキシチリガッカイ 百名家論集 100メイカロンシュウ 18-3-後
Xb2-UJ 馬屋原　二郎 マヤハラ　ジロウ 元治甲子禁門事変実歴談 ゲンジコウシキンモンジヘンジツレキダン 18-3-後
Xb3-A 朝日新聞社 アサヒシンブンシャ 開国文化 カイコクブンカ 18-3-後
Xb3-AH 浅田　彦一 アサダ　ヒコイチ 明治史（金融史他・政治史他） メイジシ （3F）
Xb3-AM 秋山　貢 アキヤマ　コウ 明治歴史之裏面 メイジレキシノリメン 18-3-後
Xb3-AN 有賀　長雄 アリガ　ナガオ 帝国史略全増訂 テイコクシリャク 18-3-後
Xb3-AS 足立　四郎吉 アダチ　シロウキチ 過去に於ける海上の日本人（全）3版 カコニオケルカイジョウノニホンジン 18-3-後
Xb3-BB 馬場　文英 ババ　ブンエイ 七卿西竄始末初編 シチキョウセイソシマツ 18-3-後
Xb3-D 大日本文明協会 ダイニホンブンメイキョウカイ 欧米人の日本観（上）（中）（下） オウベイジンノニホンカン 18-3-後
Xb3-FG 福地　源一郎 フクチ　ゲンイチロウ 幕府衰亡論（2冊） バクフスイボウロン 18-3-後
Xb3-FG 福地　源一郎 フクチ　ゲンイチロウ 長崎三百年間－外交変遷事情－ ナガサキ300ネンカン 18-3-後
Xb3-FJ 藤井　甚太郎 フジイ　ジンタロウ 明治維新史講話 メイジイシンシコウワ 18-3-後
Xb3-FK 福本　和夫 フクモト　カズオ 日本近世の文化革命－日本近世学芸復興期論序説－ ニホンキンセイノブンカカクメイ 18-3-後
Xb3-FM 藤田　茂吉 フジタ　モキチ 文明東漸史 ブンメイトウゼンシ 18-3-後
Xb3-FS 福地　重孝 フクチ　シゲタカ 士族と士族意識－近代日本を興せるもの・亡ぼすもの シゾクトサムライイシキ 18-4-前
Xb3-FT 福田　東作 フクダ　トウサク 韓国併合紀念史 カンコクヘイゴウキネンシ 18-4-前
Xb3-G 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 現代日本文明史（4）（8） ゲンダイニホンブンメイシ 18-4-前
Xb3-G 土方　成美 ヒジカタ　セイビ 現代日本文明史（6）財政史 ゲンダイニホンブンメイシ 18-4-前
Xb3-GW グリフィス グリフィス 日本近世変革論（上）（下） ニホンキンセイヘンカクロン 18-4-前
Xb3-H 博文館 ハクブンカン 遷都三十年－明治三十年史、明治三十年間国勢一覧 セント30ネン 18-4-前
Xb3-H 北海道 ホッカイドウ 北海道史（1） ホッカイドウシ 18-4-前
Xb3-HG 羽仁　五郎 ハニ　ゴロウ 明治維新史研究 メイジイシンシケンキュウ 18-4-前
Xb3-HK 平泉　澄 ヒライズミ　キヨシ 中世に於ける社寺と社会との関係 チュウセイニオケルシャジトシャカイトノカンケイ 18-4-前
Xb3-HT 本多　辰次郎 ホンダ　タツジロウ 維新史 イシンシ 18-4-前
Xb3-HY 服部　之総 ハットリ　シソウ 幕末に於ける世界情勢及び外交事情 バクマツニオケルセカイジョウセイオヨビガイコウジジョ 18-4-前
Xb3-I 維新史料編纂事務局 イシンシリョウヘンサンジムキョク 概観維新史 ガイカンイシンシ 18-4-前
Xb3-I 岩波書店 イワナミショテン 岩波講座日本歴史（17） イワナミコウザニホンレキシ 18-4-前
Xb3-I 維新史料（伝記） イシンシリョウ 18-4-前
Xb3-I 維新史料（上書建議集） イシンシリョウ 18-4-前

Xb3-I
維新史料（海警年表）（泰平年表）（亜墨利加渡海日記）
（航米日記）（米使来意）

イシンシリョウ 18-4-前

Xb3-I 維新史料（公文）（柳営沙汰書） イシンシリョウ 18-4-前
Xb3-I 維新史料（日記） イシンシリョウ 18-4-前

Xb3-I
維新史料（唱義聞見録）（碑文）（詩歌）（回天実記）（日
鑑）（長行始末）

イシンシリョウ 18-4-前

Xb3-I 維新史料（手翰）（書翰） イシンシリョウ 18-4-前
Xb3-I 維新史料（雑記） イシンシリョウ 18-4-前
Xb3-I 維新史料（雑記）（筑波戦争記） イシンシリョウ 18-4-前
Xb3-ID 色川　大吉 イロカワ　ダイキチ 明治の文化 メイジノブンカ 18-4-前
Xb3-IG 伊藤　銀二（銀月） イトウ　ギンジ 人情観的明治史（2冊） ニンジョウカンテキメイジシ 18-4-前
Xb3-IG 磐瀬　玄策 イワセ　ゲンサク 江戸年代記 エドネンダイキ 18-4-前
Xb3-IK 池田　晃淵 イケダ　コウエン 徳川幕府時代史 トクガワバクフジダイシ 18-4-前
Xb3-IK 井上　清 イノウエ　キヨシ 日本の歴史（上） ニホンノレキシ 18-4-前
Xb3-IN 井原　儀 イハラ　タダシ 徳川時代通史 トクガワジダイツウシ 18-4-後
Xb3-IS 石井　信一 イシイ　シンイチ 幕末下田開港史 バクマツシモダカイコウシ 18-4-後
Xb3-IS 井野辺　茂雄 イノベ　シゲオ 幕末史概説 バクマツシガイセツ 18-4-後
Xb3-IS 井野辺　茂雄 イノベ　シゲオ 幕末史の研究 バクマツシノケンキュウ 18-4-後
Xb3-IS 岩生　成一 イワオ　セイイチ 近世日葡通交小史 キンセイニチホツウコウショウシ 18-4-後
Xb3-IS 市岡　正一 イチオカ　ショウイチ 日本事情（1）（2） ニホンジジョウ 18-4-後
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Xb3-IS 市岡　正一 イチオカ　ショウイチ 日本事情 ニホンジジョウ 18-4-後
Xb3-IT 石井　孝 イシイ　タカシ 学説批判明治維新論 ガクセツヒハンメイジイシンロン 18-4-後
Xb3-IT 石井　孝 イシイ　タカシ 明治維新の国際的環境 メイジイシンノコクサイテキカンキョウ 18-4-後
Xb3-K 黒龍会 コクリュウカイ 西南記伝（全6巻） セイナンキデン 18-4-後
Xb3-KK 木村　芥舟 キムラ　カイシュウ 三十年史（全） 30ネンシ 18-4-後
Xb3-KM 北島　正元 キタジマ　マサモト 江戸時代 エドジダイ 18-4-後
Xb3-KM 北原　雅長 キタハラ　マサナガ 七年史（上）（下） ７ネンシ 18-4-後
Xb3-KM 京口　元吉 キョウグチ　モトキチ 第一次世界大戦前後 ダイイチジセカイタイセンゼンゴ 18-4-後
Xb3-KM 小鷹狩　元凱 コタカリ　モトヨシ 芸藩三十三年録 ゲイハン33ネンロク 18-4-後
Xb3-KN 海江田　信義 カイエダ　ノブヨシ 維新前後実歴史伝（1）～（3） イシンゼンゴジツレキシデン 18-4-後
Xb3-KO 小林　鶯里 コバヤシ　オウリ 明治文明史 メイジブンメイシ 18-4-後
Xb3-KS 小林　庄次郎 コバヤシ　ショウジロウ 幕末史 バクマツシ 18-5-前
Xb3-KS 幸田　成友 コウダ　ナリトモ 日欧通交史 ニチオウツウコウシ 18-5-前
Xb3-KT 国府　種徳 コクブ　タネノリ 大日本現代史(上)(下) ダイニホンゲンダイシ 18-5-前
Xb3-KY 加藤　祐一 カトウ　ユウイチ 文明開化2編（上）（下） ブンメイカイカ2ヘン 18-5-前
Xb3-KY 木宮　泰彦 キミヤ　ヤスヒコ 日支交通史（上）（下） ニッシコウツウシ 18-5-前

Xb3-M 開国百年記念文化事業会
カイコクヒャクネンキネンブンカジ
ギョウカイ

明治文化史（2） メイジブンカシ （3F）

Xb3-M 吉野　作造 ヨシノ　サクゾウ 明治文化全集（1）～（4）、（6）～（24） メイジブンカゼンシュウ （3F）
Xb3-M 吉野　作造 ヨシノ　サクゾウ 明治文化全集（15）（18）（21） メイジブンカゼンシュウ 18-5-前
Xb3-M 渋沢　栄一[等] シブサワ　エイイチ 明治大正史（1）～（15） メイジタイショウシ 18-5-前
Xb3-M 三芳野温知会 ミヨシノオンチカイ 藩政回顧録 ハンセイカイコロク 18-5-前
Xb3-M 明治文化研究会 メイジブンカケンキュウカイ 明治文化全集（2） メイジブンカゼンシュウ 18-5-前
Xb3-MC 増沢　長吉 マスザワ　チョウキチ 日本現代史綱 ニホンゲンダイシコウ 18-5-前
Xb3-MG 宮武　外骨 ミヤタケ　ガイコツ 明治史料（1） メイジシリョウ 18-5-前
Xb3-MG 宮武　外骨 ミヤタケ　ガイコツ 文明開化（2）広告篇 ブンメイカイカ 18-5-前
Xb3-MI 満田　巖 ミツダ　イワオ 昭和風雲録 ショウワフウウンロク 18-5-前
Xb3-MJ 武者小路　穣 ムシャノコウジ　ミノル 日本生活文化史（3）－日本的生活の基点－ ニホンセイカツブンカシ 18-5-前
Xb3-MM 松村　操 マツムラ　ソウ 明治外史（1） メイジガイシ 18-5-前
Xb3-MN 前田　夏繁 マエダ　ナツシゲ 東台戦記一名松逎落葉（上）（下） トウダイセンキ 18-5-後
Xb3-MN 村上　直次郎 ムラカミ　ナオジロウ 日蘭三百年の親交 ニチラン300ネンノシンコウ 18-5-後
Xb3-MS 村上　専精 ムラカミ　センジョウ 明治維新神仏分離史料 メイジイシンシンブツブンリシリョウ 18-5-後
Xb3-MT 松本　徳太郎 マツモト　トクタロウ 明治宝鑑 メイジホウカン 18-5-後
Xb3-MT 毛利　鉄之助 モウリ　テツノスケ 明治発達史（全） メイジハッタツシ 18-5-後
Xb3-MY 三宅　雄二郎 ミヤケ　ユウジロウ 新日本史（1）（2）（4） シンニホンシ 18-5-後
Xb3-N 日本評論社 ニホンヒョウロンシャ 総合二千六百年史 ソウゴウ2600ネンシ 18-5-後
Xb3-N 日本歴史地理学会 ニホンレキシチリガッカイ 江戸時代史論 エドジダイシロン 18-5-後
Xb3-NC 内藤　耻叟 ナイトウ　チソウ 徳川十五代史（1）（2）（4）（8）（9） トクガワ15ダイシ 18-5-後
Xb3-NC 内藤　耻叟 ナイトウ　チソウ 徳川十五代史（3）、（5）～（7） トクガワ15ダイシ 18-5-後
Xb3-NM 根岸　衛（機峯） ネギシ　マモル 各国對照国史集成 カッコクタイショウコクシシュウセイ 18-5-後
Xb3-NS 中川　清次郎 ナカガワ　セイジロウ 西力東漸史 セイリョクトウゼンシ 18-5-後
Xb3-NT 永井　徳隣 ナガイ　トクリン 維新奏議集（上）（中） イシンソウギシュウ 18-5-後
Xb3-NT 中村　孝也 ナカムラ　コウヤ 社会分裂の時代 シャカイブンレツノジダイ 18-5-後
Xb3-NT 中村　孝也 ナカムラ　コウヤ 国家結成の時代 コッカケッセイノジダイ 18-5-後
Xb3-NT 中村　孝也 ナカムラ　コウヤ 稿本国民文化史概論－武家階級の発達－ コウホンコクミンブンカシガイロン 18-5-後
Xb3-OE 大木　遠吉 オオキ　エンキチ 新日本と遷都 シンニホントセント 18-5-後
Xb3-OK 大森　金五郎 オオモリ　キンゴロウ 武家時代之研究 ブケジダイノケンキュウ 18-5-後
Xb3-OK 長田　権次郎 ナガタ　ケンジロウ 徳川三百年史（中） トクガワ300ネンシ 18-5-後
Xb3-OK 長田　権次郎 ナガタ　ケンジロウ 徳川三百年史（下） トクガワ300ネンシ 18-5-後
Xb3-OS 大隈　重信 オオクマ　シゲノブ 開国大勢史 カイコクタイセイシ 18-5-後
Xb3-OS 岡部　精一 オカベ　セイイチ 東京奠都の眞相 トウキョウテントノシンソウ 18-5-後
Xb3-OT 尾佐竹　猛 オサタケ　タケシ 明治維新（上）（下） メイジイシン 18-5-後
Xb3-OT 尾佐竹　猛 オサタケ　タケシ 明治維新（中） メイジイシン 18-5-後
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Xb3-OY 大町　芳衛 オオマチ　ヨシエ 日本文明史（全） ニホンブンメイシ 18-5-後
Xb3-OY 大町　芳衛 オオマチ　ヨシエ 日本文明史 ニホンブンメイシ 18-5-後
Xb3-OY 岡　義武 オカ　ヨシタケ 転換期の大正1914～1924 テンカンキノタイショウ 18-5-後

Xb3-S 史学会（東京帝国大学文学部内）
シガクカイ（トウキョウテイコクダイガ
ク…）

明治維新史研究 メイジイシンシケンキュウ 18-5-後

Xb3-S 修史館 シュウシカン （補正）明治史要（1）～（4） ホセイメイジシヨウ 18-5-後
Xb3-S 松本　清張 マツモト　セイチョウ 昭和史発掘（1）～（4）（6） ショウワシハックツ 18-5-後
Xb3-S 松本　清張 マツモト　セイチョウ 昭和史発掘（5）（7）～（10） ショウワシハックツ 8-6-後
Xb3-S 松本　清張 マツモト　セイチョウ 昭和史発掘（11）～（12） ショウワシハックツ 8-6-後
Xb3-SF 下村　富士男 シモムラ　フジオ 日本全史（9）近代（2） ニホンゼンシ 8-6-後
Xb3-SK 新見　吉治 シンミ　キチジ 下級士族の研究 カキュウシゾクノケンキュウ 8-6-後
Xb3-SK 末松　謙澄 スエマツ　ケンチョウ 防長回天史（1）～（12） ボウチョウカイテンシ 8-6-後
Xb3-SK 末松　謙澄 スエマツ　ケンチョウ 防長回天史　（12） ボウチョウカイテンシ 8-6-後
Xb3-SN 染崎　延房 ソメザキ　ノブフサ 近世紀聞（１）～（３） キンセイキブン 8-6-後

Xb3-SP
シーボルト，フィーリップ　フランツ
フォン

シーボルト　フィーリップ　フランツ
フォン

シーボルト日本交通貿易史 シーボルトニホンコウツウボウエキシ 8-6-後

Xb3-SS 坂井　四郎兵衛 サカイ　シロベイ 天保明治水戸見聞実記 テンポウメイジミトケンブンジッキ 8-6-後
Xb3-SS 白柳　秀湖（武司） シラヤナギ　シュウコ 新体二千六百年史 シンタイ2600ネンシ 8-6-後
Xb3-SS 白柳　秀湖 シラヤナギ　シュウコ 民族日本歴史（2冊） ミンゾクニホンレキシ 8-6-後
Xb3-SS 白柳　秀湖 シラヤナギ　シュウコ 民族日本歴史（3冊） ミンゾクニホンレキシ 9-1-前
Xb3-ST 笹川　種郎（臨風） ササガワ　タネロウ 日本帝国史 ニホンテイコクシ 9-1-前
Xb3-SW 佐田　和太郎 サダ　ワタロウ 徳川幕府時代史 トクガワバクフジダイシ 9-1-前
Xb3-SY 重野　安繹 シゲノ　ヤスツグ 稿本国史眼（1）～（7） コウホンコクシガン 9-1-前
Xb3-SY 副島八十六 ソエジマ　ヤソロク 開国五十年史（上）（下） カイコク50ネンシ 9-1-前
Xb3-SY 副島八十六 ソエジマ　ヤソロク 開国五十年史附録 カイコク50ネンシフロク 9-1-前
Xb3-T 台湾総督官房調査課 タイワンソウトクカンボウチョウサカ 施政四十年の台湾 シセイ40ネンノタイワン 9-1-前
Xb3-T 東京都 トウキョウト 江戸の発達 エドノハッタツ 9-1-前
Xb3-TI 徳富　猪一郎 トクトミ　イイチロウ 近世日本国民史徳川幕府 キンセイニホンコクミンシトクガワバクフ 9-1-前
Xb3-TS 谷　信次 タニ　シンジ 海の大日本史（上）（下） ウミノダイニホンシ 9-1-前
Xb3-TS 遠山　茂樹 トオヤマ　シゲキ 昭和史第四編産業史 ショウワシ 9-1-前
Xb3-TS 鳥谷部　銑太郎 トヤベ　センタロウ 明治史第二編財政史附明治三十七年史 メイジシダイ2ヘン 9-1-前
Xb3-TS 鳥谷部　銑太郎 トヤベ　センタロウ 明治史第三編外交史 メイジシダイ3ヘン 9-1-前
Xb3-TT 高木　建夫 タカギ　タテオ 生きている日本史（上）（下） イキテイルニホンシ 9-1-前
Xb3-TT 高沢　忠義 タカザワ　タダヨシ 献策新編第一集（2）（3） ケンサクシンヘンダイ1シュウ 9-1-前
Xb3-TT 高沢　忠義 タカザワ　タダヨシ 献策新編第二集（1）～（3） ケンサクシンヘンダイ2シュウ 9-1-前
Xb3-TU 田口　卯吉 タグチ　ウキチ 日本開化小史 ニホンカイカショウシ 9-1-前
Xb3-TY 竹越　与三郎 タケコシ　ヨサブロウ 二千五百年史 2500ネンシ 9-1-前
Xb3-TY 竹越　与三郎 タケコシ　ヨサブロウ 新日本史（上・2冊）（中） シンニホンシ 9-1-前
Xb3-TZ 坪谷　善四郎 ツボヤ　ゼンシロウ 明治歴史（上） メイジレキシ 9-1-前
Xb3-TZ 坪谷　善四郎 ツボヤ　ゼンシロウ 明治歴史（下） メイジレキシ 9-1-前
Xb3-UG 内田　銀蔵 ウチダ　ギンゾウ 近世の日本 キンセイノニホン 9-1-前
Xb3-UT 瓜生　喬 ウリュウ　タカシ 江戸時代の武士 エドジダイノブシ 9-1-前
Xb3-WS 渡辺　修次郎 ワタナベ　シュウジロウ 明治開化史（2冊） メイジカイカシ 19-1-後
Xb3-WS 渡辺　修二郎 ワタナベ　シュウジロウ 外交通商史談 ガイコクツウショウシダン 19-1-後
Xb3-WS 渡辺　修二郎 ワタナベ　シュウジロウ 世界に於ける日本人 セカイニオケルニホンジン 19-1-後
Xb3-WS 渡辺　世祐 ワタナベ　ヨスケ 安土桃山時代史 アズチモモヤマジダイシ 19-1-後
Xb3-WT 和辻　哲郎 ワツジ　テツロウ 鎖国－日本の悲劇－ サコク 19-1-後
Xb3-YA 山路　愛山 ヤマジ　アイザン 武家時代史論 ブケジダイシロン 19-1-後
Xb3-YT 吉田　東伍 ヨシダ　トウゴ 庄園制度之大要 ショウエンセイドノタイヨウ 19-1-後
Xb3-YT 吉田　東伍 ヨシダ　トウゴ 維新史八講全 イシンシハチコウ 19-1-後
Xb3-YT 吉田　東伍 ヨシダ　トウゴ 維新史八講と徳川政教考 イシンシハッコウトトクガワセイキョウコウ 19-1-後
Xb3-YT 吉田　東伍 ヨシダ　トウゴ 江戸幕府衰亡編 エドバクフスイボウヘン 19-1-後
Xb3-Z 瑞山会 ズイサンカイ 維新土佐勤王史 イシントサキンノウシ 19-1-後
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Xb4-B 貿易奨励会 ボウエキショウレイカイ 欧州の文化を築いた民族と人々 オウシュウノブンカオキズイタミンゾクトヒトビト 19-1-後
Xb4-LS Lilley，Samuel リリー　サミュエル 人類と機械の歴史（増補版） ジンルイトキカイノレキシ 19-1-後
Xb4-MT 三浦　銕太郎 ミウラ　テツタロウ 世界転換史 セカイテンカンシ 19-1-後
Xb4-NK 中屋　健一 ナカヤ　ケンイチ 世界史 セカイシ 19-1-後
Xb4-SA 斎藤　阿具 サイトウ　アグ 西力東侵史 セイリョクトウシンシ 19-1-後
Xb4-SS 謝　世輝 シャ　セイキ 新しい世界史の見方 アタラシイセカイシノミカタ 19-1-後
Xb4-TA トインビー，A．J． トインビー　エー　ジェー 試煉に立つ文明 シレンニタツブンメイ 19-1-後
Xb4-TD トムソン，D トムソン　デヴィッド 現代の世界－歴史の流れ－ ゲンダイノセカイ 19-1-後
Xb4-WA ウィアーアー，チボルド ウィアーアー　チボルド 近世欧州文化史論 キンセイオウシュウブンカシロン 19-1-後
Xb4-YJ イーツ，ジョン イーツ　ジョン 商業工芸史（第二版）（上） ショウギョウコウゲイシ 19-1-後
Xb4-に1-SJ Seeley，J．R． シーレー　ジェイ　アール 英国膨脹史論 エイコクボウチョウシロン 19-1-後
Xb4-は2-GW グリフヒッス，W．E． グリフヒッス　ダブリュー　イー 朝鮮開化之起源 チョウセンカイカノキゲン 19-1-後
Xb4-は2-KT 久保　得二（天随） クボ　トクジ 朝鮮史 チョウセンシ 19-1-後
Xb4-は2-WM 渡部　学 ワタナベ　マナブ 朝鮮近代史 チョウセンキンダイシ 19-1-後
Xb4-は3-B 貝斯徳尼 ボスドネフ 支那開國始末 シナカイコクシマツ 19-1-後
Xb4-は3-K 国務院総務庁情報処 コクムインソウムチョウジョウホウ 満洲建国五年小史（2冊） マンシュウケンコク5ネンショウシ 19-1-後
Xb4-は3-KY 金井　之忠 カネイ　ユキタダ 清末七十年史 シンマツ70ネンシ 19-1-後
Xb4-は3-SJ 白河　次郎 シラカワ　ジロウ 支那文明史 シナブンメイシ 19-1-後
Xb4-は3-TS 橘　樸 タチバナ　シラキ 中華民国三十年史 チュウカミンコク30ネンシ 19-1-後
Xb4-へ1-F ファランド ファランド アメリカ発展史（下） アメリカハッテンシ 19-1-後
Xb5-A 愛知県農会 アイチケンノウカイ 全国篤農家列伝 ゼンコクトクノウカレツデン 19-1-後

Xb5-A 浅沼追悼出版編集委員会
アサヌマツイトウシュッパンヘンシュ
ウイインカイ

驀進－人間機関車ヌマさんの記録－ バクシン 19-1-後

Xb5-AD 麻生　大作 アソウ　ダイサク 高橋是清伝 タカハシコレキヨデン 19-2-前
Xb5-AE 浅川　栄次郎 アサカワ　エイジロウ 天野為之 アマノタメユキ （3F）
Xb5-AH 阿部　秀吉 アベ　ヒデヨシ 近世偉業 キンセイイギョウ 19-2-前
Xb5-AK 赤松　克磨 アカマツ　カツマロ （故）吉野博士を語る コヨシノハクシオカタル 19-2-前
Xb5-AK 荒畑　寒村 アラハタ　カンソン 寒村自伝 カンソンジデン 19-2-前
Xb5-AK アデナウアー，コンラート アデナウアー　コンラート アデナウア－回顧録（1）（2） アデナウアーカイコロク 19-2-前
Xb5-AM 安座上　眞 アザカミ　マコト 私の歩いた道 ワタシノアルイタミチ 19-2-前
Xb5-AM 安部　正人 アベ　マサト 徳川政道家康遺訓（2冊） トクガワセイドウイエヤスイクン 19-2-前
Xb5-AR 足立　栗園 アダチ　リツエン 今村清之助君事歴 イマムラキヨノスケクンジレキ （3F）
Xb5-AR 有馬　頼寧 アリマ　ヨリヤス 無雷庵雑記 ムライアンザッキ 19-2-前
Xb5-AR 足立　栗園 アダチ　リツエン 初代片倉兼太郎事歴 ショダイカタクラケンタロウジレキ 19-2-前
Xb5-AS 浅尾　新甫 アサオ　シンスケ 激動期 ゲキドウキ 19-2-前
Xb5-AT 明石　照男 アカシ　テルオ 青淵渋澤栄一－思想と言行－ セイエンシブサワエイイチ 19-2-前
Xb5-AT 浅野　泰治郎 アサノ　タイジロウ 浅野総一郎 アサノソウイチロウ 19-2-前
Xb5-AT 浅野　泰治郎 アサノ　タイジロウ 浅野総一郎　浅野泰治郎　浅野良三 アサノソウイチロウ 19-2-前
Xb5-AY 天城　安政 アマギ　ヤスマサ 金傑叢談 キンケツソウダン 19-2-前
Xb5-CI 千原　伊之吉 チハラ　イノキチ 成金物語 ナリキンモノガタリ （3F）
Xb5-CW チャーチル，ウィンストン チャーチル　ウィンストン 外交秘録大戦後日譚 ガイコウヒロクタイセンゴニッタン 19-2-前
Xb5-CW チャーチル，ウィンストン チャーチル　ウィンストン 日本の勝利と悲劇 ニホンノショウリトヒゲキ 19-2-前
Xb5-CY 長　幸男 チョウ　ユキオ 石橋湛山－人と思想－ イシバシタンザンヒトトシソウ 19-2-前

Xb5-D （故）團男爵傳記編纂委員会
コダンダンシャクデンキヘンサンイイ
ンカイ

男爵團琢磨傳（2冊） ダンシャクダンタクマデン 19-2-前

Xb5-D 大日本水産会 ダイニホンスイサンカイ 村田水産翁伝 ムラタスイサンオウデン 19-2-前
Xb5-D 第一證券 ダイイチショウケン 紫紺のあゆみ1967特別号 シコンノアユミ （3F）
Xb5-D 大西郷全集刊行会 ダイサイゴウゼンシュウカンコウカイ 大西郷全集（1）（2） ダイサイゴウゼンシュウ 19-2-前
Xb5-D ダイヤモンド社 ダイヤモンドシャ 防御から進撃へ　河合良成 ボウギョカラシンゲキヘ 19-2-前
Xb5-D 太政官 ダジョウカン 太政官日誌 ダジョウカンニッシ 19-2-前
Xb5-DK 出口　京太郎 デグチ　キョウタロウ 巨人出口王仁三郎 キョジンデグチオニサブロウ 19-2-前
Xb5-DZ デビス，ゼ　デ デビス　ゼ　デ 新島襄先生之傳 ニイジマジョウセンセイノデン 19-2-前
Xb5-EK 円城寺　清 エンジョウジ　キヨシ 大隈伯昔日譚 オオクマハクセキジツタン 19-2-前
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Xb5-EM 焉　用氏 エン　ヨウシ 学商福沢諭吉 ガクショウフクザワユキチ 19-2-前
Xb5-ER 江戸川　乱歩 エドガワ　ランポ 川崎克伝 カワサキカツデン 19-2-後

