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印刷局沿革録･附録������� ③-15
常用救荒�飲食界之植物誌� ��� ③-13
インタヴュー記録 日本の英領マラ

ヤ・シンガポール占領（１9４１～４５
年）������������� ⑨-38

インタヴュー記録 日本のフィリピ
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　�������������� ⑨-43
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　������������⑨-37･⑪-4
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�������������� ⑩-10

印度年表草稿、東亜研究所役員名簿
　�������������� ⑨-13
印度馬来熱帯植物奇観����� ③-15
印度民族運動概観������� ⑨-17
印度民族運動史�������� ⑨-11
印旛沼経緯記��������� ③-11
上野志料集成��������� ③-18

『内田嘉吉文庫』目録・内田嘉吉文
庫稀覯書集覧　総 ５ 冊�����⑪-1

裏切られつつある文教政策����④-7
浦潮斯徳商港��������� ③-18
蔚山公立普通学校一覧表���� ④-26
運用術教科書��������� ③-18
営業通規������������③-5
営業報告書･株主姓名表（昭和１8年

度版）　全 ４ 巻� �������⑦-6
英国教育����������� ④-20
英国産業革新論�������� ③-13
英国ノ対華経済発展������ ⑨-25
英国ノ対支金融業及保険業投資� ⑨-10
英国ノ対支公共事業投資���� ⑨-10
英国ノ対支水運業投資����� ⑨-10
英国ノ対支鉄道権益������ ⑨-10
英国万国漁業博覧会報告�����③-7
英文・巌本嘉志子　訳文・巌本嘉志子 

���������������⑥-1
英米に於ける労働者余暇利用法�� ③-22
英米両国ニ於ケル製鉄業及機械、器具

ニ関スル報告���������③-9
英･蘭�南洋に於ける邦人農園事業概要

調査報告���������� ⑨-25
英領北ボルネオ･タワオ地方事情� ⑨-21
英領新西蘭の経済資源����� ⑨-17
英領馬来事情��������� ⑨-21
英領馬来と華僑�������� ⑨-23
英領馬来ニ於ケル華僑ノ排日運動ノ現

状ト其ノ展望�������� ⑨-22
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英領馬来の経済事情������ ⑨-21
駅路の鈴������������⑤-6
越後石油業調査報告�������③-8
越後石油調査報告��������③-8
越後風俗志���������� ③-19
Education�in�Formosa�������④-8
江戸史蹟������������⑤-1
江都名家�墓所一覧� ������ ③-22
愛媛県農工商統計概要������③-9
愛媛県農工商統計年報������③-9
愛媛県農工商統計要覧������③-9
絵本朝鮮異聞　全 ３ 編����� ⑧-12
園芸業ニ関スル調査書������③-9
遠洋漁業船���������� ③-15
遠洋漁業叢書��������� ③-12
遠洋漁業調査報告��������③-7
奥羽6県連合物産共進会報告����③-6

（黄玉階外十三名に関する人物評）�④-19
欧州各国鉄道官制及諸規程��� ③-18
欧州教育史���������� ③-18
欧州商業開化史�������� ③-11
欧州諸国商業会議所法������③-6
欧州大乱之影響�������� ③-16
奥州高館沿革史�������� ③-21
欧州ニ於ケル電気化学工業特ニ空中窒

素固定法ノ趨勢ニ就テ���� ③-12
欧西自治の大観�������� ③-22
懊悩せる台湾大学��������④-7
欧米最近農政問題������� ③-18
欧米視察談（1）～（5）����� ④-19
欧米巡回取調書���������③-9
欧米水産大観��������� ③-17
欧米大海漁業取調書�������③-7
欧米大戦争ニ於ケル財政ニ関スル調査
　���������������③-7
欧米之製造業��������� ③-11
近江商人�������� ③-15･③-22
鴨緑江流域森林作業調査復命書��③-9
大阪市重要物統計書�������③-5
享保以後 大阪出版書籍目録���⑪-5

大阪商業会議所年報������ ③-16
大阪電話番号簿�������� ③-18
大阪府在住朝鮮人教育調査��� ④-27
大阪府治要覧��������� ③-15
大阪府農商工法規��������③-5

（大竹公学校）創立20週年記念誌� ④-11
大麦論������������ ③-14
小笠原及八丈島記������� ③-22
小笠原島物産略誌��������③-8
岡山県名勝誌��������� ③-22
治官報・KANPO　全 8 巻� �� ⑨-49

『オシアン詩集』���������⑬-6
小田幹治郎遺稿�������� ⑧-10
ホメロス　『オデュセイア』（ジョ

シュア・バーンズ編）　全 ２ 巻��⑬-5
小野佐世男ジヤワ從軍画譜��� ⑨-44
おもかじ一杯����������⑫-2
森山撰織術（下）�織物工場管理法� ③-14
織物市場としての蘭領印度��� ⑨-22
実用娯楽�温室園芸法� ����� ③-14
御賜之余暇�����������④-8
女の生き方� ��������� ⑦-13

か行

海外活動之日本人��������⑥-6
外国貿易拡張論･海外貿易拡張論� ③-13
階級問題������������⑥-3
回教圏の人種及び民族������⑨-8
海軍機関要規��������� ③-17
海軍省日誌　全 ４ 巻�������①-1

『海軍省日誌』索引� ��� ①-1･⑪-4
日英�海軍用語集� ��������⑤-4
外交通商史談��������� ③-17
外交之危機 韓国問題� �����⑧-5
外国工場法規����������③-6
外国工場法令及労働者扶助ニ関スル法

令摘要������������③-6
外国商業恐慌史�������� ③-16
外国商業史���������� ③-13
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海国日本����������� ③-20
外国貿易拡張論･海外貿易拡張論� ③-13
英和�海語辞典� ���������⑤-4
回顧録・続回顧録　全 ２ 巻� ���②-7
外事警察概況　全 8 巻・附図 １ ��②-6
海上運送����������� ③-16
海上花列伝呉語語彙索引���� ⑦-15
海上衝突予防規則������� ③-22
改正各国農産物輸入関税率表�� ③-10
外征紀事����������� ③-12
改正区分鑑�����������⑤-1
改正区分町鑑����������⑤-1
改正朝鮮税令��������� ⑧-28
改正東京町鑑����������⑤-1
開拓地ニ於ケル佛教事情���� ⑨-48
開拓民に関する資料的調査研究� ⑨-15
開拓指鍼�北海道通覧� ����� ③-18
改置府県概表��������� ③-17

「外地法制誌（第 ６ 部）」　全 ２ 巻
�������������� ⑨-52

街頭に送る�����������⑥-4
増補 海部政権と政治改革� ���①-2
解剖学名彙�����������⑤-3
化学語彙������������⑤-4
英和�化学工業語彙� �������⑤-4
香川県米穀検査令規�������③-5
嘉義郡教育概況�������� ④-10

（嘉義中学校）校友会雑誌���� ④-12
課級以上組織機構変遷並に人事異

動一覧表� ����������⑦-4
華僑������������� ⑨-23
華僑（広東省）��������� ⑨-23
華僑関係法規集���������⑨-5
華僑経済����������� ⑨-23
華僑送金額ノ評価ト其誘致吸収対策
　�������������� ⑨-23
華僑調査彙報��������� ⑨-22
支那民族の海外発展�華僑の研究� ⑨-23
華僑ノ現勢���������� ⑨-23
家禽業ニ関スル調査�������③-7

各科教授ノ方針並学習指導綱領� ④-24
各科教授要綱��������� ④-24
学事及宗教要覧�������� ④-25
学事参考資料��������� ④-28
学事状況報告第六回要録���� ④-29
学事統計����������� ④-27
各種企業並ニ保護政策調査報告��③-9
各種教育統計��������� ④-29
各省所管官有財産異動目録����③-4
各省所管官有財産目録������③-4
学制� �������������④-3
学制案修正要点�������� ④-30
学制及其他ニ関スル意見���� ④-30
学制改革と義務教育の問題��� ④-25
学生事件裏面系統図������ ④-23

『廓清』総目次・索引�������⑪-2
学生達が目を輝かすとき�����⑫-1
学政門および学事門�������④-5
各道観察使ニ対スル伊藤統監ノ諮問並

訓示������������ ④-28
各道長官ニ対スル総督訓示要領� ④-22
各府県重要商品調査報告���� ③-17
各府県輸出重要品調査報告����③-8
学部職員履歴書�������� ④-28
学部職員録���������� ④-28
学部の実業教育施設に関する俵学部次

官の講話���������� ④-29
学部編纂教科用図書発売ニ関スル訓令
　�������������� ④-29
学務材料����������� ④-17
学務部将来ノ施設������� ④-17
学務部創設以降事業ノ概略����④-7
5月31日午後3時� 学務部長紫雲輪番会

談要領����������� ④-17
学務部長本島人紳士会談要領�� ④-17
学務部ノ組織及定員改正ニ関スル卑見
　�������������� ④-17
革命及宣伝�����������⑥-3
果樹作と庶民と地域の近代化� �⑩-5
貨政考要������������③-4
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家族制問題�����������⑥-3
家畜医範����������� ③-15
家畜と野生動物の共通伝染病に対

する国際地域連携による早期警
報システムの構築������ ⑩-10

学科意見書���������� ④-30
学会令������������ ④-28
学校教練実施決定案������ ④-22
明治14年 学校幼稚園書籍館博物館一

覧表������������ ③-17
学校を中心とする社会教育状況� ④-27
各国貨幣度量訳字例�������③-4
各国貨幣比較及簡易換算表����③-4
各国ニ於ケル食料問題����� ③-17
各国農産物輸入関税率表�����③-7
各国農事行政及奨励機関ニ関スル調査

資料������������ ③-11
活動写真「フィルム」検閲年報　

全 ４ 巻� �����������②-6
家庭雑誌　全 ５ 巻��������⑥-2
家庭百万吉凶宝鑑������� ⑧-29
火田整理ニ関スル参考書���� ⑧-27
火田の現状� ��������� ⑧-18
神奈川県橘樹郡案内記����� ③-15
金沢農業経営学とその展開����⑩-5
ジヤワ新聞･カナジヤワシンブン　

全 8 巻･総 9 冊� ������ ⑨-44
（カナダ･トロントの社会･教育状況）
　�������������� ④-20
加奈陀ニ於ケル酪農������ ③-11
株式会社秀英舎沿革誌����� ③-16
営業報告書･株主姓名表（昭和１8年

度版）　全 ４ 巻� �������⑦-6
改訂増補�貨幣銀行問題一班� �� ③-10
貨幣制度調査会報告書及附録���③-4
蒲田郷土史�����������⑤-2
カライム教調査書������� ⑨-48
樺太及北沿海洲�������� ③-17
樺太写真帖���������� ③-19
樺太植物誌���������� ③-17

樺太地誌����������� ③-15
樺太要覧����������� ③-17

（カリフォルニア州沿岸に於ける社会･
教育状況）���������� ④-19

花蓮港高等女学校一覧����� ④-12
（花蓮港庁）管内学事概況���� ④-10
簡易学校経営指針������� ④-25
簡易学校状況調�������� ④-25
簡易肥料鑑定法�������� ③-15
江
カンウォンドウ

原道教育要綱�������� ④-25
江
カンウォンドウ

原道鉱業状況�������� ⑧-27
勧業債権論���������� ③-11
勧業諮問会記事�������� ③-10
咸鏡南道教育一班������� ④-25
咸鏡南道鉱業状況������� ⑧-26
咸鏡北道鉱業状況������� ⑧-26
韓紅葉� ����������� ⑧-22
官公立学校職員服務須知���� ④-29
官公立普通学校教監会議要録�� ④-29
韓国沿岸航路開始顛末����� ⑧-19
光武九年�韓国学政改善概況� �� ④-28
韓国貨幣整理報告書������ ⑧-12
韓国教育����������� ④-28
韓国教育改良案�������� ④-28
韓国教育と警察行政������ ④-29
韓国教育ノ既往及現在����� ④-28
韓国教育ノ現状�������� ④-28
韓国警察統計����������⑧-5
韓国研究会談話録��������⑧-4
韓国現時に於ける教育制度と宗教との

関係������������ ④-29
韓国国民的理想の必要����� ④-29
韓国最近事情一覧��������⑧-2
韓国財務経過報告

第一回（隆煕二年上半期）� � ⑧-15
第二回（隆煕二年下半期）� � ⑧-15
第三回（隆煕三年上半期）� � ⑧-17
第四回（隆煕三年下半期）� � ⑧-17
第五回（明治四十三年上半期）

������������� ⑧-17
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韓国産業視察報告書�������⑧-9
韓国蚕業調査復命書������ ⑧-18
韓国蚕業調査報告������� ③-11
韓国誌� ������������⑧-4
韓国事情調査資料������� ③-15
韓国事情要覧��������� ⑧-14
韓国施政年報��������� ⑧-14
韓国実業管見��������� ⑧-18
韓国写真帳� ��������� ⑧-18
韓国出張復命書���������③-6
韓国殖民策� ����������⑧-2
韓国政争志� ����������⑧-5
韓国だより���������� ④-28
明治四十三年七月十三日韓国駐箚各道

憲兵隊長（警務部長）会議席上俵学
部次官演説要領������� ④-29

韓国通覧� �����������⑧-4
韓国土地所有権ノ沿革ヲ論ス�� ⑧-21
韓国ニ於テ学務顧問傭聘ノ件�� ④-28
韓国ニ於ケル日本ノ至難事��� ④-28
韓国ニ於ケル農業調査������③-7
韓国ニ於ケル棉作調査����� ③-11
韓国ニ関スル條約及法令���� ⑧-14
韓国二大港実勢���������⑧-6
韓国ニ傭聘セラレ居ル本邦人取リ調ベ

ノ件������������ ④-28
韓国農業論���������� ③-13
韓国の戦後教育改革������ ④-33
韓国之併合と国史��������⑧-1

【韓国併合史研究資料】
①朝鮮統治の回顧と批判����⑧-1
②朝鮮ノ保護及併合������⑧-1
③韓国併合顛末書 ／ 韓国併合の

旨趣 ／ 韓国の併合と国史��⑧-1
④顧問警察小誌��������⑧-2
⑤慣習調査報告書 ／ 韓国最近事

情一覧� ����������⑧-2
⑥朝鮮支那地名辞彙������⑧-2
⑦韓国殖民策 ／ 朝鮮の統治と基

督教� �����������⑧-2

⑧朝鮮誌� ����������⑧-2
⑨朝鮮独立騒擾史論������⑧-3
⑩朝鮮人の商業��������⑧-3
⑪総督政治史論��������⑧-3
⑫伊藤公と韓国��������⑧-3
⑬朝鮮� �����������⑧-3
⑭韓国誌� ����������⑧-4
⑮朝鮮施政ノ方針及実績����⑧-4
⑯韓国通覧� ���������⑧-4
⑰韓国研究会談話録������⑧-4
⑱朝鮮に於ける支那人 ／ 朝鮮漫

画� ������������⑧-4
⑲日韓紛議 政略纂論 ／ 外交之

危機 韓国問題 ／ 朝鮮統治問
題に就て先輩並に知友各位に
訴ふ� �����������⑧-5

⑳征韓論実相 ／ 文禄征韓水師始
末 朝鮮李舜臣伝�������⑧-5

㉑韓国政争志 ／ 韓国警察統計
��������������⑧-5

㉒朝鮮彙報� ���������⑧-5
㉓宗家と朝鮮 ／ 朝鮮風俗画譜

��������������⑧-6
㉔朝鮮の市場���������⑧-6
㉕統監府統計年報�������⑧-6
㉖韓国二大港実勢�������⑧-6
㉗京城発達史���������⑧-7
㉘北朝鮮誌� ���������⑧-7
㉙朝鮮統治三年間成績�����⑧-7
㉚朝鮮風俗集���������⑧-7
㉛朝鮮の迷信と俗傅������⑧-7
㉜朝鮮の謎� ���������⑧-7
㉝朝鮮部落調査予察報告 ／ 朝鮮

部落調査報告 ／ 朝鮮部落調査
特別報告� ���������⑧-8

㉞朝鮮の市場経済�������⑧-8
㉟朝鮮統治史論稿�������⑧-8
㊱朝鮮の契 ／ 朝鮮の姓の由来

��������������⑧-8
㊲最近間島事情��������⑧-9
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㊳地方行政区域名稱一覧����⑧-9
㊴朝鮮の群衆 ／ 明治廿七八年 在

韓苦心録� ���������⑧-9
㊵韓国産業視察報告書�����⑧-9
㊶朝鮮の風水���������⑧-9
㊷新舊對照 朝鮮全道府郡面里洞

名稱一覧� �������� ⑧-10
㊸朝鮮併合之裏面������ ⑧-10
㊹日韓併合始末������� ⑧-10
㊺朝鮮最近史�������� ⑧-10
㊻小田幹治郎遺稿������ ⑧-10
㊼ 露 西 亜･朝 鮮･支 那 遠 征 奇 談 

新々赤毛布 ／ 朝鮮聞見録� ⑧-11
㊽見聞随記 朝鮮時事 ／ 朝鮮賭

博要覧� ��������� ⑧-11
㊾京釜鉄道意見 ／ 日韓交通史

������������� ⑧-11
㊿朝鮮沿岸水路誌������ ⑧-11
�韓国貨幣整理報告書���� ⑧-12
�質屋及典當舗之研究���� ⑧-12
�朝鮮人ノ衣食住及其ノ他ノ衛

生� ����������� ⑧-12
�朝鮮の犯罪と環境 ／ 朝鮮の姓

氏と同族部落 ／ 絵本朝鮮異聞
������������� ⑧-12

�朝鮮の服装 ／ 朝鮮の習俗� ⑧-13
�京城繁昌記�������� ⑧-13
�在韓人士名鑑������� ⑧-13
�国境地方視察復命書���� ⑧-13
�朝鮮教育論�������� ⑧-13
�韓国施政年報 ／ 第二次韓国施

政年報 ／ 第三次施政年報
������������� ⑧-14

�韓国ニ関スル條約及法令�� ⑧-14
�統監府施政一斑 ／ 韓国事情要

覧� ����������� ⑧-14
�韓国財務経過報告　第一・二回

（隆煕二年上・下半期）��� ⑧-15
�居留民団事情要覧 ／ 朝鮮貿易

年表� ���������� ⑧-15

�朝鮮古書目録������� ⑧-15
�三十年前の朝鮮������ ⑧-15
�朝鮮の宗教 ／ 京城五百年� ⑧-16
�朝鮮の神話と伝説����� ⑧-16
�歴史民族朝鮮漫談����� ⑧-16
�朝鮮の鬼神�������� ⑧-16
�朝鮮の巫覡�������� ⑧-16
�朝鮮の郷土娯楽������ ⑧-16
�韓国財務経過報告　第三回（隆