Xb5-ES 江原先生伝記編纂委員会
エバラセンセイデンキヘンサンイイ
ンカイ

江原素六先生伝 エバラソロクセンセイデン 19-2-後

Xb5-ET 衛藤　利夫 エトウ　トシオ 満洲生活三十年 マンシュウセイカツ30ネン 19-2-後
Xb5-EY 江森　泰吉 エモリ　タイキチ 大隈伯百話（2冊） オオクマハクヒャクワ 19-2-後
Xb5-F 時事新報社 ジジシンポウシャ 福澤全集（1） フクザワゼンシュウ 19-2-後
Xb5-F 時事新報社 ジジシンポウシャ 福澤全集（2）～（10） フクザワゼンシュウ 19-2-後
Xb5-F 船田一雄氏記念刊行会 フナダカズオシキネンカンコウカイ 船田一雄 フナダカズオ 19-2-後

Xb5-F 古田俊之助氏追懐録編纂委員会
フルタシュンノスケシツイカイロクヘ
ンサンイインカイ

古田俊之助氏追懐録 フルタシュンノスケシツイカイロク 19-2-後

Xb5-FA 藤山　愛一郎 フジヤマ　アイイチロウ 藤山雷太傳 フジヤマライタデン （3F）
Xb5-FE 深井　英五 フカイ　エイゴ 回顧七十年 カイコ70ネン （3F）
Xb5-FE 深井　英五 フカイ　エイゴ 回顧七十年（2冊） カイコ70ネン 19-2-後
Xb5-FH 古谷　久網 フルヤ　ヒサツナ 藤公餘影 トウコウヨエイ 19-2-後
Xb5-FK 藤本　光城 フジモト　コウジョウ 松方・金子物語 マツカタカネコモノガタリ 19-2-後
Xb5-FM 福井　昌雄 フクイ　マサオ 日暮硯・木工政談－恩田木工－（2冊） ヒグラシスズリモクセイダン 19-2-後
Xb5-FM 福住　正兄 フクズミ　マサエ 報徳教祖二宮翁夜話全 ホウトクキョウソニノミヤオウヨワ 19-2-後
Xb5-FM 舟木　宗治 フナキ　ムネハル 柳昇遺稿五十年の夢 リュウショウイコウ50ネンノユメ 19-3-前
Xb5-FR 福原　律太郎 フクハラ　リツタロウ （商略奇才）高島嘉右衛門 ショウリャクキサイタカシマカエモン 19-3-前
Xb5-FT 藤田　東湖 フジタ　トウコ 東湖全集 トウコゼンシュウ 19-3-前
Xb5-FT 古川　鐵治郎 フルカワ　テツジロウ 在りし日の父 アリシヒノチチ 19-3-前
Xb5-FY 福沢　諭吉 フクザワ　ユキチ 福翁百話・福翁百余話 フクオウヒャクワフクオウヒャクヨワ 19-3-前
Xb5-FY 古定　賢正 フルサダ　ケンショウ 興国論集及人物評伝 コウコクロンシュウオヨビジンブツヒョウデン 19-3-前
Xb5-G 郷男爵記念会 ゴウダンシャクキネンカイ 男爵郷誠之助君傳 ダンシャクゴウセイノスケクンデン （3F）
Xb5-G 郷男爵記念会 ゴウダンシャクキネンカイ 男爵郷誠之助君傳 ダンシャクゴウセイノスケクンデン 19-3-前

Xb5-G
五代友厚七十五周年追悼記念刊行
会

ゴダイトモアツ７５シュウネンツイトウ
キネンカン

五代友厚秘史 ゴダイトモアツヒシ 19-3-前

Xb5-G 外務省 ガイムショウ 小村外交史（上）（下） コムラガイコウシ 19-3-前
Xb5-GA 郡司　篤信 グンジ　アツノブ 水戸野史（上） ミトヤシ 19-3-前

Xb5-GJ Grew，Joseph　C． グルー　ジョセフ　シー
滞日十年－日記・公文書・私文書に基く記録－（上）
（下）（各2冊）

タイニチ10ネン 19-3-前

Xb5-GR 五代　龍作 ゴダイ　リュウサク 五代友厚伝 ゴダイトモアツデン （3F）
Xb5-GV ガローウニン，ウェー　エム ガローウニン　ウェー　エム 日本幽囚実記 ニホンユウシュウジツキ 19-3-前
Xb5-H 博文館編輯局 ハクブンカンヘンシュウキョク 伊藤公演説全集 イトウコウエンゼツゼンシュウ 19-3-前
Xb5-H 平賀敏君伝記編纂会 ヒラガサトシクンデンキヘンサンカイ 平賀敏君伝 ヒラガサトシクンデン 19-3-前
Xb5-H 碧榕会 ヘキヨウカイ 柳生頭取の片影 ヤギュウトウドリノヘンエイ 19-3-前
Xb5-HA 平塚　篤 ヒラツカ　アツシ 伊藤博文秘録 イトウヒロブミヒロク 19-3-前
Xb5-HA 平塚　篤 ヒラツカ　アツシ （続）伊藤博文秘録 ゾクイトウヒロブミヒロク 19-3-前
Xb5-HH 土方　久元 ヒジカタ　ヒサモト 回天実記（上）（下） カイテンジッキ 19-3-前
Xb5-HI 春山　育次郎 ハルヤマ　イクジロウ 島津斉彬公(2冊) シマヅナリアキラコウ 19-3-前
Xb5-HJ Ｈｅｃｏ，Ｊｏｓｅｐｈ ヘコ　ジョセフ アメリカ彦蔵自伝（1） アメリカヒコゾウジデン 19-3-前
Xb5-HK 早川　孝太郎 ハヤカワ　コウタロウ 大蔵永常（2冊） オオクラナガツネ 19-3-前
Xb5-HK 原田　熊雄 ハラダ　クマオ 西園寺公と政局（1）～（4） サイオンジコウトセイキョク 19-3-前
Xb5-HM 萩野　萬太郎 ハギノ　マンタロウ 適斎回顧録 テキサイカイコロク 19-3-後
Xb5-HM 平尾　道雄 ヒラオ　ミチオ 坂本龍馬海援隊始末 サカモトリョウマカイエンタイシマツ （3F）
Xb5-HM 平澤　道次 ヒラサワ　ミチツグ 鷹の羽風 タカノハカゼ 19-3-後
Xb5-HM 広瀬　満正 ヒロセ　ミツマサ 宰平遺績（3冊） サイヘイイセキ 19-3-後
Xb5-HN 平山　成信 ヒラヤマ　ナリノブ 昨夢録 サクムロク 19-3-後
Xb5-HO 鍵山　誠之祐 カギヤマ　セイノスケ 浜口雄幸氏大論弁集 ハマグチオサチシダイロンベンシュウ 19-3-後
Xb5-HO 羽間　乙彦 ハザマ　オトヒコ 五島慶太 ゴトウケイタ 19-3-後
Xb5-HO 浜口　雄幸 ハマグチ　オサチ 雄幸雄弁－浜口蔵相演説集－（2冊） オサチユウベン 19-3-後
Xb5-HS 浜野　章吉 ハマノ　ショウキチ 懐旧紀事阿部伊勢守事蹟 カイキュウキジアベイセノカミジセキ 19-3-後
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Xb5-HS 原安　三郎 ハラヤス　サブロウ 山本条太郎論策（1）（2） ヤマモトジョウタロウロンサク 19-3-後
Xb5-HS 広田　三郎 ヒロタ　サブロウ 実業人傑伝（全） ジツギョウジンケツデン 19-3-後
Xb5-HS 広田　三郎 ヒロタ　サブロウ 実業人傑傳（5） ジツギョウジンケツデン 19-3-後
Xb5-HS 弘松　宣枝 ヒロマツ　ヨシエ 阪本龍馬 サカモトリョウマ 19-3-後
Xb5-HT Harris，Townsend ハリス　タウンゼンド ハリス日本滞在記（上） ハリス二ホンタイザイキ 19-3-後
Xb5-HT Harris，Townsend ハリス　タウンゼンド 維新秘史日米外交の真相 イシンヒシニチベイガイコウノシンソウ 19-3-後
Xb5-HT 林　董 ハヤシ　タダス 後は昔の記 ノチワムカシノキ 19-3-後
Xb5-HT 原　敬 ハラ　タカシ 原敬日記（1）～（7）、ただし（2）・（5）は2冊 ハラタカシニッキ 19-3-後
Xb5-HT 原　敬 ハラ　タカシ 原敬日記（8・2冊）～（9・2冊） ハラタカシニッキ 19-4-前
Xb5-HU 早尾　丑磨 ハヤオ　ウシマロ 林政五十年－一林業技術者の歩ゆんだ道－ リンセイ50ネン 19-4-前
Xb5-HY 韓　翼教 カン　ヨクキョウ 韓相龍君を語る カンソウリュウクンオカタル 19-4-前
Xb5-HY 服部　之総 ハットリ　シソウ 初代長瀬富郎傳 ショダイナガセトミロウデン 19-4-前
Xb5-HY 芳賀　八彌 ハガ　ハチヤ 由利公正全（4冊） ユリキミマサ 19-4-前

Xb5-I 故岩下清周君伝記編纂会
コイワシタセイシュウクンデンキヘン
サンカイ

岩下清周伝（2冊） イワシタ　セイシュウデン 19-4-前

Xb5-I 石橋湛山全集編纂委員会
イシバシタンザンゼンシュウヘンサ
ンイインカイ

石橋湛山全集（2） イシバシタンザンゼンシュウ 19-4-前

Xb5-I 石渡　荘太郎 イシワタリ　ソウタロウ 石渡荘太郎伝記編纂会 イシワタリソウタロウデンキ 19-4-前
Xb5-I 維新史料編纂会 イシンシリョウヘンサンカイ 講演速記録（11） コウエンソッキロク 19-4-前

Xb5-I 井上角五郎功労表彰会
イノウエカクゴロウコウロウヒョウショ
ウカイ

井上角五郎君畧傅 イノウエカクゴロウクンリャクデン 19-4-前

Xb5-I 岩倉公旧蹟保存会 イワクラコウキュウセキホゾンカイ 岩倉公実記（上）（中）（下） イワクラコウジッキ 19-4-前
Xb5-I 五日会 イツカカイ 翁の直話 オキナノジキワ 19-4-前
Xb5-I 五日会 イツカカイ 古河潤吉君伝 フルカワジュンキチクンデン 19-4-前
Xb5-I 五日会（古河合名会社内） イツカカイ 古河市兵衛翁伝 フルカワイチベエオウデン 19-4-前
Xb5-I 小松　緑 コマツ　ミドリ 伊藤公全集（1）～（3） イトウコウゼンシュウ 19-4-前
Xb5-I （株）池貝鉄工所 カブシキガイシャイケガイテッコウ 池貝喜四郎追想録 イケガイキシロウツイソウロク 19-4-前
Xb5-I 岩崎小彌太伝編纂委員会 イワサキコヤタデンヘンサンイインカ 岩崎小彌太伝 イワサキコヤタデン 19-4-前
Xb5-IE 石野　瑛 イシノ　アキラ 亜墨理駕船渡来日記 アメリカセントライニッキ 19-4-前
Xb5-IH 泉　彦蔵 イズミ　ヒコゾウ 麻生太吉伝　大田黒重五郎監修（3冊） アソウタキチデン 19-4-前
Xb5-IH 岩崎　英重 イワサキ　ヒデシゲ 坂本龍馬関係文書（1） サカモトリョウマカンケイブンショ 19-4-前
Xb5-IH 岩崎　英重 イワサキ　ヒデシゲ 坂本龍馬関係文書（2） サカモトリョウマカンケイブンショ 19-4-前
Xb5-IH 小松　緑 コマツ　ミドリ 伊藤公全集（1）～（3） イトウコウゼンシュウ 19-4-前
Xb5-IJ 伊藤　仁太郎 イトウ　ジンタロウ 血気時代乃井上侯 ケッキジダイノイノウエコウ 19-4-前
Xb5-IJ 井上　準之助 イノウエ　ジュンノスケ 財界時言 ザイカイジゲン 19-4-前
Xb5-IK 石山　賢吉 イシヤマ　ケンキチ 経済記者修業 ケイザイキシャシュギョウ 19-4-前
Xb5-IK 伊藤　金次郎 イトウ　キンジロウ のどぼとけ念仏－毎日新聞発展外史－ ノドボトケネンブツ 19-4-前
Xb5-IM 石井　満 イシイ　ミツル 千石興太郎傳（2冊） センゴクコウタロウデン 19-4-前
Xb5-IM 石河　幹明 イシカワ　ミキアキ 福沢諭吉伝（1）～（3） フクザワユキチデン 19-5-前
Xb5-IM 石河　幹明 イシカワ　ミキアキ 福澤諭吉傳（4） フクザワユキチデン 19-5-前
Xb5-IM 伊藤　正徳 イトウ　マサノリ 加藤高明（下） カトウタカアキ 19-5-前
Xb5-IM 井上　雅二 イノウエ　マサジ 平民宰相原敬 ヘイミンサイショウハラタカシ 19-5-前
Xb5-IN 池田　成章 イケダ　セイショウ 鷹山公世紀（全）（2冊） ヨウザンコウセイキ 19-5-前
Xb5-IR 菴原　鉚次郎 イバラ　リュウジロウ 土方伯 ヒジカタハク 19-5-前
Xb5-IS 池田　成彬 イケダ　シゲアキ 私の人生観 ワタシノジンセイカン 19-5-前
Xb5-IS 池田　成彬 イケダ　シゲアキ 財界回顧 ザイカイカイコ 19-5-前
Xb5-IS 池田成彬伝記刊行会 イケダシゲアキデンキカンコウカイ 池田成彬伝 イケダシゲアキデン 19-5-前
Xb5-IS 池原　鹿之助 イケハラ　シカノスケ 鶴原定吉君略伝 ツルハラサダキチクンリャクデン 19-5-前
Xb5-IS 井野辺　茂雄 イノベ　シゲオ 明治維新史 メイジイシンシ 19-5-前
Xb5-IS 岩崎　清七 イワサキ　セイシチ 財界楽屋漫談 ザイカイガクヤマンダン 19-5-前
Xb5-IS 岩下　清周 イワシタ　セイシュウ 藤田翁言行録（3冊） フジタオウゲンコウロク 19-5-前
Xb5-IT 石黒　忠悳 イシグロ　タダノリ 耄録 モウロク 19-5-前
Xb5-IT 石坂　泰三 イシザカ　タイゾウ 働くこと楽しむこと ハタラクコトタノシムコト 19-5-前
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Xb5-IT 石橋　湛山 イシバシ　タンザン 自由主義者・石橋湛山（2）その思想と言論 ジユウシュギシャイシバシタンザン 19-5-前
Xb5-IT 石橋　湛山 イシバシ　タンザン 湛山回想 タンザンカイソウ （3F）
Xb5-IT 石橋　湛山 イシバシ　タンザン 石橋湛山全集第十三巻 イシバシタンザンゼンシュウ 19-5-前
Xb5-IT 板垣　退助 イタガキ　タイスケ 一代華族論 イチダイカゾクロン 19-5-前
Xb5-IT 伊藤　悌造 イトウ　テイゾウ 放言集一（田附政次郎） ホウゲンシュウ 19-5-前
Xb5-IT 犬養　毅 イヌカイ　ツヨシ 犬養木堂氏大演説集大日本雄辯会 イヌガイボクドウシダイエンゼツシュウ 19-5-前
Xb5-IT 犬養　毅 イヌカイ　ツヨシ 木堂政論集 ボクドウセイロンシュウ 19-5-前
Xb5-IY 市野　彌三郎 イチノ　ヤサブロウ 鴻爪痕 コウソウコン 19-5-後
Xb5-J 時事新報社 ジジシンポウシャ 後は昔の記 ノチハムカシノキ 19-5-後
Xb5-J 実業の世界社 ジツギョウノセカイシャ 野依秀市 ノヨリヒデイチ 19-5-後
Xb5-J 時事新報社経済部 ジジシンポウシャケイザイブ 財づる物語 ザイズルモノガタリ 19-5-後
Xb5-K 〔国史講習会〕 コクシコウシュウカイ 幕末明治人物史論 バクマツメイジジンブツシロン 19-5-後
Xb5-K 海舟全集刊行会 カイシュウゼンシュウカンコウカイ 海舟全集（1）～（3） カイシュウゼンシュウ 19-5-後
Xb5-K 海舟全集刊行会 カイシュウゼンシュウカンコウカイ 海舟全集（4） カイシュウゼンシュウ 19-5-後
Xb5-K 海舟全集刊行会 カイシュウゼンシュウカンコウカイ 海舟全集（5）～（7） カイシュウゼンシュウ 19-5-後
Xb5-K 海舟全集刊行会 カイシュウゼンシュウカンコウカイ 海舟全集（9）（10） カイシュウゼンシュウ 19-5-後
Xb5-K 鹿島平和研究所 カジマヘイワケンキュウジョ 石井菊次郎遺稿外交随想 イシイキクジロウイコウガイコウズイソウ 19-5-後
Xb5-K 鐘淵紡績（株） カネガフチボウセキカブシキガイ 津田さんを偲びて ツダサンオシノビテ 19-5-後
Xb5-K 金子柳田両翁頌徳会 カネコヤナギダリョウオウショウトク 柳田富士松伝 ヤナギダフジマツデン 19-5-後

Xb5-K 河上弘一記念事業世話人会
カワカミコウイチキネンジギョウセワ
ニンカイ

河上弘一回想録（2冊） カワカミコウイチカイソウロク 19-5-後

Xb5-K 木戸公傳記編纂所 キドコウデンキヘンサンジョ 松菊木戸公傳（上）（下） ショウギクキドコウデン 19-5-後
Xb5-K 桐生織物史編纂会 キリュウオリモノシヘンサンカイ 桐生織物史人物伝 キリュウオリモノシジンブツデン 19-5-後
Xb5-K 桐生織物史編纂会 キリュウオリモノシヘンサンカイ 桐生織物史人物傳 キリュウオリモノシジンブツデン 19-5-後
Xb5-K 景岳会 ケイガクカイ 橋本左内全集 ハシモトサナイゼンシュウ 19-5-後
Xb5-K 故馬場鍈一氏記念会 コババエイイチシキネンカイ 馬場鍈一伝 ババエイイチデン （3F）
Xb5-K 鶴友会 カクユウカイ 大倉鶴彦翁（2冊） オオクラツルヒコオウ 19-6-前
Xb5-K 河野磐州伝編纂会 コウノバンシュウデンヘンサンカイ 河野磐州伝（上）（下）（各2冊） コウノバンシュウデン 19-6-前
Xb5-KA 川村　惇 カワムラ　ジュン 米澤鷹山公 ヨネザワヨウザンコウ 19-6-前
Xb5-KA 木戸　有直 キド　アリナオ 青淵先生七十寿祝賀記念号 セイエンセンセイシチジュウジュシュクガキネンゴウ 19-6-前

Xb5-KC カレルギー，クーデンホーフ カレルギー　クーデンホーフ
クーデンホーフ・カレルギ－回想録－思想はヨーロッパ
を征服する－(2冊)

クーデンホーフカレルギーカイソウロク 19-6-前

Xb5-KC 熊川　千代喜 クマガワ　チヨキ 阿部房次朗伝 アベフサジロウデン 19-6-前
Xb5-KE 岸本　英太郎 キシモト　エイタロウ 片山潜（1）（2） カタヤマセン 19-6-前

Xb5-KF 久原房之助翁伝記編纂会
クハラフサノスケオウデンキヘンサ
ンカイ

久原房之助 クハラフサノスケ 19-6-前

Xb5-KH カトウ　ヒロユキ 加藤弘之自叙伝 カトウヒロユキジジョデン 19-6-前
Xb5-KI 小林　一三 コバヤシ　イチゾウ 雅俗山荘漫筆（2）（3） ガゾクサンソウマンピツ 19-6-前
Xb5-KJ 川島　甚兵衛 カワシマ　ジンベイ 川島家と其事業 カワシマケトソノジギョウ 19-6-前
Xb5-KK 上山　勘太郎 カミヤマ　カンタロウ 紀伊国屋文左衛門 キノクニヤブンザエモン 19-6-前
Xb5-KK 加藤　清忠 カトウ　キヨタダ 堀越善重郎傅（2冊） ホリコシゼンジュウロウデン 19-6-前
Xb5-KK 久保田　高吉 クボタ　コウキチ 東洋実業家詳傳（1） トウヨウジツギョウカショウデン 19-6-前
Xb5-KK 久米　邦武 クメ　クニタケ 米欧回覧実記　（2） ベイオウカイランジッキ 19-6-前
Xb5-KK 来原　慶助 クルハラ　ケイスケ 不運なる革命児前原一誠 フウンナルカクメイジマエバライッセイ 19-6-前
Xb5-KK 黒田　甲子郎 クロダ　コウシロウ 元帥寺内伯爵伝 ゲンスイテラウチハクシャクデン 19-6-後
Xb5-KM 楫東　正彦 イトウ　マサヒコ 海舟言行録（全） カイシュウゲンコウロク 19-6-後
Xb5-KM 川島　元次郎 カワシマ　モトジロウ 徳川初期の海外貿易家 トクガワショキノカイガイボウエキカ 19-6-後
Xb5-KM 岸上　操 キシガミ　ミサオ 明治十二傑実伝 メイジ12ケツジツデン 19-6-後
Xb5-KM 熊田　宗次郎 クマダ　ムネジロウ 観樹将軍縦横談 カンジュショウグンジュウオウダン 19-6-後
Xb5-KM 郭　沫若 カク　マツジャク 抗日戦回想録 コウニチセンカイソウロク 19-6-後
Xb5-KM 楫西　光速 カジニシ　ミツハヤ 豊田佐吉 トヨタサキチ 19-6-後
Xb5-KN 神田　乃武 カンダ　ナイブ 神田孝平略伝 カンダコウヘイリャクデン 19-6-後
Xb5-KN 神田　乃武 カンダ　ナイブ 淡崖遺稿 タンガイイコウ 19-6-後
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Xb5-KN 小島　直記 コジマ　ナオキ 日本さらり－まん外史 ニホンサラリーマンガイシ 19-6-後
Xb5-KN 小島　直記 コジマ　ナオキ 続日本さらり－まん外史彼らはいかに生きたか－ ゾクニホンサラリーマンガイシ 19-6-後
Xb5-KN 小島　直記 コジマ　ナオキ 福沢山脈 フクザワサンミャク 19-6-後
Xb5-KN 小島　直記 コジマ　ナオキ 人材水脈－日本近代化の主役と裏方－ ジンザイスイミャク 19-6-後
Xb5-KN 幸田　成友 コウダ　ナリトモ 大塩平八郎 オオシオヘイハチロウ 19-6-後
Xb5-KO 賀屋　興宣 カヤ　オキノリ 戦前・戦後八十年 センゼンセンゴ80ネン 19-6-後
Xb5-KR 栗原　亮一 クリハラ　リョウイチ 板垣退助君傳（1） イタガキタイスケクンデン 19-6-後
Xb5-KR 小西　利兵衛 コニシ　リヘイ 電狸翁夜話 デンタヌオウヤワ 19-6-後
Xb5-KS 鎌田　沢一郎 カマタ　サワイチロウ 宇垣一成 ウガキカズシゲ 19-6-後
Xb5-KS 川合　貞一 カワイ　テイイチ 福澤諭吉先生を語る フクザワユキチセンセイオカタル 19-6-後
Xb5-KS 川崎　三郎（紫山） カワサキ　サブロウ 木戸松菊 キドショウギク 19-6-後
Xb5-KS 川路　聖謨 カワジ　トシアキラ 長崎日記・下田日記 ナガサキニッキシモダニッキ 19-6-後
Xb5-KS 喜多　貞吉 キダ　サダキチ 和田豊治伝（2冊） ワダトヨジデン 19-6-後
Xb5-KS 木瀧　清類 キタキ　セイルイ 纂評大隈君財政要覧 サンピョウオオクマクンザイセイヨウラン 19-6-後
Xb5-KS 呉　秀三 クレ　シュウゾウ 箕作阮甫 ミツクリゲンポ 19-6-後
Xb5-KS 小泉　信三 コイズミ　シンゾウ 福沢諭吉 フクザワユキチ 19-6-後
Xb5-KS 小西　四郎 コニシ　シロウ 日本人物史大系（5） ニホンジンブツシタイケイ 19-6-後
Xb5-KS 来栖　三郎 クルス　サブロウ 日米外交秘話－わが外交史－（2冊） ニチベイガイコウヒワ 19-6-後
Xb5-KS 幸徳　秋水 コウトク　シュウスイ 幸徳秋水書簡集 コウトクシュウスイショカンシュウ 19-6-後
Xb5-KT 加藤　武雄 カトウ　タケオ 日本人間美 ニホンニンゲンビ 19-6-後
Xb5-KT 菊地　武徳 キクチ　タケノリ 中上川彦次郎君 ナカミガワヒコジロウクン 19-6-後
Xb5-KT 北野　種次郎 キタノ　タネジロウ 田代重右衛門翁（2冊） タシロジュウエモンオウ 20-1-前
Xb5-KT 木村　毅 キムラ　ツヨシ 白い石炭－森矗昶の人とその事業－ シロイセキタン 20-1-前
Xb5-KT 木村　匡 キムラ　タダシ 森先生伝 モリセンセイデン 20-1-前
Xb5-KT 国谷　豊次郎〔洗心堂閑客〕 クニタニ　トヨジロウ 韮山反射爐－江川太郎左衛門の遺墨と小伝－ ニラヤマハンシャロ 20-1-前
Xb5-KT 国府　種徳 コクブ　タネノリ 銭屋五兵衛 ゼニヤゴヘエ 20-1-前
Xb5-KT 日下部　東作 クサカベ　トウサク 大久保利通伝（上）（中）（下） オオクボトシミチデン 20-1-前
Xb5-KY 河合　良成 カワイ　ヨシナリ 帝人心境録 テイジンシンキョウロク （3F）
Xb5-KY 河村　与一郎 カワムラ　ヨイチロウ 警世矯俗大塩平八郎伝 ケイセイキョウゾクオオシオヘイハチロウデン 20-1-前
Xb5-KY 北山　米吉 キタヤマ　ヨネキチ 中上川彦次郎君伝記資料 ナカミガワヒコジロウクンデンキシリョウ 20-1-前
Xb5-KY 金　雄白 キン　ユウハク 同生共死の実体 ドウセイキョウシノジッタイ 20-1-前
Xb5-KY 黒木　勇吉 クロギ　ユウキチ 小村寿太郎 コムラジュタロウ 20-1-前
Xb5-M 三木会 ミキカイ 三木武吉 ミキブキチ 20-1-前
Xb5-M 三輪寿壮伝記刊行会 ミワジュソウデンキカンコウカイ 三輸寿壮の生涯 ミワジュソウノショウガイ 20-1-前

Xb5-M 宮島清次郎翁伝刊行会
ミヤジマセイジロウオウデンカンコウ
カイ

宮島清次郎翁伝 ミヤジマセイジロウオウデン 20-1-前

Xb5-M 民友社 ミンユウシャ 勝海舟 カツカイシュウ 20-1-前

Xb5-M 村瀬直養氏追悼録編纂委員会
ムラセナオカイシツイトウロクヘンサ
ンイインカイ

村瀬さんの想い出 ムラセサンノオモイデ 20-1-前

Xb5-M 紅葉会 モミジカイ 風雲六十三年神田鐳蔵翁 フウウン63ネンカンダライゾウオウ （3F）
Xb5-M 紅葉会 モミジカイ 風雲六十三年神田鐳蔵翁 フウウン63ネンカンダライゾウオウ 20-1-前
Xb5-MG 茂出木　源太郎 モデギ　ゲンタロウ 大谷嘉兵衛翁伝（2冊） オオタニカヘエオウデン 20-1-前
Xb5-MG 正岡　芸陽 マサオカ　ゲイヨウ 時代思想の権化－星亨と社会－ ジダイシソウノゴンゲ 20-1-前
Xb5-MH 的野　半介 マトノ　ハンスケ 江藤南白 エトウナンパク 20-1-前
Xb5-MH 村田　弘 ムラタ　ヒロシ 中野金次郎伝（2冊） ナカノキンジロウデン 20-1-前
Xb5-MH 陸奥　広吉 ムツ　ヒロキチ 伯爵陸奥宗光遺稿 ハクシャクムツムネミツイコウ 20-1-後
Xb5-MI 松村　巌 マツムラ　イワオ 岩崎彌太郎 イワサキヤタロウ 20-1-後
Xb5-MI 松本　一郎 マツモト　イチロウ 闘魂の人－人間務台と読売新聞－ トウコンノヒト 20-1-後
Xb5-MJ 村上　順二 ムラカミ　ジュンジ 野村得庵趣味篇 ノムラトクアン （3F）
Xb5-MK 諸井　恒平 モロイ　ツネヘイ 青淵先生六十年史資料－渋澤氏と日本煉瓦製造会社 セイエンセンセイ60ネンシシリョウ 20-1-後
Xb5-MK 望月　小太郎 モチズキ　コタロウ 鶯溪演説集 オウケイエンゼツシュウ 20-1-後
Xb5-MK 森村　開作 モリムラ　カイサク 和田豊治伝 ワダトヨジデン 20-1-後
Xb5-MM 陸奥　宗光 ムツ　ムネミツ 蹇々録 ケンケンロク 20-1-後
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Xb5-MM 村瀬　正章 ムラセ　マサユキ 臥雲辰致 ガウンタツチ 20-1-後
Xb5-MM 村田　峰次郎 ムラタ　ミネジロウ 品川子爵伝 シナガワシシャクデン 20-1-後
Xb5-MM 村田　峰次郎 ムラタ　ミネジロウ 大村益次郎先生事蹟（2冊） オオムラマスジロウセンセイジセキ 20-1-後
Xb5-MM 森田　無適 モリタ　ムテキ 矢野恒太と第1生命 ヤノツネタトダイイチセイメイ 20-1-後
Xb5-MM 宮本　又次 ミヤモト　マタジ 鴻池善右衛門 コウノイケゼンウエモン 20-1-後

Xb5-MN 御法川直三郎翁自伝刊行会
ミノリカワナオサブロウオウジデンカ
ンコウカイ

御法川直三郎翁自伝 ミノリカワナオサブロウオウジデン 20-1-後

Xb5-MN 牧野　伸顕 マキノ　ノブアキ 回顧録（1） カイコロク（1） 20-1-後
Xb5-MN 牧野　伸顕 マキノ　ノブアキ 回顧録（1）（2） カイコロク（1）（2） 20-1-後
Xb5-MN 牧野　伸顕 マキノ　ノブアキ 回顧録（2）（3） カイコロク（2）（3） 20-1-後
Xb5-MN 松平　直亮 マツダイラ　ナオスケ 西村茂樹先生論説集 ニシムラシゲキセンセイロンセツシュウ 20-1-後
Xb5-MR 前田　連山 マエダ　レンザン 原敬傳（下） ハラタカシデン 20-1-後
Xb5-MR 森　林太郎 モリ　リンタロウ 西周伝 ニシアマネデン 20-1-後
Xb5-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 武藤山治身の上話（2冊） ムトウサンジミノウエバナシ 20-1-後
Xb5-MS 前尾　繁三郎 マエオ　シゲサブロウ 私の履歴書 ワタシノリレキショ 20-1-後
Xb5-MS 松本　重治 マツモト　シゲハル 上海時代－ジャーナリストの回想－（上） シャンハイジダイ 20-1-後
Xb5-MS 村田　昇司 ムラタ　ショウジ 門野幾之進先生事蹟・文集 カドノイクノシンセンセイジセキブンシュウ 20-1-後
Xb5-MT 益田　孝 マスダ　タカシ 益田孝雑話 マスダタカシザツワ 20-1-後
Xb5-MT 三岡　丈夫 ミツオカ　タケオ 由利公正伝 ユリキミマサデン 20-1-後
Xb5-MT 牧野　武夫 マキノ　タケオ 遠山元一 トオヤマゲンイチ （3F）
Xb5-MU 桝本　卯平 マスモト　ウヘイ 自然の人小村寿太郎 シゼンノヒトコムラジュタロウ 20-1-後
Xb5-MY 無何有郷主人 ムカユウキョウシュジン 木戸孝允 キドタカヨシ 20-1-後
Xb5-MY 三鬼　陽之助 ミキ　ヨウノスケ 三鬼陽之助人物論選集 ミキヨウノスケジンブツロンセンシュウ 20-1-後
Xb5-MY 松枝　保二 マツエダ　ヤスジ 大隈侯昔日譚 オオクマコウセキジツタン 20-1-後
Xb5-MY 松下　芳男 マツシタ　ヨシオ 水野廣徳 ミズノヒロノリ 20-1-後
Xb5-N 石川　悌次郎 イシカワ　テイジロウ 日本財界人物伝全集（18） ニホンザイカイジンブツデンゼンシュウ （3F）
Xb5-N 三鬼　陽之助 ミキ　ヨウノスケ 日本財界人物伝全集（15） ニホンザイカイジンブツデンゼンシュウ （3F）
Xb5-N 筑井　正義 ツクイ　マサヨシ 日本財界人物伝全集（別巻1） ニホンザイカイジンブツデンゼンシュウ （3F）
Xb5-N 東洋書館 トウヨウショカン 日本財界人物伝全集（1）～（5） ニホンザイカイジンブツデンゼンシュウ （3F）
Xb5-N 東洋書館 トウヨウショカン 日本財界人物伝全集（7）（8） ニホンザイカイジンブツデンゼンシュウ （3F）
Xb5-N 東洋書館 トウヨウショカン 日本財界人物伝全集（10）（11） ニホンザイカイジンブツデンゼンシュウ （3F）

Xb5-N 中上川彦次郎君伝記資料編纂所
ナカミガワヒコジロウクンデンキシ
リョウヘンサンジョ

中上川彦次郎君伝記資料 ナカミガワヒコジロウクンデンキシリョウ 20-2-前

Xb5-N 中橋徳五郎翁伝記編纂会
ナカハシトクゴロウオウデンキヘン
サンカイ

中橋徳五郎（上）（下） ナカハシトクゴロウ 20-2-前

Xb5-N 日米商店 ニチベイショウテン 裸一貫より光の村へ ハダカイッカンヨリヒカリノムラエ 20-2-前
Xb5-N 日本経営史研究所 ニホンケイエイシケンキュウショ 中上川彦次郎伝記資料 ナカミガワヒコジロウデンキシリョウ 20-2-前
Xb5-N 日本史籍協会 ニホンシセキキョウカイ 大久保利通文書（1）～（10） オオクボトシミチブンショ 20-2-前
Xb5-N 野村得庵翁伝記編纂会 ノムラトクアンオウデンキヘンサンカ 野村得庵本伝（上）（下） ノムラトクアン （3F）
Xb5-NA 蜷川　新 ニナガワ　アラタ 開国の先覚者小栗上野介 カイコクノセンカクシャ 20-2-前
Xb5-NB 内藤　文治良 ナイトウ　ブンジロウ 若尾逸平 ワカオイッペイ 20-2-前
Xb5-NC 内藤　恥叟 ナイトウ　チソウ 徳川十五代史（9） トクガワ15ダイシ 20-2-前
Xb5-NH 長沼　弘毅 ナガヌマ　ヒロキ 馬場鍈一の追憶 ババエイイチノツイオク 20-2-前
Xb5-NH 野依　秀市 ノロイ　ヒデイチ 明治の人・大正の人・昭和の人 メイジノヒトタイショウノヒトショウワノヒト 20-2-前
Xb5-NK 中島　久萬吉 ナカジマ　クマキチ 政界財界五十年 セイカイザイカイ50ネン （3F）
Xb5-NK 中原　邦平 ナカハラ　クニヘイ 井上伯伝（1）～（7）、同附録（1）～（2） イノウエハクデンドウフロク 20-2-後
Xb5-NK 中原　邦平 ナカハラ　クニヘイ 忠正公勤王事績訂正補修 チュウセイコウキンノウジセキ 20-2-後
Xb5-NK 中村　勝麻呂 ナカムラ　カツマロ 井伊大老と開港 イイタイロウトカイコウ 20-2-後
Xb5-NK 野村　兼太郎 ノムラ　ケンタロウ 近世日本の経世家 キンセイニホンノケイセイカ 20-2-後
Xb5-NM 長井　実 ナガイ　ミノル 自叙益田孝翁伝（2冊） ジジョマスダタカシオウデン 20-2-後
Xb5-NN 仲小路　宣 ナカコウジ　ノリ 仲小路廉集（1）（2） ナカコウジレンシュウ 20-2-後
Xb5-NN 中村　尚美 ナカムラ　ナオミ 大隈重信 オオクマシゲノブ 20-2-後
Xb5-NR 中野　礼四郎 ナカノ　レイシロウ 鍋島直正公傳（1）（2・2冊） ナベシマナオマサコウデン 20-2-後

Ａ－180/3



Xb5-NR 中野　礼四郎 ナカノ　レイシロウ 鍋島直正公伝（2）～（6）（年表索引総目録） ナベシマナオマサコウデン 20-2-後
Xb5-NS 西尾　末広 ニシオ　スエヒロ 西尾末広の政治覚書 ニシオスエヒロノセイジオボエガキ 20-2-後
Xb5-NT 中島　司 ナカジマ　ツカサ 三島太郎氏記念誌 ミシマタロウシキネンシ 20-2-後
Xb5-NT 半井　桃水 ナカライ　トウスイ 土居通夫君傳 ドイミチオクンデン 20-3-前
Xb5-NU 中西　牛郎 ナカニシ　ウシオ 従六位光村弥兵衛伝 ジュウロクイミツムラヤヘエデン 20-3-前
Xb5-NY 中根　雪江 ナカネ　ユキエ 昨夢紀事（上）（下） サクムキジ 20-3-前
Xb5-O 大隈侯85年史編纂会 オオクマコウ85ネンシヘンサンカイ 大隈侯八十五年史（3） オオクマコウ85ネンシ 20-3-前
Xb5-O 大隈侯八十五年史編纂会 オオクマコウ85ネンシヘンサンカイ 大隈侯八十五年史（1） オオクマコウ85ネンシ 20-3-前
Xb5-O 大隈侯八十五年史編纂会 オオクマコウ85ネンシヘンサンカイ 大隈侯八十五年史（2） オオクマコウ85ネンシ 20-3-前
Xb5-O 尾崎　行雄 オザキ　ユキオ 尾崎行雄全集（1）～（9） オザキユキオゼンシュウ 20-3-前
Xb5-O 尾崎　行雄 オザキ　ユキオ 尾崎行雄全集（10） オザキユキオゼンシュウ 20-3-後
Xb5-OA 太田原　在文 オオタワラ　アリフミ 十大先覚記者傳 ジュウダイセンカクキシャデン 20-3-後
Xb5-OC 荻野　仲三郎 オギノ　ナカサブロウ 園田孝吉伝 ソノダコウキチデン 20-3-後
Xb5-OC 荻野　仲三郎 オギノ　ナカサブロウ 児玉一造伝 コダマイチゾウデン 20-3-後
Xb5-OE 大塚　栄三 オオツカ　エイゾウ 馬越恭平翁傳 マゴシキョウヘイオウデン 20-3-後
Xb5-OE 小川　栄一 オガワ　エイイチ あわてなさんな－小川栄一・不平不満集－ アワテナサンナ 20-3-後
Xb5-OG 岡崎　儀八郎 オカザキ　ギハチロウ 前田正名君 マエダマサナクン 20-3-後
Xb5-OG 小川　銀次郎 オガワ　ギンジロウ 旧事諮問録（2）（5） キュウジシモンロク 20-3-後
Xb5-OH 大内　兵衛 オオウチ　ヒョウエ マルクス・エンゲルス小伝 マルクスエンゲルスショウデン 20-3-後
Xb5-OJ 大田黒　重五郎 オウタグロ　シゲゴロウ 麻生太吉傅 アソウタキチデン 20-3-後
Xb5-OK 大町　桂月 オオマチ　カゲツ 伯爵後藤象二郎 ハクシャクゴトウショウジロウ 20-3-後
Xb5-OK 岡田　啓介 オカダ　ケイスケ 岡田啓介回顧録（2冊） オカダケイスケカイコロク 20-3-後
Xb5-OK 長田　権次郎 ナガタ　ケンジロウ 林子平全 ハヤシシヘイ 20-3-後
Xb5-OK 小野　賢一郎 オノ　ケンイチロウ 明治・大正・昭和 メイジタイショウショウワ 20-3-後
Xb5-OK 尾立　維孝 オダテ　ヨシタカ 立志実伝大倉喜八郎 リッシジツデンオオクラキハチロウ 20-3-後
Xb5-OK 長田　権次郎 ナガタ　ケンジロウ 高田屋嘉兵衛（全） タカダヤカヘエ 20-3-後
Xb5-OM 小倉　正恆 オグラ　マサツネ 小倉正恆談叢 オグラマサツネダンソウ 20-3-後
Xb5-OR 大西　理平 オオニシ　リヘイ 朝吹英二君傅 アサブキエイジクンデン 20-3-後
Xb5-OR 大西　理平 オオニシ　リヘイ 福澤桃介翁伝 フクザワモモスケオウデン （3F）
Xb5-OS 大隈　重信 オオクマ　シゲノブ 大隈伯演説集 オオクマハクエンゼツシュウ 20-3-後
Xb5-OT 大塚　武松 オオツカ　タケマツ 岩倉具視関係文書（1）～（6） イワクラトモミカンケイブンショ 20-3-後
Xb5-OT 岡田　唯吉 オカダ　タダキチ 讃岐偉人久米栄左衛門翁 サヌキイジンクメエイザエモンオウ 20-3-後
Xb5-OT 岡戸　武平 オカド　ブヘイ 伊藤家伝 イトウケデン 20-3-後
Xb5-OT 岡本　藤次郎 オカモト　トウジロウ 豊田利三郎氏伝記 トヨタリサブロウシデンキ 20-3-後
Xb5-OY 大日本雄辯会 ダイニホンユウベンカイ 尾崎行雄氏大演説集 オザキユキオシダイエンゼツシュウ 20-3-後
Xb5-OY 岡　義武 オカ　ヨシタケ 山県有明－明治日本の象徴－ ヤマガタアリトモ 20-3-後
Xb5-OY 尾崎　行雄 オザキ　ユキオ 学堂回顧録 ガクドウカイコロク 20-3-後
Xb5-OY 尾崎　行雄 オザキ　ユキオ 愕堂集（全） ガクドウシュウ 20-4-前
Xb5-R 龍門社 リュウモンシャ 青淵先生六十年史（1）（2）－一名近世実業発達史－ セイエンセンセイ60ネンシ （3F）
Xb5-R 龍門社 リュウモンシャ 青淵先生六十年史（2）－一名近世実業発達史－ セイエンセンセイ60ネンシ 20-4-前
Xb5-RF ロイテル，フランツ ロイテル　フランツ シャハト伝 シャハトデン 20-4-前
Xb5-RJ レー，ジョン レー　ジョン アダム・スミス伝 アダムスミスデン 20-4-前
Xb5-RP Russell，Phillips ラッセル　フィリップス ジェファーソン－米国民主制度の創始者－ ジェファーソン 20-4-前

Xb5-S
故阪谷子爵記念事業会（東京市政
調査会）

コサカタニシシャクキネンジギョウカ
イ

阪谷芳郎伝（2冊） サカタニヨシオデン 20-4-前

Xb5-S （株）三十四銀行 カブシキガイシャ34ギンコウ 小山健三伝 コヤマケンゾウデン 20-4-前
Xb5-S 住友春翠編纂委員会 スミトモシュンスイヘンサンイインカ 住友春翠 スミトモシュンスイ 20-4-前
Xb5-S 青潮出版 セイチョウシュッパン 日本財界人物列伝（1） ニホンザイカイジンブツレツデン （3F）
Xb5-S 井上馨侯伝記編纂会 イノウエカオルコウデンキヘンサン 世外井上公伝（1）～（5） セイガイイノウエコウデン 20-4-前
Xb5-S 三峰会 サンポウカイ 三峰下岡忠治伝 サンポウシモオカチュウジデン 20-4-前

Xb5-S 渋沢青淵記念財団竜門社
シブサワセイエンキネンザイダン
リュウモンシャ

渋沢栄一伝記資料（1）～（4） シブサワエイイチデンキシリョウ 20-4-後

Ａ－181/3



Xb5-S 渋沢青淵記念財団竜門社
シブサワセイエンキネンザイダン
リュウモンシャ

渋沢栄一伝記資料（5）～（19） シブサワエイイチデンキシリョウ 20-4-後

Xb5-S 渋沢青淵記念財団竜門社
シブサワセイエンキネンザイダン
リュウモンシャ

渋沢栄一伝記資料（20）～（22） シブサワエイイチデンキシリョウ 20-4-後

Xb5-S 渋沢青淵記念財団竜門社
シブサワセイエンキネンザイダン
リュウモンシャ

渋沢栄一伝記資料（23）～（29） シブサワエイイチデンキシリョウ 20-5-前

Xb5-S 島津公爵家編輯所 シマヅコウシャクケヘンシュウショ 島津久光公実紀（1）～（8） シマヅヒサミツコウジッキ 20-5-前
Xb5-S 島根県安濃郡教育会 シマネケンアノグンキョウイクカイ 岩谷九十老正傅 イワタニクジュウロウセイデン 20-5-前
Xb5-S 島根県内務部 シマネケンナイムショウ 島根県旧藩美蹟 シマネケンキュウハン、ビセキ 20-5-前
Xb5-S 庄司乙吉伝刊行会 ショウジオトキチデンカンコウカイ 庄司乙吉伝 ショウジオトキチデン 20-5-前
Xb5-S 政教社 セイキョウシャ 観樹将軍回顧録 カンジュショウグンカイコロク 20-5-前
Xb5-S 高橋　毅一 タカハシ　キイチ 青淵先生米寿祝賀記念号 セイエンセンセイベイジュシュクガキネンゴウ 20-5-前
Xb5-S 春畝公追頌会 シュンボウコウツイショウカイ 伊藤博文伝（上）（中）（下） イトウヒロブミデン 20-5-前
Xb5-S 幣原　喜重郎 シデハラ　キジュウロウ 幣原平和財団 シデハラヘイワザイダン 20-5-前
Xb5-S 吉野　作造 ヨシノ　サクゾウ 島田三郎全集（1）～（5）、ただし（3）のみ2冊 シマダサブロウゼンシュウ 20-5-後
Xb5-S 株式会社三十四銀行 カブシキガイシャ34ギンコウ 小山健三伝 コヤマケンゾウデン 20-5-後

Xb5-S （株）住友本社内鈴木馬左也翁
カブシキガイシャスミトモホンシャナ
イスズキマサヤオウ

鈴木馬左也 スズキマサヤ 20-5-後

Xb5-S 渋沢青淵記念財団竜門社
シブサワセイエンキネンザイダン
リュウモンシャ

渋沢栄一伝記資料（30）～（37） シブサワエイイチデンキシリョウ 20-5-後

Xb5-S 渋沢青淵記念財団竜門社
シブサワセイエンキネンザイダン
リュウモンシャ

渋沢栄一伝記資料（38）～（44） シブサワエイイチデンキシリョウ 20-5-後

Xb5-S 渋沢青淵記念財団竜門社
シブサワセイエンキネンザイダン
リュウモンシャ

渋沢栄一伝記資料（45）～（52） シブサワエイイチデンキシリョウ 20-6-前

Xb5-S 渋沢青淵記念財団竜門社
シブサワセイエンキネンザイダン
リュウモンシャ

渋沢栄一伝記資料（53）（54） シブサワエイイチデンキシリョウ 20-6-前

Xb5-S 渋沢青淵記念財団竜門社
シブサワセイエンキネンザイダン
リュウモンシャ

渋沢栄一伝記資料（55） シブサワエイイチデンキシリョウ 20-6-前

Xb5-S 渋沢青淵記念財団竜門社
シブサワセイエンキネンザイダン
リュウモンシャ

渋沢栄一伝記資料（56） シブサワエイイチデンキシリョウ 20-6-前

Xb5-S 渋沢青淵記念財団竜門社
シブサワセイエンキネンザイダン
リュウモンシャ

渋沢栄一伝記資料（57） シブサワエイイチデンキシリョウ 20-6-前

Xb5-S 渋沢青淵記念財団竜門社
シブサワセイエンキネンザイダン
リュウモンシャ

渋沢栄一伝記資料（58） シブサワエイイチデンキシリョウ 20-6-前

Xb5-S 渋沢青淵記念財団竜門社
シブサワセイエンキネンザイダン
リュウモンシャ

渋沢栄一伝記資料別巻（3）～（9） シブサワエイイチデンキシリョウ 20-6-前

Xb5-S 渋沢青淵記念財団竜門社
シブサワセイエンキネンザイダン
リュウモンシャ

渋沢栄一伝記資料別巻（10） シブサワエイイチデンキシリョウ 20-6-前

Xb5-SA 阪口　昭 サカグチ　アキラ 石川一郎－日本を開いた財界人の生涯－ イシカワイチロウニホンヲヒライタ… 20-6-後
Xb5-SA 阪崎　斌 サカザキ　ビン 陸奥宗光 ムツムネミツ 20-6-後
Xb5-SA 佐藤　顕理 サトウ　ヘンリ 日本外交の先覚堀田閣老伝 ニホンガイコウノセンカクホッタカクロウデン 20-6-後
Xb5-SA 沢田　章 サワダ　アキラ 世外侯事歴維新財政談（上）（中）（下）（各2冊） セガイコウジレキイシンザイセイダン 20-6-後
Xb5-SE 渋沢　栄一 シブサワ　エイイチ 昔夢会筆記－徳川慶喜公回想談－ セキムカイヒッキ 20-6-後
Xb5-SE 渋沢　栄一 シブサワ　エイイチ 渋沢男爵実業講演（坤） シブサワダンシャクジツギョウコウエン 20-6-後
Xb5-SE 渋沢　栄一 シブサワ　エイイチ 徳川慶喜公傳（1）～（8） トクガワヨシノブコウデン 20-6-後
Xb5-SE 渋澤　栄一 シブサワ　エイイチ 渋澤男爵実業講演（乾） シブサワダンシャクジツギョウコウエン 20-6-後
Xb5-SE 渋澤　栄一 シブサワ　エイイチ 青淵回顧録（上）（下） セイエンカイコロク 20-6-後
Xb5-SJ 坂口　二郎 サカグチ　ジロウ 野田大塊伝 ノダタイカイデン 20-6-後
Xb5-SK 坂田　幹太 サカタ　カンタ 谷口房蔵翁伝（2冊） タニグチフサゾウオウデン 20-6-後
Xb5-SK 坂本　箕山 サカモト　キザン 元帥公爵山縣有朋 ゲンスイコウシャクヤマガタアキトモ 21-1-前
Xb5-SK 佐々木　邦 ササキ　クニ 在りし日－人としての万代順四郎－ アリシヒ 21-1-前
Xb5-SK 佐藤　喜一郎 サトウ　キイチロウ 続折にふれて ゾクオリニフレテ 21-1-前
Xb5-SK 沢田　謙 サワダ　ケン 労働宰相マクドナルド ロウドウサイショウマクドナルド 21-1-前
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Xb5-SK 幣原　喜重郎 シデハラ　キジュウロウ 外交五十年（2冊） ガイコウ50ネン 21-1-前
Xb5-SK 末広　一雄 スエヒロ　カズオ 男爵近藤廉平伝 ダンシャクコンドウレンペイデン 21-1-前
Xb5-SK 末松　謙澄 スエマツ　ケンチョウ 維新風雲録－故公爵 イシンフウウンロク 21-1-前
Xb5-SM 坂井　又蔵 サカイ　マタゾウ 銀行王安田善次郎 ギンコウオウヤスダゼンジロウ 21-1-前
Xb5-SM 下田　將美 シモダ　マサミ 藤原銀次郎回顧八十年 フジワラギンジロウカイコ80ネン 21-1-前
Xb5-SM 杉本　正幸 スギモト　マサユキ 信仰事業五十年 シンコウジギョウ50ネン 21-1-前
Xb5-SM 杉山　益一郎 スギヤマ　マスイチロウ 老農関根矢作 ロウノウセキネヤサク 21-1-前
Xb5-SM 鈴木　三千代 スズキ　ミチヨ 鈴木忠治－小伝と追憶－（2冊） スズキチュウジ 21-1-前
Xb5-SM 瀬川　光行 セガワ　ミツユキ 商海英傑伝（2冊） ショウカイエイケツデン 21-1-前
Xb5-SN 塩島　仁吉 シオジマ　ニキチ 鼎軒田口先生伝 テイケンタグチセンセイデン 21-1-前
Xb5-SS 薄田　貞敬 ススキダ　サダタカ 中野武営翁の七十年中野武営傳記編纂会 ナカノブエイオウノ70年 （3F）
Xb5-SS 薄田　貞敬 ススキダ　サダタカ 中野武営翁の七十年中野武営伝記編纂会 ナカノブエイオウノ70年 21-1-前
Xb5-SS 佐藤　周平 サトウ　シュウヘイ 相当なもの－登場人物四百六名－ ソウトウナモノ （3F）
Xb5-SS 島田　三郎 シマダ　サブロウ 開国始末（完）－井伊直弼伝－ カイコクシマツ 21-1-前
Xb5-SS 島田　三郎 シマダ　サブロウ 矢野二郎傳 ヤノジロウデン 21-1-前
Xb5-SS 白柳　秀湖 シラヤナギ　シュウコ 西園寺公望傳 サイオンジキンモチデン 21-1-前
Xb5-SS 白柳　秀湖 シラヤナギ　シュウコ 中上川彦次郎伝 ナカカミカワヒコジロウデン 21-1-前
Xb5-SS 白柳　秀湖 シラヤナギ　シュウコ 日本海運の建設者　岩崎彌太朗 ニホンカイウンノケンセツシャイワサキ… 21-1-前
Xb5-SS 杉本　勝二郎 スギモト　ショウジロウ 華族列伝国乃礎（上）（下） カゾクレツデンクニノイシズエ 21-1-前
Xb5-SS 杉本　勝二郎 スギモト　ショウジロウ 華族列伝国乃礎（中） カゾクレツデンクニノイシズエ 21-1-前
Xb5-SS 杉山　茂丸 スギヤマ　シゲマル 山縣元師 ヤマガタゲンスイ 21-1-前
Xb5-ST 勝田　竜夫 ショウダ　タツオ 中国借款と勝田主計 チュウゴクシャッカントショウダカズエ 21-1-後
Xb5-ST 堺　利彦 サカイ　トシヒコ 堺利彦傳 サカイトシヒコデン 21-1-後
Xb5-ST 坂本　辰之助 サカモト　タツノスケ （子爵）三島彌太郎伝（3冊） シシャクミシマヤタロウデン 21-1-後
Xb5-ST 澤本　孟虎 サワモト　タケトラ 雄幸雄弁 オサチユウベン 21-1-後
Xb5-ST 島内　登志衛 シマウチ　トシエ 谷干城遺稿（上）（下） タニタケキイコウ 21-1-後
Xb5-ST 白石　友治 シライシ　トモジ 金子直吉伝 カネコナオキチデン （3F）
Xb5-ST 鈴志野　勤 スズシノ　ツトム 細工師－足立屋五代物語－ サイクシ 21-1-後
Xb5-SU 鈴木　梅四郎 スズキ　ウメシロウ 修養実訓福澤先生の手紙（2冊） シュウヨウジックンフクザワセンセイノテガミ 21-1-後
Xb5-SY 故阪谷子爵記念事業会 コカサタニシシャクキネンジギョウカ 阪谷芳郎傳 サカタニヨシロウデン 21-1-後
Xb5-SY 阪谷　芳郎 サカタニ　ヨシロウ 青淵先生六十年史（1）－近世実業発達史－ セイエンセンセイ60ネンシ 21-1-後
Xb5-SY 櫻内　幸雄 サクラウチ　ユキオ 過去六十年事蹟 カコ60ネンジセキ 21-1-後
Xb5-SY 下中彌三郎伝刊行会 シモナカヤサブロウ 下中彌三郎事典 シモナカヤサブロウジテン 21-1-後

Xb5-T 高碕達之助集刊行委員会
タカサキタツノスケシュウカンコウイ
インカイ

高碕達之助集（上）（下） タカサキタツノスケシュウ 21-1-後

Xb5-T 図書出版会社 トショシュッパンカイシャ 帝国実業家立志編 テイコクジツギョウカリッシヘン 21-1-後
Xb5-T 田附商店 タヅケショウテン 田附政次郎伝 タヅケセイジロウデン （3F）
Xb5-T 田宮記念事業会 タミヤキネンジギョウカイ 田宮嘉右衛門伝 タミヤカエモンデン 21-1-後
Xb5-T 湛山会 タンザンカイ 名峰湛山 メイホウタンザン 21-1-後
Xb5-T 手島工業教育資金団 テジマコウギョウキョウイクシキンダ 手島精一先生伝（2冊） テシマセイイチセンセイデン 21-1-後
Xb5-T 東京日々新聞 トウキョウニチニチシンブン 久光公記（全） ヒサミツコウキ 21-1-後