煕三年上半期）� ����� ⑧-17
�韓国財務経過報告　第四回（隆

煕三年下半期）� ����� ⑧-17
�韓国財務経過報告　第五回（明

治四十三年上半期）� ��� ⑧-17
�朝鮮固有色辞典������ ⑧-17
�朝鮮ニ関スル東亜経済調査局

報告� ���������� ⑧-17
�仁川繁昌記�������� ⑧-18
�朝鮮野談集�������� ⑧-18
�韓国蚕業調査復命書 ／ 火田の

現状� ���������� ⑧-18
�朝鮮社会史ノ断面 ／ 韓国写真

帳 ／ 韓国実業管見 ／ 金玉均
謀殺ノ顛末� ������� ⑧-18

�船の朝鮮 ／ 韓国沿岸航路開始
顛末� ���������� ⑧-19

�日露間之韓国������� ⑧-19
�慶尚道全羅道旅行記事並ニ農

商况調査録� ������� ⑧-19
�朝鮮半島史編成ノ要旨及順序、

朝鮮人名彙考編纂ノ要旨及順
序 ／ 朝鮮史編修会要覧 ／ 朝
鮮史編修会事業概要���� ⑧-19

�朝鮮文廟及陞廡儒賢 ／ 辛未洪
景来乱の研究 ／ 徳壽宮史� ⑧-20

�瀬野馬熊遺稿������� ⑧-20
�尹文学士遺稾������� ⑧-20
�韓国土地所有権ノ沿革ヲ論ス 

／ 不動産法調査報告要録 ／ 
土地調査綱要 ／ 臨時財産整理
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局事務要綱� ������� ⑧-21
�朝鮮の匂ひ�������� ⑧-21
�朝鮮の俤 ／ 螺炎随筆 鼻を撫

りて� ���������� ⑧-21
�韓紅葉 ／ 朝鮮芸術之研究 ／ 

朝鮮芸術之研究 続編 ／ 朝鮮
古蹟調査略報告������ ⑧-22

�朝鮮舊慣制度調査事業概要 ／ 
小作ニ関スル慣習調査書�� ⑧-22

�民事慣習回答彙集����� ⑧-22
�朝鮮偉勲録 ／ 朝鮮芸文志� ⑧-23
�安重根事件公判速記録��� ⑧-23
�大邱民団史�������� ⑧-23
�楽浪と伝説の平壌����� ⑧-23
�鎮南浦府史�������� ⑧-23
�大陸発展策より見たる元山港

������������� ⑧-24
01韓南島嶼ノ富源 ／ 明治四十四
年全羅南道道勢要覧 ／ 日清韓
新三國志� �������� ⑧-24

02朝鮮百業百種 ／ 朝鮮常平通寶
錢譜� ���������� ⑧-24

03朝鮮在来敎派概観 ／ 朝鮮佛教
大会紀要 ／ 国民協会運動史
������������� ⑧-25

04世界萬国年契������� ⑧-25
　��朝鮮帰化族の発展 ／ 朝鮮青年

成功録� ��������� ⑧-25
06満鮮北支視察記 ／ 満鮮支視察
記録� ���������� ⑧-26

07明治癸卯朝鮮紀行����� ⑧-26
08朝鮮道立醫院概況����� ⑧-26
09（京畿道･忠清南道･忠清北道･
咸鏡南道･咸鏡北道）鉱業状況
������������� ⑧-26

10（江原道･平安南道･平安北道）
鉱業状況� �������� ⑧-27

11（黄海道･全羅南道･全羅北道･
慶尚南道･慶尚北道）鉱業状況
������������� ⑧-27

12朝鮮の救荒植物 ／ 火田整理ニ
関スル参考書������� ⑧-27

13全羅南道小作慣行調査書�� ⑧-27
14平安北道小作慣行調査書�� ⑧-28
15朝鮮民籍法令集 ／ 改正朝鮮税
令� ����������� ⑧-28

16鮮満地方出張視察報告書 ／ 鮮
満地方視察報告 ／ 朝鮮地方制
度視察報告書 ／ 朝鮮民情視察
報告 ／ 清国及朝鮮視察報文
������������� ⑧-28

17家庭百万吉凶宝鑑 ／ 清韓染織
視察報告書� ������� ⑧-29

18社会状態及階級制度 ／ 平壌経
済一班 ／ 朝鮮部落の一形態 
副業の盛なる道也味里 ／ （全
州）産業之琹������� ⑧-29

19 朝鮮の姓名氏族に関する研究
調査� ���������� ⑧-29

20朝鮮博覧会京城協賛会報告書
������������� ⑧-30

21間嶋産業調査書������ ⑧-30
22朝鮮刑務堤要������� ⑧-30

韓国併合顛末書���������⑧-1
韓国併合の旨趣���������⑧-1
観察使会議要録�������� ④-28
慣習調査報告書���������⑧-2
漢城府内基督教学校状況一班�� ④-29
漢城府内私立学校学会代表者召集席上

学部次官演説筆記������ ④-29
官職制度沿革史�������� ③-18
甘蔗糖学����������� ③-15
間嶋産業調査書�������� ⑧-30
関東庁･文部省･朝鮮総督府･台湾総督

府�現行学事法規� ������ ④-21
韓南島嶼ノ富源�������� ⑧-24
官版泰西農学��������� ③-10
官報（大正篇）　全１５巻･総３89冊

���������������②-3
官報（明治篇）　全１9巻･総４６７冊
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���������������②-2
官吏学������������ ③-20
官立漢城外国語学校一覧���� ④-29
官立京城師範学校一覧����� ④-26
生糸及乾繭取引所論������ ③-20
生絲恐慌対策史�������� ③-20
生絲検査所業務一班������ ③-14
記者探訪�裏面の東京� ����� ③-22
北足立郡誌���������� ③-19
北樺太探検隊報告������� ③-18
北韓地方ニ於ケル基督教学校視察復命
　�������������� ④-29
北支那方面支那軍編成表���� ⑨-21
北朝鮮誌� �����������⑧-7

『北日本』����������� ③-13
北濱と堂島���������� ③-13
北ボルネオ軍政概要������ ⑨-36
吉林・間島・濱江各省宗教調査報告書
　�������������� ⑨-48
既認可教科用図書一覧����� ④-23
絹絲紡績と屑物整理������ ③-14
金
キムオッキュン

玉均傳（上巻）� ������ ⑧-33
金
キムオッキュン

玉均謀殺ノ顛末������� ⑧-18
義務教育ニ関スル調査������④-7
旧学部編纂普通学校用教科書並に旧学

部検定及認可ノ教科用図書ニ関スル
教授上ノ注意並ニ字句訂正表�� ④-23

休閒･福祉農業の現状と農地保全に
係る今後の展開������� ⑩-11

救荒誌�������������③-5
救荒植物����������� ③-22
牛乳衛生警察��������� ③-22
給費生成績報告ノ件������ ④-27
教育及社寺宗教一覧������ ④-25
教育及宗教一班�������� ④-25
教育及宗教要覧�������� ④-25
教育改良ニ関スル報告書���� ④-28
教育学教科書��������� ④-25
教育行政概要覚書������� ④-17
教育辞典������������⑤-4

教育史余材���������� ③-18
教育･心理･論理術語詳解�����⑤-3
教育制度施行に関する沢柳博士の意見

書������������� ④-22
教育勅語渙発満四十年記念要項� ④-22
教育勅語ニ関スル調査概要����④-7
教育勅旨草案ニ擬ス������ ④-19
教育勅諭述義����������④-8
教育ニ関スル勅語ノ奉釈上特ニ注意ス

ヘキ諸点���������� ④-22
（教育ニ関スル）内申������ ④-19
教育法規抄���������� ④-28
教育問題研究　全５8巻・附 １ 巻� ④-31
教育令修正案ニ対スル意見��� ④-18
教育令ニ関スル調������� ④-18
境界人の独白��������� ⑦-12
教科実践授業案例��������④-9
教科書編輯彙報�������� ④-24
教科用図書一覧�������� ④-23
教科用図書一覧�������� ④-29
教科用図書検定規程������ ④-29
教科用図書取締ニ関スル報告�� ④-30
凶荒誌������������ ③-16
京都市三大事業誌������� ③-14
京都順覧記�����������⑤-6
京都商工報告����������③-9
京都府勧業事項一覧表����� ③-10
京都郵便電信局統計書����� ③-12
京橋繁昌記�����������⑤-1
京羽二重大全����������⑤-6
享保以後 大阪出版書籍目録���⑪-5
協和　全２５巻・総３00冊������⑦-7

『協和』総目次� ����� ⑦-7･⑪-3
漁業基本調査報告������� ③-12
極東に於ける英国の事業���� ④-18
現代叢書�極東の外交� ����� ③-19
現代叢書�極東の露西亜� ���� ③-19
居留民団事情要覧������� ⑧-15
京
キ ョ ン ギ ド

畿道教育及宗教一班����� ④-25
京
キ ョ ン ギ ド

畿道教育及宗教要覧����� ④-25
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京
キ ョ ン ギ ド

畿道鉱業状況�������� ⑧-26
京
キ ョ ン ギ ド

畿道公立師範学校一覧���� ④-26
京
キ ョ ン ギ ド

畿道の教育と宗教������ ④-25
京
キ ョ ン ギ ド

畿道�教育と宗教要覧� ���� ④-25
慶
キ ョ ン サ ン ド チ ョ ル ラ ド

尚道全羅道旅行記事並ニ農商况
調査録� ���������� ⑧-19

慶
キョンサンナムド

尚南道学事及社寺宗教一班�� ④-25
慶
キョンサンナムド

尚南道鉱業状況������� ⑧-27
慶
キョンサンプクド

尚北道鉱業状況������� ⑧-27
慶
キョンサンプクド

尚北道教育及宗教一班���� ④-26
京
キョンブ

釜鉄道意見��������� ⑧-11
宜蘭郡教育概況�������� ④-10
宜蘭公学校沿革概況������ ④-11

（宜蘭公学校）学校要覧����� ④-11
（宜蘭市旭国民学校）学校概覧�� ④-11
（宜蘭女子公学校）創立20周年記念誌
　�������������� ④-11

（宜蘭尋常高等小学校）創立40周年紀
念誌������������ ④-11

ストラボン　ギリシア・ローマ世界
地誌　全 ２ 巻���������⑬-2

パウサニアス　ギリシア記　全 ２ 巻
���������������⑬-1

基督教調査報告書������� ⑨-48
基隆石坂文庫第十年報����� ④-15
基隆市教育要覧�������� ④-10
基隆市基隆図書館要覧����� ④-15
桐生商工案内��������� ③-10

（基隆宝公学校）本校概覧���� ④-11
金貨本位制���������� ③-13
金玉均傳（上巻）� ������ ⑧-33
金玉均謀殺ノ顛末������� ⑧-18
銀行罪悪史���������� ③-16
銀行誌�������������③-4
銀行論������������ ③-10
メモ、金庫現地報告、新聞論調、

南方資料、他�������� ⑨-20
銀雀山漢墓竹簡　全 ２ 巻���� ⑦-12
近世社会学�����������⑥-6
近世発明談���������� ③-17

近世風俗・地誌叢書〔１〕　全１５巻
���������������⑤-6

金銭物件土地建物�売買貸借者の顧問
　�������������� ③-21
近代国際関係条約資料集　全 ５ 編･

総２２巻� �����������①-4
近代国際社会形成期の外交����①-5
英羅和訳�近代歯科字典� �����⑤-4
近代日中関係史研究論文目録（１9４６

～１989）������������⑪-4
【近代日本学術用語集成】

第 １ 期　明治篇　全 ７ 巻����⑤-3
第 ２ 期　大正篇　全１２巻・総１７冊

��������������⑤-3
第 ３ 期　大正補遺篇　全 8 巻・総

9 冊� �����������⑤-4
第 ４ 期　昭和篇〔１〕　全 ６ 巻・総

１２冊� �����������⑤-4
近代日本社会学関係雑誌記事目録

������������ ⑥-3･⑪-5
【近代日本社会学史叢書】

第 １ 期 
  第 １ 回配本（第 １ 巻～第１0巻） 
  全１0巻� ����������⑥-5

　第 ２ 回配本（第１１巻～第１8巻） 
  全 8 巻� ����������⑥-5

　第 ３ 回配本（第１9巻～第２8巻） 
 全１0巻� ����������⑥-6

　第 ４ 回配本（第２５巻補完・第２9
巻～第３8巻）　全１0巻� ���⑥-6

第 ２ 期 
第 １ 回配本（第３9巻～第４8巻） 
全１0巻� ����������⑥-6

近代日本地誌叢書・東京編　全４２巻 
���������������⑤-1

【近代日本のアジア教育認識・資料篇】
第 １ 期　韓国の部　全 8 巻・附巻

Ⅰ� ������������④-1
第 ２ 期　中国の部　全２１巻・附巻

Ⅱ� ������������④-2
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第 ３ 期　台湾の部 全１４巻・附巻
Ⅲ� ������������④-2

近代日本のアジア教育認識　目録
篇� ���������� ④-1･⑪-5

金調資料� ���������� ⑨-20
金融事項参考書���������③-4
金融辞典������������⑤-4
釘�������������� ③-14
苦難の台湾大学���������④-7
絹の染色法及處理法������ ③-14
隈本繁吉日誌��������� ④-17
隈本書記官ノ普通学校教科課程改正要

項ニ対スル修正意見����� ④-30
グリーン・レボリューションの２0年 

���������������⑩-6
グローバリゼーションと食料・生物

資源� ������������⑩-9
訓育に関する研究��������④-9
軍事世界地理��������� ③-18
郡市町村農会事例������� ③-10
軍政下ジャワ産業綜観　全 ２ 巻

�������������� ⑨-26
軍政下におけるマラヤ・シンガポー

ル教育事情史・資料（１9４１～４５）
　全 ２ 巻� ��������� ⑨-31

戦時月報・軍政月報　全 ５ 巻�� ⑨-31
詔勅、令旨、論告、訓達類纂���④-7
群馬県織物業沿革調査書�����③-6
群馬県官民必携���������③-6
群馬県蚕絲業現況調査書�����③-6

（極秘）敬擬教育勅諭草桉���� ④-19
敬擬教育勅諭草案������� ④-19
京畿道�教育と宗教要覧� ���� ④-25
京畿道教育及宗教一班����� ④-25
京畿道教育及宗教要覧����� ④-25
京畿道鉱業状況�������� ⑧-26
京畿道公立師範学校一覧���� ④-26
京畿道の教育と宗教������ ④-25
経済新論����������� ③-10
経済に関する支那慣行調査報告書�⑨-10

警察辞典������������⑤-4
京城医学専門学校一覧����� ④-27
京城高等工業学校一覧����� ④-26
京城高等商業学校一覧����� ④-26

（京城公立農業学校）本校教育施設概
要������������� ④-26

京城五百年� ��������� ⑧-16
京城師範学校総覧������� ④-26
京城寿松公立普通学校一覧表�� ④-26
京城勝覧������������⑤-6

（京城第一公立高等普通学校学友会）
学友会誌���������� ④-26

京城帝国大学一覧������� ④-26
京城帝国大学建築概要����� ④-26

（京城帝国大学法文学部）教務例規集
　�������������� ④-26
京城帝国大学予科一覧����� ④-26
京城帝国大学予科教授要綱��� ④-26
京城帝国大学予科修練要綱��� ④-26
慶尚道全羅道旅行記事並ニ農商况

調査録� ���������� ⑧-19
慶尚南道学事及社寺宗教一班�� ④-25
慶尚南道鉱業状況������� ⑧-27
京城発達史� ����������⑧-7
京城繁昌記� ��������� ⑧-13

（京城渼洞公立普通学校）創立三十周
年記念����������� ④-26

京城府学事一覧�������� ④-25
京城府教育概況�������� ④-25
京城府内私立学校現状一班��� ④-29
京城法学専門学校一覧����� ④-26
慶尚北道教育及宗教一班���� ④-26
慶尚北道鉱業状況������� ⑧-27
京城薬学専門学校一覧����� ④-27
経調資料� ���������� ⑨-20
京釜鉄道意見��������� ⑧-11
激動の中を行く���������⑥-4
激変した蘭印の相貌�激動の一年� ⑨-21
香粧品製造法��������� ③-15
活動写真「フィルム」検閲年報　
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全 ４ 巻� �����������②-6
現下の華僑概観�������� ⑨-23
関東庁･文部省･朝鮮総督府･台湾総督

府�現行学事法規� ������ ④-21
現行教科書編纂の方針����� ④-23
現行埼玉県令達類集������ ③-12
滑稽珍談�現今東京の有様� ����⑤-2
原子力をめぐる「日米協力」の形

成と定着　１9５３-１9５8� ����①-7
現代華僑問題��������� ⑨-23
現代語解説�����������⑤-4
現代語辞典�����������⑤-4
現代社会文明����������⑥-3
現代社会問題研究　全２５巻����⑥-2
現代青年論�����������⑥-6
現代中国外交研究文献目録（１9４9

～１980）������������⑪-3
増補 現代中国の国家目的と経済建

設� ������������ ⑦-17
現代ドイツ学生気質�������⑫-1
現代都市の問題���������⑥-3
現代日本宰相論���������①-5
現代文芸新語辞典��������⑤-4
県治管見（部分）���������④-7
英和�建築語彙� ���������⑤-4
見聞概要����������� ④-20
見聞随記 朝鮮時事� ����� ⑧-11
ゴアン氏言語教授方案������④-8
興亜院大東亜省 調査月報　全３６巻 

���������������⑦-9
公一の教育�����������④-8
鴻益説明書�����������③-8
黄海道学事及宗教������� ④-25
黄海道鉱業状況�������� ⑧-27
工学字彙������������⑤-3
英和�工学辞典� ���������⑤-4
光華抄������������ ⑨-47
黄河水力発電計画報告書���� ⑨-14
黄河陝州歴年流量図表����� ⑨-14
公学校各科教授法��������④-9

改訂�公学校管理法概要� �����④-8
随筆�公学校教育二十年� �����④-8
公学校教授の新研究�������④-9
公学校教授要目���������④-9
公学校教師論����������④-8
公学校高等科教授要目������④-9
公学校高等科地理書編纂趣意書��④-9
公学校算術書����������④-9
公学校修身書�巻 1 巻 2 修正趣意書� ④-9
公学校修身書�巻 5 巻 6 編纂趣意書� ④-9
公学校地理書�巻 1 巻 2 改定趣意書� ④-9
公学校地理書改訂趣意書�����④-9
公学校地理書編纂趣意書竝挿絵の解説
　���������������④-9
公学校用漢文読本編纂趣意書���④-9
公学校用国語書き方手本第1種編纂趣