Xb5-T 鼎軒田口卯吉全集刊行会
テイケンタグチウキチゼンシュウカン
コウカイ

鼎軒田口卯吉全集（1）～（8） テイケンタグチウキチゼンシュウ 21-2-前

Xb5-TA 田中　朝吉 タナカ　アサキチ 原敬全集（上）（下） ハラタカシゼンシュウ 21-2-前
Xb5-TA 戸川　安宅 トガワ　アタカ 三百諸侯 サンビャクショコウ 21-2-前
Xb5-TA 戸川　安宅（残花） トガワ　アタカ 幕末小史（1）～（3） バクマツショウシ 21-2-前
Xb5-TC 田中　忠治 タナカ　チュウジ 豊田佐吉傳 トヨタサキチデン 21-2-前
Xb5-TC 土出　忠治 ツチデ　チュウジ 生き抜いた雑貨貿易五十年 イキヌイタザッカボウエキ50ネン 21-2-前
Xb5-TC 妻木　忠太 ツマキ　チュウタ 木戸松菊略伝 キドショウギクリャクデン 21-2-前
Xb5-TG 津田　権平 ツダ　ゴンベイ 明治立志編（1）～（3） メイジリッシヘン 21-2-前
Xb5-TG 津田　権平 ツダ　ゴンベイ 明治立志編（4）～（5） メイジリッシヘン 21-2-前
Xb5-TG 遠山　元一 トオヤマ　ゲンイチ 兜町から カブトチョウカラ （3F）
Xb5-TH 遠間　平一郎 トオマ　ヘイイチロウ 財界－百人 ザイカイヒャクニン （3F）
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Xb5-TH 戸水　寛人 トミズ　ヒロト 続回顧録 ゾクカイコロク 21-2-前
Xb5-TI 徳富　猪一郎 トクトミ　イイチロウ 蘇峰自傅 ソウホウジデン 21-2-前
Xb5-TI 徳富　猪一郎 トクトミ　イイチロウ 公爵桂太郎傳 コウシャクカツラタロウデン 21-2-後
Xb5-TI 徳富　猪一郎 トクトミ　イイチロウ 公爵桂太郎傳（坤） コウシャクカツラタロウデン 21-2-後
Xb5-TI 徳富　猪一郎 トクトミ　イイチロウ （公爵）松方正義伝（2冊） マツカタマサヨシデン 21-2-後
Xb5-TI 徳富　猪一郎 トクトミ　イイチロウ 大久保甲東先生 オオクボコウトウセンセイ 21-2-後
Xb5-TI 徳富　猪一郎 トクトミ　イイチロウ 西郷南洲先生 サイゴウナンシュウセンセイ 21-2-後
Xb5-TI 徳富　猪一郎 トクトミ　イイチロウ 政治家としての桂公（2冊） セイジカトシテノカツラコウ 21-2-後
Xb5-TI 徳富　猪一郎 トクトミ　イイチロウ 吉田松蔭 ヨシダショウイン 21-2-後
Xb5-TI 徳富　猪一郎 トクトミ　イイチロウ 近世日本国民史（28）～（30） キンセイニホンコクミンシ 21-2-後
Xb5-TJ 高見　順 タカミ　ジュン 敗戦日記 ハイセンニッキ 21-2-後
Xb5-TJ 橘　仁太郎 タチバナ　ジンタロウ 勤王商傑山中新十郎翁伝（2冊） キンノウショウケツヤマナカシンジュウロウオウデン 21-2-後
Xb5-TJ 津島　寿一 ツシマ　ジュイチ 森賢吾さんのこと モリケンゴサンノコト 21-2-後
Xb5-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 高橋経済理論形成の60年（上）（下） タカハシケイザイリロン… （3F）
Xb5-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 財界史話 ザイカイシワ （3F）
Xb5-TK 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 経済評論五十年－私の人生とその背景－ ケイザイヒョウロンゴジュウネン （3F）
Xb5-TK 高橋　是清 タカハシ　コレキヨ 高橋是清 タカハシコレキヨ 21-2-後
Xb5-TK 田中　喜一（王堂） タナカ　キイチ 福澤諭吉 フクザワユキチ 21-2-後
Xb5-TK 辻　寛一 ツジ　カンイチ 辻寛一自選集 ツジカンイチジセンシュウ 21-2-後
Xb5-TK 董　顕光 トウ　ケンコウ 将介石 ショウカイセキ 21-2-後
Xb5-TK 高橋　是清 タカハシ　コレキヨ 是清翁一代記（上）（下） コレキヨオウイチダイキ 21-2-後
Xb5-TK 高島　嘉右衛門 タカシマ　カエモン 高島嘉右衛門自叙伝（2冊） タカシマカエモンジジョデン 21-2-後
Xb5-TM 高橋　光威 タカハシ　ミツタケ 炭鉱王－貝島太助翁の成功談－ タンコウオウ 21-2-後
Xb5-TM 寺師　宗徳 テラシ　ムネノリ 贈正一位島津斉彬公記 ゾウショウイチイシマヅナリアキラコウキ 21-3-前
Xb5-TM 豊原　又男 トヨハラ　マタオ 佐久間貞一小伝（2冊） サクマテイイチショウデン 21-3-前
Xb5-TO 角田　音吉 ツノダ　オトキチ 水野越前守 ミズノエチゼンノカミ 21-3-前
Xb5-TO 竹中　治 タケナカ　オサム 私の回想 ワタシノカイソウ 21-3-前
Xb5-TS 高木　惣吉 タカギ　ソウキチ 自伝的日本海軍始末記 ジデンテキニホンカイグンシマツキ 21-3-前
Xb5-TS 田中翁遺蹟保存会編纂部 タナカオウイセキホゾンカイヘンサン 鉱毒事件（上） コウドクジケン 21-3-前
Xb5-TS 辻　重忠 ツジ　シゲタダ 野中兼山（全） ノナカケンザン 21-3-前
Xb5-TS 津田　茂麿 ツダ　シゲマロ 勤王秘史佐佐木老候昔日談 キンノウヒシササキロウコウセキジツダン 21-3-前
Xb5-TT 高岡　種治 タカオカ　タネジ 朝野人物評 チョウヤジンブツヒョウ 21-3-前
Xb5-TT 高橋　敏太郎 タカハシ　トシタロウ 三井物産の思出 ミツイブッサンノオモイデ 21-3-前
Xb5-TT 田中　豊治郎 タナカ　トヨジロウ 近代之偉人　故五代友厚伝（１） キンダイノイジンコゴダイトモアツデン 21-3-前
Xb5-TT 鴇田　東皐 トキタ　トウコウ 是耶非耶井伊大老 ゼカヒカイイタイロウ 21-3-前
Xb5-TT 富田　高慶 トミタ　タカヨシ 報徳記（全） ホウトクキ 21-3-前
Xb5-TY 高須　芳次郎 タカス　ヨシジロウ 小池国三伝 コイケクニゾウデン （3F）
Xb5-TY 高橋　義雄 タカハシ　ヨシオ 箒のあと（上） ホウキノアト 21-3-前
Xb5-TY 高橋　義雄 タカハシ　ヨシオ 箒のあと（下） ホウキノアト 21-3-前
Xb5-TY 高橋　義雄 タカハシ　ヨシオ 実業懺悔（2冊） ジツギョウザンゲ 21-3-前
Xb5-TY 高橋　彌次郎 タカハシ　ヤジロウ 日本経済を育てた人々 ニホンケイザイヲソダテタヒトビト 21-3-前
Xb5-TY 竹越　与三郎 タケコシ　ヨサブロウ 大川平三郎君傳（5冊） オオカワヘイザブロウクンデン 21-3-前
Xb5-TY 常盤　嘉治 トキワ　ヨシハル 小笠原三九郎傳 オガサワラサンクロウデン 21-3-前
Xb5-TY 鶴見　祐輔 ツルミ　ユウスケ ビスマ－ク（英雄天才史伝） ビスマーク 21-3-前
Xb5-TY 鶴見　祐輔 ツルミ　ユウスケ 後藤新平伝（上）（下） ゴトウシンペイデン 21-3-後
Xb5-TZ 坪谷　善四郎 ツボヤ　ゼンシロウ 大橋佐平翁傳 オオハシサヘイオウデン 21-3-後
Xb5-UK 鵜崎　熊吉 ウザキ　クマキチ 朝野の五大閥－人物評論－ アサノ5ダイバツ 21-3-後
Xb5-UK 鵜崎　熊吉 ウザキ　クマキチ 豊川良平 トヨカワリョウヘイ 21-3-後
Xb5-UK 宇垣　一成 ウガキ　カズシゲ 身辺雑話 シンペンザツワ 21-3-後
Xb5-UN 上野　南城 ウエノ　ナンジョウ 白河楽翁（全） シラカワラクオウ 21-3-後
Xb5-US 宇佐美　省吾 ウサミ　ショウゴ 耳庵先生風流譚－松永安左エ門米寿録－ ジアンセンセイフウリュウタン 21-3-後
Xb5-US 宇佐美　省吾 ウサミ　ショウゴ 電力の鬼 デンリョクノオニ 21-3-後
Xb5-US 内田　信也 ウチダ　シンヤ 風雲五十年 フウウン50ネン 21-3-後
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Xb5-UT 植田　豊橘 ウエタ　トヨキツ ワグネル伝 ワグネルデン 21-3-後
Xb5-UY 宇野　米吉 ウノ　ヨネキチ 山辺丈夫君小伝 ヤマベタケオクンショウデン 21-3-後

Xb5-W 早稲田大学大隈研究室
ワセダダイガクオオクマケンキュウ
シツ

大隈研究（1）（2） オオクマケンキュウ 21-3-後

Xb5-W 早稲田大学社会科学研究所
ワセダダイガクシャカイカガクケン
キュウショ

大隈文書（1）～（5） オオクマブンショ 21-3-後

Xb5-W 高橋　亀吉 タカハシ　カメキチ 私の履歴書13 ワタシノリレキショ （3F）
Xb5-WH 渡辺　春男 ワタナベ　ハルオ 片山潜と共に カタヤマセントトモニ 21-3-後
Xb5-WM 〔渡辺　盛衛〕 ワタナベ　モリエ 得能良介君傳（全） トクノウリョウスケクンデン 21-3-後
Xb5-WM 〔渡辺　盛衛〕 ワタナベ　モリエ 得能良介君伝 トクノウリョウスケクンデン 21-3-後
Xb5-WR 若槻礼次郎 ワカツキ　レイジロウ 古風庵回顧録―若槻礼次郎自伝― コフウアンカイコロク 21-3-後
Xb5-WS 渡辺　修二郎 ワタナベ　シュウジロウ 阿部正弘事蹟（上）（下） アベマサヒロジセキ 21-3-後
Xb5-WS 渡辺　修二郎 ワタナベ　シュウジロウ （評傳）松方正義土方久元 ヒョウデンマツカタマサヨシヒジカタヒサモト 21-3-後

Xb5-Y 山本条太郎翁伝記編纂会
ヤマモトジョウタロウオウデンキヘン
サンカイ

山本条太郎伝記 ヤマモトジョウタロウデンキ 21-3-後

Xb5-Y 横井　時敬 ヨコイ　トキヨシ 横井博士全集（1）～（3） ヨコイハカセゼンシュウ 21-3-後
Xb5-Y 横井　時敬 ヨコイ　トキヨシ 横井博士全集（4）～（8） ヨコイハカセゼンシュウ 21-4-前
Xb5-Y 横井　時敬 ヨコイ　トキヨシ 横井博士全集（10） ヨコイハカセゼンシュウ 21-4-前
Xb5-Y 横井　時冬 ヨコイ　トキフユ 横井時冬全集（2） ヨコイトキフユゼンシュウ 21-4-前
Xb5-Y （財）矢野恒太記念会 ザイダンホウジンヤノコウタキネンカ 矢野恒太伝 ヤノコウタデン 21-4-前
Xb5-YA 八木　彬男 ヤギ　アヤオ 明治の呉及呉海軍 メイジノクレオヨビクレカイグン 21-4-前
Xb5-YA 山縣　有朋 ヤマガタ　アリトモ 含雪山縣公遺稿　魯庵記念財団 ガンセツヤマガタコウイコウ… 21-4-前
Xb5-YA 山路　愛山 ヤマジ　アイザン 南洲全集 ナンシュウゼンシュウ 21-4-前
Xb5-YA 山路　彌吉（愛山） ヤマジ　ヤキチ（アイザン） 愛山文集 アイザンブンシュウ 21-4-前
Xb5-YA 山路　彌吉（愛山） ヤマジ　ヤキチ（アイザン） 岩崎彌太郎 イワサキヤタロウ 21-4-前
Xb5-YF 矢野　文雄 ヤノ　フミオ 安田善次郎伝（2冊） ヤスダゼンジロウデン 21-4-前
Xb5-YG 吉野　臥城 ヨシノ　ガジョウ 公爵伊藤博文 コウシャクイトウヒロブミ 21-4-前
Xb5-YG 安永　梧郎 ヤスナガ　ゴロウ 馬場辰猪（2冊） ババタツイ 21-4-前
Xb5-YH 吉川　半七 ヨシカワ　ハンシチ 甲子夜話（2）（3） コウシヤワ 21-4-前
Xb5-YJ 宿利　重一 ヤドリ　ジュウイチ 荘田平五郎（2冊） ショウダヘイゴロウ 21-4-前
Xb5-YK 八木　幸吉 ヤギ　コウキチ 武藤山治百言 ムトウサンジヒャクゲン 21-4-前
Xb5-YK 柳沢　健 ヤナギサワ　ケン 故人今人 コジンコンジン 21-4-前
Xb5-YK 柳澤　健 ヤナギサワ　ケン 財界回顧－池田成彬－ ザイカイカイコイケダシゲアキ 21-4-後
Xb5-YK 山浦　貫一 ヤマウラ　カンイチ 森恪 モリカク 21-4-後
Xb5-YK 山下　亀三郎 ヤマシタ　カメサブロウ 沈みつつ浮きつつ（天）（地）（2冊） シズミツツウキツツ 21-4-後
Xb5-YR 山下　龍門 ヤマシタ　リュウモン （北海の太閤）木下斗南 ホッカイノタイコウキノシタトナン 21-4-後
Xb５-YS 矢田　七太郎 ヤダ　シチタロウ 江川坦庵 エガワタンアン 21-4-後
Xb5-YS 矢野　政二（滄浪） ヤノ　セイジ 財界之人百人論 ザイカイノヒト100ニンロン 21-4-後
Xb5-YS 山本　実彦 ヤマモト　サネヒコ 川崎正蔵 カワサキセイゾウ 21-4-後
Xb5-YS 吉田　茂 ヨシダ　シゲル 大磯随想 オオイソズイソウ 21-4-後
Xb5-YS 吉野　信次 ヨシノ　シンジ おもかじとりかじ－裏からみた日本産業の歩み オモカジトリカジ 21-4-後
Xb5-YS 吉弘　茂義 ヨシヒロ　シゲヨシ 高倉藤平伝 タカクラトウヘイデン 21-4-後

Xb5-YT 山本達雄先生傳記編纂会
ヤマモトタツオセンセイデンキヘンサ
ンカイ

山本達雄 ヤマモトタツオ 21-4-後

Xb5-YT 矢部　貞治 ヤベ　テイジ 近衛文麿（上）（下） コノエフミマロ 21-4-後
Xb5-YU 吉田　宇之助 ヨシダ　ウノスケ 済民記（全） サイミンキ 21-4-後
Xb5-に1-M マコーレー マコーレー 印度征略史－原名クライブ公伝－ インドセイリャクシ 21-4-後
Xc1-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮要覧大正13年～同14年、昭和2年～同5年 チョウセンヨウラン 21-4-後
Xc1-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮要覧昭和7年 チョウセンヨウラン 21-4-後
Xc1-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 新興の朝鮮 シンコウノチョウセン 21-4-後
Xc1-CY 長　安太郎 チョウ　ヤスタロウ 足利誌要 アシカガショウ 21-4-後
Xc1-D 大日本文明協会 ダイニホンブンメイキョウカイ 地的環境と人生（全） チテキカンキョウトジンセイ 21-4-後
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Xc1-E 愛媛教育協会北宇和部会
エヒメキョウイクキョウカイキタウワ
ブカイ

北宇和郡誌―宇和島吉田両藩版― キタウワグンシ 21-4-後

Xc1-H 平野村（長野県諏訪郡） ヒラノムラ 平野村誌（上） ヒラノソンシ 21-4-後
Xc1-H 北海道庁 ホッカイドウチョウ 北海道概況 ホッカイドウガイキョウ 21-4-後
Xc1-H 北海道庁殖民課 ホッカイドウチョウショクミンカ 北海道移住問答 ホッカイドウイジュウモンドウ 21-4-後
Xc1-HB 早川　文太郎 ハヤカワ　ブンタロウ 山梨県水害史 ヤマナシケンスイガイシ 21-4-後
Xc1-HK 浜本　鶴賓 ハマモト　カクヒン 福山の今昔 フクヤマノコンジャク 21-4-後
Xc1-IN 猪野　中行 イノ　ナカユキ 北海道志（上）（下） ホッカイドウシ 21-5-前
Xc1-IT 岩崎　継生 イワサキ　ツグオ 蒙古案内記 モウコアンナイキ 21-5-前

Xc1-IY 石川　謙 イシカワ　ケン
封建制下に於ける民主的傾向の胎生－江戸時代に於
ける庶民教育の理念－

ホウケンセイカニオケル… 21-5-前

Xc1-K 京都府 キョウトフ 京都府誌（上）（下） キョウトフシ 21-5-前
Xc1-K 樺太庁 カラフトチョウ 樺太要覧昭和4、7年 カラフトヨウラン 21-5-前
Xc1-K 樺太庁 カラフトチョウ 樺太要覧昭和8年 カラフトヨウラン 21-5-前
Xc1-KN 賀田　直治 カダ　ナオジ 朝鮮大観 チョウセンタイカン 21-5-前
Xc1-M 満洲事情案内所 マンシュウジジョウアンナイショ まんしう事情 マンシュウジジョウ 21-5-前
Xc1-M 三重県協賛会 ミエケンキョウサンカイ 三重県事業史 ミエケンジギョウシ 21-5-前
Xc1-MJ 松波　仁一郎 マツナミ　ジンイチロウ 比律賓と日本 フィリピントニホン 21-5-前
Xc1-MM 村尾　元長 ムラオ　モトナガ 現今北海道要覧 ゲンコンホッカイドウヨウラン 21-5-前
Xc1-MY 満田　祐三 ミツダ　ユウゾウ 瀬戸内海（上）（下） セトナイカイ 21-5-前
Xc1-N 長崎県協賛会 ナガサキケンキョウサンカイ 長崎県紀要 ナガサキケンキヨウ 21-5-前
Xc1-N 南洋庁 ナンヨウチョウ 南洋群島要覧昭和8年版、同9年版 ナンヨウグントウヨウラン 21-5-前
Xc1-NS 西村　才介（南溟漁人） ニシムラ　サイスケ 解剖せる台湾 カイボウセルタイワン 21-5-前
Xc1-O 大阪府 オオサカフ 大阪府誌（3）～（5） オオサカフシ 21-5-前
Xc1-SS 佐久間　舜一郎 サクマ　シュンイチロウ 北羽発達史（上）（下） ホクウハッタツシ 21-5-前
Xc1-ST 千石　保 センゴク　タモツ 比較日本人論 ヒカクニホンジンロン 21-5-前
Xc1-T 鳥取県 トットリケン 鳥取県治一班（全）明治28年 トットリケンチイッパン 21-5-前
Xc1-TK 田中　一二 タナカ　カズジ 躍進台湾の全貌（全） ヤクシンタイワンノゼンボウ 21-5-前
Xc1-TT 土崎　知善 ツチザキ　トモヨシ 土崎郷土史要 ツチザキキョウドシヨウ 21-5-前
Xc1-W 和歌山市 ワカヤマシ 和歌山史要 ワカヤマシヨウ 21-5-前
Xc1-YE 善生　永助 ヨシオ　エイスケ 慶州郡 ケイシュグン 21-5-前
Xc1-YK 柳田　国男 ヤナギダ　クニオ 郷土会記録 キョウドカイキロク 21-5-前
Xc1-は3-M 満洲事情案内所 マンシュウジジョウアンナイショ 蒙古事情 モウコジジョウ 21-5-前
Xc1-は5-T 台湾総督官房調査課 タイワンソウトクカンボウチョウサカ 比律賓の現状 フィリピンノゲンジョウ 21-5-前
Xc2-CA チェホフ，アントン チェホフ　アントン サガレン紀行抄 サガレンキコウショウ 21-5-後
Xc2-GI ゴンチャロフ ゴンチャロフ 日本渡航記－フレガード「バルラダ」号より－ ニホントコウキ 21-5-後
Xc2-GV ガローウニン，ウェー　エム ガローウニン　ウェー　エム 露艦「ヂアーナ」号艦長ガローウニン日本幽囚実記 ロカンヂアーナゴウカンチョウガローウニン… 21-5-後
Xc2-HF ホーク，フランシス　エル ホーク　フランシス　エル ペリー提督日本遠征記 ペリーテイトクニホンエンセイキ 21-5-後
Xc2-IA 井出　浅亀 イデ　アサキ 海南島より仏印へ カイナントウヨリフツインヘ 21-5-後
Xc2-IM 伊勢　門水 イセ　モンスイ 名古屋祭 ナゴヤマツリ 21-5-後
Xc2-K 桐生懇話會 キリュウコンワカイ 桐生商工案内 キリュウショウコウアンナイ 21-5-後
Xc2-MS 三島　才二 ミシマ　サイジ 南蛮紀文選 ナンバンキブンセン 21-5-後
Xc2-O 大阪府名所旧蹟案内 オオサカフメイショキュウセキアンナイ 21-5-後
Xc2-OR 小汀　利得 オバマ　トシエ 欧羅巴弥次喜多旅行 ヨーロッパヤジキタリョコウ 21-5-後
Xc2-SC 桜井　忠温 サクライ　タダヨシ 銃後 ジュウゴ 21-5-後
Xc2-T 東京印刷株式会社 トウキョウインサツカブシキカイシャ 開橋記念日本橋志 カイキョウキネンニホンバシシ 21-5-後
Xc2-TM 辻　政信 ツジ　マサノブ 潜行三千里 センコウ3000リ 21-5-後
Xc2-TO 高木　乙熊 タカギ　オトクマ 花柳病予防ニ関スル報告 カリュウビョウヨボウニカンスルホウコク 21-5-後
Xc3-SS 西鶴　定嘉 サイカク　サダヨシ 樺太探検の人々 カラフトタンケンノヒトビト 21-5-後
Xc3-TS 栃内　曽次郎 トチウチ　ソウジロウ 洋人日本探検年表 ヨウジンニホンタンケンネンピョウ 21-5-後
Xc4-AT 青田　節 アオタ　セツ 内地雑居之準備3版 ナイチザッキョノジュンビ 21-5-後
Xc4-CS 知久　政太郎 チク　マサタロウ 変装探訪世態の様々 ヘンソウタンボウセタイノサマザマ 21-5-後
Xc4-HS 服部　誠一 ハットリ　セイイチ 東京新繁昌記 トウキョウシンハンジョウキ 21-5-後
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Xc4-HT 羽田　高英（滴水庵吐雲夢土） ハネダ　タカヒデ 風俗人情現時社会之実況 フウゾクニンジョウゲンジシャカイノジッキョウ 21-5-後
Xc4-IS 飯島　茂 イイジマ　シゲル 祖霊の世界－アジアのひとつの見方－ ブガノセカイ 21-5-後

Xc4-K 神奈川県学務部社会教育課
カナガワケンガクムブシャカイキョウ
イクカ

県下ニ於ケル生活態様調査概況 ケンカニオケルセイカツタイヨウチョウサ… 21-5-後

Xc4-K 厚生省 コウセイショウ 日本人の栄養所要量 ニホンジンノエイヨウショヨウリョウ 21-5-後
Xc4-KH 近藤　弘 コンドウ　ヒロシ 日本人の食物誌 ニホンジンノショクモツシ 21-5-後
Xc4-KK 加藤　熊一郎 カトウ　クマイチロウ 日本風俗志（上） ニホンフウゾクシ 21-5-後
Xc4-KK 加藤　熊一郎 カトウ　クマイチロウ 世態人情論 セタイニンジョウロン 21-5-後
Xc4-KK 喜田川　季荘 キタガワ　キソウ 類聚近世風俗史－原名守貞漫稿－（上）（下） ルイジュウキンセイフウゾクシ 21-5-後
Xc4-KS 金子　晋 カネコ　シン 雅俗便覧日本事物起原 ガゾクベンランニホンジブツキゲン 21-5-後
Xc4-MG 三田村　玄龍 ミタムラ　ゲンリュウ 江戸生活のうらおもて エドセイカツノウラオモテ 21-5-後
Xc4-MU 三好　右京 ミヨシ　ウキョウ 菓子概論（上） カシガイロン 21-5-後
Xc4-N 長坂　金雄 ナガサカ　カネオ 日本風俗史講座（15）～（19）、（21）～（24） ニホンフウゾクシコウザ 21-5-後
Xc4-N 長坂　金雄 ナガサカ　カネオ 日本風俗史講座（25）～（26） ニホンフウゾクシコウザ 21-6-前

Xc4-O 大阪洋服商同業組合
オオサカヨウフクショウドウギョウクミ
アイ

日本洋服沿革史 ニホンヨウフクエンカクシ 21-6-前

Xc4-OH 大久保　葩雪 オオクボ　ハセツ 花街風俗志 ハナマチフウゾクシ 21-6-前
Xc4-OH 太西　洋人 オオニシ　ヒロト 日本風俗（全） ニホンフウゾク 21-6-前
Xc4-OJ 織田　純一郎 オダ　ジュンイチロウ 行幸奇事大阪紳士 ギョウコウキジオオサカシンシ 21-6-前
Xc4-OM 大橋　又太郎 オオハシ　マタタロウ 衣服と流行 イフクトリュウコウ 21-6-前
Xc4-OT 大塚　力 オオツカ　ツトム 食物食事史 ショクモツショクジシ 21-6-前
Xc4-SH 桜井　秀 サクライ　シゲル 日本服飾史 ニホンフクショクシ 21-6-前
Xc4-SK 坂本　健一 サカモト　ケンイチ 日本風俗史 ニホンフウゾクシ 21-6-前
Xc4-SK 篠田　鉱造 シノダ　コウゾウ 幕末百話　増補 バクマツヒャクワ 21-6-前
Xc4-SR 斎藤　隆三 サイトウ　リュウゾウ 近世日本世相史 キンセイニホンセソウシ 21-6-前
Xc4-SR 笹川　臨風 ササガワ　リンプウ 江戸と上方 エドトカミガタ 21-6-前
Xc4-ST 笹川　種郎 ササガワ　タネオ 江戸情調（2冊） エドジョウチョウ 21-6-前
Xc4-TS 田中　政一郎（清風） タナカ　セイイチロウ 政海波瀾官員気質 セイカイハランカンインカタギ 21-6-前
Xc4-TU 田口　卯吉（鼎軒） タグチ　ウキチ 楽天録 ラクテンロク 21-6-前
Xc4-UK 宇都宮　黒龍 ウツノミヤ　コクリュウ 食物史 ショクモツシ 21-6-前
Xc4-YK 柳田　国男 ヤナギタ　クニオ 木綿以前の事 モメンイゼンノコト 21-6-前
Xc4-YS 矢田　挿雲 ヤダ　ソウウン 江戸から東京へ（4） エドカラトウキョウヘ 21-6-前