意書�������������④-9
公学校用国語読本第1種編纂趣意書�④-9
公学校理科書編纂趣意書�����④-9
黄河のほとり 包頭� ����� ⑦-14
皇漢両学所･昌平開成両学校･大学

校･京都学校･大学･文部省…各伺
���������������④-4

工業経済論���������� ③-20
工業政策������������③-8
工業統計５0年史　全 ３ 巻���� ③-23
改定�鉱業法規新釋� ������ ③-16
江原道教育要綱�������� ④-25
江原道鉱業状況�������� ⑧-27
広告辞典������������⑤-4
皇国臣民教育の原理と実践��� ④-25
鉱山統計便覧����������③-5
光州学生事件以後ニ於ケル学生運動取

締方針����������� ④-23
工場所有権法及発明一班�����③-8
工場調査統計表���������③-8
工場調査要領����������③-8
工場物表������������③-8
卒業生指導�更生をめざして� �� ④-24
鉱毒調査資料��������� ③-13
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鉱毒調査報告��������� ③-13
揚子江富源�江南事情� ����� ③-17
抗日政権の東亜新秩序批判����⑨-3
抗日民族統一戦線��������⑨-2
抗日民族統一戦線の史的考察���⑨-2
光武九年�韓国学政改善概況� �� ④-28
鉱物字彙������������⑤-3
礦物小学����������� ③-12

【日本近代教育史料大系　第 １ 期　
公文記録〔Ⅰ〕】
太政類典より　学制������④-3
公文録より　皇漢両学所･昌平開

成両学校･大学校･京都学校･大
学･文部省…各伺� �����④-4

公文類聚より　学政門および学
事門� �����������④-5

『公 文 類 聚』 解 題･総 目 録（附 巻
（三））� �����������④-5

『公文録』解題･総目録（附巻（二））
���������������④-4

（髙敝高等普通学校）規約書��� ④-26
（髙敝高等普通学校）役員名簿�� ④-26
濠米視察復命書���������③-7
神戸築港問題沿革誌������ ③-12
稿本 日本金融史論� ����� ③-23
公民教育カード���������④-9
公有林及共同林役������� ③-19
公立学校長会諮問事項答申書�� ④-22
公立私立学校認定ニ関スル規程� ④-29
公立普通学校予算表������ ④-22
江陵高等普通学校設置ニ関スル陳情書
　�������������� ④-22
香料の研究���������� ③-12
穀価ノ研究���������� ③-14

（国語学校）生徒募集������ ④-13
国語教授参考書���������④-8
国語教授上参考すべき事項��� ④-23
国語教授法���������� ④-23
国語の発音及語法に関する調査�� ④-23
国語普及の状況������④-9･④-22

国語保育園�保育細案� ����� ④-10
国債沿革略���������� ③-11
国際政治のなかの日本外交����①-6
国際的な動物園ネットワークを用

いた野生動物感染症の早期警報
システム� ��������� ⑩-11

国際平和関係條約集�������①-2
善政の基礎�国勢調査案内� ��� ③-21
国体新論������������⑥-5
国内に於ける邪教及秘密結社の概要
　�������������� ⑨-48
国防上の社会問題��������⑥-3
国民協会運動史�������� ⑧-25
早稲田叢書�国民銀行論� �����③-7
国民精神総動員指導者必携��� ④-23
国民党支那の教育政策������⑨-2
国民保健問題����������⑥-3
穀物販売組織ニ関スル調査����③-9
黒龍　全 ６ 巻����������②-6
穀類野菜栽培法�������� ③-14
古々椰子･油椰子�関係資料���� ⑨-25
小作争議ニ関スル調査　全 ２ 巻� ⑩-3
小作ニ関スル慣習調査書���� ⑧-22
訂正増補�児島湾開墾史� ���� ③-17
湖沼の研究���������� ③-13
古代朝鮮と日本�������� ⑧-31

（小竹徳吉氏記念胸像揮毫ノ由来）�④-18
児玉源太郎総督宛上申������④-7
国家社会観�����������⑥-3
国家的社会論����������⑥-5
国境地方視察復命書������ ⑧-13
滑稽珍談�現今東京の有様� ����⑤-2
言葉の指導���������� ④-10
五人組制度�����������⑥-6
語文学習　全１４巻������� ⑦-15
米���������������③-7
米ニ関スル経済調査������ ③-19
米ニ関スル調査�������� ③-11
顧問警察小誌����������⑧-2
名古屋新聞･小山松寿関係資料集　
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全 ７ 巻� �����������②-9
Korean�educational�work� ��� ④-28
今日の東京�����������⑤-2
昆布食文化のロシアにおける普及

ならびに昆布産業の振興に向け
て� ������������ ⑩-11

さ行

最暗黒之東京����������⑥-5
在韓人士名鑑��������� ⑧-13
在韓宣教師ニ対スル意見���� ④-29
在京朝鮮人一般ノ現況ニ関スル件�④-27
在京朝鮮人ニ関スル団体調��� ④-27
最近印度事情��������� ③-11
最近間島事情����������⑧-9
最近東京市商工名鑑�������⑤-2
歳計決算報告書���������③-4
西国バルスローヌ府萬国博覧会報告
　�������������� ③-22
在支那福州東瀛学校概要���� ④-12
在支那福州�福州東瀛学校排斥事情
　�������������� ④-18
最新銀行論���������� ③-20
最新醤油醸造論�������� ③-14
最新世界各国貨幣������� ③-11
最新石版印刷開業案内����� ③-17
財政意見������������③-7
財政学歳計予算論��������③-7
財政事業彙纂����������③-7
栽桑略説������������③-9
在暹華僑の現勢�������� ⑨-23
財団法人私立台湾商工学校一覧�� ④-12
財団法人普成専門学校一覧��� ④-27
在内地朝鮮学生状況������ ④-27
在内地朝鮮学生状況調����� ④-27
在内地朝鮮学生調������� ④-27
栽培経済問答新誌������� ③-20
在福州我文化施設改善論���� ④-10

「サイベリア」丸船中並布ニ於ケル見

聞及雑感ノ一二������� ④-19
在満朝鮮人と教育問題����� ④-23
財務官戦時報告�������� ③-13
財務参考書　第 1 集～第 6 集���③-4
在緬英資事業��������� ⑨-25
在支英国貿易商社の調査、仏印主要会

社要覧����������� ⑨-13
SOUTHEAST ASIAN RICE 

FARMING AND FARMERS IN 
TRANSITION���������⑩-4

榊原家所蔵南方軍軍政総監部関係
文書　全 9 巻�������� ⑨-39

相模国風土記��������� ③-20
茶事試験報告����������③-6
雑記帳�������������⑥-4
薩隅煙草録���������� ③-21
雑草学������������ ③-19
札幌沿革史���������� ③-10
砂糖ニ関スル調査�����③-8･③-12
讃岐案内����������� ③-12
サハーバ物語����������⑫-3
The� principal� difficulty� of� the�

Japanese� in� Korea:� a� reply� by� J.�
Bolljahn.����������� ④-28

台湾適用�作法教授書� ������④-8
THE� MINING� LAW� OF� THE�

NETHERLANDS�EAST�INDIA
　�������������� ⑨-22
蚕業家必携���������� ③-10
産業組合監督奨励ニ関スル規定竝施設

ノ状況������������③-8
増訂6版�産業組合大全������ ③-11
蚕業経済論���������� ③-12
蚕業視察報告����������③-8
産業社会之進化�������� ③-12

（全州）産業之琹� ������ ⑧-29
産業方針����������� ③-10
蚕絲業諮問会議事速記録�����③-6
蚕糸業ニ関スル参考資料���� ③-10
蚕絲業の将来��������� ③-19
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蚕事試験成績10年報�������③-6
三十年前の朝鮮�������� ⑧-15
蚕種製造論�����������③-6
蚕種論������������ ③-11
産調資料� ���������� ⑨-20
三民主義民族理論に関する研究��⑨-2
三陸地誌略���������� ③-21

（シアトルの社会･教育状況）��� ④-20
市営電気供給事業整理案���� ③-20
掌中�歯牙解剖学名彙� ������⑤-4
自活苦学生�����������⑥-6
志願兵制度の現状と将来への展望� ④-25
詩経研究� �����������⑫-3
芝山巖誌������������④-8

【時事新報】
第 １ 期 明治前期篇　全２0巻・総

１１６冊������������②-4
第 ２ 期 明治後期篇　全１２巻・総

１３8冊������������②-5
静岡県老農農事諮問会速記録���③-6
市制町村制���������� ③-10
施政四十年の台湾��������④-6
史蹟名勝天然記念物概観�����⑤-1
思想の積木� ��������� ⑦-13
思想問題������������⑥-3
質屋及典當舗之研究������ ⑧-12
質屋の研究���������� ③-11
傍訓�市町村制及説明� ����� ③-22
実業学校設立認可請願書式��� ④-29
実業教育要覧��������� ④-26
実業人傑伝���������� ③-18
実験夏秋蚕飼育法������� ③-14
実験養蜂問答��������� ③-11
実際統計学���������� ③-17
実践行事解説����������④-8
諸種営業�実地商業案内� ���� ③-22
実用娯楽�温室園芸法� ����� ③-14
実用農桑提要��������� ③-19
実用燐酸肥料論�������� ③-11
支那慣行調査彙報������� ⑨-10

支那関税及賃金制度������ ③-13
支那近代工業構成の変化�����⑨-6
支那近代百年表草稿�������⑨-2
支那経済報告書�������� ③-11
支那事変下ニ於ケル南洋華僑ノ動向ト

其ノ影響���������� ⑨-22
支那事変と華僑�������� ⑨-22
支那事変と旭瀛書院������ ④-12
支那事変と曹洞宗������� ⑨-47
支那事変と日本���������⑨-2
支那時報����������� ③-19
支那人本邦留学情況改善案��� ⑨-46
支那対外借款契約彙纂����� ⑨-16
支那知識階級の民族主義思想���⑨-3
支那調査報告書�������� ③-17
支那南方間大陸連絡鉄道ノ敷設運営ノ

可能性如何��������� ⑨-24
支那･南洋における最近日貨排斥の経

過並びに影響�������� ⑨-21
支那に於ける外国行政地域の慣行調査

報告書����������� ⑨-13
支那に於ける鉄道利権と列強の政策
　�������������� ③-19
支那に於ける独逸の経営���� ③-19
支那日本通商史�������� ③-10
支那農業気象俚諺集������ ⑨-15
支那農業基礎統計資料������⑨-6
支那農村慣行調査報告書�����⑨-8
支那之工業���������� ③-16
支那乃支那問題辞典�������⑤-4
支那の戦時財政�������� ⑨-21
支那法制史論��������� ③-19
支那民主主義建設��������⑨-3
支那民族の海外発展�華僑の研究� ⑨-23
シナリオ文学選集　全 ５ 巻����⑫-2
支那留学生状況調査書����� ⑨-46
地主ト小作人����������③-7
師範学校教科教授及修練指導要目�④-24
師範学校修身科教授要目�����④-9
渋谷町誌������������⑤-2
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時弊矯正ニ関スル訓令及訓諭�� ④-28
シベリア・エレジー� ������⑫-4
大東亜法秩序・日本帝国法制関係資

料　第１期　『司法資料一般（司
法研究所・他資料）』　全１0巻� ⑨-41

島田三郎全集　全 ７ 巻������①-1
下総種畜事業問答筆記������③-9
下村民政長官宛報告������ ④-20
下谷繁昌記�����������⑤-1
社会外の社会����������⑥-6
社会改良家列伝�������� ③-19
社会科学小辞典���������⑤-4
社会学���������� ⑥-5･⑥-6
社会学及研究法���������⑥-6
社会学講義�����������⑥-6
社会学史������������⑥-5
社会学的研究�戦争論� ������⑥-6
社会研究新論����������⑥-6
社会主義網要����������⑥-6
社会状態及階級制度������ ⑧-29
社会進化論�����������⑥-5
増補�社会進化論� ��������⑥-5
社会的制度一班���������⑥-6
社会百方面�����������⑥-5
社会福利　全４７巻��������⑥-1

『社会福利』解説・総目次・索引
������������ ⑥-1･⑪-3

社会問題解釈法���������⑥-6
社会問題辞典����������⑤-4
写真術階梯���������� ③-17
写真術講演���������� ③-17
社調資料� ���������� ⑨-20
暹羅中華総商会規約及役員名簿�� ⑨-23
暹羅ニ於ケル華僑ノ動向���� ⑨-23
ジャワ華僑の近況������� ⑨-23
ジャワ軍政規定集〔１〕����� ⑨-30
ジヤワ新聞･カナジヤワシンブン　

全 8 巻･総 9 冊� ������ ⑨-44
ジャワ占領軍政回顧録����� ⑨-43
爪哇に於ける文教の概況���� ⑨-27

爪哇の村落における商業慣行�� ⑨-25
爪哇之糖業���������� ③-16
ジャワ敗戦抑留日誌（１9４６～４７）

�������������� ⑨-32
ジャワ・バル　全 ５ 巻� ���� ⑨-28
ジャワ防衛義勇軍史������ ⑨-28
東本願寺�上海開教六十年史� �� ⑨-47
上海ニ於ケル電気事業調査��� ⑨-24
上海の縣城志��������� ⑦-14
周易釋詁　全 ２ 巻������� ⑦-15
１9世紀ヨーロッパ外交の発展とビ

スマルク期の外交�������①-5
宗教進化論�����������⑥-5
宗教調査資料　全 ７ 巻����� ⑨-48
宗教年鑑����������� ⑨-47
宗教叛乱史���������� ⑨-48
宗教問題������������⑥-3
新入社員執務要覧��������⑦-2
政府調査　『従軍慰安婦』関係資料

集成（１99２～9３）　全 ５ 巻� ��①-3
重慶政権の政情���������⑨-4
重慶の戦時国債と華僑送金��� ⑨-23
１５年戦争極秘資料集������ ⑦-12
私有財産問題����������⑥-3
修身科教育の革新��������④-9
修身訓練の諸問題と其の実際�� ④-24
重要商品教科書�������� ③-16
儒学ト科挙���������� ④-28
祝祭日略義�����������④-8
酒税法解説���������� ③-20
出版月評　全 ６ 巻��������⑪-1
主要工業概覧����������③-5
狩猟図説������������③-9
巡幸ト地方教育�������� ④-29

（彰化女子公学校）創立20周年記念誌
　�������������� ④-11
商業経済論�����������③-8
商業工芸史�����������③-6
英和�商業新字彙� ��������⑤-3
商業大辞書���������� ③-10
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証言集� ����������� ⑨-27
商工興信録�����������③-9
商事に関する慣行調査報告書���⑨-9
省政彙覧　全 9 巻��������⑦-9
醸造全書����������� ③-12
醸造微論����������� ③-14
上代日本染織史�������� ③-20
詔勅、令旨、論告、訓達類纂���④-7
浄土宗開教要覧�������� ⑨-47
昭南日本学園��������� ⑨-23
章炳麟・章士釗・魯迅������ ⑦-11
中国及び満州関係 條約及公文集　

全 ２ 巻� �����������①-2
常用救荒�飲食界之植物誌� ��� ③-13
将来の金澤�����������③-9
将来之日本�����������⑥-5
昭和十五年度ニ於ケル本邦人商社ノ経

営ニ係ル出商業取引����� ⑨-25
昭和百科現代の常識�������⑤-4
諸外国殖民地教育学制大要��� ④-18

（諸外国殖民地教育調査要項）�� ④-18
女学生の栞�����������⑥-6
諸学校規則集改正東京入学便覧�� ③-22
職業別新東京商業便覧������⑤-2
職業別復興調査録��������⑤-2
殖産部史料　全 8 巻������ ⑨-49
植物学語鈔�����������⑤-3
植物生理作物論���������③-6
殖民地及殖民法制原論����� ③-12
植民地教育政策の研究����� ④-33
植民地銀行論����������③-4
植民地財政論��������� ③-11
植民地ニ於ケル特殊銀行ニ就テノ研究
　���������������③-4
植民問題������������⑥-3
食物辞典������������⑤-4
食糧問題������������⑥-3
諸国図会年中行事大成������⑤-6
女子教育管見��������� ③-18
女子職業案内����������⑥-6

諸種営業�実地商業案内� ���� ③-22
女性観�������������⑥-6
書堂改善ニ関スル具体的意見�� ④-22
初等科算数�取扱上の注意� ����④-9
初等国史編纂趣意書������ ④-24
初等朝鮮語読本�������� ④-24
初等地理書�編纂趣意書� ���� ④-23
書堂ニ関スル訓令������� ④-29
初等理科書�編纂趣意書� ���� ④-23
書房及ヒ在来ノ通俗教育ニ就イテ�④-17
書房義塾教科書ノ内容ニ関スル件�④-17
処務上急要ト認ムル件����� ④-17

（白川公学校）開校20周年記念誌� ④-11
私立学校学則記載例������ ④-29
私立学校設立認可請願書式��� ④-29
私立学校補助規程������� ④-29
私立学校令���������� ④-28
私立学校令解説�������� ④-29
私立台南長老教中学校校友会会報�④-12
私立台北中学校一覧������ ④-12
財団法人私立台湾商工学校一覧� ④-12

（私立淡水中学校･高等女学校）学則及
諸規程����������� ④-12

（士林公学校）開校40周年記念誌� ④-11
（新営東国民学校）学校要覧��� ④-11
シンガポールを中心に同朋活躍� 南洋

の五十年���������� ⑨-21
清韓商況視察報告��������③-7
清韓染織視察報告書������ ⑧-29
清韓輸出本邦綿絲、綿布、燐寸、紙巻

煙草調査資料���������③-7
（新義州公立普通学校）学校経営� ④-26
新舊對照 朝鮮全道府郡面里洞名稱

一覧� ����������� ⑧-10
【新教育関係史料シリーズ】

①教育問題研究　全５8巻・附 １ 巻
������������� ④-31

②玉川学園機関誌　全 ５ 誌 総５１
巻� ����������� ④-32

人権新説������������⑥-5
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人口問題������������⑥-3
清国、印度、錫蘭茶况視察復命書�③-18
清国及朝鮮視察報文������ ⑧-28
秦国華僑����������� ⑨-23
清国貨物包裏法�������� ③-11
清国蚕絲業視察復命書����� ③-13
清国事情����������� ③-11
清国時報����������� ③-19
清国出張復命書���������③-7
清国商業慣習及金融事情�����③-7
清国商況視察復命書�������③-7
清国染織刺繡物ニ関スル意匠図按調査

報告������������ ③-13
清国ニ於ケル利権回収熱ニ基ク��③-9
清国之鉄道���������� ③-13
清国窯業調査報告書�������③-9
清国林業及木材商況視察復命書� ③-11
震災と教育���������� ③-21
震災に関する教育資料����� ③-18
新施政と教育��������� ④-22
新時代の尖端語辞典�������⑤-4
新社会�������������⑥-6
新ジャワ　全 ２ 巻������� ⑨-26
真宗本派本願寺�台湾開教史� �� ⑨-47
人種問題������������⑥-3
新人　全５１巻����������②-8
露西亜･朝鮮･支那遠征奇談 新々赤

毛布� ����������� ⑧-11
浸水ト農作物��������� ③-11
真説 八百屋お七� �������⑫-3

（仁川公立尋常小学校）創立五十周年
記念誌����������� ④-26

新撰東京名所写真帖百景���� ③-19
新撰東京遊学案内��������⑤-1
仁川繁昌記� ��������� ⑧-18
ディオドロス　神代地誌�����⑬-2
神代の女性�����������⑥-5
新竹州教育統計要覧������ ④-10
新竹州新竹図書館一覧����� ④-15
新朝鮮史入門��������� ⑧-33

神袛辞典������������⑤-4
新東亜の建設と佛教������ ⑨-47
新東京繁昌記����������⑤-1
心頭雑草������������⑥-4
新特高辞典�����������⑤-4
新南島大観���������� ⑨-22
新入社員執務要覧��������⑦-2
新聞及広告人大観相録����� ③-20
新聞要覧����������� ③-20
メモ、金庫現地報告、新聞論調、

南方資料、他�������� ⑨-20
辛未洪景来乱の研究������ ⑧-20
森林経理学���������� ③-20
水鉛������������� ③-14
増訂�水産言論� �������� ③-19
水産製造論���������� ③-15
水産調査所事業報告�������③-6
水産統計年鑑�������③-6･③-22
水産貿易要覧����������③-6
水産要覧������������③-9
水田酪農経営論���������⑩-3
水力電気事業実況������� ③-10
水力土木工事設計計算乃栞��� ③-15
数学用語英和対訳字書������⑤-3
数字より見たる世界と東亜��� ⑨-16
すがも総覧�����������⑤-2
杉亨二自序伝��������� ③-18
ストラボン　ギリシア・ローマ世界

地誌　全 ２ 巻���������⑬-2
砂に書く������������⑥-4
スマトラ研究��������� ⑨-21
スマトラ重要統計������� ⑨-25
スマトラの民族�������� ⑨-12
静観余録������������⑥-6
征韓論実相� ����������⑧-5
性行辞典������������⑤-4
政治改革������������⑥-3
改正増補�製絲法� ������� ③-13
生性発蘊������������⑥-5
製造業と原価計算法������ ③-16
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製茶試験要報��������� ③-19
製茶論������������ ③-20
製鉄事業調査報告��������③-5
製鉄所事業一覧���������③-5
製鉄所例規提要���������③-5

『青鞜』総目次・索引�������⑪-2
西部シベリア地方要覧����� ⑨-25
政府調査　『従軍慰安婦』関係資料

集成（１99２～9３）　全 ５ 巻� ��①-3
西部ニウギニア河川誌����� ⑨-25
西遊紀程������������⑤-6
清涼飲料水の新研究������ ③-15
世界鉱産統計��������� ⑨-12
世外候事暦�維新財政談� ���� ③-10
ポリュビオス　世界史　全 ３ 巻� ⑬-3
世界政党辞典��������� ⑦-16
世界ニ於ケル帝国������� ④-20
世界に於ける日本之将来�����⑥-6
世界農産統計��������� ⑨-12
世界の蚕絲業並人造絹絲業��� ③-13
世界萬国年契��������� ⑧-25
世界油脂工業��������� ⑨-16
石炭略説����������� ③-14
赤道報・うなばら　全 １ 巻� �� ⑨-29
石油業調査報告���������③-5
瀬戸内海論�����������③-9
瀬野馬熊遺稿��������� ⑧-20
セブランス連合医学専門学校一覧�④-27
陜甘寧辺区の政策と近況�����⑨-4
1901年英国グラスゴー萬国博覧会出品

同盟会報告��������� ③-22
千九百年巴里萬国大博覧会水産部並佛

国水産ノ状況視察報告���� ③-21
宣講ノ起源沿革及実行状況ノ一斑�④-19
全国銀行一覧����������③-4
全国工場統計����������③-8
全国薪炭主要生産地荷主案内誌�� ③-14
全国生産会議総報告�������⑨-9
全国農村サミット２000������⑩-5
戦後財政始末報告������� ③-16

戦後日本・東南アジア関係史総合年
表� ������������ ⑨-36

戦時期台湾の教育政策関係文書�� ④-16
戦時月報・軍政月報　全 ５ 巻�� ⑨-31
戦時財政整理報告������� ③-10
戦時支那経済と華僑送金���� ⑨-23
戦時ノ北米合衆国������� ④-20
全ジャワ回教状況調査書���� ⑨-27
善政の基礎�国勢調査案内� ��� ③-21
戦争に反対する戦争�������②-7
社会学的研究�戦争論� ������⑥-6
汕頭東瀛学校概況������� ④-12
汕頭日本小学校及東瀛学校ニ関スル件
　�������������� ④-12
英和�船舶工学術語彙� ������⑤-4
船舶投資����������� ③-17
鮮満地方視察報告������� ⑧-28
鮮満地方出張視察報告書���� ⑧-28
鮮満の興亜教育�������� ④-25

（全羅南道）学校分布図����� ④-25
全羅南道教育及宗教一班���� ④-25
全羅南道鉱業状況������� ⑧-27
全羅南道小作慣行調査書���� ⑧-27
明治四十四年全羅南道道勢要覧

�������������� ⑧-24
全羅北道鉱業状況������� ⑧-27
線路運搬法�����������③-9
宗家と朝鮮� ����������⑧-6
騒擾と学校���������� ④-22
相思恋愛の現象���������⑥-5
総督政治史論����������⑧-3
総督府台北州指定都市教化研究発表要

項������������� ④-15
族制進化論�����������⑥-5
定本詩経訳注（下）・楚辞� ����⑫-3
蘇州方言地図集�������� ⑦-15
租税論������������ ③-11
卒業生指導�更生をめざして� �� ④-24
卒業生指導施設ノ実際����� ④-24
ソ連邦内回教徒事情参考資料�� ⑨-17
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た行

大亜細亜開戦后ニ於ケル重慶経済並ニ
対支戦性格��������� ⑨-21

大亜細亜主義　全２６巻����� ⑨-18
『大亜細亜主義』解説総目録篇

������������⑨-19･⑪-6
第一次輸出重要品要覧������③-8
対外国産の基礎���������③-6
大会瞥見����������� ④-29
大学って、どんなとこ？�����⑫-1
大学とまちおこし��������⑩-4
対岸教育解決方ニ就テ����� ④-18
大韓興学報摘訳�������� ④-30
対岸視察事項摘要������� ④-18
対岸視察報告書�������� ④-18
対岸視察録���������� ④-19
対岸籍民学校情況������� ④-10
対岸ニ於ケル教育概況����� ④-10
体験五年�安山の卒業生指導� �� ④-24
泰国農民と華僑���������⑨-5
泰国の産業貿易事情������ ⑨-25
大湖公学校創立40周年祝賀記念誌�④-11
滞在支那記���������� ⑨-47
第三回奥羽六県連合物産共進会報告
　�������������� ③-20
第三次施政年報�������� ⑧-14
第１４軍軍宣伝班 宣伝工作史料集 

全 ２ 巻� ���������� ⑨-29
大正期台湾人の「日本留学」研究

�������������� ④-34
“大正” 文学少年懐古����� ⑦-18
大小暦� ������������⑤-5
対人政策����������� ④-17
大戦時代の世界海運������ ③-17

（台中州）教育状況������� ④-10
台中州教育展望�������� ④-10
台中州教育年鑑�������� ④-10
台中州社会教育概況������ ④-14

台中州社会教育要覧������ ④-14
台中州図書館一覧������� ④-15
台中州立台中工業学校一覧表�� ④-12
台中州立台中商業学校要覧��� ④-12
台中州立台中第一中学校一覧�� ④-11
台中州立台中第一中学校要覧�� ④-11
台中州立台中第二中学校要覧�� ④-11
台中第一中学校創立及紀念碑建設経過

報告書����������� ④-18
台中庁学事状況一斑������ ④-10
大邱民団史� ��������� ⑧-23
大東亜共栄圏資料図絵����� ⑨-25
大東亜共栄圏ニ於ケル米需給ノ基本状

態ト日満支ノ食糧対策概観�� ⑨-22
大東亜経済施策ニ関スル想定問答�⑨-22
大東亜建設審議会関係史料（総会･

部会速記録）　全４巻����� ⑨-32
興亜院大東亜省 調査月報　全３６巻
　���������������⑦-9
大東亜資料総覧�������� ⑨-21
大東亜戦争カ奥地ニ与フル影響･第三

部華僑����������� ⑨-22
大東亜戦争勃発ノ新事態下ニ於ケル中

支那通貨及金融機構ニ就テ�� ⑨-24
大東亜農事統計書������� ⑨-25
大東亜法秩序・日本帝国法制関係資料

第 １ 期　『司法資料一般（司法研
究所・他資料）』　全１0巻� � ⑨-41

第 ２ 期　『南方軍政監部資料』　
全１0巻� ��������� ⑨-42

第 ３ 期　『満州国関係・蒙疆政府
関係資料』　全１６巻� ��� ⑨-42

亜細亜公論・大東公論　全３巻� ⑨-19
『亜細亜公論・大東公論』解題総目

次篇� ���������⑨-19･⑪-7
（台東庁）教育要覧������� ④-10
大なる日本と同化問題����� ④-20
台南市教育要覧�������� ④-10

（台南師範学校）創立10周年記念誌
　�������������� ④-13
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台南師範学校附属公学校内規�� ④-13
台南州学事一覧�������� ④-10
台南州管内学事一覧������ ④-10
台南州教育誌��������� ④-10
台南州社会教育要覧������ ④-14

（台南州新営郡）国語講習所に於ける
教授訓練の研究������� ④-15

台南州立嘉義高等女学校一覧表� ④-12
台南州立嘉義中学校一覧表��� ④-12
台南州立嘉義農林学校一覧表�� ④-12
台南州立虎尾高等女学校一覧�� ④-12
台南州立台南第一中学校要覧�� ④-12
台南州立台南第二中学校一覧表� ④-12
台南州立台南盲唖学校一覧��� ④-12

（台南女子公学校）学報����� ④-11
台南市立台南図書館一覧���� ④-15

（台南第一高等女学校）校友会雑誌
　�������������� ④-12

（台南長老教中学学友会）輔仁�� ④-12
大南洋年鑑���������� ⑨-21
第二次韓国施政年報������ ⑧-14
第二次世界大戦期東ティモール文

献目録� ��������⑨-43･⑪-6
第二次輸出重要品要覧�� ③-21･③-22
第 2 拓地殖民要録��������③-7
第二調査委員会北支委員会総合報告書
　�������������� ⑨-14
大日本蚕史���������� ③-12
大日本金物名鑑�������� ③-16
大日本貨幣精図�������� ③-10
大日本銀行会社沿革史����� ③-11
大日本刑獄沿革略史�������⑤-6
大日本商人録　東京之部���� ③-22
大日本地方財政史������� ③-16
大日本農政類編�������� ③-10
大日本洋酒缶詰沿革史����� ③-12
大日本老樹名木誌������� ③-14
台華実業学校設立意見����� ④-19
台北高等学校生徒便覧����� ④-13
台北高等商業学校一覧����� ④-13

（台北市大橋公学校）開校40周年記念
誌������������� ④-11

（台北市大橋公学校）創立10周年記念
誌������������� ④-11

台北市社会教育概況������ ④-14
台北市太平公学校創立35周年記念誌
　�������������� ④-11
台北師範学校創立三十周年記念誌�④-13
台北州宜蘭公学校創立40周年記念誌
　�������������� ④-11
台北州立宜蘭農林学校一覧表�� ④-12
台北州立基隆中学校一覧表��� ④-11
台北州立台北工業学校一覧��� ④-12
台北州立台北商業学校一覧��� ④-12
台北州立台北第一高等女学校一覧�④-12
台北州立台北第二商業学校一覧�� ④-12
台北州立台北盲唖学校一覧��� ④-12

（台北市龍山公学校）創立満15周年記
念誌������������ ④-11

（台北第一高等女学校）創立25周年記
念������������� ④-12

（台北第三高等女学校）創立満30周年
記念誌����������� ④-12

（台北第二師範学校校友会誌）芳蘭
　�������������� ④-13

（台北第二師範学校）創立10周年� ④-13
台北帝国大学一覧������� ④-13
開学記念�台北帝国大学概況� �� ④-13
台北帝国大学学生生徒生活調査� ④-13
台北帝国大学関係文書����� ④-16
台北帝国大学附属農林専門部一覧�④-13
太平洋諸島�統計書� ������ ⑨-24
太平洋の宝庫　独領�南洋諸島� � ⑨-24
REMEMBERING THE INSTITUTE 

OF PACIFIC RELATIONS 
太平洋問題調査会（IPR）� ��①-3

『太平洋問題調査会』研究� ���①-4
台北州学事一覧�������� ④-10
台北州立第二中学校一覧���� ④-11
対本島人紳士学務部長訪問談話要領
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　�������������� ④-17
対本島人中等教育問題����� ④-17
大陸東洋経済（半月刊）　全 ４ 巻･

香港東洋経済新報　全 １ 巻�� ③-24
大陸に於ける宗教工作状況��� ⑨-47
大陸発展策より見たる元山港�� ⑧-24
真宗本派本願寺�台湾開教史� �� ⑨-47
台湾学事一覧��������� ④-14
台湾学事統計一覧������� ④-14
台湾学事年鑑����������④-6
台湾学事法規����������④-7
台湾学事要覧����������④-6
台湾学生東京在学者数一覧��� ④-11
台湾教育沿革誌���������④-8
台湾教育史�����������④-8
台湾教育志稿����������④-8
台湾教育事情����������④-6
台湾教育ノ概況�������� ④-17
台湾教育ノ現況諸表������ ④-14
台湾教育の進展���������④-8

「台湾教育令」関係文書����� ④-15
台湾教育令制定由来������ ④-18
台湾教育令���������� ④-18
台湾教育令ノ反響������� ④-18
台湾銀行十年誌���������③-4
台湾銀行20年誌�������� ③-11
台湾金融事項参考書����③-4･③-20
台湾憲兵隊史��������� ⑦-14
台湾公学校教科書使用上ノ注意��④-9
台湾公学校教科書編纂趣意書���④-9
台湾公学校国語教授要旨�����④-8
台湾公学校新入学児童観念調査成績
　���������������④-8
台湾公立台中高等普通学校規則�� ④-11
台湾公立台中中学校要覧���� ④-11
台湾公立中学校関係公文書��� ④-18
台湾公立中学校設置問題���� ④-17
台湾公立中学校創設ニ関スル上申�④-18
台湾産業調査録���������③-7
台湾誌������������ ③-13

【台湾史研究資料】
①殖産部史料　全 8 巻���� ⑨-49

臨時台湾旧慣調査会第1部調査第3回報
告書�台湾私法附録参考書� �� ③-16

台湾社会教育概要������� ④-14
台湾小学校理科教授要目�����④-9
台湾商工統計��������� ⑨-24
台湾省五十一年来統計提要��� ④-14
台湾植物目録��������� ③-18
台湾殖民政策（部分）�������④-7
台湾史料����������� ③-17
台湾人教育制度改正案系統表�� ④-18
台湾人教育ノ根本方針及施設ニ就テ
　�������������� ④-17
台湾人児童の長所及短所に就て��④-8
台湾税関要覧��������� ③-16
台湾総督府医学校一覧����� ④-13
台湾総督府学事年報������ ④-14
台湾総督府学事法規�������④-7
台湾総督府公学模範学校規則案��④-7
台湾総督府高等商業学校一覧�� ④-13
台湾総督府高等農林学校���� ④-13
台湾総督府国語学校一覧���� ④-13
台湾総督府国語学校第三附属学校規程
　�������������� ④-13
台湾総督府国語学校第四附属学校規程
　�������������� ④-13
台湾総督府商業専門学校一覧�� ④-13
台湾総督府水産講習所案内��� ④-12

（台湾総督府）成徳学院要覧��� ④-12
台湾総督府台中師範学校一覧�� ④-13

（台湾総督府台中師範学校）創立10周
年紀念誌���������� ④-13

台湾総督府台中師範学校要覧�� ④-13
台湾総督府台南高等工業学校一覧�④-13
台湾総督府台南師範学校一覧�� ④-13
台湾総督府台北医学専門学校一覧�④-13
台湾総督府台北高等学校一覧�� ④-13
台湾総督府台北師範学校一覧�� ④-13
台湾総督府台北第二師範学校一覧�④-13
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台湾総督府台北中学校一覧��� ④-11
台湾総督府図書館一覧����� ④-15
台湾総督府図書館一覧表���� ④-15
台湾総督府図書館概覧����� ④-15
台湾総督府農事講習生一覧��� ④-12
台湾総督府博物館案内����� ④-15
台湾総督府評議会会議録（部分）��④-7
台湾総督府屏東師範学校一覧表�� ④-13

（台湾大学設立関係資料）�����④-7
台湾大学設立論���������④-7
台湾中学校学力調査成績�����④-8
台湾適用�作法教授書� ������④-8
台湾鉄道史���������� ③-13
台湾統治概要（部分）�������④-6
台湾統治志���������� ③-19
台湾統治綜覧��������� ③-13
台湾統治綜覧��������� ⑨-21
台湾ニ於ケル学校教育ノ現況���④-6
台湾ニ於ケル学校児童ニ関スル研究
　���������������④-8
台湾ニ於ケル教育施設ノ要領覚書��④-7

（秘）台湾ニ於ケル教育ニ関スル卑見
ノ一二並ニ疑問������� ④-17

台湾における現行教科用図書に就て
　���������������④-9
台湾に於ける国語教育の過去及現在
　���������������④-9
台湾に於ける国語教育の展開���④-9
台湾に於ける国民学校の経営���④-8
台湾ニ於ケル私立学校概況����④-8
台湾農事調査書���������③-7
台湾の学校教育���������④-6
台湾の教育�����������④-6
台湾之教育���������� ④-17