Xc4-YS 山下　実治 ヤマシタ　サネハル 衣食住に関する生活改善産業改善
イショクジュウニカンスルセイカツカイゼンサンギョウカ
イゼン

21-6-前

Xc4-YY 横瀬　夜雨 ヨコセ　ヤウ 明治初年の世相（2冊） メイジショネンノセソウ 21-6-前
Xc4-Z 鈴木商会 スズキショウカイ 全国気候概況（1） ゼンコクキコウガイキョウ 21-6-前
Xc4-は2-C 朝鮮總督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮の年中行事 チョウセンノネンチュウギョウジ 21-6-前
Xc4-は3-M 満洲事情案内所 マンシュウジジョウアンナイショ 満洲国の習俗 マンシュウコクノシュウゾク 21-6-前
Xc4-は3-OS 岡松　参太郎 オカマツ　サンタロウ 台湾旧慣制度調査一斑 タイワンキュウカンセイドチョウサイッパン 21-6-前
Xc4-は3-ST 清　敦崇 セイ　トンソウ 北京年中行事記 ペキンネンチュウギョウジキ 21-6-前
Xd1-B 文友社 ブンユウシャ 遷都五十年史 セント50ネンシ 21-6-前
Xd1-ET 江藤　時太郎 エトウ　トキタロウ 東京繁昌記（上）（中）（下） トウキョウハンジョウキ 21-6-前
Xd1-HR 肥塚　龍 コイヅカ　リュウ 横浜開港五十年史（上） ヨコハマカイコウ50ネンシ 21-6-前
Xd1-HR 肥塚　龍 コイヅカ　リュウ 横浜開港五十年史（下） ヨコハマカイコウ50ネンシ 21-6-前
Xd1-HS 日比野　重郎 ヒビノ　ジュウロウ 横浜社会辞彙 ヨコハマシャカイジイ 21-6-後
Xd1-K 開港三十年記念会 カイコウ30ネンキネンカイ 神戸開港三十年史（下）（2冊） コウベカイコウ30ネンシ 21-6-後
Xd1-MS 村田　誠治 ムラタ　セイジ 神戸開港三十年史（2冊） コウベカイコウ30ネンシ 21-6-後
Xd1-N 長崎市 ナガサキシ 長崎と海外文化 ナガサキトカイガイブンカ 21-6-後
Xd1-N 名古屋市 ナゴヤシ 名古屋市史産業編 ナゴヤシシ 21-6-後
Xd1-N 名古屋市 ナゴヤシ 名古屋史要 ナゴヤシシヨウ 21-6-後
Xd1-NS 中村　舜二 ナカムラ　シュンジ 大東京綜覧 ダイトウキョウソウラン 21-6-後
Xd1-NY 永井　良知 ナガイ　ヨシトモ 東京百事便（全） トウキョウヒャクジベン 21-6-後
Xd1-O 大阪市参事会 オオサカシサンジカイ 大阪市史（1）（2）（4・上）（4）（5） オオサカシシ 21-6-後
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Xd1-O 大阪市参事会 オオサカシサンジカイ 大阪市史（3）（索引） オオサカシシ 21-6-後
Xd1-OH 小野均 オノヒトシ 近世城下町の研究 キンセイジョウカマチノケンキュウ 21-6-後
Xd1-OH 太田　久好 オオタ　ヒサヨシ 横浜沿革史 ヨコハマエンカクシ 21-6-後
Xd1-OK 岡田　賢治 オカダ　ケンジ 上田地方産業研究資料 ウエダチホウサンギョウケンキュウシリョウ 21-6-後
Xd1-S 堺市 サカイシ 堺市 サカイシ 21-6-後
Xd1-S 堺市 サカイシ 堺市政三十年史 サカイシセイ30ネンシ 21-6-後
Xd1-SS 杉山　重義 スギヤマ　シゲヨシ 都市発達論－早稲田小篇－ トシハッタツロン 21-6-後
Xd1-T 台湾通信社 タイワンツウシンシャ 台北市史 タイホクシシ 21-6-後
Xd1-T 高雄市（台湾） タカオシ 高雄市制十周年略誌 タカオシセイ10シュウネンリャクシ 21-6-後
Xd1-T 東京市電気局 トウキョウシデンキキョク 東京市電気局十年略史 トウキョウシデンキキョク10ネンリャクシ 22-1-前
Xd1-T 東京市日本橋区 トウキョウシニホンバシク 日本橋区史(1)～(4) ニホンバシクシ 22-1-前
Xd1-T 東京市日本橋区 トウキョウシニホンバシク 日本橋区史参考画帖（1）（2） ニホンバシクシサンコウガチョウ 22-1-前
Xd1-TK 高野江　基太郎 タカノエ　モトタロウ 門司港誌 モジコウシ 22-1-前
Xd1-Y 横浜市 ヨコハマシ 横浜市史稿 ヨコハマシシコウ 22-1-前
Xd1-Y 横浜貿易新報社 ヨコハマボウエキシンポウシャ 横浜開港側面史 ヨコハマカイコウソクメンシ 22-1-前
Xd1-YG 吉田　軍蔵 ヨシダ　グンゾウ 日立市沿革誌 ヒタチシエンカクシ 22-1-前
Xd1-YS 安田　精一 ヤスダ　セイイチ 大井町誌 オオイマチシ 22-1-前
Xd1-YS 矢田　挿雲 ヤダ　ソウウン 江戸から東京へ（１） エドカラトウキョウヘ 22-1-前
Xd1-は3-H 奉天商工会議所 ホウテンショウコウカイギショ 奉天産業経済の現勢 ホウテンサンギョウケイザイノゲンセイ 22-1-前
Xd1-は3-H 奉天商工会議所 ホウテンショウコウカイギショ 工業都市奉天昭和9年版 コウギョウトシホウテン 22-1-前
Xd1-は3-OK 小原　克己 オハラ　カツミ 新京事情 シンキョウジジョウ 22-1-前
Xd1-は3-PH ポット，ハウクス ポット　ハウクス 上海の歴史－上海租界発達史－ シャンハイノレキシ 22-1-前
Xd1-は3-S 上海日本商業会議所 シャンハイニホンショウギョウカイギ 上海概覧 シャンハイガイラン 22-1-前
Xd2-N 内務省都市計画局 ナイムショウトシケイカクキョク 都市計画法釈義 トシケイカクホウシャクギ 22-1-前

Xd2-T 東京市衛生課 トウキョウシエイセイカ
大正十一年東京市「コレラ」流行誌：附東京市「コレラ」
流行百年史

タイショウ11ネントウキョウシコレラリュウコウシ 22-1-前

Ya1-FC 藤井　知江子 フジイ　チエコ 明治期農業関係統計書項目索引目録 メイジキノウギョウカンケイトウケイショコウモク… 22-1-前
Ya1-K 経済団体連合会 ケイザイダンタイレンゴウカイ 民間統計調査資料一覧 ミンカントウケイチョウサシリョウ… 22-1-前
Ya1-N 総理府統計局 ソウリフトウケイキョク 日本の統計1974 ニホンノトウケイ 22-1-前
Ya1-N 総理府統計局 ソウリフトウケイキョク 日本の統計1975 ニホンノトウケイ 22-1-前
Ya1-S 資源局 シゲンキョク 資源資料要録（昭和9年）（昭和11年） シゲンシリョウヨウロク 22-1-前
Ya1-S 専門図書館協議会 センモントショカンキョウギカイ 日本統計総索引 ニホントウケイソウサクイン 22-1-前
Ya1-T 東京統計協会 トウキョウトウケイキョウカイ 統計集誌総目録 トウケイシュウシソウモクロク 22-1-前
Ya1-T 日本開発銀行調査部 ニホンカイハツギンコウチョウサブ 統計要覧1963 トウケイヨウラン 22-1-前
Ya1-は3-Ｋ 關東廰 カントウチョウ 關東廰統計要覧 カントウチョウトウケイヨウラン 22-1-前
Ya3-AC 安東　忠治郎 アンドウ　チュウジロウ 薬品相場統計年鑑自大正1年至大正8年 ヤクヒンソウバトウケイネンカン 22-1-前
Ya3-B 商工大臣官房統計課 ショウコウダイジンカンボウトウケイ 物価統計表　昭和6、7、8～13年 ブッカトウケイヒョウ 22-1-前
Ya3-B 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 米穀統計年報　大正15年度、昭和3年版 ベイコクトウケイネンポウ 22-1-後
Ya3-C 青島日本商工会議所 チンタオニホンショウコウカイギショ 青島港貿易統計年報　昭和7年 チンタオコウボウエキトウケイネンポウ 22-1-後
Ya3-C 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 地方債統計年表　大正5年度～大正7年度 チホウサイトウケイネンピョウ 22-1-後
Ya3-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮総督府統計年報昭和7年 チョウセンソウトクフトウケイネンポウ 22-1-後
Ya3-C 貯金局 チョキンキョク 貯金局統計年報昭和2（35回）、12（45回）、14（47回）年 チョキンキョクトウケイネンポウ 22-1-後
Ya3-C 鳥居　久作 トリイ　キュウサク 茶業組合中央会議所統計年報　昭和10年～14年 チャギョウクミアイチュウオウカイギショトウケイ… 22-1-後
Ya3-C 農林省畜産局 ノウリンショウチクサンキョク 畜産提要第3、8次 チクサンテイヨウ 22-1-後
Ya3-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮事情昭和9年版、同12年版～15年版 チョウセンジジョウ 22-1-後
Ya3-D 大蔵省 オオクラショウ 大日本外国貿易年表　明治18年、26年 ダイニホンガイコクボウエキネンピョウ 22-1-後
Ya3-D 大蔵省 オオクラショウ 大日本外国貿易年表　明治28年～38年、40年～45年 ダイニホンガイコクボウエキネンピョウ 22-1-後
Ya3-D 大蔵省 オオクラショウ 大日本外国貿易年表　大正3年（上）～9年（上・下） ダイニホンガイコクボウエキネンピョウ 22-2-前

Ya3-D 大蔵省 オオクラショウ
大日本外国貿易年表　大正13年（上）、14年（上）、15年
（1冊）

ダイニホンガイコクボウエキネンピョウ 22-2-前

Ya3-D 大蔵省 オオクラショウ 大日本外国貿易年表　大正15年 ダイニホンガイコクボウエキネンピョウ 22-2-前
Ya3-D 大蔵省 オオクラショウ 大日本外国貿易年表　昭和元年（上・下） ダイニホンガイコクボウエキネンピョウ 22-2-前
Ya3-D 大蔵省 オオクラショウ 大日本外国貿易年表　昭和2年（下） ダイニホンガイコクボウエキネンピョウ 22-2-前
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Ya3-D 大蔵省 オオクラショウ 大日本外国貿易年表　昭和3年（上2部、下） ダイニホンガイコクボウエキネンピョウ 22-2-前
Ya3-fS 野村証券調査部 ノムラショウケンチョウサブ 証券統計要覧昭和28年版、32年版 ショウケントウケイヨウラン 22-2-後
Ya3-fS 野村証券調査部 ノムラショウケンチョウサブ 証券統計要覧昭和34～39年版 ショウケントウケイヨウラン 22-2-後
Ya3-fS 野村證券調査部 ノムラショウケンチョウサブ 證券統計要覧昭和33年版 ショウケントウケイヨウラン 22-2-後
Ya3-fS 野村総合研究所 ノムラソウゴウケンキュウショ 証券統計要覧1965 ショウケントウケイヨウラン 22-2-後
Ya3-fS 野村総合研究所 ノムラソウゴウケンキュウショ 証券統計要覧1966～73 ショウケントウケイヨウラン 22-2-後
Ya3-G 大蔵省 オオクラショウ 外国貿易月表（合本）昭和8～12（1～12月） ガイコクボウエキゲッピョウ 22-2-後
Ya3-G 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 外国経済統計大正11年、昭和5～12、14～16年 ガイコクケイザイトウケイ 22-2-後
Ya3-G 日本銀行統計局 ニホンギンコウトウケイキョク 外国経済統計年報昭和25年版 ガイコクケイザイトウケイネンポウ 22-2-後
Ya3-G 日本銀行統計局 ニホンギンコウトウケイキョク 外国経済統計年報1951 ガイコクケイザイトウケイネンポウ 22-2-後
Ya3-G 日本銀行統計局 ニホンギンコウトウケイキョク 外国経済統計年報1953年版 ガイコクケイザイトウケイネンポウ 22-2-後
Ya3-gK 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 国富調査報告 コクフチョウサホウコク 22-3-前
Ya3-gK 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 国民所得統計年報昭和44年版 コクミンショトクトウケイネンポウ 22-3-前
Ya3-gK 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 国民所得統計年報昭和45～47年版 コクミンショトクトウケイネンポウ 22-3-前
Ya3-gK 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 国民所得統計年報昭和51年版 コクミンショトクトウケイネンポウ 22-3-前

Ya3-gK 経済企画庁経済研究所
ケイザイキカクチョウケイザイケン
キュウジョ

国民所得統計年報昭和42年版 コクミンショトクトウケイネンポウ 22-3-前

Ya3-gK 経済統計研究会 ケイザイトウケイケンキュウカイ 経済指標　昭和37年（上・下）、38年（下）、39年（上･2 ケイザイシヒョウ 22-3-前
Ya3-gK 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク （本邦）経済統計大正13年～昭和12年　※昭和4年・2 ホンポウケイザイトウケイ 22-3-前
Ya3-gK 日本銀行統計局 ニホンギンコウトウケイキョク 経済統計年報昭和49年 ケイザイトウケイネンポウ 22-3-前
Ya3-H 日本銀行調査局 二ホンギンコウチョウサキョク 本邦経済統計昭和3年 ホンポウケイザイトウケイ 22-3-前

Ya3-K 商工大臣官房統計課
ショウコウダイジンカンボウトウケイ
カ

工場統計表　大正10年～昭和2年、昭和5年、7年、9年
～11年

コウジョウトウケイヒョウ 22-3-前

Ya3-K 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク
国債統計年報大正5年度、6年度、昭和4年度、9年度、
15年度

コクサイトウケイネンポウ 22-3-前

Ya3-K 関東局 カントウキョク 関東局統計要覧昭和7年同10年 カントウキョクトウケイヨウラン 22-3-前
Ya3-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 国民所得統計年報昭和41、43年 コクミンショトクトウケイネンポウ 22-3-後
Ya3-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 国民所得統計年報昭和48年版 コクミンショトクトウケイネンポウ 22-3-後
Ya3-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 国民所得統計年報昭和49年版 コクミンショトクトウケイネンポウ 22-3-後
Ya3-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 国民所得統計年報昭和50年版 コクミンショトクトウケイネンポウ 22-3-後
Ya3-K 社会局労働部 シャカイキョクロウドウブ 工場監督年報　大正6～10年、昭和2～6年、昭和８～9 コウジョウカントクネンポウ 22-3-後

Ya3-K 商・工・農林及水産神戸市
ショウコウノウリオヨビスイサンコウ
ベシ

神戸市統計書第22回第6編 コウベシトウケイショ 22-3-後

Ya3-K 商工省総務局 ショウコウショウソウムキョク 会社統計表大正13年、昭和1～3、7、9、11～13、15年 カイシャトウケイヒョウ 22-3-後
Ya3-K 総理府統計局 ソウリフトウケイキョク 国際統計要覧1974 コクサイトウケイヨウラン 22-3-後
Ya3-K 総理府統計局 ソウリフトウケイキョク 国際統計要覧第23回1975 コクサイトウケイヨウラン 22-3-後
Ya3-K 逓信省航空局 テイシンショウコウクウキョク 航空統計年報（8）昭和7年度 コウクウトウケイネンポウ 22-3-後

Ya3-K 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ
経済年鑑大正7（2冊）～12、大正14～15、昭和2、4～
6、8、9、11～14年

ケイザイネンカン 22-3-後

Ya3-K 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 経済年鑑昭和15～17年 ケイザイネンカン 22-4-前
Ya3-K 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 経済統計年鑑昭和28、34年 ケイザイトウケイネンカン 22-4-前
Ya3-K 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 経済統計年鑑昭和33年 ケイザイトウケイネンカン 22-4-前

Ya3-K 農商務省商工局工務課
ノウショウムショウショウコウキョクコ
ウムカ

工場通覧明治35年、37年 コウジョウツウラン 22-4-前

Ya3-K 保険院簡易保険局 ホケンインカンイホケンキョク 簡易保険局統計年報大正8年度、昭和14年度 カンイホケンキョクトウケイネンポウ 22-4-前

Ya3-K 南満州鉄道（株）産業部
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャサンギョウブ

北支那外国貿易統計年報―天津・青島・芝罘・泰王島・
龍口・威海衛―昭和8～9年

キタシナガイコクボウエキトウケイネンポウ 22-4-前

Ya3-N 大蔵省 オオクラショウ
日本外国貿易年表昭和11年（中）（下）、12年（上）
（下）、13年（上）（中）

ニホンガイコクボウエキネンピョウ 22-4-前

Ya3-N 総理府統計局 ソウリフトウケイキョク 日本統計年鑑昭和25年 ニホントウケイネンカン 22-4-前

Ya3-N 統計局 トウケイキョク
日本帝国統計年鑑第1回（明治15年）～3回（明治17
年）、第5回（明治19年）～9回（明治23年）

ニホンテイコクトウケイネンカン 22-4-前
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Ya3-N 統計局 トウケイキョク

日本帝国統計年鑑第10回（明治24年）～12回（明治26
年）、第14回（明治28年）～第18回（明治32年・2冊）、第
19回（明治33年）～第24回（明治38年）、第26回（明治
40年）、第28回（明治42年）、第32回（大正3年）

ニホンテイコクトウケイネンカン 22-4-後

Ya3-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク

日本帝国統計年鑑第36回（大正7年）～第38回（大正9
年）、第39回（大正10年）～第42回（大正13年）・各2冊、
第43回（大正14年）～第47回（昭和3年）、第51回（昭和
7年）、第53回（昭和9年）

ニホンテイコクトウケイネンカン 22-5-前

Ya3-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 日本帝国統計摘要（7）（9）（10） ニホンテイコクトウケイテキヨウ 22-5-前
Ya3-N 名古屋市産業部商工課 ナゴヤシサンギョウブショウコウカ 名古屋市貨物集散統計年報第11回 ナゴヤシカモツシュウサントウケイネンポウ 22-5-前

Ya3-N 農商務大臣官房統計課
ノウショウムダイジンカンボウトウケ
イカ

農商務統計表第38次（1） ノウショウムトウケイヒョウ 22-5-前

Ya3-N 農商務省 ノウショウムショウ 農商務統計表（1）～（5） ノウショウムトウケイヒョウ 22-5-前

Ya3-N 農商務省 ノウショウムショウ
農商務統計表（15）～（19）、（21・2冊）～（24）、（25・2
冊）～（35）、（37）～（39）〔ただし（38）・第1編なし〕【参
考：（37）～（40）は全3編物】

ノウショウムトウケイヒョウ 22-5-後

Ya3-N 農商務省 ノウショウムショウ 農商務統計表（40）【参考：（37）～（40）は全3編物】 ノウショウムトウケイヒョウ 22-6-前
Ya3-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 農務統計表第3次 ノウムトウケイヒョウ 22-6-前

Ya3-N 農林省農林経済局統計調査課
ノウリンショウノウリンケイザイキョク
トウケイチョウサカ

農林省統計表（1）～（7）、（9）、（11）、（12・水産のみ）、
（13）

ノウリンショウトウケイヒョウ 22-6-前

Ya3-N 農林省農林経済局統計調査部
ノウリンショウノウリンケイザイキョク
トウケイチョウサブ

農林省統計表（17）、（23・3冊）、（24）、（25・2冊）、（26） ノウリンショウトウケイヒョウ 22-6-前

Ya3-N 農林省農林経済局統計調査部
ノウリンショウノウリンケイザイキョク
トウケイチョウサブ

（ポケット）農林水産統計1961年版 ポケットノウリンスイサントウケイ 22-6-前

Ya3-N 農林大臣官房統計課 ノウリンダイジンカンボウトウケイカ 農林省統計表（27・2冊）、（28） ノウリンショウトウケイヒョウ 22-6-前
Ya3-N 矢野　恒太 ヤノ　ツネタ 日本国勢図会昭和2年版（2冊） ニホンコクセイズエ 22-6-前
Ya3-N 矢野　恒太 ヤノ　ツネタ 日本国勢図会昭和10年版 ニホンコクセイズエ 22-6-前
Ya3-N 矢野　恒太 ヤノ　ツネタ 日本国勢図会－年刊・国のすがた－昭和32、同33年 ニホンコクセイズエ 22-6-前
Ya3-O 大蔵省 オオクラショウ 大日本外国貿易年表　明治27年 ダイニホンガイコクボウエキネンピョウ 22-6-前
Ya3-R 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 労働統計要覧大正15年版、昭和2年版、同12年版 ロウドウトウケイヨウラン 22-6-前
Ya3-S 大阪市産業部 オオサカシサンギョウブ 支那貿易年報民国22年（1933）、25年（1936） シナボウエキネンポウミンコク 22-6-前
Ya3-S 商工大臣官房統計課 ショウコウダイジンカンボウトウケイ 商工省統計表第1次～6次、大正13年～昭和4年 ショウコウショウトウケイヒョウ 22-6-前
Ya3-S 農商務省水産局 ノウショウムショウスイサンキョク 水産統計年鑑大正2年 スイサントウケイネンカン 22-6-前
Ya3-S 農商務省水産局 ノウショウムショウスイサンキョク 水産統計年鑑大正3 スイサントウケイネンカン 22-6-前
Ya3-S 貿易局 ボウエキキョク 世界主要国貿易統計年表－中華民国及満洲国之部－ セカイシュヨウコクボウエキトウケイネンピョウ 22-6-後
Ya3-S 貿易局 ボウエキキョク 世界主要国貿易統計年表－英領印度・緬甸及錫蘭之 セカイシュヨウコクボウエキトウケイネンピョウ 22-6-後

Ya3-S 貿易局 ボウエキキョク
世界主要国貿易統計年表－英領馬来・比律賓、蘭領印
度之部－

セカイシュヨウコクボウエキトウケイネンピョウ 22-6-後

Ya3-T 稲波　長兵衛［等］ イナナミ　チョウベイ 統計集誌明治37～大正6 トウケイシュウシ 22-6-後
Ya3-T 台湾総督官房調査課 タイワンソウトクカンボウチョウサカ 台湾第三十統計摘要昭和9年 タイワン30トウケイテキヨウ 22-6-後
Ya3-T 台湾総督官房統計課 タイワンソウトクカンボウトウケイカ 台湾総督府統計書 タイワンソウトクフトウケイショ 22-6-後
Ya3-T 台湾総督府 タイワンソウトクフ 台湾事情昭和2年、5年、10年版 タイワンジジョウ 22-6-後
Ya3-T 台湾通信社 タイワンツウシンシャ 台湾年鑑昭和12年度版 タイワンネンカン 22-6-後
Ya3-T 拓務大臣官房調査課 タクムダイジンカンボウチョウサカ 拓務統計昭和7、8（2冊）、10、11年 タクムトウケイ 22-6-後
Ya3-T 拓務大臣官房文書課 タクムダイジンカンボウブンショカ 拓務省統計概要第1、3回 タクムショウトウケイガイヨウ 22-6-後
Ya3-T 逓信省 テイシンショウ 通信統計要覧昭和7～10年度 ツウシントウケイヨウラン 22-6-後
Ya3-T 天津日本商工會議所 テンシン二ホンショウコウカイギショ 天津貿易統計年報昭和9年 テンシンボウエキトウケイネンポウ 22-6-後

Ya3-T 天津日本人商業會議所
テンシンニホンジンショウギョウカイ
ギショ

天津貿易統計年報昭和7年度 テンシンボウエキトウケイネンポウ 22-6-後

Ya3-T 東京株式取引所調査課
トウキョウカブシキトリヒキショチョウ
サカ

東京株式取引所統計年報　昭和10～15年、17年、31
年、33年

トウキョウカブシキトリヒキショトウケイネンポウ 23-1-前

Ya3-T 東京市 トウキョウシ 東京市産業統計年鑑第2（2冊）、3、5回 トウキョウシサンギョウトウケイネンカン 23-1-前
Ya3-T 東京市 トウキョウシ 東京市統計年表第30、34回（昭和7、11年） トウキョウシトウケイネンピョウ 23-1-前
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Ya3-T 東京市役所 トウキョウシヤクショ 東京市産業統計年鑑　第6～9回 トウキョウシサンギョウトウケイネンカン 23-1-前
Ya3-T 東京商業会議所 トウキョウショウギョウカイギショ 東京商業会議所統計年報大正13、14 トウキョウショウギョウカイギショトウケイネンポウ 23-1-前
Ya3-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 東京商工会議所統計年報 トウキョウショウコウカイギショトウケイネンポウ 23-1-前
Ya3-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 東洋経済経済年鑑大正6、9、11、13年、昭和3、10年 トウヨウケイザイケイザイネンカン 23-1-前
Ya3-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 東洋経済経済年鑑昭和18、19年 トウヨウケイザイケイザイネンカン 23-1-後
Ya3-T 長永　義正 ナガエ　ヨシマサ 大連商工会議所統計年報昭和7年（上・下） タイレンショウコウカイギショトウケイネンポウ 23-1-後
Ya3-T 奉天商工会議所 ホウテンショウコウカイギショ 統計年報昭和7、9、10年 トウケイネンポウ 23-1-後
Ya3-WK 国際労働事務局 コクサイロウドウジムキョク 国際労働経済統計年鑑1956 コクサイロウドウケイザイトウケイネンカン 23-1-後
Ya3-Z 大蔵省日本銀行 オオクラショウ二ホンギンコウ 財政経済統計年報昭和23年 ザイセイケイザイトウケイネンポウ 23-1-後
Ya3-Z 通産省雑貨調査課 ツウサンショウザッカチョウサカ 雑貨統計年報1949 ザッカトウケイネンポウ 23-1-後
Ya3-Z 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 全国工場統計表明治33年、35年 ゼンコクコウジョウトウケイヒョウ 23-1-後
Ya3-は2-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮総督府統計年報第（1）（2）（4）（5）（7）（8） チョウセンソウトクフトウケイネンポウ 23-1-後

Ya3-は2-C 朝鮮金融組合聯合會調査課
チョウセンキンユウクミアイレンゴウ
カイ

朝鮮金融組合統計年報 チョウセンキンユウクミアイトウケイネンポウ 23-1-後

Ya3-は2-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮貿易年表昭和8年、11年、13年 チョウセンボウエキネンポウ 23-1-後
Ya3-は2-C 朝鮮総督府内務局 チョウセンソウトクフナイムキョク 朝鮮地方財政要覧 チョウセンチホウザイセイヨウラン 23-1-後
Ya3-は2-T 京城商工会議所 ケイジョウショウコウカイギショ 統計年報昭和8年、11年 トウケイネンポウ 23-1-後
Ya3-は2-T 京城商工会議所 ケイジョウショウコウカイギショ 統計年報昭和14年 トウケイネンポウ 23-1-後
Ya3-は3-C 島津　忠男 シマヅ　タダオ 青島港貿易統計年報大正15年度 チンタオコウボウエキトウケイネンポウ 23-1-後
Ya3-は3-C 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 中華民国外国貿易統計表第1巻 チュウカミンコクガイコクボウエキトウケイヒョウ 23-1-後
Ya3-は3-C 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 中華民国外国貿易統計表（2） チュウカミンコクガイコクボウエキトウケイヒョウ 23-1-後
Ya3-は3-C 中英合壁 チュウエイガッペキ 〔中華民国〕海関華洋貿易総冊1916 チュウカミンコクカイカンカヨウボウエキソウサツ 23-1-後
Ya3-は3-C 中英合壁 チュウエイガッペキ 〔中華民国〕海関華洋貿易清冊1916 チュウカミンコクカイカンカヨウボウエキセイサツ 23-1-後
Ya3-は3-C 〔中華民国〕通商海関貿易季冊1917 チュウカミンコクツウショウカイカンボウエキ… 23-1-後
Ya3-は3-C 〔中華民国〕通商海関貿易季冊1918 チュウカミンコクツウショウカイカンボウエキ… 23-1-後
Ya3-は3-C 〔中華民国〕通商海関貿易季冊1919 チュウカミンコクツウショウカイカンボウエキ… 23-1-後
Ya3-は3-C 〔中華民国〕通商海関華洋貿易全年総冊1917 チュウカミンコクツウショウカイカンカヨウボウエキ… 23-2-前
Ya3-は3-C 〔中華民国〕通商海関華洋貿易全年総冊1918 チュウカミンコクツウショウカイカンカヨウボウエキ… 23-2-前
Ya3-は3-C 〔中華民国〕通商海関華洋貿易全年総冊1919 チュウカミンコクツウショウカイカンカヨウボウエキ… 23-2-前
Ya3-は3-C 〔中華民国〕通商各関華洋貿易全年清冊1918 チュウカミンコクツウショウカクカンカヨウ… 23-2-前
Ya3-は3-C 〔中華民国〕通商各関華洋貿易全年清冊1919 チュウカミンコクツウショウカクカンカヨウ… 23-2-前
Ya3-は3-K 上海総税務司署 シャンハイソウゼイムシショ 海関中外貿易統計年刊民国20年～24年全11冊 カイカンチュウガイボウエキトウケイネンカン 23-2-前