（台湾ノ教育状況）������� ④-14
台湾の社会教育�������� ④-14
台湾之米作統計���������③-7
台湾蕃政志���������� ③-16
台湾保甲皇民化読本������ ④-15
台湾�保･甲�皇民化読本� ���� ⑨-24

台湾郵便史���������� ③-15
高雄市教育要覧�������� ④-10
高雄州学事一覧�������� ④-10

（高雄州）社会教育概要����� ④-15
高雄州屏東農業学校一覧表��� ④-12
高雄州立屏東高等女学校一覧�� ④-12
高雄州立屏東中学校一覧表��� ④-12
高砂族教育教化の概況����� ④-10
高砂族の教育��������� ④-10
高砂寮問題���������� ④-11
田川辰一より隈本繁吉宛書信�� ④-18
拓殖指導�北海道実況� ������③-9
拓殖務省所管省務要覧������③-6
拓地殖民要録��������� ③-18
太政類典より　学制�������④-3
田尻博士講演集�������� ③-13
橘樸と佐藤大四郎������� ⑦-11
谷中村滅亡史����������⑥-6
田ノ灌漑排水ニ関スル状況調査��③-7
玉川学園機関誌　全 ５ 誌 総５１巻

�������������� ④-32
誰も知らない『西遊記』� ��� ⑦-18
炭礦読本� �����������⑦-1
単行図書資料

第 １ 期（第 １ 巻～第３１巻）　総３１巻
������������� ⑨-21

第 ２ 期（第３２巻～第６9巻）　総３8
巻� ����������� ⑨-22

第 ３ 期（第７0巻～第99巻）　総３0
巻� ����������� ⑨-24

第 ４ 期第 １ 回配本（第１00巻～第
１0７巻・計 8 巻）������ ⑨-25

男女東京遊学案内������� ③-19
淡水公学校創立30周年季記念誌�� ④-11
タンニン資源としての紅樹林�� ⑨-24
地域別に観た蘭印の重要輸出品�� ⑨-22
英和和英�地学辞彙� �������⑤-4
地下水利用論��������� ③-22
畜牛業ニ関スル共同経営ノ方法及成績
　�������������� ③-10
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校訂�筑後志� ��������� ③-13
道庁府県 畜産主任官及種畜場長協議

会要録����������� ③-14
畜産統計���������③-7･③-10
筑前志������������ ③-13

（竹南郡）教育要覧������� ④-10
（竹南公学校創立40周年）記念会誌
　�������������� ④-11
日本水路誌第八巻�千島列島� �� ③-16
地方行政区域名稱一覧������⑧-9
地方経営小鑑��������� ③-12
地方制度����������� ③-22
地方林務一班��������� ③-12
茶業講義録���������� ③-22
茶業ニ関スル調査������� ③-10
茶樹栽培法�����������③-6
中外蚕事要録����������③-7
中外郵便週報��������� ③-12
中外を震驚せる皖南惨案�����⑨-3
中学校教科教授及修練指導要目�� ④-24
中華民国ニ於ケル電気事業ニ就テ�⑨-24
中華民国臨時政府ノ成立過程ト現状
　�������������� ⑨-21
中国及び満州関係 條約及公文集　

全 ２ 巻� �����������①-2
中国軍事教本��������� ⑦-11
中国憲政運動の発展と最近の動向��⑨-1
中国工業合作社運動の全貌����⑨-9
中国紅軍及ソヴェート発展史梗概�⑨-21
中国国民党農業政策序説�����⑨-6
中国語研究　第１７～２0号���� ⑦-13
中国社会主義経済の理論���� ⑦-11
中国水利史���������� ⑨-11
中国ソヴエート���������⑨-3
中国田賦史���������� ⑨-11
中国農業経済論　全 ３ 巻�����⑩-2
中国農業と大寨�������� ⑦-13
中国農業の地域的展開������⑩-3
中国の近代教育と明治日本��� ④-33
中国の後宮� ��������� ⑦-13

中国の都市化と農村建設���� ⑦-14
中国文学随想集���������⑫-3
中国文学論考����������⑫-3
中国文学論集��������� ⑦-11
中国ミッションスクールの研究�④-34
中国有用植物一覧������� ⑨-16
中国留日同学会季刊������ ⑨-46
中支宗教大同連盟月報����� ⑨-47
中支宗教大同連盟 昭和15年度総会要

録������������� ⑨-47
中支宗教大同連盟年鑑����� ⑨-47
忠清南道鉱業状況������� ⑧-26
忠清北道鉱業状況������� ⑧-26
中南支地方共産党及ヒ共産匪行動状況

ニ関スル調査報告書����� ⑨-21
昭和11年�中南支那外国貿易詳細統計
　�������������� ⑨-15
忠
チュンチョンナムド

清南道鉱業状況������� ⑧-26
忠
チュンチョンプクド

清北道鉱業状況������� ⑧-26
町会町名地番整理案輯攬�����⑤-2
興亜院大東亜省 調査月報　全３６巻 

���������������⑦-9
朝鮮� �������������⑧-3
朝鮮偉勲録� ��������� ⑧-23
朝鮮彙報� �����������⑧-5
朝鮮沿岸水路誌�������� ⑧-11
朝鮮開教五十年誌������� ⑨-47
朝鮮学事例規��������� ④-21
朝鮮学制案ノ要旨������� ④-30
朝鮮学制改正案要領������ ④-22
朝鮮学校管理法�������� ④-25
朝鮮帰化族の発展������� ⑧-25
朝鮮舊慣制度調査事業概要��� ⑧-22
朝鮮教育行政��������� ④-25
朝鮮教育史考��������� ④-24
朝鮮教育制度改正要領����� ④-22
朝鮮教育制度史�������� ④-24
朝鮮教育大観��������� ④-26
朝鮮教育ノ沿革�������� ④-24
朝鮮教育の概観�������� ④-21

24





朝鮮教育の側面観������� ④-24
朝鮮教育の断片�������� ④-24
朝鮮教育問題管見������� ④-24
朝鮮教育要覧��������� ④-21
朝鮮教育令案･朝鮮教育令案参照条文
　�������������� ④-22
朝鮮教育令改正案������� ④-22
朝鮮教育令改正関係書類���� ④-22
朝鮮教育令改正参考資料���� ④-23
朝鮮教育論���������� ④-24
朝鮮教育論� ��������� ⑧-13
朝鮮近代社会経済史������ ⑧-32
朝鮮芸術之研究�������� ⑧-22
朝鮮芸術之研究 続編� ���� ⑧-22
朝鮮芸文志� ��������� ⑧-23
朝鮮刑務堤要��������� ⑧-30
朝鮮研究文献誌　明治･大正編、附 

昭和編（遺稿）� �������⑪-2
朝鮮公立普通学校及官立諸学校整理案
　�������������� ④-30
朝鮮国民学校教則の実践���� ④-25
朝鮮古書目録��������� ⑧-15
朝鮮古蹟調査略報告������ ⑧-22
朝鮮固有色辞典�������� ⑧-17
朝鮮語を考える�������� ⑧-32
朝鮮最近史� ��������� ⑧-10
朝鮮財政論���������� ③-11
朝鮮在来教派概観������� ⑧-25
朝鮮誌� ������������⑧-2
朝鮮史研究会論文集

第 9 集　朝鮮思想史の課題�� ⑧-31
第１0集　朝鮮民族運動と歴史的

条件� ���������� ⑧-31
第１１集　古代朝鮮と日本��� ⑧-31
第１４集　朝鮮民族運動の諸段階

������������� ⑧-31
第１５集　朝鮮史認識の展開�� ⑧-31
第１７集　２0周年記念大会特集号

������������� ⑧-31
第１8集　李朝史の諸問題��� ⑧-32

見聞随記 朝鮮時事� ����� ⑧-11
朝鮮施政に関する諭告･訓示並に演述

集������������� ④-22
朝鮮施政ノ方針及実績������⑧-4
朝鮮思想史の課題������� ⑧-31
朝鮮支那地名辞彙��������⑧-2
朝鮮史認識の展開������� ⑧-31
朝鮮史編修会事業概要����� ⑧-19
朝鮮史編修会要覧������� ⑧-19
朝鮮社会教育要覧������� ④-27
朝鮮社会教化要覧������� ④-27
朝鮮社会史ノ断面������� ⑧-18
朝鮮奨学会設立趣意書及規程�� ④-27
朝鮮常平通寶錢譜������� ⑧-24
朝鮮諸学校一覧�������� ④-27
朝鮮人学生調��������� ④-27
朝鮮人学齢児童就学ノ状況��� ④-22
朝鮮人教育�私立各種学校状況� � ④-26
朝鮮人教育�私立学校統計要覧� � ④-27
朝鮮人の衣食住�������� ③-17
朝鮮人ノ衣食住及其ノ他ノ衛生�⑧-12
朝鮮人の商業����������⑧-3
朝鮮人発行雑誌調������� ④-27
朝鮮青年成功録�������� ⑧-25
新舊對照 朝鮮全道府郡面里洞名稱

一覧� ����������� ⑧-10
朝鮮総督府京城医学専門学校一覧�④-27
朝鮮総督府統計年報������ ④-29
朝鮮総督府ニ於ケル医事教育摘要�④-30
朝鮮総督府ニ於ケル一般国民ノ教育普

及振興ニ関スル第一次計画�� ④-22
朝鮮総督府編纂教科書概要��� ④-23
朝鮮総督府編纂教科用図書概要�� ④-23
朝鮮総督府編纂国語読本教材要旨�④-24
朝鮮地誌略　全 ２ 巻������ ⑧-33
朝鮮地方制度視察報告書���� ⑧-28
朝鮮統治三年間成績������ ④-22
朝鮮統治三年間成績�������⑧-7
朝鮮統治史論稿���������⑧-8
朝鮮統治の回顧と批判������⑧-1

25



朝鮮統治の諸問題������� ④-22
朝鮮統治問題に就て先輩並に知友

各位に訴ふ� ���������⑧-5
朝鮮道立醫院概況������� ⑧-26
朝鮮と簡易学校�������� ④-25
朝鮮独立騒擾史論��������⑧-3
朝鮮賭博要覧��������� ⑧-11
朝鮮における教育革新の全貌�� ④-21
朝鮮に於ける施政の一斑���� ④-22
朝鮮に於ける支那人�������⑧-4
朝鮮における資本主義の形成と展

開� ������������ ⑧-32
朝鮮に於ける新施政������ ④-22
朝鮮に於ける同盟休校の考察�� ④-23
朝鮮ニ関スル東亜経済調査局報告

�������������� ⑧-17
朝鮮農業概説��������� ③-13
朝鮮の俤� ���������� ⑧-21
朝鮮の鬼神� ��������� ⑧-16
朝鮮の救荒植物�������� ⑧-27
朝鮮の教育������� ④-21･④-24
朝鮮の教育制度略史������ ④-24
朝鮮の郷土娯楽�������� ⑧-16
朝鮮の群衆� ����������⑧-9
朝鮮の市場� ����������⑧-6
朝鮮の市場経済���������⑧-8
朝鮮の宗教� ��������� ⑧-16
朝鮮の習俗� ��������� ⑧-13
朝鮮の聚落　全 ３ 篇･総 ５ 巻�� ⑧-34
朝鮮の神話と伝説������� ⑧-16
朝鮮の姓氏と同族部落����� ⑧-12
朝鮮の姓の由来���������⑧-9
朝鮮の姓名氏族に関する研究調査

�������������� ⑧-29
朝鮮の契� �����������⑧-8
朝鮮の統治と基督教（朝鮮総督府）

���������������⑧-2
朝鮮の統治と基督教（半井清）�� ④-22
朝鮮の土地制度及地税制度調査報告書
　�������������� ③-13

朝鮮の謎� �����������⑧-7
朝鮮の匂ひ� ��������� ⑧-21
朝鮮の犯罪と環境������� ⑧-12
朝鮮の風水� ����������⑧-9
朝鮮の服装� ��������� ⑧-13
朝鮮の巫覡� ��������� ⑧-16
朝鮮ノ保護及併合��������⑧-1
朝鮮の迷信と俗傅��������⑧-7
朝鮮の歴史をどう教えるか��� ⑧-32
朝鮮博覧会京城協賛会報告書�� ⑧-30
朝鮮半島史編成ノ要旨及順序、朝

鮮人名彙考編纂ノ要旨及順序�⑧-19
朝鮮百業百種��������� ⑧-24
朝鮮風俗画譜����������⑧-6
朝鮮風俗集� ����������⑧-7
朝鮮佛教大会紀要������� ⑧-25
朝鮮部落調査特別報告������⑧-8
朝鮮部落調査報告��������⑧-8
朝鮮部落調査予察報告������⑧-8
朝鮮部落の一形態 副業の盛なる道

也味里� ���������� ⑧-29
朝鮮聞見録� ��������� ⑧-11
朝鮮文廟及陞廡儒賢������ ⑧-20
朝鮮併合之裏面�������� ⑧-10
朝鮮貿易年表��������� ⑧-15
朝鮮漫画� �����������⑧-4
朝鮮民情視察報告������� ⑧-28
朝鮮民籍法令集�������� ⑧-28
朝鮮民族運動と歴史的条件��� ⑧-31
朝鮮民族運動の諸段階����� ⑧-31
朝鮮訳･漢訳教育勅語������ ④-22
朝鮮野談集� ��������� ⑧-18
文禄征韓水師始末 朝鮮李舜臣伝

���������������⑧-5
庁府県工場取締ニ関スル調査概覧��③-5
長府彦島�下関名勝ノ栞� ���� ③-18
勅語宣講会施行上ニ関シ在京民政長官

ニ内報案���������� ④-19
勅語宣講会設立ニ関スル建白�� ④-19
勅語宣講会設立稟請������ ④-19
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勅語宣講会ニ関シ在京民政長官ニ内報
案������������� ④-19

勅語謄本ニ関スル件������ ④-19
勅令案�台湾教育令� ������ ④-18
勅令案�台湾教育令説明� ���� ④-18
貯蓄機関論���������� ③-13
明治四十四年全

チョルラナムチョルラナムド

羅南道道勢要覧�⑧-24
（全

チョルラナムド

羅南道）学校分布図����� ④-25
全
チョルラナムド

羅南道教育及宗教一班���� ④-25
全
チ ョ ル ラ ナ ム ド

羅南道鉱業状況������� ⑧-27
全
チ ョ ル ラ ナ ム ド

羅南道小作慣行調査書���� ⑧-27
全
チ ョ ル ラ プ ク ド

羅北道鉱業状況������� ⑧-27
青島港貿易統計年報������ ⑨-25
鎮南浦府史� ��������� ⑧-23
通貨論�������������③-4
通商上ヨリ見タル支那ニ於ケル排日運

動概況����������� ⑨-21
通信事業五十年史������� ③-17
通俗荏原風土記稿������� ③-19
通俗財話����������� ③-20
通俗写真術���������� ③-20
通俗食物講話��������� ③-19
珍袖�通俗神話辞彙� �������⑤-3
通俗理化一斑��������� ③-20
私立学校概況����������④-8

『築地小劇場』解説・総目次・索引
���������������⑪-2

次田拓殖課長意見抄及之ニ対スル批評
　�������������� ④-18
DVD版　官報（明治篇）　全３0巻

���������������②-1
ディオドロス　神代地誌�����⑬-2
定期刊行資料

第 １ 期　比律賓情報　全２１巻
������������� ⑨-18

第 ２ 期　大亜細亜主義　全２６巻
������������� ⑨-18

第 ３ 期　亜細亜公論・大東公論
全 ３ 巻� ��������� ⑨-19

第 ４ 期　南方開発金庫調査資料

　全１７巻･附 １ 巻� ���� ⑨-20
第 ５ 期　南洋年鑑　全 ４ 巻�� ⑨-20

DICTIONARY�OF�SEA�TERMS��⑤-4
帝国議会説明資料　全１６巻・総１７冊 

���������������⑦-2
帝国国有財産總覧������� ③-16
帝国実業家立志編������� ③-12
帝国主義下の台湾（部分）�����④-7
帝国主義期ヨーロッパ外交の発展

���������������①-5
帝国主義治下における朝鮮の教育状態
　�������������� ④-24
帝国主義と中国の鉄道����� ⑦-16
帝国新領土ノ民衆ニ下賜セラル丶場合

ニ於ケル教育勅語内容事項私桉�④-19
帝国大日本電信沿革史������③-8
帝国鉄道協会会員名簿����� ③-12
帝国農会報　全３３巻･総9１冊���⑩-1

『帝国農会報』記事索引目録
������������ ⑩-1･⑪-3

帝国物産地誌通覧������� ③-13
逓信史要����������� ③-17
帝都郊外発展誌･城南の巻�����⑤-1
定本詩経訳注（上）��������⑫-3
定本詩経訳注（下）・楚辞� ����⑫-3
データから見た日本統治下の台湾・

朝鮮プラスフィリピン���� ⑨-51
敵軍編成表���������� ⑨-21
大邱医学専門学校諸規程輯覧�� ④-27
哲学字彙������������⑤-3
最新�哲学辞典� ���������⑤-4
哲学大観������������⑥-5
鉄道一暼����������� ③-17
鉄道運転法研究�������� ③-17
鉄道経済要論����������③-9
鉄道震害調査書�������� ③-20
英和対訳�鉄道用語辞典� �����⑤-4
鉄道旅客運搬論���������③-9
鉄道論������������ ③-20
鉄と鋼製造法及性質������ ③-14
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田園都市������������⑥-6
英独和独和英�電気工学辞典� ���⑤-4
電気工学術語集���������⑤-4
保定･石家荘･太原� 電気事業調査報告

書������������� ⑨-24
電気訳語集�����������⑤-3
天気予報論���������� ③-17
電信ト市外電話トノ将来ニ関スル意見

書������������� ③-22
天日製塩業より見たる南洋��� ⑨-22
獨逸社会的保険法綱要����� ③-15
独逸商工勃興史�������� ③-11
独逸東洋艦隊殲滅日記����� ⑨-21
独逸之農業関税���������③-9
東亜関係統計資料目録������⑨-7
東亜経済事情��������� ⑨-21
東亜研究所刊行物

第 １ 期　（第 １ 巻 ～ 第１６巻） 
全１６巻� ����������⑨-1

第 ２ 期　（第１７巻 ～ 第３３巻） 
全１７巻� ����������⑨-4

第 ３ 期　（第３４巻 ～ 第４７巻） 
全１４巻� ����������⑨-7

第 ４ 期　（第４8巻 ～ 第５9巻） 
全１２巻� ��������� ⑨-10

第 ５ 期　（第６0巻 ～ 第６9巻） 
全１0巻� ��������� ⑨-12

第 ６ 期　（第７0巻 ～ 第8２巻） 
全１３巻� ��������� ⑨-14

第 ７ 期　（第8３巻 ～ 第9４巻） 
全１２巻� ��������� ⑨-16

東亜研究成果資料摘要（稿）�� ⑨-17
東亜鉱業統計��������� ⑨-15
東亜諸地域に在住する日本人の人口動

態に関する二･三の考察���� ⑨-15
東亜日誌������������⑨-4
東亜日誌附録����������⑨-4
東亜之大勢�����������⑥-5
東亜佛教大会紀要������� ⑨-47
東亜ロイドのボリアン氏への反論�④-28

東瀛学校調査��������� ④-12
統監府施政一斑�������� ⑧-14
統監府統計年報���������⑧-6
東京��������������⑤-2
東京案内������������⑤-1
改正増補�東京案内� �������⑤-1
東京開化繁昌誌���������⑤-1
東京凱旋軍歓迎会誌������ ③-20
東京勧業協会終始一斑������⑤-2
東京勧業博覧会案内������ ③-18
東京勧業博覧会写真帖����� ③-13
東京区分町鑑����������⑤-1
東京警吏須知��������� ③-21
東京見物������������⑤-1
東京在留朝鮮人学生ノ夏期休暇中ノ講

演会ニ対スル対策������ ④-27
東京市及其附近ニ於ケル工業経営ノ概

要������������� ③-13
東京市京橋区月島に於ける実施調

査報告　全 ２ 巻��������⑥-4
東京市区改正全書��������⑤-1
東京市下水道沿革誌������ ③-13
東京市市勢統計原表������ ③-19
東京史蹟写真帖���������⑤-1
東京市町名沿革史��������⑤-5
東京市町名起源考��������⑤-2
東京市内先儒墓田録������ ③-22
東京市の改造����������⑤-2
改元記念第 2 輯�東京小間物化粧品名鑑
　�������������� ③-13
武蔵文庫�東京城西四多摩郡� �� ③-19
東京新繁昌記����������⑤-1
東京地名便覧����������⑤-2
東京著名録���������� ③-22
東京地理沿革誌���������⑤-2
東京帝国大学��������� ③-19
東京の女������������⑤-2
東京の解剖�����������⑤-2
東京の過去及将来��������⑤-2
東京の史蹟�����������⑤-1
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東京の表裏八百八町�������⑤-2
東京パック　全 8 巻･総１３冊���②-7
東京風水害救済会報告書�����⑤-2
東京府下農事要覧������� ③-19
東京府産業組合一班������ ③-22
東京府史談���������� ③-18
東京府職業別死亡統計表���� ③-19
東京府治一斑��������� ③-21
改正�東京附地略誌� �������⑤-1
東京府･西多摩郡･南多摩郡･北多摩郡�

名所旧蹟及物産志������ ③-20
東京府農会一覧�������� ③-19
東京府農商工要覧��������③-5
東京府民政史料���������⑤-2
東京府林産要覧�������� ③-20
東京古蹟史�����������⑤-1
東京名勝図会����������⑤-1
東京名所鑑�����������⑤-1
東京名所獨案内���������⑤-1
東京明覧������������⑤-1
東京廻米問屋市場沿革����� ③-17
東京模範商工品録������� ③-18
東京模範百工場�������� ③-21
東京湾漁場調査�������� ③-17
統計学研究���������� ③-17
統計年報　全３0巻・総３9冊� ���⑦-8
當五銭低落管見�������� ③-11
燈台������������� ③-14
唐代詩史� �����������⑫-3
道庁府県 畜産主任官及種畜場長協議

会要録����������� ③-14
道庁府県重要工作物一覧�����③-8
東都新繁昌記����������⑤-1
東都と学生���������� ③-21
東南アジア農業開発と環境・資源

���������������⑩-7
東南アジア農業生産の課題����⑩-4
東南アジア農業と環境保全����⑩-7
東南アジア農業と日本������⑩-7
東南アジア・農業と水� �����⑩-6

東南アジアの技術協力をめぐる諸
問題� ������������⑩-7

東南アジアの自然・技術・農民���⑩-7
東南アジアの食品加工業�����⑩-7
東南アジアの畜産��������⑩-6
東南アジアの農民とルーラル・デベ

ロップメント���������⑩-6
東洋経済新報

第 １ 期　明治期��������③-1
第 ２ 期　大正期��������③-2
第 ３ 期　昭和期【１】������③-2
第 ４ 期　昭和期【２】������③-3

東洋時論　全 9 巻��������②-9
東洋大都会���������� ③-22
立志起業�東洋立志編� ����� ③-22
徳川氏貨幣志������ ③-11･③-16
徳島県米穀検査令規�������③-5
徳壽宮史� ���������� ⑧-20
時計発達史���������� ③-20
都市社会主義����������⑥-6
都市庶民金融に関する調査��� ③-16
土壌及肥料論��������� ③-11
栃木県米穀検査令規�������③-5
土地調査綱要��������� ⑧-21
杜甫の詩と生涯���������⑫-3
富公報� ����������� ⑨-26
都名所二十五景�������� ③-19
富山県米穀検査令規�������③-5
豊国小志����������� ③-17

な行

内外商業地理��������� ③-22
内外商品辞彙����������⑤-4
内申������������� ④-19
内申（書）����������� ④-19

（内申ニ関スル鄙見）������ ④-19
内地及台湾学制系統調　臨時教育調査

委員会資料（1）������� ④-18
内地在留学生指導に関する意見書�④-27
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内地雑居可否論纂��������⑥-5
内地雑居後之日本��������⑥-6
内地人教育の現状������� ④-22
内地ニ於ケル台湾留学生概況�� ④-10
内務省ト交渉概要������� ④-18
内湾漁制通考��������� ③-15
苗族調査報告��������� ③-17
長野県案内���������� ③-19
長野県勧業要報���������③-5
長野県産業一般���������③-5
長野県立小県蚕業学校25年要報�� ③-12
名古屋新聞･小山松寿関係資料集　

全 ７ 巻� �����������②-9
七項運動宣伝綱要��������⑨-3
汝はサロマ湖にて戦死せり����⑫-3
成田開眼につづく二宮哲学の成立

�������������� ⑩-12
南京及蘇州に於ける基督教の実情調査

�������������� ⑨-47
南京及蘇州に於ける佛教の実情調査

�������������� ⑨-47
南支調査資料蒐録������� ⑨-21
南支南洋の通貨�������� ⑨-25
南豆風土記���������� ③-20
南米調査資料����������③-6
南方開発金庫調査資料　全１７巻･附

１ 巻� ����������� ⑨-20
『南方開発金庫調査資料』附巻（解

説・総目次・索引）� ���⑨-20･⑪-7
南方華僑団体調査������� ⑨-23
南方華僑有力者名簿������ ⑨-23

【南方軍政関係史料】
①富公報� ��������� ⑨-26
②馬来公報� �������� ⑨-26
③軍政下ジャワ産業綜観　全 ２ 巻

������������� ⑨-26
④新ジャワ　全 ２ 巻����� ⑨-26
⑤全ジャワ回教状況調査書�� ⑨-27
⑥証言集� ��������� ⑨-27
⑦爪哇に於ける文教の概況�� ⑨-27

⑧ジャワ・バル　全 ５ 巻� �� ⑨-28
⑨日本語教科書[ジャワ]��� ⑨-28
⑩ジャワ防衛義勇軍史���� ⑨-28
⑪比島調査報告　全 ２ 巻��� ⑨-29
⑫赤道報・うなばら� ���� ⑨-29
⑬第１４軍軍宣伝班 宣伝工作史料

集　全 ２ 巻� ������� ⑨-29
⑭ジャワ軍政規定集〔１〕��� ⑨-30
⑮インタヴュー記録 日本のフィ

リピン占領� ������� ⑨-30
⑯比島宗教班関係史料集　全 ２ 巻

������������� ⑨-30
⑰農村実態調査������� ⑨-31
⑱戦時月報・軍政月報　全 ５ 巻

������������� ⑨-31
⑲軍政下におけるマラヤ・シンガ

ポール教育事情史・資料（１9４１
～４５）　全 ２ 巻� ����� ⑨-31

⑳渡邊渡少将軍政関係史・史料
全 ５ 巻� ��������� ⑨-32

㉑南方軍政下の経済施策　全 ２ 巻
������������� ⑨-32

㉒ジャワ敗戦抑留日誌（１9４６～
４７）������������ ⑨-32

㉓大東亜建設審議会関係史料（総
会･部会速記録）　全 ４ 巻�� ⑨-32

㉔南方特別留学生招へい事業の
研究� ���������� ⑨-33

㉕南方徴用作家叢書����� ⑨-33
第１期　ジャワ篇　全１５巻

������������ ⑨-34
第２期　ビルマ篇　全１４巻

������������ ⑨-35
㉖戦後日本・東南アジア関係史総

合年表� ��������� ⑨-36
㉗マラヤ日本占領期文献目録

（１9４１年－４５年）� ���� ⑨-36
㉘「領事報告」掲載フィリピン

関係記事目録　１88１－１9４３年
������������� ⑨-36
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㉚北ボルネオ軍政概要���� ⑨-36
㉛インドネシア日本占領期文献

目録� ���������� ⑨-37
㉜日本語教科書　全 ６ 巻��� ⑨-37
㉝インタヴュー記録 日本の英領

マ ラ ヤ・シ ン ガ ポ ー ル 占 領
（１9４１～４５年）� ����� ⑨-38

㉞榊原家所蔵南方軍軍政総監部
関係文書　全 9 巻����� ⑨-39

㉟南方軍軍政監部調査部・馬来軍
政監部調査部報告書　全２２巻 
������������� ⑨-40

㊲大東亜法秩序・日本帝国法制関
係資料
第 １ 期　『司法資料一般（司法

研究所・他資料）』　全１0巻
������������ ⑨-41

第 ２ 期　『南方軍政監部資料』
　全１0巻� ������� ⑨-42

第 ３ 期　『満州国関係・蒙疆政
府関係資料』　全１６巻� � ⑨-42

㊳日本軍占領下の東ティモール
視察復命書� ������� ⑨-42

㊴ジャワ占領軍政回顧録��� ⑨-43
㊵フィリピン関係文献目録�� ⑨-43
㊶第二次世界大戦期東ティモー

ル文献目録� ������� ⑨-43
㊷インドネシア残留日本兵の社

会史� ���������� ⑨-43
㊸小野佐世男ジヤワ從軍画譜�⑨-44
㊹ジヤワ新聞･カナジヤワシンブ

ン　全 8 巻･総 9 冊� ��� ⑨-44
㊺南洋協会発行雑誌 解説･総目

録･索引　全 ２ 巻� ���� ⑨-45
㊻ボルネオ新聞　全１１巻��� ⑨-45

大東亜法秩序・日本帝国法制関係資
料　第 ２ 期　『南 方 軍 政 監 部 資
料』　全１0巻��������� ⑨-42

南方軍軍政監部調査部・馬来軍政監
部調査部報告書　全２２巻��� ⑨-40

南方軍政下の経済施策　全 ２ 巻
�������������� ⑨-32

南方圏に於ける華僑������ ⑨-23
南方植民史文献目録������ ⑨-12
南方諸地域の石油��������⑨-8
メモ、金庫現地報告、新聞論調、

南方資料、他�������� ⑨-20
南方地域資源統計地図������⑨-7
南方地域邦文資料目録������⑨-7
南方地域邦文資料目録追加����⑨-7
南方徴用作家叢書

第 １ 期　ジャワ篇　全１５巻�� ⑨-34
第 ２ 期　ビルマ篇　全１４巻�� ⑨-35

南方統計要覧����������⑨-5
南方特別留学生招聘事業の研究�⑨-33
南方読本����������� ⑨-21
南方日誌� ���������� ⑨-20
南方農林水産要員指導者養成会関係綴

�������������� ⑨-24
南方法秩序説��������� ⑨-25
南方林業経営の苦心������ ⑨-25
南遊紀行������������⑤-6
南洋印度等に於ける支那人の排日貨に

関する報告��������� ⑨-22
南洋華僑����������� ⑨-23
南洋華僑概観��������� ⑨-23
南洋華僑教育調査研究������⑨-5
南洋華僑事情��������� ⑨-22
南洋華僑調査��������� ⑨-23
南洋華僑調査の結果概要���� ⑨-22
南洋華僑と其の対策������ ⑨-22
南洋華僑ニ就テ�������� ⑨-23
南洋華僑の研究�������� ⑨-23
南洋関係会社要覧������� ⑨-21
南洋協会十年史�������� ⑨-21
南洋協会二十年史������� ⑨-23
南洋協会発行雑誌 解説･総目録･索

引　全 ２ 巻� �������� ⑨-45
南洋群島案内��������� ⑨-24
南洋群島人事録�������� ⑨-24

31



南洋群島水路図誌目録����� ⑨-24
南洋群島に於ける旧俗習慣��� ⑨-21
南洋群島引揚者名簿������ ⑨-24

（南洋経済研究所）研究資料��� ⑨-25
南洋経済懇談会報告書����� ⑨-23
南洋栽培事業要覧������� ⑨-22
南洋重要物産��������� ⑨-22
南洋情報及資料�������� ⑨-24
南洋諸国に於けるエステート･ゴム及

び土人ゴム��������� ⑨-22
南洋諸島����������� ⑨-24
南洋占領諸島概記������� ③-17
南洋叢書����������� ⑨-24
南洋叢書第1巻�蘭領東印度篇��� ⑨-22
南洋地名集成��������� ⑨-24
南洋庁施政十年史������� ⑨-21
南洋ト華僑���������� ⑨-23
南洋に於ける支那人������ ⑨-23
南洋ニ於ケル水産業調査書��� ⑨-22
南洋ニ於ケル邦人の護謨投資事業�⑨-21
南洋年鑑　全 ４ 巻������� ⑨-20
シンガポールを中心に同朋活躍� 南洋

の五十年���������� ⑨-21
南洋之水産���������� ③-18
南洋の風土���������� ⑨-23
南洋発展唱歌��������� ④-19
南洋発展の歌��������� ④-19
南洋パラオ諸島の民俗����� ⑨-24
南洋貿易五拾年史������� ⑨-24
南洋要覧����������� ⑨-21
南洋労働力の研究������� ⑨-22
ニウギニア関係図書目録���� ⑨-25
ニウギニアの森林������� ⑨-25
２0周年記念大会特集号����� ⑧-31

【２0世紀日本のアジア関係重要研究
資料】
第 １ 部　東亜研究所刊行物���⑨-1
第 ２ 部　定期刊行資料���� ⑨-18
第 ３ 部　単行図書資料���� ⑨-21

日英博覧会事務局事務報告��� ③-22

改正 日･鮮･支･露･印･濠･新西蘭及南
洋諸島関税便覧������� ③-15

日独海戦史���������� ⑨-22
日独国交断絶秘史������� ⑨-22
日米首脳会談と政治過程�����①-3
日露間之韓国��������� ⑧-19
日魯交渉北海道史稿������ ③-10
日露戦争批判��������� ③-18
日露貿易����������� ③-13
日韓交通史� ��������� ⑧-11
日韓新協約ノ影響トシテノ学部々内ノ

情況������������ ④-28
日韓紛議 政略纂論� ������⑧-5
日韓併合始末��������� ⑧-10
日支事変と支那経済機構の変化��⑨-6
日支紛争に関する国際聯盟調査団

と満鉄� �����������⑦-3
日清韓新三國志�������� ⑧-24
日鮮通交史���������� ③-16
日中外交六十年史　全 ４ 巻����①-1
日中戦争史資料�������� ⑦-17
日中戦争占領地区支配資料��� ⑦-16
日中貿易促進議員連盟関係資料集 
「日中貿易議連週報」他　全１0 巻
���������������①-4

再増補 日中両国近代化の比較研究
序説� ����������� ⑦-16

日中両国の伝統と近代化���� ⑦-17
日朝関係の虚構と実像����� ⑧-33
二宮尊親の北海道開拓����� ⑩-12
日本移民論���������� ③-18
日本園芸業概覧�������� ③-10
日本海員掖済会沿革提要���� ③-21
日本海上史論��������� ③-20
日本各時代室内装飾法�全� ��� ③-16
日本貨幣年表����������③-4
日本近世造船史�������� ③-12
日本近世窯業史�������� ③-13

【日本近代教育史料大系　第 １ 期　
公文記録〔Ⅰ〕】
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太政類典より　学制������④-3
公文録より　皇漢両学所･昌平開

成両学校･大学校･京都学校･大
学･文部省…各伺� �����④-4

公文類聚より　学政門および学
事門� �����������④-5

稿本 日本金融史論� ����� ③-23
日本軍占領下の東ティモール視察

復命書� ���������� ⑨-42
日本経済年報　全１５巻・総５７冊� ③-23
日本現時之社会問題�������⑥-5
日本鉱業誌�����������③-5
日本鉱業政策����������③-5
日本鉱泉誌���������� ③-12
日本語教科書　全 ６ 巻����� ⑨-37
日本語教科書[ジャワ]� ���� ⑨-28
日本語教授書����������④-8
日本語教授の実際��������④-9
日本古代商業史�������� ③-10
日本事業小史��������� ③-17
日本社会学院年報　全１１巻����⑥-3
日本社会の発達及思想の変遷���⑥-6
日本宗教風俗志�������� ③-18
日本住宅建築図案百種����� ③-15
日本酒改良実業問答�������③-9
日本商業雑誌��������� ③-12
日本商工業要覧���������③-8
日本食志����������� ③-15
日本植物油脂��������� ③-15

【日本植民地教育政策史料集成　台
湾篇　全１１9巻】
第 １ 集　教育要覧類　全 ６ 巻� ④-6
第 ２ 集　学事法規　全１0巻���④-7
第 ３ 集　教育施策関係資料　全