Ya3-は3-K 上海通商海関総税務司署
シャンハイツウショウカイカンソウゼ
イムシショ

（中国）海関華洋貿易総冊1925(1)(2)、1927(1)(2) チュウゴクカイカンカヨウボウエキソウサツ 23-2-前

Ya3-は3-K 上海通商海関総税務司署
シャンハイツウショウカイカンソウゼ
イムシショ

（中国）海関華洋貿易総冊1929(2)、1930(2)、1931(2) チュウゴクカイカンカヨウボウエキソウサツ 23-2-前

Ya3-は3-K 事務所調査課 ジムショチョウサカ
北支那貿易統計年報―天津・青島・芝罘・泰王島・龍
口・威海衛―

キタシナボウエキトウケイネンポウ 23-2-前

Ya3-は3-K 総務部調査課 ソウムブチョウサカ 北支那貿易年報（上）満州昭和5年 キタシナボウエキネンポウ 23-2-前
Ya3-は3-K 尚　徳純 ナオ　トクジュン 金融經濟統計年報康徳3、5年 キンユウケイザイトウケイネンポウ 23-2-前
Ya3-は3-K 渡辺　茂雄 ワタナベ　シゲオ 金融経済統計年報康徳6年（1939） キンユウケイザイトウケイネンポウ 23-2-前
Ya3-は3-M 経済部 ケイザイブ 満洲国外国貿易統計年報（1936）（上）（下） マンシュウコクガイコクボウエキトウケイネンポウ 23-2-前
Ya3-は3-M 国務院統計処 コクムイントウケイショ 満州帝国年報第二次 マンシュウテイコクネンポウ 23-2-前
Ya3-は3-M 平田　五郎 ヒラタ　ゴロウ 満洲國外國貿易統計年報（1932） マンシュウコクガイコクボウエキトウケイネンポウ 23-2-前
Ya3-は3-T 台湾総督府 タイワンソウトクフ 台湾外国貿易年表明治44年大正2年、同11年 タイワンガイコクボウエキネンピョウ 23-2-後
Ya3-は3-T 台湾総督府 タイワンソウトクフ 台湾外国貿易年表明治45－大正元年 タイワンガイコクボウエキネンピョウ 23-2-後

Ya3-は3-T 天津日本人商業会議所
テンシンニホンジンショウギョウカイ
ギショ

天津貿易年報昭和6年（1931年度） テンシンボウエキネンポウ 23-2-後

Ya6-C 大川　一司［等］ オオカワ　カズシ 長期経済統計（10） チョウキケイザイトウケイ 23-2-後
Ya6-C 大川　一司［等］ オオカワ　カズシ 長期経済統計（1） チョウキケイザイトウケイ 23-2-後
Ya6-C 大川　一司［等］ オオカワ　カズシ 長期経済統計（3）（4） チョウキケイザイトウケイ 23-2-後
Ya6-C 大川　一司［等］ オオカワ　カズシ 長期経済統計（6）～（8） チョウキケイザイトウケイ 23-2-後
Ya6-C 大川　一司［等］ オオカワ　カズシ 長期経済統計－推計と分析－（9）（12） チョウキケイザイトウケイ 23-2-後
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Yb1-G 行政管理庁統計基準局
ギョウセイカンリチョウトウケイキ
ジュンキョク

日本統計月報－資料解説編－昭和40年 ニホントウケイゲッポウ 23-2-後

Yb1-G 行政管理庁統計基準局
ギョウセイカンリチョウトウケイキ
ジュンキョク

日本統計月報－資料解説編－昭和42～43年 ニホントウケイゲッポウ 23-2-後

Yb1-G 行政管理庁統計基準局
ギョウセイカンリチョウトウケイキ
ジュンキョク

日本統計月報資料解説編昭和45年 ニホントウケイゲッポウシリョウカイセツヘン 23-2-後

Yb1-NT 野村　俊夫 ノムラ　トシオ 労働統計の見方・使い方 ロウドウトウケイノミカタツカイカタ 23-2-後
Yb1-NV Nemchinov，V．S． ネムチノフ　ヴェ　エス 統計学入門 トウケイガクニュウモン 23-2-後
Yb1-WI 渡辺　亥八 ワタナベ　イハチ 蚕糸統計論 サンシトウケイロン 23-2-後
Yb2-S 商工省 ショウコウショウ 商工省統計規則沿革 ショウコウショウトウケイキソクエンカク 23-2-後
Yb3-N 日本統計研究所 ニホントウケイケンキュウショ 日本統計発達史 ニホントウケイハッタツシ 23-2-後
Yb4-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 人口統計材料ニ関スル法規類 ジンコウトウケイザイリョウニカンスル… 23-2-後

Yb4-N 農商務大臣官房統計課
ノウショウムダイジンカンボウトウケ
イカ

農商務統計報告規則 ノウショウムトウケイホウコクキソク 23-2-後

Yb4-N 農林大臣官房統計課 ノウリンダイジンカンボウトウケイカ 農林省統計関係法規 ノウリンショウトウケイカンケイホウキ 23-2-後
Yc1-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 維新以後帝国統計材料彙纂（3） イシンイゴテイコクトウケイザイリョウイサン 23-2-後
Yc1-N 農林大臣官房統計課 ノウリンダイジンカンボウトウケイカ 農林統計の栞 ノウリントウケイノシオリ 23-2-後

Yc1-Y 山一證券（株）調査部
ヤマイチショウケンカブシキガイシャ
チョウサブ

証券統計とその解説 ショウケントウケイトソノカイセツ 23-2-後

Yc1-に3-AM Abanchini，Maruko アヴァンチーニ，マルコ イタリーに於けるツーリスト移動統計 イタリーニオケルツーリストイドウトウケイ 23-2-後
Yc2-A 愛知県編 アイチケンヘン 愛知県統計書昭和6（1）～（4） アイチケントウケウショ 23-2-後
Yc2-A 青森県 アオモリケン 青森県統計書　昭和8（1）～（4）、10（1）～（4） アオモリケントウケイショ 23-2-後
Yc2-A 秋田県編 アキタケンヘン 秋田県統計書50（1）（3）、51（2）（4） アキタケントウケイショ 23-2-後
Yc2-C 千葉県総務部 チバケンソウムブ 千葉県統計書（4）昭和8 チバケントウケイショ 23-2-後
Yc2-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 朝鮮総督府統計年報昭和7-9、11-13年 チョウセンソウトクフトウケイネンポウ 23-2-後
Yc2-F 福井県編 フクイケンヘン 福井県統計書（3） フクイケントウケイショ 23-3-前
Yc2-F 福岡県 フクオカケン 福岡県統計書大正12、昭和7～10 フクオカケントウケイショ 23-3-前
Yc2-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 海外各地在留本邦人職業別人口表 カイガイカクチザイリュウホンホウジンショクギョウ… 23-3-前
Yc2-HN 花房　直三郎 ハナブサ　ナオサブロウ 人口統計概説 ジンコウトウケイガイセツ 23-3-前
Yc2-I 石川県 イシカワケン 石川県統計書明治26年 イシカワケントウケイショ 23-3-前
Yc2-I 茨城県 イバラキケン 茨城県統計書（3） イバラキケントウケイショ 23-3-前

Yc2-J 人口食糧問題調査会
ジンコウショクリョウモンダイチョウサ
カイ

地域別人口基礎調査報告－茨城・新潟・奈良・福岡・四
県－

チイキベツジンコウキソチョウサ… 23-3-前

Yc2-K 外務省調査部 ガイムショウチョウサブ 海外各地在留本邦人人口表昭和9年10月1日現在 カイガイカクチザイリュウホンホウジン… 23-3-前
Yc2-K 香川県 カガワケン 香川県統計書昭和4（3）、5（2） カガワケントウケイショ 23-3-前
Yc2-K 鹿児島県 カゴシマケン 鹿児島県統計書（3）明治21、22・23、昭和7 カゴシマケントウケイショ 23-3-前
Yc2-K 鹿児島県 カゴシマケン 鹿児島県統計書昭和6（1）～（3）、7（1）・（2） カゴシマケントウケイショ 23-3-前
Yc2-K 関東局 カントウキョク 関東局統計書（31）－昭和11－ カントウキョクトウケイショ 23-3-前
Yc2-K 関東局官房文書課 カントウキョクカンボウブンショカ 関東局統計三十年誌 カントウキョクトウケイ30ネンシ 23-3-前
Yc2-K 樺太廰 カラフトチョウ 樺太廰統計書昭和6、7、8年 カラフトチョウトウケイショ 23-3-前

Yc2-K 樺太庁長官々房調査課
カラフトチョウチョウカンカンボウチョ
ウサカ

樺太庁累年統計表 カラフトチョウルイネントウケイヒョウ 23-3-前

Yc2-K 教育及衛生神戸市 キョウイクオヨビエイセイコウベシ 神戸市統計書第22回第2編 コウベシトウケイショ 23-3-前
Yc2-K 京都府 キョウトフ 京都府統計書（3）　昭和8 キョウトフトウケイショ 23-3-前
Yc2-K 神戸市 コウベシ 神戸市統計書22回7編 コウベシトウケイショ 23-3-前
Yc2-K 國勢院第一部 コクセイインダイイ1ブ 戦前戦後に於ける國富統計 センゼンセンゴニオケルコクフトウケイ 23-3-前
Yc2-K 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 国際統計摘要第1回 コクサイトウケイテキヨウ 23-3-前
Yc2-K 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 国勢調査報告大正9年 コクセイチョウサホウコク 23-3-前
Yc2-K 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 国勢調査報告大正9年（2）（3）（32）昭和5年（4） コクセイチョウサホウコク 23-3-前
Yc2-K 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 国勢調査報告昭和5年 コクセイチョウサホウコク 23-3-前
Yc2-K 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 国勢調査記述編大正9年 コクセイチョウサキジュツヘン 23-3-前
Yc2-K 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 国勢調査速報大正14年（2冊） コクセイチョウサソクホウ 23-3-前
Yc2-K 熊本県 クマモトケン 熊本県統計書　55（3）　－昭和10－ クマモトケントウケイショ 23-3-前
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Yc2-M 国務院総務庁統計処 コクムインソウムチョウトウケイショ 満州帝国国勢グラフ康徳4年版 マンシュウテイコクコクセイグラフ 23-3-前
Yc2-M 三重県 ミエケン 三重県統計書（2） ミエケントウケイショ 23-3-前
Yc2-N 国勢院 コクセイイン 日本帝国人口動態統計記述編大正8年 ニホンテイコクジンコウドウタイトウケイ… 23-3-前
Yc2-N 統計局 トウケイキョク 日本帝國人口動態統計大正11年（2冊） ニホンテイコクジンコウドウタイトウケイ 23-3-前
Yc2-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 抽出調査に依る昭和5年国勢調査結果の概観 チュウシュツチョウサニヨル… 23-3-前
Yc2-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 人口動態統計記述編（昭和7年） ジンコウドウタイトウケイキジュツヘン 23-3-前
Yc2-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 各国国勢調査法規 カックコクコクセイチョウサホウキ 23-3-前
Yc2-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 国勢調査参考書産業及職業分類 コクセイチョウササンコウショ… 23-3-前
Yc2-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 国勢調査職業名鑑大正9年 コクセイチョウサショクギョウメイカン 23-3-前
Yc2-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 明治五年以降我國の人口 メイジ5ネンイコウワガクニ… 23-3-後
Yc2-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 日本帝國人口動態統計記述編大正11年 ニホンテイコクジンコウトウケイ… 23-3-後
Yc2-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 日本帝国人口動態統計記述編大正12年 ニホンテイコクジンコウトウケイ… 23-3-後
Yc2-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 日本帝国人口動態統計記述編大正13年 ニホンテイコクジンコウトウケイ… 23-3-後
Yc2-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 日本帝国人口動態統計記述編昭和5年（2冊） ニホンテイコクジンコウトウケイ… 23-3-後
Yc2-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 市町村別人口動態統計 シチョウソンベツジンコウドウタイトウケイ 23-3-後
Yc2-N 内務省地方局 ナイムショウチホウキョク 地方民力調査報告第1回 チホウミンリョクチョウサホウコク 23-3-後
Yc2-N 内務大臣官房文書課 ナイムダイジンカンボウブンショカ 日本帝国民籍戸口表 ニホンテイコクミンセキココウヒョウ 23-3-後
Yc2-N 長野県 ナガノケン 長野県統計書昭和6（1）（5）、同9（4） ナガノケントウケイショ 23-3-後
Yc2-N 長野県 ナガノケン 長野県統計書昭和6年（2）（3）（4）（6）（7） ナガノケントウケイショ 23-3-後
Yc2-N 奈良県 ナラケン 奈良県統計書昭和5 ナラケントウケイショ 23-3-後

Yc2-O 大阪府 オオサカフ
大阪府統計書明治23～24（2冊）～28、30～32、35～
38、44（1）～（2）

オオサカフトウケイショ・・・ 23-3-後

Yc2-O 大阪府 オオサカフ 大阪府統計書明治40、41、43年、大正1、2年、2年（勧 オオサカフトウケイショ 23-3-後
Yc2-O 大阪府 オオサカフ 大阪府統計書明治42 オオサカフトウケイショ 23-3-後
Yc2-O 大分県総務部 オオイタケンソウムブ 大分県統計書（3） オオイタケントウケイショ 23-3-後
Yc2-O 岡山県 オカヤマケン 岡山県統計年報昭和4～7 オカヤマケントウケイネンポウ 23-3-後
Yc2-S 埼玉県 サイタマケン 埼玉県統計書昭和5年度 サイタマケントウケイショ 23-4-前
Yc2-S 島根県 シマネケン 島根県統計書明治22～大正3（1）昭和9（2） シマネケントウケイショ 23-4-前
Yc2-S 総理庁統計局 ソウリチョウトウケイキョク わが国人口の概要 ワガクニジンコウノガイヨウ 23-4-前
Yc2-S 総理府統計局 ソウリフトウケイキョク わが国の人口 ワガクニノジンコウ 23-4-前
Yc2-T 東亞研究所 トウアケンキュウショ 数字より見たる世界と東亞 スウジヨリミタルセカイトトウア 23-4-前
Yc2-T 東京市 トウキョウシ 東京市人口統計（1）昭和8年 トウキョウシジンコウトウケイ 23-4-前
Yc2-T 東京市 トウキョウシ 東京市産業統計要覧（3）－昭和13年版－ トウキョウシサンギョウトウケイヨウラン 23-4-前
Yc2-T 東京市 トウキョウシ 東京市市勢統計原表（6） トウキョウシシセイトウケイゲンピョウ 23-4-前
Yc2-T 東京統計協会 トウキョウトウケイキョウカイ 日本帝国統計全書－東京統計協会創立二十五年記念 ニホンテイコクトウケイゼンショ 23-4-前
Yc2-T 東京統計協会 トウキョウトウケイキョウカイ 日本帝国統計全書－東京統計協会創立五十年記念－ ニホンテイコクトウケイゼンショ 23-4-前
Yc2-T 東京府 トウキョウフ 東京府統計書明治15、25、26、大正4～5年 トウキョウフトウケイショ… 23-4-前
Yc2-T 東京府 トウキョウフ 東京府統計書大正6、15、昭和元年、昭和3、6年 トウキョウフトウケイショ… 23-4-後
Yc2-T 統計院 トウケイイン 甲斐国現在人別調明治12年 カイコクゲンザイニンベツシラベ 23-4-後
Yc2-T 統計局 トウケイキョク 抽出方法に依る第一回国勢調査結果の概観 チュウシュツホウホウニヨルダイ1… 23-4-後
Yc2-T 東北振興調査會 トウホクシンコウチョウサカイ 東北の人口構成に於ける特異性の概觀 トウホクノジンコウコウセイニ… 23-4-後
Yc2-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 明治大正国勢総覧 メイジタイショウコクセイソウラン 23-4-後
Yc2-T 徳島県 トクシマケン 徳島県統計書明治23年 トクシマケントウケイショ 23-4-後
Yc2-T 栃木県 トチギケン 栃木県統計書（3）昭和9 トチギケントウケイショ 23-4-後
Yc2-T 東京府統計表明治14年 トウキョウフトウケイヒョウ 23-4-後
Yc2-TB 高橋　梵仙 タカハシ　ボンセン 日本人口統計史 ニホンジンコウトウケイシ 23-4-後
Yc2-Y 山形県内務部 ヤマガタケンナイムブ 山形県勧業年報（14）（17） ヤマガタケンカンギョウネンポウ 23-4-後
Yc2-Y 山形県内務部第四課 ヤマガタケンナイムブダイ4カ 山形県勧業年報第11回明治32年 ヤマガタケンカンギョウネンポウ 23-4-後
Yc2-Y 山口県 ヤマグチケン 山口県統計書昭和7（1）～（2）、11（2）、13（2） ヤマグチケントウケイショ 23-4-後
Yc2-Y 山梨県 ヤマナシケン 山梨県統計書（2） ヤマナシケントウケイショ 23-4-後
Yc2-は3-C 行政院主計所 ギョウセイインシュケイショ 中華民国統計提要1956 チュウカミンコクトウケイテイヨウ 23-4-後
Yc2-は3-G 外務省アジア局中国課 ガイムショウアジアキョクチュウゴク 中共経済統計集（1949～58年） チュキョウケイザイトウケイシュウ 23-4-後
Yc2-は3-K 関東局 カントウキョク 関東局管内現住人口統計昭和7～8年（2冊）、10～11 カントウキョクカンナイゲンジュウジンコウトウケイ 23-4-後
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Yc2-は3-K 関東廰 カントウチョウ 関東廰人口動態統計昭和8年 カントウチョウジンコウドウタイトウケイ 23-4-後
Yc2-は3-T 台湾総督府 タイワンソウトクフ 台湾現勢要覧昭和11年版同12年版 タイワンゲンセイヨウラン 23-4-後
Yc2-は3-Z 在支那本邦人進勢概覧 ザイシナホンポウジンシンセイガイラン 23-4-後

Yc2-へ5-J 人口食料問題調査会
ジンコウショクリョウモンダイチョウサ
カイ

ブラジルニ関スル諸調査資料（2冊） ブラジルニカンスルショチョウサ… 23-4-後

Yc31-C 朝鮮総督府財務局 チョウセンソウトクフザイムキョク 朝鮮税務統計書昭和9年度 チョウセンゼイムトウケイショ 23-4-後
Yc31-GS 後藤　新一 ゴトウ　シンイチ 日本の金融統計 ニホンノキンユウトウケイ 23-4-後

Yc31-HY 細川　雄二郎 ホソカワ　ユウジロウ
日本財政総覧国庫財政編表之部明治元～23年度（全4
編）

ニホンザイセイソウラン… 23-4-後

Yc31-HY 細川　雄二郎 ホソカワ　ユウジロウ 日本財政総覧国庫財政編表之部明治21～35年度（下） ニホンザイセイソウラン… 23-4-後
Yc31-HY 細川　雄二郎 ホソカワ　ユウジロウ 日本財政総覧国庫財政編表之部明治21～35年度（凡 ニホンザイセイソウラン… 23-5-前
Yc31-HY 細川　雄二郎 ホソカワ　ユウジロウ 日本財政総覧国庫財政編表之部明治33～39年度 ニホンザイセイソウラン… 23-5-前
Yc31-N 日本勧業銀行調査課 二ホンカンギョウギンコウチョウサカ 本邦不動産金融ニ関スル諸統計 ホンポウフドウサンキンユウニカンスル… 23-5-前
Yc31-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 半期別資金循環表昭和29～36年 ハンキベツシキンジュンカンヒョウ 23-5-前
Yc31-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 資金循環表昭和29年～37年 シキンジュンカンヒョウ 23-5-前
Yc31-O 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 税制関係基本統計資料集昭和24年 ゼイセイカンケイキホントウケイシリョウシュウ 23-5-前
Yc31-R 陸軍省主計課別班 リクグンショウシュケイカベッパン 主要各国国際収支要覧 シュヨウカクコクコクサイシュウシヨウラン 23-5-前
Yc31-S 専売局 センバイキョク 塩ニ関スル参考表（昭和3年） シオニカンスルサンコウヒョウ 23-5-前
Yc31-S 専売局 センバイキョク 塩ニ関スル統計表昭和9年 シオニカンスルトウケイヒョウ 23-5-前
Yc31-S 専売局 センバイキョク 塩専売統計表（昭和6年） シオセンバイトウケイヒョウ 23-5-前
Yc31-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 明治大正財政詳覧（1）（3冊） メイジタイショウザイセイショウラン 23-5-前
Yc31-Z 大蔵省銀行局 オオクラショウギンコウキョク 全国普通銀行、貯蓄銀行諸貸出金職業別竝金額別調 ゼンコクフツウギンコウチョチクギンコウ… 23-5-前
Yc31-に1-R 陸軍経理学校研究部 リクグンケイリガッコウケンキュウブ 独逸戦時財政経済統計 ドイツセンジザイセイケイザイトウケイ 23-5-前
Yc31-へ1-O 大蔵省理財局 オオクラショウリザイキョク 欧米財政経済統計要覧（2） オウベイザイセイケイザイトウケイヨウラン 23-5-前

Yc32-H 東京証券取引所調査部
トウキョウショウケントリヒキジョチョ
ウサブ

配当状況調査昭和49年度版 ハイトウジョウキョウチョウサ 23-5-前

Yc32-KI 兜町隠士 カブトチョウインシ 東株新旧日々高低精覧 トウカブシンキュウヒビコウテイセイラン 23-5-前

Yc33-B 通商産業省通商局
ツウショウサンギョウショウツウショ
ウキョク

貿易業態統計表　昭和42年 ボウエキギョウタイトウケイヒョウ 23-5-前

Yc33-B 貿易局 ボウエキキョク 本邦外国貿易要覧 近三年間 ホンポウガイコクボウエキヨウラン… 23-5-前
Yc33-C 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 中華民国及満洲国貿易統計表（昭和9年、11～13年度） チュウカミンコクオヨビマンシュウコクボウエキ… 23-5-前
Yc33-D 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 大日本外国貿易五十六年対照表 ダイニホンガイコクボウエキ56ネン… 23-5-前
Yc33-D 大蔵省主税局 オオクラショウシュゼイキョク 大日本外国貿易年表（25年・37年対照表） ダイニホンガイコクボウエキネンピョウ 23-5-前
Yc33-G 外務省調査部 ガイムショウチョウサブ 近支那貿易実勢総覧 サイキンシナボウエキジッセイ… 23-5-前
Yc33-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 1938年各国対外貿易統計 1938ネンカックコクタイガイボウエキトウケイ 23-5-前
Yc33-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク （一九三九年）各國對外貿易統計 1939カックコクタイガイボウエキトウケイ 23-5-前
Yc33-G 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 各国対日貿易統計（其1）1936年（其2） カックコクタイニチボウエキトウケイ 23-5-前
Yc33-H 外務省條約改正係 ガイムショウジョウヤクカイセイカカ 本邦対外貿易関係 ホンポウタイガイボウエキカンケイ 23-5-前

Yc33-H 北海道拓殖銀行調査課
ホッカイドウタクショクギンコウチョウ
サカ

北海道及樺太経済統計要覧 ホッカイドウオヨビカラフトケイザイ… 23-5-前

Yc33-K 簡易保険局 カンイホケンキョク 物価及賃金ニ関スル調査 ブッカオヨビチンギンニカンスル… 23-5-前
Yc33-K 経済企画庁 ケイザイキカクチョウ 改訂国民所得統計昭和40年基準 カイテイコクミンショトクトウケイ 23-5-前
Yc33-K 経済企画庁調査局 ケイザイキカクチョウチョウサキョク 経済変動観測資料 ケイザイヘンドウカンソクシリョウ 23-5-前
Yc33-K 経済部商務司 ケイザイブショウムシ 満洲国商業実態調査書 マンシュウコクショウギョウジッタイチョウサショ 23-5-前
Yc33-K 国民経済計算審議会 コクミンケイザイケイサンシンギカイ 改訂四半期別国民所得勘定試算－昭和30～37年度－ カイテイシハンキベツコクミンショトク… 23-5-前

Yc33-K 通商局総務課 ツウショウキョクソウムカ
各国対日貿易統計1935年（其1）（其2）、1936年（其1）
（其2）、1937年（其2）

カクコクタイニチボウエキトウケイ 23-5-前

Yc33-K 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 国富調査報告昭和5年 コクフチョウサホウコク 23-5-前
Yc33-K 商工大臣官房統計課 ショウコウダイジンカンボウトウケイ 小賣物價統計表昭和5年 コウリブッカトウケイヒョウ 23-5-前

Yc33-M 日本綿織物工業組合連合会
ニホンメンオリモノコウギョウクミアイ
レンゴウカイ

綿織物輸出概況昭和9年度 メンオリモノユシュツガイキョウ 23-5-後

Yc33-M 三井合名会社調査課 ミツイゴウメイカイシャチョウサカ 日本ノ経済的地位 ニホンノケイザイテキチイ 23-5-後
Yc33-N 大阪府立貿易館調査課 オオサカフリツボウエキカンチョウサ 日本貿易統計要覧昭和10年 ニホンボウエキトウケイヨウラン 23-5-後
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Yc33-N 日本銀行調査局 ニホンギンコウチョウサキョク 外国貿易十六箇年対照表 ガイコクボウエキ16カネンタイショウヒョウ 23-5-後

Yc33-N 農商務大臣官房統計課
ノウショウムダイジンカンボウトウケ
イカ

物價表 ブッカヒョウ 23-5-後

Yc33-O 大蔵省 オオクラショウ 大日本外国貿易（27年対照表） ダイニホンガイコクボウエキ 23-5-後
Yc33-O 大蔵省関税局 オオクラショウカンゼイキョク 輸出入品価額国別十ヶ年対照表 ユシュツニュウヒンカガククニベツ… 23-5-後
Yc33-O 大阪税関 オオサカゼイカン 大阪港外国貿易統計表 オオサカコウガイコクボウエキ… 23-5-後
Yc33-O 大阪府立貿易館 オオサカフリツボウエキカン 中華民国海関輸入税表 チュウカミンコクカイカンユニュウ… 23-5-後
Yc33-O 大蔵省 オオクラショウ 日本外国貿易四半期表昭和13年第一四半期上・下 ニホンガイコクボウエキ4ハンキヒョウ 23-5-後

Yc33-O 商工大臣官房統計課
ショウコウダイジンカンボウトウケイ
カ

卸売物価統計表明治33～大正14年（2冊）、昭和元～3
年、昭和4～5年

オロシウリブッカトウケイヒョウ 23-5-後

Yc33-O 大蔵省 オオクラショウ 大日本外国貿易四十六年対照表 ダイニホンガイコクボウエキ46ネン… 23-5-後

Yc33-O 大蔵省関税局 オオクラショウカンゼイキョク
国別輸出入品価額十ケ年対照表（関税定率調査参考
書2編）

クニベツユシュツニュウヒンカガク… 23-5-後

Yc33-R 外務省通商局 ガイムショウツウショウキョク 旅券下付数及移民統計（2冊） リョケンカフスウオヨビイミントウケイ 23-5-後
Yc33-S 大阪府立貿易館調査課 オオサカフリツボウエキカンチョウサ 世界貿易統計要覧1935 セカイボウエキトウケイヨウラン 23-5-後
Yc33-S 参謀本部 サンボウホンブ 本邦重要資源需給要覧 ホンポウジュウヨウシゲンジュキュウヨウラン 23-5-後

Yc33-S 商工省商務局貿易課
ショウコウショウショウムキョクボウ
エキカ

世界各國ノ貿易統計 セカイカッコクノボウエキトウケイ 23-5-後

Yc33-S 商工省商務局 ショウコウショウショウムキョク 本邦及本邦海外重要相手国貿易統計 ホンポウオヨビホンポウカイガイジュウヨウアイテ… 23-5-後

Yc33-S 商工省商務局貿易課
ショウコウショウショウムキョクボウ
エキカ

對支輸出貿易表 タイシユシュツボウエキヒョウ 23-5-後

Yc33-T 台湾銀行 タイワンギンコウ 台湾経済参考統計摘要 タイワンケイザイサンコウトウケイテキヨウ 23-5-後
Yc33-T 台湾総督府 タイワンソウトクフ 台湾外国貿易年表大正3・4 タイワンガイコクボウエキネンピョウ 23-5-後
Yc33-T 台湾総督府財務局 タイワンソウトクフザイムキョク 台湾貿易四十年表 タイワンボウエキ40ネンピョウ 23-5-後
Yc33-T 台湾総督府財務局 タイワンソウトクフザイムキョク 台湾対南支、南洋貿易表 タイワンタイナンシナンヨウボウエキヒョウ 23-5-後

Yc33-T 台湾総督府殖産局商工課
タイワンソウトクフショクサンキョク
ショウコウカ

台湾商工統計昭和元年 タイワンショウコウトウケイ 23-5-後

Yc33-T 台湾総督府税関 タイワンソウトクフゼイカン 台湾貿易年表大正13・14 タイワンボウエキネンピョウ 23-5-後

Yc33-T 台湾総督府民政部財務局
タイワンソウトクフミンセイブザイム
キョク

台湾外国貿易二十年対照表 タイワンガイコクボウエキ20ネン… 23-5-後

Yc33-T 帝国農会経済部 テイコクノウカイケイザイブ 農村物価調査第1号～15号 ノウソンブッカチョウサ 23-5-後
Yc33-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 欧洲戦後本邦貿易ノ趨勢（2冊） オウシュウセンゴホンポウボウエキノ… 23-5-後
Yc33-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 東京物價及賃銀統計（1936、1937、1939、1941） トウキョウブッカオヨビチンギントウケイ 23-5-後
Yc33-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 日本貿易精覧 ニホンボウエキセイラン 23-5-後

Yc33-T （財）統計研究会
ザイダンホウジントウケイケンキュウ
カイ

日本経済統計図解 ニホンケイザイトウケイズカイ 23-5-後

Yc33-T 東洋経済新報社 トウヨウケイザイシンポウシャ 大日本外国貿易五十六年対照表（2冊） ダイニホンガイコクボウエキ… 23-5-後
Yc33-YY 山田　雄三 ヤマダ　ユウゾウ 日本国民所得推計資料 ニホンコクミンショトクスイケイシリョウ 23-5-後
Yc33-は3-F 福建省政府秘書処 フッケンショウセイフヒショショ 福建歴年対外貿易統計 フッケンレキネンタイガイボウエキトウケイ 23-5-後

Yc33-は3-Ｋ 關東州廰長官官房庶務課
カントウシュウチョウカンカンボウ
ショムカ

關東州貿易統計昭和6、11年 カントウシュウボウエキトウケイ 23-5-後

Yc33-は3-M 財政部 ザイセイブ 満洲國課税輸入品詳細統計 マンシュウコクカゼイユニュウヒンショウサイトウケイ 23-5-後
Yc33-は3-NS 中島　宗一 ナカジマ　ソウイチ 満州対北支貿易詳細統計 マンシュウタイホクシボウエキショウサイトウケイ 23-5-後
Yc34-AK 明石　厚明 アカシ　コウメイ 明治大正年間に於ける染織関係品輸出入統計 メイジタイショウネンカンニオケルセンショク… 23-5-後
Yc34-F 福島県知事官房 フクシマケンチジカンボウ 福島県三十一回主要物産統計 フクシマケン31カイシュヨウブッサントウケイ 23-5-後

Yc34-GS 後藤　捷一 ゴトウ　ショウイチ
明治大正年間に於ける染料薬品並染織関係品輸出入
統計

メイジタイショウネンカンニオケルセンリョウ… 23-5-後

Yc34-K 京都市産業部 キョウトシサンギョウブ 商業調査書昭和11年 ショウギョウチョウサショ 23-5-後
Yc34-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 我国商品相場統計表 ワガクニショウヒンソウバトウケイヒョウ 23-5-後
Yc34-K 商工大臣官房統計課 ショウコウダイジンカンボウトウケイ 会社統計表大正14年 カイシャトウケイヒョウ 23-5-後
Yc34-K 商工大臣官房統計課 ショウコウダイジンカンボウトウケイ 工業経営状況調（2）（3）（4）（6） コウギョウケイエイジョウキョウシラベ 23-5-後

Yc34-K 農商務大臣官房統計課
ノウショウムダイジンカンボウトウケ
イカ

工場製産物統計表大正10年 コウジョウセイサンブツトウケイヒョウ 23-5-後
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Yc34-N 内閣軍需局 ナイカクグンジュキョク 軍需工業動員ニ關スル工場事業場（1）（2） グンジュコウギョウドウインニカンスル… 23-5-後
Yc34-O 大阪市 オオサカシ 大阪市工業調査書昭和8年 オオサカシコウギョウチョウサショ 23-6-前
Yc34-O 大阪商工会議所 オオサカショウコウカイギショ 大阪市内工業統計並ニ工場名録 オオサカシナイコウギョウトウケイ… 23-6-前
Yc34-R 企畫院 キカクイン 列國資源撮要第（1）（3）（5）號 レッコクシゲンサツヨウ 23-6-前
YC34-S 島根県内務部 シマネケンナイムブ 島根県農工商統計表明治27 シマネケンノウコウショウトウケイヒョウ 23-6-前
Yc34-S 島根県内務部 シマネケンナイムブ 島根県農商務統計表明治23、24、25、26年 シマネケンノウショウムトウケイヒョウ 23-6-前
Yc34-S 商工大臣官房統計課 ショウコウダイジンカンボウトウケイ 工業経営状況調（1）（5）（7） コウギョウケイエイジョウキョウシラベ 23-6-前
Yc34-S 商工大臣官房統計課 ショウコウダイジンカンボウトウケイ 機械器具工業外註状況調 キカイキグコウギョウガイチュウ… 23-6-前
Yc34-S 商工大臣官房統計課 ショウコウダイジンカンボウトウケイ 商工省統計表昭和5年、9年、11年、13年 ショウコウショウトウケイヒョウ 23-6-前
Yc34-S 農林省経済更生部 ノウリンショウケイザイコウセイブ 産業組合要覧昭和11～12年度 サンギョウクミアイヨウラン 23-6-前
Yc34-S 商工大臣官房統計課 ショウコウダイジンカンボウトウケイ 商工統計摘要昭和7年 ショウコウトウケイテキヨウ 23-6-前
Yc34-S 商工大臣官房統計課 ショウコウダイジンカンボウトウケイ 商工統計摘要昭和9年 ショウコウトウケイテキヨウ 23-6-前

Yc34-T 台湾総督府殖産局特産課
タイワンソウトクフショクサンキョクト
クサンカ

台湾糖業統計（22）（24）（26） タイワントウギョウトウケイ 23-6-前

Yc34-T 東京市 トウキョウシ 東京市工業調査書昭和9年 トウキョウシコウギョウチョウサショ 23-6-前
Yc34-T 東京市 トウキョウシ 東京市市勢統計原表（5） トウキョウシシセイトウケイゲンピョウ 23-6-前
Yc34-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 東京市小工業調査 トウキョウシショウコウギョウチョウサ 23-6-前
Yc34-T 東京商工会 トウキョウショウコウカイ 統計報告（1）～（5） トウケイホウコク 23-6-前
Yc34-T 東京府総務部調査課 トウキョウフソウムブチョウサカ 東京府工場要覧昭和10年 トウキョウフコウジョウヨウラン 23-6-前
Yc34-は2-C 朝鮮総督府 チョウセンソウトクフ 工産統計　昭和12年 コウサントウケイ 23-6-前
Yc34-は3-M 満鐵経済調査会 マンテツケイザイチョウサカイ 満洲産業統計昭和7年 マンシュウサンギョウトウケイ 23-6-前
Yc34-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 台湾商工統計（14）～（16） タイワンショウコウトウケイ 23-6-前
Yc38-B 農林省畜産局 ノウリンショウチクサンキョク 馬政統計第7次昭和9年 バセイトウケイ 23-6-前
Yc38-C 加藤　徳三郎 カトウ　トクサブロウ 茶業統計1933、1934 チャギョウトウケイ 23-6-前
Yc38-C 茶業組合中央会議所 チャギョウクミアイチュウオウカイギ 内外製茶統計昭和7年 ナイガイセイチャトウケイ 23-6-前
Yc38-C 中央農業会 チュウオウノウギョウカイ 適正規模調査報告（4） テキセイキボチョウサホウコク 23-6-前
Yc38-C 朝鮮総督府農林局 チョウセンソウトクフノウリンキョク 朝鮮米穀要覧昭和9年、米穀関係法規 チョウセンベイコクヨウランベイコクカンケイホウキ 23-6-前
Yc38-C 農林省山林局 ノウリンショウサンリンキョク 地方林務一班第20回昭和12年 チホウリンムイッパン 23-6-前
Yc38-D 大日本水産会 ダイニホンスイサンカイ 国際水産物竝罐詰類貿易統計 コクサイスイサンブツナラビニカンズメルイ… 23-6-前
Yc38-D 農林省水産局 ノウリンショウスイサンキョク 動力付漁船ニ関スル統計 ドウリョクツキギョセンニカンスルトウケイ 23-6-前
Yc38-G 農林省水産局 ノウリンショウスイサンキョク 漁船統計表昭和4年 ギョセントウケイヒョウ 23-6-前
Yc38-H 農林省畜産局 ノウリンショウチクサンキョク 本邦畜産要覧第12次昭和8年 ホンポウチクサンヨウラン 23-6-前
Yc38-H 兵庫県内務部統計課 ヒョウゴケンナイムブトウケイカ 兵庫県家畜統計年報昭和6年 ヒョウゴケンカチクトウケイネンポウ 23-6-前
Yc38-H 北海道水産会 ホッカイドウスイサンカイ 漁村経済調査書（1）（2） ギョソンケイザイチョウサショ 23-6-前
Yc38-H 北海道庁産業部 ホッカイドウチョウサンギョウブ 北海道農事統計要覧（2冊） ホッカイドウノウジトウケイヨウラン 23-6-前
Yc38-H 北海道庁総務部庶務課 ホッカイドウチョウソウムブショムカ 北海道米麦統計表昭和10年 ホッカイドウベイバクトウケイヒョウ 23-6-前
Yc38-HM 平野　師応 ヒラノ　モロカズ 農事統計表明治21年 ノウジトウケイヒョウ 23-6-前
Yc38-K 協調会 キョウチョウカイ 農家労働調査報告－井泉村農家経済調査（前）－ ノウカロウドウチョウサホウコク 23-6-前
Yc38-K 熊本県 クマモトケン 麥作統計昭和9年、10年 ムギサクトウケイ 23-6-前
Yc38-K 熊本県 クマモトケン 養蚕統計昭和9年、10年 ヨウサントウケイ 23-6-前
Yc38-K 勧農局 カンノウキョク 農務統計表 ノウムトウケイヒョウ 23-6-前
Yc38-K 農林省蚕絲局 ノウリンショウサンシキョク 共同繭倉庫及共同乾繭所事業成績 キョウドウマユソウコオヨビキョウドウカンケンジョ… 23-6-前
Yc38-K 農林省山林局 ノウリンショウサンリンキョク 国有林野一班第16次昭和11年 コクユウリンヤイッパン 23-6-前
Yc38-K 農林大臣官房統計課 ノウリンダイジンカンボウトウケイカ 米統計表　昭和7年（2冊） コメトウケイヒョウ 23-6-前
Yc38-K 農林大臣官房統計課 ノウリンダイジンカンボウトウケイカ 米統計表　昭和9年、12年 コメトウケイヒョウ 23-6-前
Yc38-KT 加藤　徳三郎 カトウ　トクサブロウ 内外製茶統計 ナイガイシチャトウケイ 23-6-前
Yc38-M 農林省山林局 ノウリンショウサンリンキョク 木材需給状況調査書昭和8 モクザイジュキュウジョウキョウチョウサショ 23-6-前

Yc38-N （社）農村更生協会
シャダンホウジンノウソンコウセイ
キョウカイ

小麦に関する統計資料 コムギニカンスルトウケイシリョウ 23-6-前

Yc38-N 帝国農会農業経営部 テイコクノウカイノウギョウケイエイ 農業経営調査成績要項大正13年度 ノウギョウケイエイチョウサセイセキヨウコウ 23-6-前
Yc38-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 農業調査結果報告昭和4年（2冊） ノウギョウチョウサケッカホウコク 23-6-後
Yc38-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 労働統計実地調査報告鉱山の部大正13年（2冊） ロウドウトウケイジッチチョウサホウコク 23-6-後
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Yc38-N 農商務省食糧局 ノウショウムショウショクリョウキョク
米穀統計1次（日本ノ部）、2次（日本之部・2冊）（世界之
部）

ベイコクトウケイ 23-6-後

Yc38-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 米麦統計要覧大正8年 ベイバクトウケイヨウラン 23-6-後
Yc38-N 農商務省食糧局 ノウショウムショウショクリョウキョク 耕地整理要覧（20） コウチセイリヨウラン 23-6-後
Yc38-N 農商務省食糧局 ノウショウムショウショクリョウキョク 土地利用及開墾事業参考資料大正13年 トチリヨウオヨビカイコンジギョウ… 23-6-後
Yc38-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 茶業要覧大正13年 チャギョウヨウラン 23-6-後
Yc38-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 肥料ニ関スル調査書明治43年 ヒリョウニカンスルチョウサショ 23-6-後
Yc38-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 農業關係重要品輸出入累年對照表 ノウギョウカンケイジュウヨウヒン… 23-6-後
Yc38-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 農事統計－農会調査－ ノウジトウケイ 23-6-後
Yc38-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 農務統計表（2） ノウムトウケイヒョウ 23-6-後
Yc38-N 農務局 ノウムキョク 農事統計大正8 ノウジトウケイ 23-6-後

Yc38-N 農林省米穀部 ノウリンショウベイコクブ
米穀現在高定期調査－自大正2年5月1日至昭和7年9
月1日－

ベイコクゲンザイダカテイキ… 23-6-後

Yc38-N 農林省蚕絲局 ノウリンショウサンシキョク 蚕業取締事務成績 サンギョウトリシマリジムセイセキ 23-6-後
Yc38-N 農林省蚕絲局 ノウリンショウサンシキョク 全国器械製絲工場調昭和7年度 ゼンコクキカイセイシコウジョウシラベ 23-6-後
Yc38-N 農林省水産局 ノウリンショウスイサンキョク 北洋漁業関係統計 ホクヨウギョギョウカンケイトウケイ 23-6-後
Yc38-N 農林省水産局 ノウリンショウスイサンキョク 北洋漁業関係統計摘要4次 ホクヨウギョギョウカンケイトウケイ… 23-6-後
Yc38-N 農林省水産局 ノウリンショウスイサンキョク 国際水産統計要覧 コクサイスイサントウケイヨウラン 23-6-後
Yc38-N 農林省水産局 ノウリンショウスイサンキョク 日本水産物貿易統計表 ニホンスイサンブツボウエキ… 23-6-後
Yc38-N 農林省水産局 ノウリンショウスイサンキョク 世界水産統計 セカイスイサントウケイ 23-6-後

Yc38-N 農林省農業改良局統計調査部
ノウリンショウノウギョウカイリョウ
キョクトウケイ…

日本農業統計要覧 ニホンノウギョウトウケイヨウラン 23-6-後

Yc38-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク
耕地拡張改良ニ関スル参考資料　大正15、昭和7（4
冊）、9（2冊）

コウチカクチョウカイリョウニカンスル… 23-6-後

Yc38-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 耕地ノ拡張及潰廃ニ関スル調査（1） コウチノカクチョウオヨビ… 23-6-後
Yc38-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 豆類要覧 マメルイヨウラン 23-6-後
Yc38-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 麦其ノ他穀物要覧 ムギソノタノコクモツ… 23-6-後
Yc38-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 水田ノ災害危険性段別調（水害・早害・潮害） スイデンノサイガイキケンセイ… 23-6-後

Yc38-N 農林省農林経済局統計調査部
ノウリンショウノウリンケイザイキョク
トウケイチョウサブ

個別農業経営の変遷に関する調査報告 コベツノウギョウケイエイノヘンセン… 23-6-後

Yc38-N 農林省農林経済局統計調査部
ノウリンショウノウリンケイザイキョク
トウケイチョウサブ

農家の就業構造に関する調査 ノウカノシュウギョウコウゾウニ… 23-6-後

Yc38-N 農林省農林経済局統計調査部
ノウリンショウノウリンケイザイキョク
トウケイチョウサブ

農林省累年統計表明治1年～昭和28年（2冊） ノウリンショウルイネントウケイヒョウ 23-6-後

Yc38-N 農林大臣官房統計課 ノウリンダイジンカンボウトウケイカ 繭統計表 マユトウケイヒョウ 23-6-後
Yc38-N 農林大臣官房統計課 ノウリンダイジンカンボウトウケイカ 農林統計グラフ ノウリントウケイグラフ 23-6-後
Yc38-N 農林大臣官房統計課 ノウリンダイジンカンボウトウケイカ 農作物被害統計表昭和6年 ノウサクブツヒガイトウケイヒョウ 23-6-後
Yc38-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 茶業要覧昭和6年（2冊） チャギョウヨウラン 23-6-後
Yc38-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 茶業要覧昭和10年 チャギョウヨウラン 23-6-後
Yc38-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 米ニ関スル調査　日本之部大正4年 コメニカンスルチョウサ 23-6-後
Yc38-N 農村物価調査報告昭和12、16年 ノウソンブッカチョウサホウコク 23-6-後
Yc38-R 咸鏡南道 カンキョウナンドウ 林業統計昭和10年 リンギョウトウケイ 23-6-後

Yc38-S 蠶絲業同業組合中央会
サンシギョウドギョウクミアイチュウ
オウカイ

内外蠶絲絹物類輸出入統計 ナイガイサンシキヌモノルイ… 23-6-後

Yc38-S 全國製絲業組合聯合會
ゼンコクセイシギョウクミアイレンゴ
ウカイ

製絲業参考資料昭和13年版 セイシギョウサンコウシリョウ 23-6-後

Yc38-S 農林大臣官房統計課 ノウリンダイジンカンボウトウケイカ 蠢絲類及眞棉統計表昭和6年、8年、9年（2冊）、11年 サンシルイオヨビマワタトウケイヒョウ 23-6-後
Yc38-T 帝国農会 テイコクノウカイ 状態別耕地に関する調査 ジョウタイベツコウチニカンスル… 23-6-後
Yc38-T 帝国農会 テイコクノウカイ 耕地利用に関する調査 コウチリヨウニカンスルチョウサ 23-6-後
Yc38-T 帝国農会 テイコクノウカイ 近十ケ年に於ける農業経営の変遷（1）（2） サイキン10カネンニオケル… 23-6-後
Yc38-T 帝國農会 テイコクノウカイ 農家小組合ニ関スル調査 ノウカショウクミアイニカンスル… 23-6-後
Yc38-T 帝国農会調査部 テイコクノウカイチョウサブ 稲作施肥量に関する調査昭和14、15年度 イナサクセヒリョウニカンスルチョウサ 23-6-後
Yc38-T 東亜研究所 トウアケンキュウショ 世界農産統計（1925-40） セカイノウサントウケイ 23-6-後
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Yc38-Z 全国漁業組合連合会 ゼンコクギョギョウクミアイレンゴウカ 全国魚市場要覧昭和12 ゼンコクウオシジョウヨウラン 23-6-後
Yc38-は2-C 朝鮮總督府農林局 朝鮮土地改良事業要覧昭和7（2冊）、12年度 チョウセントチカイリョウジギョウヨウラン 23-6-後

Yc38-は2-N 朝鮮總督府農林局農村振興課
チョウセンソウトクフノウリンキョクノ
ウソンシンコウカ

農家經濟の概況と其の變遷　昭和15年、同（2） ノウカケイザイノガイキョウトソノヘンセン 23-6-後

Yc38-は2-N 朝鮮總督府 チョウセンソウトクフ 農業統計表昭和7年、8年、12年 ノウギョウトウケイヒョウ 23-6-後

Yc38-は3-N 國務院實業部臨時産業調査局
コクムインジツギョウブリンジサン
ギョウチョウサキョク

農村實態調査報告書康徳3年度（1）（2）（3） ノウソンジッタイチョウサホウコクショ 23-6-後

Yc38-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 主要青果物統計昭和10年 シュヨウセイカブツトウケイ 23-6-後
Yc38-は3-T 台湾総督府殖産局 タイワンソウトクフショクサンキョク 台湾茶業統計（2冊） タイワンチャギョウトウケイ 23-6-後

Yc38-は3-T 台湾総督府殖産局水産課
タイワンソウトクフショクサンキョクス
イサンカ

台湾水産統計昭和10 タイワンスイサントウケイ 23-6-後

Yc38-は3-T 台湾総督府殖産局山林課
タイワンソウトクフショクサンキョクサ
ンリンカ

台湾林業統計昭和9、11 タイワンリンギョウトウケイ 23-6-後

Yc39-S 商工省鉱山局 ショウコウショウコウザンキョク 製鉄業参考資料昭和2、6 セイテツギョウサンコウシリョウ 23-6-後

Yc39-S
線材製品協会日本線材製品輸出組
合統計委員会

センザイセイヒンキョウカイニホンセ
ンザイ…

鉄鋼線材及び線材製品統計集 テッコウセンザイオヨビセンザイセイヒントウケイシュウ 23-6-後

Yc39-は3-T 台湾総督府殖産局鉱務課
タイワンソウトクフショクサンキョクコ
ウムカ

台湾鉱業統計（31）（34） タイワンコウギョウトウケイ 23-6-後

Yc310-N 農商務省商工局 ノウショウムショウショウコウキョク 工場衛生及災害統計表 コウジョウエイセイオヨビサイガイトウケイヒョウ 24-1-前
Yc310-N 農商務省農務局 ノウショウムショウノウムキョク 肥料概覧 ヒリョウガイラン 24-1-前

Yc310-N （財）日本棉花栽培協會
ザイダンホウジンニホンメンカサイ
バイキョウカイ

棉花關係統計資料 メンカカンケイトウケイシリョウ 24-1-前

Yc310-T 通商産業大臣官房調査統計部
ツウショウサンギョウダイジンカンボ
ウチョウサ…

工業統計50年史資料編（1）（2） コウギョウトウケイ50ネンシ 24-1-前

Yc311-K 商工大臣官房調査課 ショウコウダイジンカンボウチョウサ 建築統計表昭和11、12、14年 ケンチクトウケイヒョウ 24-1-前
Yc312-K 金融研究会 キンユウケンキュウカイ 我国商品相場統計表（2冊） ワガクニショウヒンソウバトウケイヒョウ 24-1-前
Yc312-KT 小林　貞一 コバヤシ　テイイチ 函館市商業調査書（補追） ハコダテシショウギョウチョウサショ 24-1-前
Yc312-T 東京商工会議所 トウキョウショウコウカイギショ 東京市内ニ於ケル小賈業経営並ニ金融調査（2冊） トウキョウシナイニオケルコウリギョウケイエイ… 24-1-前

Yc313-C 商工大臣官房統計課
ショウコウダイジンカンボウトウケイ
カ

賃銀統計表明治33年及至昭和4年昭和6年及同7年昭
和9年及同10年昭和11年～同13年（2冊）

チンギントウケイヒョウ 24-1-前

Yc313-C 商工大臣官房統計課 ショウコウダイジンカンボウトウケイ 賃銀統計表昭和5、8（2冊）、14年 チンギントウケイヒョウ 24-1-前
Yc313-K 協調会調査課 キョウチョウカイチョウサカ 各国労働賃金統計（2冊） カクッコクロウドウチンギントウケイ 24-1-前
Yc313-K 厚生省勤労局 コウセイショウキンロウキョク 労働者生活状態調査報告 ロウドウシャセイカツジョウタイチョウサホウコク 24-1-前
Yc313-K 厚生省労働局 コウセイショウロウドウキョク 労働者賃金調査報告（1） ロウドウシャチンギンチョウサホウコク 24-1-前
Yc313-K 厚生省労務調整課 コウセイショウロウムチョウセイカ 職業紹介統計昭和12年版 ショクギョウショウカイトウケイ 24-1-前
Yc313-N 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 家計調査報告－栄養に関する統計表－ カイケイチョウサホウコク 24-1-前
Yc313-N 内務省地方局 ナイムショウチホウキョク 細民調査統計表 サイミンチョウサトウケイヒョウ 24-1-前

Yc313-N 農商務大臣官房統計課
ノウショウムダイジンカンボウトウケ
イカ

賃金表－自明治33年至大正9年上半期－ チンギンヒョウ 24-1-前

Yc313-O 大阪市社会部 オオサカシシャカイブ 本市に於ける内職調査 ホンシニオケルナイショクチョウサ 24-1-前
Yc313-O 大阪市社会部 オオサカシシャカイブ 労働統計実地調査概要第5回 ロウドウトウケイジッチチョウサガイヨウ 24-1-前
Yc313-R 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 労働統計実地調査報告大正13年工場の部（1）（2） ロウドウトウケイジッチチョウサホウコク 24-1-前
Yc313-R 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 労働統計実地調査報告大正13年工場の部（1） ロウドウトウケイジッチチョウサホウコク 24-1-前
Yc313-R 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 労働統計実地調査報告昭和二年（2）工場の部上（2冊） ロウドウトウケイジッチチョウサホウコク 24-1-前
Yc313-R 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 労働統計実地調査報告昭和2年（3）工場の部（下） ロウドウトウケイジッチチョウサホウコク 24-1-前
Yc313-R 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 労働統計実地調査報告昭和5年（1）工場の部 ロウドウトウケイジッチチョウサホウコク 24-1-前
Yc313-R 内閣統計局 ナイカクトウケイキョク 労働統計実地調査報告昭和8年（1）工場の部 ロウドウトウケイジッチチョウサホウコク 24-1-前
Yc313-S 社会局健康保険部 シャカイキョクケンコウホケンブ 職工生計状態調査 ショッコウセイケイジョウタイチョウサ 24-1-前
Yc313-S 社会局統計課 シャカイキョクトウケイカ 労働統計時報（1） ロウドウトウケイジホウ 24-1-前
Yc313-S 社会局統計課 シャカイキョクトウケイカ 労働統計要覧（2冊） ロウドウトウケイヨウラン 24-1-前
Yc313-S 内務省社会局 ナイムショウシャカイキョク 細民調査統計表明治45年、大正元年、大正10年 サイミンチョウサトウケイヒョウ 24-1-前
Yc313-T 東京市 トウキョウシ 東京市内要救護者に関する調査 トウキョウシナイヨウキュウゴシャニカンスル… 24-1-前
Yc313-T 東京市 トウキョウシ 東京市労働統計実地調査第4回 トウキョウシロウドウトウケイジッチチョウサ 24-1-前
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Yc313-T 東京市 トウキョウシ 東京市労働統計実地調査第5回 トウキョウシロウドウトウケイジッチチョウサ 24-1-前
Yc313-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 東京市要保護世帯調査 トウキョウシヨウホゴセタイチョウサ 24-1-前
Yc313-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 東京市要保護者調査 トウキョウシヨウホゴシャチョウサ 24-1-前
Yc313-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 要保護寡婦世帯調査 ヨウホゴカフセタイチョウサ 24-1-前
Yc313-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 要保護世帯概要調査 ヨウホゴセタイガイヨウチョウサ 24-1-前
Yc313-T 東京市社会局 トウキョウシシャカイキョク 要保護世帯生計調査 ヨウホゴセタイセイケイチョウサ 24-1-前
Yc313-Y 八幡製鉄所総務部 ヤハタセイテツショソウムブ 八幡製鉄所工場労働統計（5）（上・2部）（下） ヤハタセイテツショコウジョウロウドウトウケイ 24-1-前
Yc313-は3-K 国務院統計處 コクムイントウケイショ 郷村社会調査報告書統計編 キョウソンシャカイチョウサホ… 24-1-前
Ye311-N 内務省土木局調査課 ナイムショウドボクキョクチョウサカ 大日本帝国港湾統計大正4年 ダイニホンテイコクコウワントウケイ 24-1-後
Ye36-D 朝鮮総督府逓信局 チョウセンソウトクフテイシンキョク 電気事業要覧（21） デンキジギョウヨウラン 24-1-後
Ye38-N 農林省農務局 ノウリンショウノウムキョク 小麦要覧 コムギヨウラン 24-1-後
Za1-A 朝日新聞社 アサヒシンブンシャ 国民新礼法手帖 コクミンシンレイホウテチョウ 24-1-後
Za1-D 度量衡種類表 ドリョウコウシュルイヒョウ 24-1-後
Za1-J 実業の日本編集部 ジツギョウノニホンヘンシュウブ 実用公害事典 新 ジツヨウコウガイジテン 24-1-後
Za1-J 実業之世界社 ジツギョウノセカイシャ 昭和十五年総覧－財界三十年譜続刊－ ショウワ15ネンソウラン 24-1-後
Za1-K 経済雑誌社 ケイザイザッシシャ 日本社会事彙（上）（下） ニホンシャカイジイ 24-1-後
Za1-K 国立国語研究所 コクリツコクゴケンキュウショ 分類語彙集 ブンルイゴイシュウ 24-1-後
Za1-KM 岸上　操 キシガミ　ミサオ 十九世紀 19セイキ 24-1-後
Za1-S 社会思想社 シャカイシソウシャ 社会科学大辞典 シャカイカガクダイジテン 24-1-後
Za1-SS 柴田　宵曲 シバタ　ショウキョク 随筆辞典 ズイヒツジテン 24-1-後
Za1-TM 寺島　柾史 テラシマ　マサシ 日本科学史年表世界対照 ニホンカガクシネンピョウ 24-1-後
Za1-TT 田所　輝明 タドコロ　テルアキ 社会科学小辞典1930年版 シャカイカガクショウジテン 24-1-後
Za1-TY 高山　洋吉 タカヤマ　ヨウキチ マチョス西洋技術人名辞典 マチョスセイヨウギジュツジンメイジテン 24-1-後
Za2-A 朝日新聞社 アサヒシンブンシャ 日本再建の諸問題－アメリカの諸権威は語る－ ニホンサイケンノショモンダイ 24-1-後
Za2-CA Chishuka，Anton チシュカ　アントン 発明家は封鎖を破る ハツメイカハフウサヲヤブル 24-1-後
Za2-D 〔大日本文明協会〕 ダイニホンブンメイキョウカイ 明治文化発祥記念誌 メイジブンカハッショウキネンシ 24-1-後
Za2-FG 福地　源一郎 フクチ　ゲンイチロウ 智恵傳授 チエデンジュ 24-1-後
Za2-G 後藤政経研究室 ゴトウセイケイケンキュウシツ 世界の中の日本 セカイノナカノニホン 24-1-後
Za2-HA Hacker，Andrew ハッカー　アンドリュー アメリカ時代の終り アメリカジダイノオワリ 24-1-後
Za2-HS 土方　成美 ヒジカタ　セイビ 学界春秋記マルクシズムとの抗争三十余年 ガッカイシュンジュウキマルクシズムトノコウソウ… 24-1-後
Za2-IE 井上　円了 イノウエ　エンリョウ 雑居準備僧弊改良論 ザッキョジュンビソウヘイカイリョウロン 24-1-後
Za2-IS 飯島　宗一 イイジマ　ソウイチ 日本人とは何か ニホンジントハナニカ 24-1-後