６ 巻� �����������④-7
第 ４ 集　学校経営関係資料　全

５ 巻� �����������④-8
第 ５ 集　台湾教育関係著書　全

8 巻� �����������④-8
第 ６ 集　教科書編纂･各科教育関

係資料　全１４巻�������④-8
第 ７ 集　地方教育誌　全 ６ 巻�④-10
第 8 集　学校要覧類　全２２巻

������������� ④-11
第 9 集　学事統計　全 9 巻�� ④-14
第１0集　社会教育関係資料　全

１0巻� ���������� ④-14
別集⑴　「台湾教育関係公文書」

　全１２巻� �������� ④-15
別集⑵　隈本繁吉文書（台湾篇）

　全１３巻� �������� ④-17
日本植民地教育政策史料集成･台湾

篇　総目録・解題・索引　全 ２ 巻
������������④-20･⑪-7

【日本植民地教育政策史料集成　朝
鮮篇　全６9巻・総７４冊】
第 １ 集　教育要覧類　全 ４ 巻

������������� ④-21
第 ２ 集　学事例規類　全 ５ 巻

������������� ④-21
第 ３ 集　教育施策関係資料　全

8 巻� ���������� ④-22
第 ４ 集　教科書編纂関係資料　

全 ７ 巻� ��������� ④-23
第 ５ 集　朝鮮教育関係著書　全

１0巻� ���������� ④-24
第 ６ 集　地方教育誌　全 ５ 巻

������������� ④-25
第 ７ 集　学校要覧類　全 ６ 巻

������������� ④-26
第 8 集　教育統計　全１１巻�� ④-27
別集　旧韓末教育史資料 —隈本

繁吉文書　全 ７ 巻����� ④-28
日本植民地教育政策史料集成･朝鮮

篇　総目録・解題・索引��④-30･⑪-5
日本植民地研究�������� ⑨-50
日本水路誌第八巻�千島列島� �� ③-16
日本制度通���������� ③-19
日本製麻史���������� ③-14
日本赤十字社沿革史������ ③-18
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日本全国産業組合要録������③-7
日本鮮鱒養殖誌�������� ③-11
日本占領期インドネシア研究� ⑨-50
日本占領とビルマの民族運動� ⑨-51

【日本大学生物資源科学部国際地域
研究所（RRIAP）叢書】
①グリーン・レボリューションの

２0年� �����������⑩-6
②東南アジアの畜産������⑩-6
③東南アジア・農業と水� ���⑩-6
④東南アジアの農民とルーラル・

デベロップメント������⑩-6
⑤東南アジア農業と日本����⑩-7
⑥東南アジア農業と環境保全��⑩-7
⑦東南アジア農業開発と環境・

資源� �����������⑩-7
⑧東南アジアの自然・技術・農民 

��������������⑩-7
⑨東南アジアの食品加工業���⑩-7
⑩東南アジアの技術協力をめぐ

る諸問題� ���������⑩-7
⑪アジアの農業・食料資源を考える

��������������⑩-8
⑫ポスト・グリーンレボリュー

ションを考える�������⑩-8
⑬ポスト・グリーンレボリュー

ションを考える　Part２� ��⑩-8
⑭ポスト・グリーンレボリュー

ションを考える　Part３� ��⑩-8
⑮農業と環境の未来　－土壌か

ら見た環境－��������⑩-8
⑯農業と環境の未来　－水圏か

ら見た環境－��������⑩-8
⑰農業と環境の未来　－森林か

ら見た環境－��������⑩-9
⑱農業と生態系��������⑩-9
⑲農業と生態系　PartⅡ����⑩-9
⑳農業と生態系　PartⅢ����⑩-9
㉑グローバリゼーションと食料・

生物資源� ���������⑩-9

㉒アジアの農業と農村の将来展
望� ������������⑩-9

㉓東シベリア地域における動物
群集の多様性と保全に関する
研究� ���������� ⑩-10

㉔アジア農村の環境・エネルギー
問題� ���������� ⑩-10

㉕南・東南アジア諸国における
都市近郊農業の現況と展開方
向� ����������� ⑩-10

㉖インドネシア東カリマンタン・
マハカムデルタにおける開発
が陸水生態系に及ぼす影響と
環境修復� �������� ⑩-10

㉗家畜と野生動物の共通伝染病
に対する国際地域連携による
早期警報システムの構築�� ⑩-10

㉘国際的な動物園ネットワーク
を用いた野生動物感染症の早
期警報システム������ ⑩-11

㉙野生生物の利用管理���� ⑩-11
㉚東アジアにおけるローカル

フードシステムの再編と展望
������������� ⑩-11

㉛休閒･福祉農業の現状と農地保
全に係る今後の展開���� ⑩-11

㉜昆布食文化のロシアにおける
普及ならびに昆布産業の振興
に向けて� �������� ⑩-11

日本大陸政策の発展�������⑨-8
新撰百種第六種�日本地氣論� �� ③-22
日本地誌提要��������� ③-19
日本帝国海上権力史講義���� ③-18
日本帝国国勢一班（第 7 回）��� ③-12
日本帝国主義下の満州移民����⑦-9
日本帝国主義と中国������ ⑦-17
日本帝国鉄道創業談������ ③-12
大東亜法秩序・日本帝国法制関係資料

第 １ 期　『司法資料一般（司法研
究所・他資料）』　全１0巻� � ⑨-41
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第 ２ 期　『南方軍政監部資料』　
全１0巻� ��������� ⑨-42

第 ３ 期　『満州国関係・蒙疆政府
関係資料』　全１６巻� ��� ⑨-42

日本帝国郵便規則及罰則���� ③-17
日本電気事業発達史������ ③-15
日本刀������������ ③-22
日本における朝鮮少数民族��� ⑧-33
日本農業小史����������③-8
日本農村の論理���������⑩-2
日本農民ニ疲弊及其救治策����③-7
インタヴュー記録 日本の英領マラ

ヤ・シンガポール占領（１9４１～４５
年）������������� ⑨-38

日本之下層社会���������⑥-6
日本之社会�����������⑥-6
日本の将来�����������⑥-6
拾年紀念�日本の鉄道論� ���� ③-16
インタヴュー記録 日本のフィリピ

ン占領� ���������� ⑨-30
日本の富豪の家憲������� ③-12
日本の蜜柑���������� ③-14
日本之輿論�����������⑥-5
日本の労働運動���������⑥-6
日本橋魚市場沿革紀要����� ③-12
日本橋区大観����������⑤-2
日本橋繁昌記����������⑤-1
日本花柳史���������� ③-18
日本肥料概覧��������� ③-10
日本婦女宝鑑��������� ③-17
日本佛教団（含基督教）の宣撫工

作と大陸� ��������� ⑨-47
改良日本米作法���������③-8
日本米食史���������� ③-12
日本貿易の概況�������� ③-16
日本捕鯨彙考����������③-6
日本々国民に與ふ��������④-7
日本棉作要説��������� ③-14
日本輸出絹業の大勢������ ③-13
日本陸軍士官学校中華民国留学生名簿

　�������������� ⑨-46
日本留学支那要人録������ ⑨-46
日本留学中華民国人名調���� ⑨-46
日本留学中国人名簿関係資料　全

７ 巻� ����������� ⑨-46
紐育������������� ③-22

（ニューヨーク滞在期間中の各地見聞
メモ）������������ ④-19

『女人芸術』解説・総目次・索引��⑪-2
女人創造������������⑥-4
認可教科用図書一覧������ ④-24
人間禮拝������������⑥-4
農会調査農事統計������� ③-11
農家年中行事��������� ③-21
農家副業ニ関スル調査����� ③-10
農業開発の課題���������⑩-3
農業技術論� ����������⑩-2
農業教育ニ関スル私見����� ④-30
農業経営学と私���������⑩-4

『農業経済研究』総目次・索引� �⑪-2
農業集落論� ����������⑩-2
農業統計������������③-9
農業と環境の未来　－土壌から見

た環境－� ����������⑩-8
農業と環境の未来　－水圏から見

た環境－� ����������⑩-8
農業と環境の未来　－森林から見

た環境－� ����������⑩-9
農業と生態系����������⑩-9
農業と生態系　PartⅡ������⑩-9
農業と生態系　PartⅢ������⑩-9
農業と農村� ����������⑩-3
農業用揚水機調査������� ③-10
農作物病虫害予防事務概要��� ③-10
訂正増補�農事顧問� ������ ③-11
農事参考書解題�������� ③-10
農事試験場特別報告第一号��� ③-19
農事試験成績����������③-8
農事統計����������� ③-10
農事統計表�����������③-7
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農商務省報告����������③-6
農村実態調査��������� ⑨-31
農村実態調査一般調査報告書�� ⑨-25
農村実態調査報告書　全１６巻�� ⑦-10
農村社会問題�地主と小作人� �� ③-15
農村投資の社会効果�������⑩-2
農村問題������������⑥-3
農人形の研究��������� ③-22
濃尾震誌����������� ③-18
農林省累年統計表������� ③-20
ノース英訳　『プルーターク英雄

伝』　全 ２ 巻����������⑬-4
Notes� on� Japan� as� the� Centre� of�

Discussion���������� ④-20
残されたる江戸���������⑤-2
野田銚子醤油業調査書������③-8
海苔の研究���������� ③-19

は行

金銭物件土地建物�売買貸借者の顧問
　�������������� ③-21
パウサニアス　ギリシア記　全 ２ 巻

���������������⑬-1
黄河のほとり 包頭� ����� ⑦-14
舶用蒸気た～びん������� ③-20
バジーレ　『ペンタメローネ』� �⑬-5
バタビヤ華僑調査������� ⑨-23
八王子�������������⑤-2

（花園小学校）創立40周年記念誌� ④-11
花街風俗志���������� ③-18
花洛名勝図会����������⑤-6
Public� Education� in� Formosa� under�

the�Japanese�Administration���④-8
咸
ハムギョンナムド

鏡南道教育一班������� ④-25
咸
ハムギョンナムド

鏡南道鉱業状況������� ⑧-26
咸
ハムギョンブクド

鏡北道鉱業状況������� ⑧-26
パラオ叢書���������� ⑨-24
パラオ島誌���������� ⑨-24

（ハワイの教育事情）������ ④-19

（バンクーバーの教育事情）��� ④-20
萬国商業地誌��������� ③-12
犯罪問題������������⑥-3
蕃人教育概況��������� ④-10
蕃人読本編纂趣意書�������④-9
藩閥の将来�����������⑥-5
比較殖民制度��������� ③-18
東アジアにおける近代条約関係の

成立� ������������①-7
東アジアにおけるローカルフード

システムの再編と展望���� ⑩-11
東シベリア地域における動物群集 

の多様性と保全に関する研究�⑩-10
東本願寺�上海開教六十年史� �� ⑨-47
光る雲�������������⑥-4
比島宗教班関係史料集　全 ２ 巻

�������������� ⑨-30
比島調査報告　全 ２ 巻����� ⑨-29
人及び女として���������⑥-4
一隅より������������⑥-4
批評　全 ３ 巻����������②-8
百一新論������������⑥-5
百学連環������������⑥-5
兵庫県農工商業雑報�������③-5
兵庫県物産調査書��������③-5
氷面鏡（一名三井呉服店案内）�� ③-16
平
ピョンアンナムドウ

安南道鉱業状況������� ⑧-27
平
ピョンアンナムド

安南道の教育と宗教����� ④-25
平
ピョンアンブクド

安北道教育視察団視察経過及感想一
班������������� ④-29

平
ピョンアンブクド

安北道鉱業状況������� ⑧-27
平
ピョンアンブクド

安北道小作慣行調査書���� ⑧-28
平
ピョンヤン

壌経済一班��������� ⑧-29
肥料学������������ ③-15
緬甸に於ける印度人������ ⑨-25
緬甸の華僑���������� ⑨-23
緬甸の経済���������� ⑨-11
広島ニ於ル樺山総督ニ上申セシ教育方

針������������� ④-17
琵琶湖水産誌��������� ③-10
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訂正�琵琶湖疎水要誌� ����� ③-16
貧窮��������������⑥-3
貧民制度並救済事業������ ③-21
Further� Plans� for� Study� of�

Americanization� ������ ④-20
黄
フ ァ ン ヘ ド

海道学事及宗教������� ④-25
黄
フ ァ ン ヘ ド

海道鉱業状況�������� ⑧-27
（フィラデルフィアの教育事情）� ④-20
比律賓華僑の概観������� ⑨-23
フィリピン関係文献目録��⑨-43･⑪-7
比律賓群島事情���������③-9
比律賓情報　全２１巻������ ⑨-18

『比律賓情報』解説・総目録・索引篇 
������������⑨-18･⑪-6

フィリピン独立問題史����� ⑨-51
比律賓の民族��������� ⑨-16
風俗改良及国語普及ニ関スル最近ノ施

設及成績���������� ④-15
『風俗画法』目次総覧� �����⑪-4
風俗問題������������⑥-3
風土と愛情���������� ⑨-23
フェノロサの社会学講義�����⑥-5
福井県立中学校の英語教師との雇用契

約������������� ④-30
福岡県治要覧��������� ③-13
服假沿革略考��������� ③-18
副業の手引き��������� ③-22
朝鮮部落の一形態 副業の盛なる道

也味里� ���������� ⑧-29
福島県案内�����������③-9
福島県稲作景況���������③-6
明治35年福島県凶荒誌附録����③-6
福島県物産陳列舘案内����� ③-22
福州東瀛学校規則������� ④-12
福州東文学社��������� ④-18
婺劇高腔考� ��������� ⑦-15
府県陶器沿革陶工伝統誌�����③-8
釜山教育五十年史������� ④-26
釜山第六公立尋常小学校経営一覧表
　�������������� ④-26

釜山中等教育機関設置ニ関スル陳情書
　�������������� ④-22
伏見紡績会社意見摘要����� ③-12
撫順炭鉱坑内掘採炭事業ニ於ケル

中国人労働者ノ労働条件����⑦-4
婦人職業論�����������⑥-6
婦人問題������������⑥-3
財団法人普成専門学校一覧��� ④-27
再ヒ大西洋ヲ渡ル������� ④-20
佛印華僑工作案�������� ⑨-22
普通学校学徒訓練資料����� ④-29
普通学校教科課程改正要項案�� ④-30
普通学校教科書編纂趣意書��� ④-23
普通学校教養ニ関スル施設綱要�� ④-29
普通学校国語読本�編纂趣意書� � ④-23
普通学校国史�編纂趣意書� ��� ④-23
普通学校実業学校学事状況報告要録
　�������������� ④-29
普通学校修身書�編纂趣意書� �� ④-23
普通学校修身書編纂趣意書･普通学校

朝鮮語読本編纂ノ要旨���� ④-23
普通学校朝鮮語読本�編纂趣意書� ④-23
普通学校用送仮名法������ ④-23
普通学校用仮名遣法������ ④-23
普通教育学押収新聞記事摘要�� ④-30
普通社会学�第一巻　社会学序説� �⑥-6
普通社会学�第二巻　社会理学� ��⑥-6
佛教調査報告書�������� ⑨-48
福建華僑経済��������� ⑨-23
福建華僑の送金�������� ⑨-23
仏国政府財政沿革大要������③-6
Butsurigaku� ni� Mochiyoru� Go� no�

Wa-Ei-Futsu-Doku�Taiyaku�Jisho
　���������������⑤-3
和欧及英独和�物理用語新辞典� ��⑤-4
仏領植民地の関税政策����� ⑨-21
不動産法調査報告要録����� ⑧-21
船の朝鮮� ���������� ⑧-19
富民公立普通学校一覧表���� ④-26
フランス革命よりウィーン体制成
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立期の外交� ���������①-5
不良児教育法��������� ③-20
ノース英訳　『プルーターク英雄

伝』　全 ２ 巻����������⑬-4
文化の建設�—幣原坦六〇年回想記（部

分）��������������④-7
文心雕龍� �����������⑫-3
文明論之概略����������⑥-5
文禄征韓水師始末 朝鮮李舜臣伝�⑧-5
平安遷都百年記念祭協賛誌����③-8
平安南道鉱業状況������� ⑧-27
平安南道の教育と宗教����� ④-25
平安北道教育視察団視察経過及感想一

班������������� ④-29
平安北道鉱業状況������� ⑧-27
平安北道小作慣行調査書���� ⑧-28
平安名陶伝���������� ③-22
兵役税論����������� ③-20
自明治44年11月至昭和12年4月�米価及

米穀日誌���������� ③-20
米加茶業視察報告並ニ意見��� ③-18
米国教育週間に関する大統領クーリッ

ヂ氏の布告大要������� ④-20
米国ニ於ケルデモクラシィ��� ④-20
米国民������������ ③-19
米国労働者ノ生計状態����� ③-17
仏和�兵語辞典� ���������⑤-4
平壌経済一班��������� ⑧-29
幣制改革始末概要������� ③-10
平和問題������������⑥-3
北京大学 ２ 年��������� ⑦-12
別子銅山ニ関スル調査報告書���③-8
バジーレ　『ペンタメローネ』� �⑬-5
ペントン氏養蜂書������� ③-11
貿易上ノ平戸��������� ③-15
貿易上ヨリ見タル支那風俗之研究�③-15
報告書������������ ④-29
鳳山公学校現今ノ情況概要��� ④-11
英和�法政経済商業辞典� �����⑤-4
紡績職工事情調査概要報告書�� ③-16

房総紀要����������� ③-15
貿調資料� ���������� ⑨-20
奉天市宗教便覧�������� ⑨-47

（台北第二師範学校校友会誌）芳蘭
　�������������� ④-13
最新独和�法律経済辞典� �����⑤-4
法律語彙初稾��������� ③-20
佛和�法律字彙� ���������⑤-3
獨和�法律辞典� ���������⑤-3
Vocabulaly� Physical� Terms� in� The�

Four�Languages,�English,�Japanese,�
French,�and�German� �����⑤-3

北越史料�出雲崎� ������� ③-17
北鉄接収前後��������� ⑨-24
北米合衆国官報�������� ④-20

（北米合衆国史概観）������ ④-20
北米合衆国ニ於ケル戦争及経済動員ノ

戦後ニ及ボス影響������ ④-20
北米合衆国林業視察復命書����③-9
捕鯨誌�������������③-6
江都名家�墓所一覧� ������ ③-22
ポスト・グリーンレボリューション

を考える� ����������⑩-8
ポスト・グリーンレボリューション

を考える　Part２��������⑩-8
ポスト・グリーンレボリューション

を考える　Part３��������⑩-8
細谷千博著作選集　全 ２ 巻����①-6
北海事情����������� ③-21
再版�北海道蝦夷語地名解� ��� ③-18
北海道勧業統計要覧�������③-7
北海道漁業志要���������③-8
北海道工業概要���������③-7
北海道鉱業の概説��������③-7
北海道鉱山略記�������� ③-13
北海道鉱床調査報文�������③-8
北海道栽桑心得���������③-8
北海道産業組合要覧�������③-9
北海道産業要覧���������③-7
北海道殖民状況報文������ ③-18
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北海道水産試験場調査事業報告��③-6
北海道水産調査報告�������③-6
北海道水産予察調査報告�����③-6
北海島拓殖の進歩��������③-7
北海道拓殖必携���������③-7
北海道拓殖要覧���������③-7
北海道地質報文���������③-8
北海道地質略論���������③-9
北海道庁勧業月報��������③-6
北海道庁勧業年報��������③-5
開拓指鍼�北海道通覧� ����� ③-18
北海道屯田兵制度������� ③-11
北海道農作物病虫害駆除予防法解説
　�������������� ③-11
北海道農桑提要���������③-8
北海道輸出木材之調査����� ③-21
北極探検談���������� ③-13
北方地域農林畜産業文献目録���⑨-7
北方土語辞典��������� ⑦-13
保定･石家荘･太原 電気事業調査報告