Za2-K 開国100年記念文化事業会
カイコク１００ネンキネンブンカジギョ
ウカイ

開国100年記念明治文化史論集 カイコク100ネンキネンメイジブンカシロンシュウ 24-1-後

Za2-K 国際観光局 コクサイカンコウキョク 独逸青年宿泊所聯盟概観 ドイツセイネンシュクハク… 24-1-後
Za2-KD 菊池　大麓 キクチ　ダイロク 新日本 シンニホン 24-1-後
Za2-KH 加藤　弘之 カトウ　ヒロユキ 天則百話 テンソクヒャクワ 24-1-後
Za2-KI 小林　勇 コバヤシ　イサム 超帝国主義と資本主義の不均等的発展の法則他 チョウテイコクシュギトシホンシュギ… 24-1-後
Za2-KT 小島　たつ コジマ　タツ 創価学会に与うる書 ソウカガッカイニアタウルショ 24-1-後
Za2-M 松下国際政治研究所 マツシタコクサイセイジケンキュウ 大学改造の針路 ダイガクカイゾウノシンロ 24-1-後
Za2-MS 武藤　山治 ムトウ　サンジ 思ふまゝ（2冊） オモウママ 24-1-後
Za2-MT 武藤　貞一 ムトウ　テイイチ 武藤貞一評論集・戦後篇 ムトウテイイチヒョウロンシュウセンゴヘン 24-2-前
Za2-N 内外文化研究所 ナイガイブンカケンキュウショ 学者先生戦前戦後言質集 ガクシャセンセイセンゼンセンゴゲンシツシュウ 24-2-前
Za2-NK 中島　久萬吉 ナカジマ　クマキチ 核心の問題 カクシンノモンダイ 24-2-前
Za2-NS Nearing，Scott ニアリング　スコット 今日のアメリカ コンニチノアメリカ 24-2-前
Za2-NS 二宮　尊親 ニノミヤ　ソンシン 二宮尊徳報徳分度論 ニノミヤソントクホウトクブンドロン 24-2-前
Za2-RE ライシャワー，Ｅ．Ｏ． ライシャワー　イー　オー 日本近代の新しい見方 ニホンキンダイノアタラシイミカタ 24-2-前
Za2-SI 盛　毓度 セイ　イクド 漢民族から大和民族へ カンミンゾクカラヤマトミンゾクヘ 24-2-前
Za2-SK 鮫島　敬治 サメジマ　ケイジ 第三世界は挑戦する ダイサンセカイハチョウセンスル 24-2-前
Za2-SK 白石　幸三郎 シライシ　コウザブロウ 故園春秋 コエンシュンジュウ 24-2-前
Za2-SK 末松　謙澄 スエマツ　ケンチョウ 夏の夢日本の面影 ナツノユメニホンノオモカゲ 24-2-前
Za2-T 東京朝日新聞経済部 トウキョウアサヒシンブンケイザイブ 卓を囲んで タクヲカコンデ 24-2-前
Za2-T 帝国女子医専報国団 テイコクジョシイセンホウコクダン 空襲救護 クウシュウキュウゴ 24-2-前
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Za2-TE 田村　栄太郎 タムラ　エイタロウ 日本の技術者 ニホンノギジュツシャ 24-2-前
Za2-TH 田中　宏 タナカ　ヒロシ 日本を見つめるアジア人の眼 ニホンヲミツメルアジアジンノメ 24-2-前
Za2-TK 武田　楠雄 タケダ　クスオ 維新と科学 イシントカガク 24-2-前
Za2-TR 田辺　良平 タナベ　リョウヘイ 編集後記 ヘンシュウコウキ 24-2-前
Za2-TS 鳥谷部　銑太郎 トヤベ　センタロウ 明治名著集福澤諭吉他（2冊） メイジメイチョシュウフクザワユキチ 24-2-前
Za2-TY 田中　靖政 タナカ　ヤスマサ 現代日本人の意識－行動科学的調査と分析－ ゲンダイニホンジンノイシキ 24-2-前
Za2-UT 氏野　忠明 ウジノ　タダアキ 経済・人間・幸福（2） ケイザイニンゲンコウフク 24-2-前

Za2-W
早稲田大学創立75周年記念出版社
会科学部門編纂委員会

ワセダダイガクソウリツ75シュウネン
…

近代日本の社会科学と早稲田大学 キンダイニホンノシャカイカガクトワセダ… 24-2-前

Za2-YK 柳田　国男 ヤナギタ　クニオ 木綿以前の事 モメンイゼンノコト 24-2-前
Za2-YS 吉岡　修一郎 ヨシオカ　シュウイチロウ 日本科学史夜話－科学思想史の立場から－ ニホンカガクシヤワ 24-2-前
Za2-YT 山本　利喜男 ヤマモト　トキオ 戦後経営－創設二十周年紀念－ センゴケイエイ 24-2-前
Za3-E 江戸会 エドカイ 江戸会誌 エドカイシ 24-2-前
Za3-G 通商産業省 ツウショウサンギョウショウ 技術白書－わが国鉱工業技術の現状－ ギジュツハクショ 24-2-前
Za3-G 技術白書第2部産業別各論 ギジュツハクショ 24-2-前
Za3-K 科学技術庁 カガクギジュツチョウ 科学技術白書昭和37年 カガクギジュツハクショ 24-2-前
Za3-K 環境庁 カンキョウチョウ 環境白書昭和49 カンキョウハクショ 24-2-前
Za3-K 中村　貞吉 ナカムラ　サダキチ 工学叢誌（2）～（8） コウガクソウシ 24-2-前
Za3-UM 内山　正如 ウチヤマ　マサナオ 日本大家論集（11～13）（14～16）（17～19）（20～22） ニホンタイカロンシュウ… 24-2-前
Za4-K 黒川古文化研究所 クロカワコブンカケンキュウショ 創立十周年記念誌 ソウリツ10シュウネンキネンシ 24-2-前

Za4-N （社）日本技術協会
シャダンホウジンニホンギジュツキョ
ウカイ

会員名簿昭和16年度現在 カイインメイボ 24-2-前

Za4-NI 新渡戸　稲造 ニトベ　イナゾウ 太平洋問題－1929年京都会議－ タイヘイヨウモンダイ 24-2-前
Za4-SU 鈴木　梅四郎 スズキ　ウメシロウ （社団法人）実費診療所の歴史及事業 シャダンホウジンジッピシンリョウジョノレキシオヨビ… 24-2-前
Za4-W 和敬塾 ワケイジュク 和敬塾20年の歩み ワケイジュク20ネンノアユミ 24-2-前
Za4-W 早稲田大学 ワセダダイガク 学徒錬成 ガクトレンセイ 24-2-前
Za5-K 興文社 コウブンシャ 東京留学指針 トウキョウリュウガクシシン 24-2-前
Za5-M 文部省普通学務局 モンブショウフツウガクムキョク 師範学校ニ関スル調査昭和五年現在 シハンガッコウニカンスルチョウサ 24-2-前
Za5-MT 向坊　隆 ムカイボウ　タカシ 基礎工学概説 キソコウガクガイセツ 24-2-前
Za5-NN 名取　夏司 ナトリ　ナツシ 親と子の為に語る オヤトコノタメニカタル 24-2-前
Za6-KT 北原　鉄雄 キタハラ　テツオ アルス文化大講座（1）～（3） アルスブンカダイコウザ 24-2-前
Za6-KT 北原　鉄雄 キタハラ　テツオ アルス文化大講座（4）～（12） アルスブンカダイコウザ 24-2-後

Za6-T 東京大学社会科学研究所
トウキョウダイガクシャカイカガクケ
ンキュウショ

戦後改革（1）（3）（7）（8） センゴカイカク 24-2-後

Zb1-BA バラック，アーノルド　Ｂ． バラック　アーノルド　Ｂ 明日はこうなる－1975年からのルボ－ アスワコウナル 24-2-後
Zb1-BK ボールディング，Ｋ． ボールディング　Ｋ 二十世紀の意味－偉大なる転換－ 20セイキノイミ 24-2-後
Zb1-D 大日本文明協会 ダイニホンブンメイキョウカイ 国民功業論（全） コクミンコウギョウロン 24-2-後
Zb1-HR ハロラン，リチャード ハロラン　リチャード 日本－見かけと真相－ ニホン 24-2-後
Zb1-HS 穂積　重遠 ホズミ　シゲト 日本の過去現在及び将来 ニホンノカコゲンザイオヨビショウライ 24-2-後
Zb1-JM ジャンセン，マリウス　Ｂ． ジャンセン　マリウス　Ｂ 日本における近代化の問題 ニホンニオケルキンダイカノモンダイ 24-2-後
Zb1-K 講和問題研究會 コウワモンダイケンキュウカイ 再生の日本 サイセイノニホン 24-2-後
Zb1-K 国策研究会 コクサクケンキュウカイ 大東亜共栄圏文化体制論 ダイトウアキョウエイケンブンカタイセイロン 24-2-後
Zb1-K 国民教育奨励会 コクミンキョウイクショウレイカイ 教育五十年史 キョウイク50ネンシ 24-2-後
Zb1-KH Kahn，Herman カーン　ハーマン 紀元二〇〇〇年―三十三年後の世界― キゲン2000ネン 24-2-後
Zb1-KT 樺　俊雄 カンバ　トシオ 文化と技術 ブンカトギジュツ 24-2-後
Zb1-M 文部省 モンブショウ 日本教育史 ニホンキョウイクシ 24-2-後
Zb1-M 文部省実業学務局 モンブショウジツギョウガクムキョク 全国実業学校ニ関スル諸調査 ゼンコクジツギョウガッコウニ… 24-2-後
Zb1-MK 松下　幸之助 マツシタ　コウノスケ 私の夢・日本の夢 ワタシノユメニホンノユメ 24-2-後
Zb1-MK 松下　幸之助 マツシタ　コウノスケ 新国土創成論－日本をひらく－ シンコクドソウセイロン 24-2-後
Zb1-NH 中島　半次郎 ナカジマ　ハンジロウ 独仏英米国民教育の比較研究 ドクフツエイベイコクミンキョウイクノヒカクケンキュウ 24-2-後
Zb1-NK 中西　敬二郎 ナカニシ　ケイジロウ 早稲田大学八十年誌 ワセダダイガク80ネンシ 24-2-後
Zb1-OK 大野　謙一 オウノ　ケンイチ 朝鮮教育問題管見 チョウセンキョウイクモンダイカンケン 24-2-後
Zb1-PH パッシン，ハーバート パッシン　ハーバート 日本近代化と教育 ニホンキンダイカトキョウイク 24-2-後
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Zb1-S 産業計画会議科学技術研究委員会
サンギョウケイカクカイギカガクギ
ジュツ…

科学技術政策策定上の諸問題－目標の設定、分析手
法、テクノロジー・アセスメント－

カガクギジュツセイサクサクテイジョウ… 24-2-後

Zb1-SG 杉田　玄白 スギタ　ゲンパク 蘭学事始 ランガクコトハジメ 24-2-後
Zb1-SJ セルバンーシュレベール，Ｊ． セルバンーシュレベール　Ｊ アメリカの挑戦 アメリカノチョウセン 24-2-後
Zb1-SM 澤柳　政太郎 サワヤナギ　マサタロウ 我国の教育 ワガクニノキョウイク 24-2-後
Zb1-SS 佐橋　滋 サバシ　シゲル 日本への直言 ニホンヘノチョクゲン 24-2-後
Zb1-ST 斎藤　悳太郎 サイトウ　トクタロウ 二十六大藩の藩学と士風 26タイハンノハンガクトシフウ 24-2-後
Zb1-TB タウト，ブルーノ タウト　ブルーノ 日本の家屋と生活 ニホンノカオクトセイカツ 24-2-後
Zb1-TG 土屋　元作 ツチヤ　ゲンサク 新学の先駆 シンガクノセンク 24-2-後
Zb1-WW ウィリアム，ホエザム ウィリアム　ホエザム 科学思想発達史 カガクシソウハッタツシ 24-2-後
Zb1-YF 矢野　文雄 ヤノ　フミオ 周遊雑記（上） シュウユウザッキ 24-2-後
Zb1-YH 湯川　秀樹 ユカワ　ヒデキ 日本文化の創造－日本人とは何か－ ニホンブンカノソウゾウ 24-2-後

Zb1-は3-M 南満洲鐵道（株）地方部學務課
ミナミマンシュウテツドウカブシキガ
イシャチホウブガクムカ

中國に於ける外人經營の教育事業 チュウゴクニオケルガイジンケイ… 24-2-後

Zb2-E 煙雨樓主人 エンウロウシュジン 噫医弊（2冊） アアイヘイ 24-2-後
Zb2-FF フリース，フーゴー　ド フリース　フーゴー　ド 生物突然変説 セイブツトツゼンヘンセツ 24-2-後
Zb2-GC Gibson，Charles Ｒ． ギブソン　チャールズ　アール 今日の科学思想（全） コンニチノカガクシソウ 24-2-後
Zb2-N 日本赤十字社 ニホンセキジュウジシャ 衛生日本の回顧 エイセイニホンノカイコ 24-2-後
Zb2-OY 岡田　宜一 オカダ　ヨシカズ 樺太の鳥 カラフトノトリ 24-2-後
Zb2-Y 陽新堂主人 ヨウシンドウシュジン 珍説秘術新旧対照暦 チンセツヒジュツシンキュウ… 24-2-後
Zb2-YY 吉田　洋一 ヨシダ　ヨウイチ 零の発見 ゼロノハッケン 24-2-後
Zb3-HY 星野　芳郎 ホシノ　ヨシロウ 技術革新の根本問題 ギジュツカクシンノコンポンモンダイ 24-2-後

Zb3-K 経済審議会情報研究委員会
ケイザイシンギカイジョウホウケン
キュウイインカイ

情報研究委員会報告書－日本の情報化社会その課題
とビジョン－

ジョウホウケンキュウイインカイホウコクショ 24-2-後

Zb3-K 経済同友会 ケイザイドウユウカイ 技術革新と経済・社会の変貌 ギジュツカクシトケイザイシャカイノヘンボウ 24-2-後
Zb3-MK 宮本　憲一 ミヤモト　ケンイチ 日本の環境問題－その政治的考察－ ニホンノカンキョウモンダイ 24-2-後
Zb3-MO 宮城　音五郎 ミヤギ　オトゴロウ 機構学　全訂改版 キコウガク 24-2-後
Zb3-N 日本経済研究所 ニホンケイザイケンキュウショ エネルギー問題と東北 エネルギーモンダイトトウホク 24-2-後
Zb3-S 産業計画会議 サンギョウケイカクカイギ 才能開放への道－科学技術の創造的英才を育てよう サイノウカイホウヘノミチ 24-2-後
Zb3-S 産業公害防止協会 サンギョウコウガイボウシキョウカイ 窒素酸化物環境基準国際講演会総合報告書 チッソサンカブツカンキョウキジュン… 24-2-後

Zb3-S
産業構造調査会総合エネルギー部
会

サンギョウコウゾウチョウサカイソウ
ゴウエネルギー…

総合エネルギー部会報告書 ソウゴウエネルギーブカイホウコクショ 24-2-後

Zb3-SH 三枝　博音 サエグサ　ヒロト 近代日本産業技術の西欧化 キンダイニホンサンギョウギジュツノセイオウカ 24-2-後
Zb3-SH 庄司　光 ショウジ　ヒカリ 日本の公害 ニホンノコウガイ 24-2-後

Zb3-T 通商産業省重工業局情報産業室
ツウショウサンギョウショウジュウコ
ウギョウキョクジョウホウサンギョウ

情報化社会へ向って－われわれの課題－ ジョウホウカシャカイヘムカッテ 24-2-後

Zb3-TS 都留　重人 ツル　シゲト 現代資本主義と公害 ゲンダイシホンシュギトコウガイ 24-2-後
Zb3-TS 都留　重人 ツル　シゲト 公害の政治経済学 コウガイノセイジケイザイガク 24-2-後
Zb3-YK 藪内　清 ヤブウチ　キヨシ 江戸時代の科学器械 エドジダイノカガクキカイ 24-2-後
Zc1-AR 足立　栗園 アダチ　リツエン 武士道発達史 ブシドウハッタツシ 24-2-後
Zc1-AY 網野　宥俊 アミノ　ユウシュン 仏教文化講座浅草寺（7） ブッキョウブンカコウザセンソウジ 24-2-後
Zc1-CJ ケーアド，J． ケーアド　ジョン ケーアド宗教哲学原論 ケーアドシュウキョウテツガクゲンロン 24-2-後
Zc1-D 大日本文明協会 ダイニホンブンメイキョウカイ 欧米人の日本観（上） オウベイジンノニホンカン 24-2-後
Zc1-D 大日本文明協会 ダイニホンブンメイキョウカイ 欧州大戦の心理的教訓（全） オウシュウタイセンノシンリテキキョウクン 24-2-後
Zc1-DK 土井　亀之進 ドイ　カメノシン 二宮尊徳翁道徳経済論 ニノミヤソントクオウドウトクケイザイロン 24-2-後
Zc1-DK 土肥原　賢二 ドイハラ　ケンジ 皇道の眞精神 コウドウノシンセイシン 24-2-後
Zc1-HH アルセーユ，ヘンリ　ド アルセーユ　ヘンリ　ド 暗黒面の獨逸（全） アンコクメンノドイツ 24-2-後
Zc1-HS 波多野　精一 ハタノ　セイイチ 宗教哲学の本質及其根本問題 シュウキョウテツガクノホンシツ… 24-2-後
Zc1-IC 伊藤　千真三 イトウ　チマゾウ 日本国体闡明史 ニホンコクタイセンメイシ 24-2-後
Zc1-IG 伊藤　銀月 イトウ　ギンゲツ 明治青年思想変遷史 メイジセイネンシソウヘンセンシ 24-2-後
Zc1-IS 家永　三郎 イエナガ　サブロウ 日本道徳思想史 ニホンドウトクシソウシ 24-2-後
Zc1-KC カレルギー，クーデンホーフ カレルギー　クーデンホーフ 倫理と超過倫理 リンリトチョウカリンリ 24-2-後
Zc1-KD 幸徳　秋水 コウトク　シュウスイ 基督抹殺論 キリストマッサツロン 24-2-後
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Zc1-KJ クラセ，ジアン クラセ　ジアン 日本西教史（上） ニホンセイキョウシ 24-2-後
Zc1-KK 亀井　勝一郎 カメイ　カツイチロウ 日本人の精神史（1）～（5） ニホンジンノセイシンシ 24-3-後
Zc1-KS 草野　茂松 クサノ　シゲマツ 精神の復興－蘇峰文抜萃－ セイシンノフッコウ 24-3-後
Zc1-KT 河田　嗣郎 カワダ　ツグロウ 資本主義的精神完 シホンシュギテキセイシンカン 24-3-後
Zc1-KT 圭室　諦成 ケムロ　テイセイ 明治維新廃仏毀釋 メイジイシンハイブツキシャク 24-3-後
Zc1-M 文部省宗教局 モンブショウシュウキョウキョク 宗教制度調査資料（8）（9） シュウキョウセイドチョウサシリョウ 24-3-後
Zc1-M 文部省宗教局 モンブショウシュウキョウキョク 宗教制度調査資料（11）－寺院本末関係－ シュウキョウセイドチョウサシリョウ 24-3-後
Zc1-MK 室　鳩巣 ムロ　キョウソウ 駿台雑話 スンダイザツワ 24-3-後
Zc1-MK 室伏　高信 ムロフシ　コウシン 日本論 ニホンロン 24-3-後
Zc1-MO 森田　恩軒 モリタ　オンケン 頼山陽及其時代 ライサンヨウオヨビソノジダイ 24-3-後
Zc1-MR 森　林太郎 モリ　リンタロウ 黄禍論梗概（2冊） オウカロンコウガイ 24-3-後
Zc1-MT 武藤　貞一 ムトウ　テイイチ 日本革新の書 ニホンカクシンノショ 24-3-後
Zc1-N 日本人研究会編 ニホンジンケンキュウカイヘン 日本人研究No.1特集日本人の心は変わったか ニホンジンケンキュウ 24-3-後
Zc1-NK 西田　敬止 ニシダ　ケイシ 益軒十訓 ケキケンジックン 24-3-後
Zc1-NS 夏目　漱石 ナツメ　ソウセキ 抗夫 コウフ 24-3-後
Zc1-NN 中里　日勝 ナカザト　ニッショウ 僧風革新論－一名蓄妻成仏義－ ソウフウカクシンロン 24-3-後
Zc1-NS 西村　茂樹 ニシムラ　シゲキ 日本道徳論 ニホンドウトクロン 24-3-後
Zc1-NT 奈良本　辰也 ナラモト　タツヤ 先駆者の思想 センクシャノシソウ 24-3-後
Zc1-OA 岡田　章雄 オカダ　アキオ 外国人の見た日本（2） ガイコクジンノミタニホン 24-3-後
Zc1-S 昭和研究会 ショウワケンキュウカイ 協同主義の哲学的基礎―新日本の思想原理（続編）― キョウドウシュギノテツガク… 24-3-後
Zc1-SA Shopenhauer，A シューペンハウエル　エー 性の哲学 セイノテツガク 24-3-後
Zc1-SF シラー，F．S．C． シラー　エフ　エス　シー プラグマティズム プラグマティズム 24-3-後
Zc1-SJ 杉浦　重剛 スギウラ　ジュウゴウ 選集倫理御進講草案 センシュウリンリゴシンコウソウアン 24-3-後
Zc1-SM 杉本　正幸 スギモト　マサユキ 信仰事業五十年 シンコウジギョウ50ネン 24-3-後
Zc1-T 天眼子 テンガンシ 国民の真精神（全）再版 コクミンノシンセイシン 24-3-後
Zc1-TI 徳富　猪一郎 トクトミ　イイチロウ 新日本之青年 シンニホンノセイネン 24-3-後
Zc1-TI 徳富　猪一郎（蘇峰） トクトミ　イイチロウ 大正の青年と帝国の前途 タイショウノセイネントテイコクノゼント 24-3-後
Zc1-TT 辻　哲夫 ツジ　テツオ 日本の科学思想－その自立への模索－ ニホンノカガクシソウ 24-3-後
Zc1-WT 和辻　哲郎 ワツジ　テツロウ 日本精神史研究 ニホンセイシンシケンキュウ 24-3-後
Zc1-YG 山名　義鶴 ヤマナ　ギカク 日本国民性の研究 ニホンコクミンセイノケンキュウ 24-3-後
Zc1-YS 山鹿　素行 ヤマガ　ソコウ 山鹿素行全集 ヤマガソコウゼンシュウ 24-3-後
Zc2-FH 富士川　英郎 フジカワ　ヒデオ 東洋の詩西洋の詩 トウヨウノウタセイヨウノウタ 24-3-後
Zc2-GK 呉　敬梓 ゴ　ケイシ 儒林外史 ジュリンガイシ 24-3-後
Zc2-IE 伊藤　永之介 イトウ　エイノスケ 続警察日記 ゾクケイサツニッキ 24-4-前
Zc2-IS 井原　西鶴 イハラ　サイカク 新譯西鶴五人女 シンヤクサイカク5ニンオンナ 24-4-前
Zc2-KT 小林　多喜二 コバヤシ　タキジ 蟹工船 カニコウセン 24-4-前
Zc2-MH 松本　芳翠 マツモト　ホウスイ 唐詩三体帖（2冊） トウシサンタイジョウ 24-4-前
Zc2-MS 松本　清張 マツモト　セイチョウ 天保図録（上）改革の巻 テンポウズロク 24-4-前
Zc2-OT 小沢　隆 オザワ　タカシ 今文考経 コンブンコウキョウ 24-4-前
Zc2-SK 子母澤　寛 シモザワ　カン 脇役 ワキヤク 24-4-前
Zc2-SK 下村　海南 シモムラ　カイナン 一期一会 イチゴイチエ 24-4-前
Zc2-SR 蘇武　緑郎 ソブ　ロクロウ 明治文化版画大鑑（1） メイジブンカハンガタイカン 24-4-前
Zc2-SY 佐藤　義亮 サトウ　ヨシスケ 日本文学講座（1）～（19） ニホンブンガクコウザ 24-4-前
Zc2-TK 田山　花袋 タヤマ　カタイ 東京の三十年（2冊） トウキョウノ30ネン 24-4-前
Zc2-TS 爲永　春水 タメナガ　シュンスイ 梅暦（上） ウメゴヨミ 24-4-前
Zc2-W 早稲田大学 ワセダダイガク 戯曲大隈重信・小野梓・高田早苗 ギキョクオオクマシゲノブオノアズサタカダサナエ 24-4-前
Zc2-W 早稲田大学70周年記念出版委員会 ワセダダイガク70シュウネンキネン 日本の近代文芸と早稲田大学 ニホンノキンダイブンゲイトワセダダイガク 24-4-前
Zc2-YK 山本　亀太郎（耶山人） ヤマモト　カメタロウ 句集男旅 クシュウオトコタビ 24-4-前
Zc3-KM 鴻原　正広 コウハラ　マサヒロ 互先定石（一間挾・二間挾） ゴセンジョウセキ 24-4-前
Zc3-M 文部省 モンブショウ 学生生徒の娯楽に関する調査 ガクセイセイトノゴラクニカンスル… 24-4-前
Zc3-NS 中澤　蘇伯 ナカザワ　ソハク 武道極意護身術奥義 ブドウゴクイゴシンジュツオクギ 24-4-前
Zd1-DK 出口　京太郎 デグチ　キョウタロウ エスペラント国周遊記 エスペラントコクシュウユウキ 24-4-前
Zd1-J 実業同志会弁論部 ジツギョウドウシカイベンロンブ 雄弁学教科書 ユウベンガクキョウカショ 24-4-前
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Zd1-KS 小松　茂美 コマツ　シゲミ かな－その成立と変遷－ カナ 24-4-前
Zd2-MA 松岡　明 マツオカ　アキラ 系統的医家独逸語自修書 ケイトウテキイカドイツゴジシュウショ 24-4-前
Zd2-に2-MM 村田　正太 ムラタ　マサタカ 独逸の医学雑誌から ドイツノイガクザッシカラ 24-4-前
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