書������������� ⑨-24
ホメロス　『イリアス』（ヴィロア

ゾン版）　全 ２ 巻� ������⑬-5
ホメロス　『オデュセイア』（ジョ

シュア・バーンズ編）　全 ２ 巻� ⑬-5
ポリュビオス　世界史　全 ３ 巻� ⑬-3
ボルネオ事情概要������� ⑨-21
ボルネオ新聞　全１１巻����� ⑨-45
本願寺関係中学書類������ ④-18
本稿化学語彙����������⑤-3
大陸東洋経済（半月刊）　全 ４ 巻･

香港東洋経済新報　全 １ 巻�� ③-24
本朝医人伝���������� ③-17
本島教育ニ関スル御沙汰書御下賜方内

申ノ件����������� ④-19
本島人紳士学務部長訪問談話要領�④-17
本島人内地人共学問題･本島人中等教

育問題各打合員意見����� ④-17
本島人内地留学者調������ ④-11
本府発行教科用図書一覧���� ④-24

本府編纂教科用図書一覧���� ④-23
本邦金石畧誌��������� ③-17
本邦銀行発達史�������� ③-13
本邦鉱業の趨勢５0年史　資料篇・解

説篇� ����������� ③-23
本邦産牛馬組合要覧�������③-9
本邦社会事業����������⑥-3
本邦石炭事情��������� ③-13
本邦通商條約論�������� ③-12
本邦都市ニ於ケル牛肉ノ需要ト供給
　���������������③-9
本邦に於ける一代支雑歪種の発祥地
　�������������� ③-20
本邦ニ於ケル家畜共済事業����③-9
本邦皮革ニ関スル調査������③-8

ま行

馬学������������� ③-17
魔窟之東京���������� ③-21
町田則文先生伝（部分）����� ④-13
松方伯ト明治ノ理財法������③-7
松本六万石史料�������� ③-12
学政ニ関スル意見書������ ④-30
Manual�of�Education�in�Chosen�� ④-21
馬来及昭南島��������� ⑨-21
馬来公報� ���������� ⑨-26
馬来事情����������� ⑨-23
馬来地誌����������� ⑨-11
馬来統計書���������� ⑨-25
馬来編年史研究�������� ⑨-16
マラヤ華僑と中国������� ⑨-51
マラヤ日本占領期文献目録（１9４１

年－４５年）��������⑨-36･⑪-6
満支に於ける共産運動概況����⑨-2
満州 ５ 箇年計画立案書類　全１４巻･

付図 １ � �����������⑦-6
大東亜法秩序・日本帝国法制関係資

料　第 ３ 期　『満州国関係・蒙疆
政府関係資料』　全１６巻� �� ⑨-42
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満州国建国側面史������� ⑨-24
満洲国の回教徒問題������ ⑨-48
満洲国の宗教��������� ⑨-47
満洲穀物取引慣習一班����� ③-15
満洲国留日学生録　全 ６ 巻��� ⑨-46
満州事変直前期満州に於ける労働

争議録集� ����������⑦-3
満洲宗教概要��������� ⑨-48
満州森林調査書�������� ③-11
満洲大豆ニ関スル調査����� ③-16
満洲地誌����������� ③-18
満洲帝国学事要覧　全 ４ 巻��� ⑨-46
満州帝国共和会指導要綱案��� ⑨-24
満州鉄道建設誌���������⑦-5
満洲ニ於ケル通貨及金融���� ③-16
満洲に於ける天主教������ ⑨-47
満洲ニ於ケル棉布ノ調査���� ③-15
満州農村合作社運動の記録����⑩-3
満洲の佛教と其の諸問題���� ⑨-48
満洲旗人の祭祀に就て����� ⑨-48
満洲通志����������� ③-17
満鮮支視察記録�������� ⑧-26
満鮮北支視察記�������� ⑧-26
満鉄各箇所使役華工調査報告� �⑦-3
満鉄関係條約集　全 ２ 巻�����⑦-5
満鉄在籍社員統計��������⑦-4
満鉄社員須知����������⑦-2
満鉄社員消費組合１0年史�����⑦-2

【満鉄史料叢書】
①炭礦読本� ���������⑦-1
②満鉄新入社員研修教材集���⑦-1
（１）満鉄社員須知������⑦-2
（２）新入社員執務要覧　昭和9

年度� ����������⑦-2
（３）新入社員執務要覧　昭和

１0年度� ���������⑦-2
（４）新入社員執務要覧　昭和

１１年度� ���������⑦-2
（５）新入社員執務要覧　昭和

１３年度� ���������⑦-2

（６）新入社員須知������⑦-2
③満鉄社員消費組合１0年史���⑦-2
④帝国議会説明資料　全１６巻・総

１７冊� �����������⑦-2
⑤満州事変直前期満州に於ける

労働争議録集��������⑦-3
⑥満鉄各箇所使役華工調査報告

��������������⑦-3
⑦満鉄鉄道営業貨物積卸に関す

る華工制度の沿革������⑦-3
⑧日支紛争に関する国際聯盟調

査団と満鉄� ��������⑦-3
⑨撫順炭鉱坑内掘採炭事業ニ於

ケル中国人労働者ノ労働条件
��������������⑦-4

⑩満鉄在籍社員統計������⑦-4
⑪満鉄中国人労働者の生計費調

査報告� ����������⑦-4
⑫課級以上組織機構変遷並に人

事異動一覧表��������⑦-4
⑬満州鉄道建設誌�������⑦-5
⑭南満州鉄道株式会社中央試験

所要覧� ����������⑦-5
⑮満鉄関係條約集　全２巻� ��⑦-5
⑯満鉄調査部報　全４巻� ���⑦-5

満鉄新入社員研修教材集
（１）満鉄社員須知�������⑦-2
（２）新入社員執務要覧　昭和 9

年度� �����������⑦-2
（３）新入社員執務要覧　昭和１0

年度� �����������⑦-2
（４）新入社員執務要覧　昭和１１

年度� �����������⑦-2
（５）新入社員執務要覧　昭和１３

年度� �����������⑦-2
（６）新入社員須知�������⑦-2

満鉄中国人労務者の生計費調査報
告� �������������⑦-4

満鉄調査部報　全 ４ 巻������⑦-5
満鉄鉄道営業貨物積卸に関する華
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工制度の沿革���������⑦-3
現代叢書�満蒙� �������� ③-19
満蒙経済概覧��������� ③-15
満蒙諸慣習概要�������� ③-22
三重県気象報告�������� ③-12
三重県事業史��������� ③-12
ミクロネシア群島������� ⑨-24
ミクロネシア民族資料����� ⑨-24
水原高等農林学校要覧����� ④-26
水原農林専門学校校友会会報�� ④-26
三井と三菱���������� ③-16
箕作麟祥君伝��������� ③-19
三屋静より隈本学務部長宛書信� ④-19

（秘）南支那ニ於ケル活動ヲ主要ノ目
的トスル支那人並内地人台湾人ノ教
育機関ニ就テ�������� ④-18

南支那ニ於ケル台湾総督府ノ教育施設
概況������������ ④-10

南・東南アジア諸国における都市近
郊農業の現況と展開方向��� ⑩-10

南満洲植物目録�������� ③-19
南満州鉄道株式会社第 ４ 次１0年史

���������������⑦-6
南満州鉄道株式会社中央試験所要

覧� �������������⑦-5
南満州鉄道株式会社二十略史�� ③-17
南満洲ニ於ケル帝国ノ権利��� ③-16
明治38年宮城県凶荒誌������③-6
都のてぶり考證�������� ③-22
民間経済録���������� ③-12
民間信仰調査報告書������ ⑨-48
民国教育施設概観������� ④-18
民事慣習回答彙集������� ⑧-22
民情一新������������⑥-5
民法辯疑����������� ③-22
麦ニ関スル調査���������③-7
麦ニ関スル調査書訂正増補����③-7
霧社事件ノ顛末���������④-7
稿本�無盡の実際と学説� ���� ③-16
むらづくりの原理������� ⑩-12

明細図入新編東京獨案内���� ③-19
明治期経済･社会関係基本資料�� ③-21
明治期社会学関係資料　全１0巻��⑥-2
明治後期教育雑誌にみられる中国・

韓国教育文化関係記事目録
������������④-33･⑪-4

【明治後期産業発達史資料】
第 １ 期（第 １ 巻～第４２巻）　総４２

巻� ������������③-4
第 ２ 期（第４３巻～第8７巻）　総４５

巻� ������������③-5
第 ３ 期（第88巻 ～ 第１３9巻）　総

５２巻� �����������③-6
第 ４ 期（第１４0巻～第１9１巻）　総

５２巻� �����������③-7
第 ５ 期（第１9２巻～第２４9巻）　総

５8巻� �����������③-8
第 ６ 期（第２５0巻～第３09巻）　総

６0巻� ���������� ③-10
第 ７ 期（第３１0巻～第３６３巻）　総

５４巻� ���������� ③-11
第 8 期（第３６４巻～第４２１巻）　総

５8巻� ���������� ③-12
第 9 期（第４２２巻～第４90巻）　総

６9巻� ���������� ③-13
第１0期（第４9１巻～第５６２巻）　総

７２巻� ���������� ③-15
第１１期（第５６３巻～第６２５巻）　総

６３巻� ���������� ③-16
第１２期（第６２６巻～第６8４巻）　総

５9巻� ���������� ③-17
第１３期（第６8５巻～第７５0巻）　総

６６巻� ���������� ③-18
第１４期（第７５１巻～第8１４巻）　総

６４巻� ���������� ③-20
第１５期（第8１５巻～第8６５巻）　総

５１巻� ���������� ③-21
『明治後期産業発達史資料（Ⅰ～Ⅹ

Ⅴ期）』総目録・書名索引
������������③-22･⑪-7
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明治後期煙草関係資料����� ③-14
明治工業史�����������③-9
明治国民教育史（部分）������④-8
明治国家の形成とアジア�����①-2
明治蚕業大事記���������③-8
明治36年学事会議席上ニ於ケル後藤民

政長官ノ演述�������� ④-17
明治初年北海紀聞������� ③-21
明治と朝鮮� ��������� ⑧-34
明治廿七八年在韓苦心録�����⑧-9
明治癸卯朝鮮紀行������� ⑧-26
東京府･西多摩郡･南多摩郡･北多摩郡�

名所旧蹟及物産志������ ③-20
明治四十三年七月十三日韓国駐箚各道

憲兵隊長（警務部長）会議席上俵学
部次官演説要領������� ④-29

明治四十四年全羅南道道勢要覧
�������������� ⑧-24

【目加田誠著作集】
①詩経研究� ���������⑫-3
②定本詩経訳注（上）������⑫-3
③定本詩経訳注（下）・楚辞� ��⑫-3
④中国文学論考��������⑫-3
⑤文心雕龍� ���������⑫-3
⑥唐代詩史� ���������⑫-3
⑦杜甫の詩と生涯�������⑫-3
⑧中国文学随想集�������⑫-3

目黒町誌������������⑤-2
メモ、金庫現地報告、新聞論調、

南方資料、他�������� ⑨-20
綿花ニ関スル調査������� ③-10
綿絲紡績職工事情������� ③-14
大東亜法秩序・日本帝国法制関係資

料　第 ３ 期　『満州国関係・蒙疆
政府関係資料』　全１６巻� �� ⑨-42

蒙古事情概要��������� ⑨-25
木材ノ工芸的利用������� ③-15
木炭ニ関スル経済調査����� ③-21
模型飛行機之研究������� ③-20
盛岡市財務史要�������� ③-20

森山撰織術（下）�織物工場管理法� ③-14

や行

真説 八百屋お七� �������⑫-3
羅･独･英･和訳�薬学辞典����� ③-14
簡明�薬種商講義� ������� ③-22
増訂�薬品名彙� �������� ③-14
英文・巌本嘉志子　訳文・巌本嘉志子 

���������������⑥-1
野生生物の利用管理������ ⑩-11
野草ニ乏シキ地方ニ於ケル農用牛馬飼

育ニ関スル調査������� ③-10
ヤップ島誌���������� ⑨-24
山城名勝志�����������⑤-6
山水河及湖沢��������� ③-18
U.Sカ今回ノ大戦ニ依リ得タル無形ノ

利益ト教育上ニ及ボセル影響�� ④-20
遊郭･貸座敷･引手茶屋� 沿革竝取締概

況������������� ③-21
結城郡案内記��������� ③-17
優勝者となれ����������⑥-4
優良男女青年団実績概況���� ④-15
諭告･訓示･演述総覧������ ④-22
油類工業分析��������� ③-12
養蚕新説������������③-8
揚子江富源�江南事情� ����� ③-17
揚子江流域炭礦調査報告���� ⑨-25
養豚技術と経営発展�������⑩-2
横浜開港側面史�������� ③-16
横浜市水道第二拡張誌����� ③-16
開港五十年紀念�横浜成功名誉鑑� ③-20
横浜の港湾���������� ③-12
與謝野晶子評論著作集　全２２巻� ⑥-4
予算詳解����������� ③-20
吉野林業全書��������� ③-15
甦る橘樸� ���������� ⑦-15
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ら行

螺炎随筆 鼻を撫りて� ���� ⑧-21
楽石自伝�教界周遊前記（部分）���④-7
楽浪と伝説の平壌������� ⑧-23
喇嘛廟々会と鄂博祭������ ⑨-48
藍衣社ニ関スル調査������ ⑨-21
蘭印最近の経済、外交政策��� ⑨-22
蘭印統計書���������� ⑨-21
蘭印における民族資本と産業組合�⑨-21
蘭印輸入制限及特許品目一覧表� ⑨-22
蘭学資料研究　全２４巻・附巻���⑤-5

『蘭学資料研究』附巻（解題･総目
次･索引）� ������� ⑤-5･⑪-3

蘭領印度史�����������⑨-5
1936年度�蘭領印度事情� ���� ⑨-21
蘭領印度統治組織��������⑨-8
蘭領印度ニ於ケル日、英、蘭三国織物

類ノ角逐���������� ⑨-22
蘭領印度ノ農業�������� ⑨-22
蘭領印度の貿易及貿易政策��� ⑨-12
蘭領印度の民族運動������ ⑨-17
蘭領印度モロッカス群島近海の鰹漁業

並に同地方沖縄県漁民の状況�� ⑨-22
蘭領ニューギニア買収案���� ⑨-22
蘭領東印度鉱業法������� ⑨-22
蘭領東印度胡椒の生産と市場�� ⑨-22
蘭領東印度事情�������� ③-22
蘭領東印度に於ける動力資源�� ⑨-22
南洋叢書第1巻�蘭領東印度篇��� ⑨-22
蘭領東印度立法行政法並選挙法�� ⑨-22

【RRIAP叢書】
①グリーン・レボリューションの

２0年� �����������⑩-6
②東南アジアの畜産������⑩-6
③東南アジア・農業と水� ���⑩-6
④東南アジアの農民とルーラル・

デベロップメント������⑩-6
⑤東南アジア農業と日本����⑩-7

⑥東南アジア農業と環境保全��⑩-7
⑦東南アジア農業開発と環境・資

源� ������������⑩-7
⑧東南アジアの自然・技術・農民 

��������������⑩-7
⑨東南アジアの食品加工業���⑩-7
⑩東南アジアの技術協力をめぐ

る諸問題� ���������⑩-7
⑪アジアの農業・食料資源を考える

��������������⑩-8
⑫ポスト・グリーンレボリュー

ションを考える�������⑩-8
⑬ポスト・グリーンレボリュー

ションを考える　Part２� ��⑩-8
⑭ポスト・グリーンレボリュー

ションを考える　Part３� ��⑩-8
⑮農業と環境の未来　－土壌か

ら見た環境－��������⑩-8
⑯農業と環境の未来　－水圏か

ら見た環境－��������⑩-8
⑰農業と環境の未来　－森林か

ら見た環境－��������⑩-9
⑱農業と生態系��������⑩-9
⑲農業と生態系　PartⅡ����⑩-9
⑳農業と生態系　PartⅢ����⑩-9
㉑グローバリゼーションと食料・

生物資源� ���������⑩-9
㉒アジアの農業と農村の将来展

望� ������������⑩-9
㉓東シベリア地域における動物

群集の多様性と保全に関する
研究� ���������� ⑩-10

㉔アジア農村の環境・エネルギー
問題� ���������� ⑩-10

㉕南・東南アジア諸国における都
市近郊農業の現況と展開方向 
������������� ⑩-10

㉖インドネシア東カリマンタン・
マハカムデルタにおける開発
が陸水生態系に及ぼす影響と
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環境修復� �������� ⑩-10
㉗家畜と野生動物の共通伝染病

に対する国際地域連携による
早期警報システムの構築�� ⑩-10

㉘国際的な動物園ネットワーク
を用いた野生動物感染症の早
期警報システム������ ⑩-11

㉙野生生物の利用管理���� ⑩-11
㉚東アジアにおけるローカル

フードシステムの再編と展望
������������� ⑩-11

㉛休閒･福祉農業の現状と農地保
全に係る今後の展開���� ⑩-11

㉜昆布食文化のロシアにおける
普及ならびに昆布産業の振興
に向けて� �������� ⑩-11

英和�陸海軍兵語辞典� ������⑤-4
陸軍省年報　全 ４ 巻�������①-2
理財字典･予算之部��������③-7
理財論������������ ③-11
李朝史の諸問題�������� ⑧-32
立志起業�東洋立志編� ����� ③-22
リットン報告附属書������ ⑨-22
理蕃概要����������� ③-17
記者探訪�裏面の東京� ����� ③-22
REMEMBERING THE INSTITUTE 

OF PACIFIC RELATIONS 
太平洋問題調査会（IPR）� ��①-3

留学生ニ関スル件������� ④-27
琉球古今記���������� ③-21
琉球人名考���������� ③-19

【龍溪社会文化選書】
①学生達が目を輝かすとき���⑫-1
②現代ドイツ学生気質�����⑫-1
③大学って、どんなとこ？���⑫-1
④おれのイスラム 神とは何か��⑫-1
⑤アメリカの一小学校教諭として 

��������������⑫-1
⑥おもかじ一杯��������⑫-2
⑦アダム・スミスの娘たち� ��⑫-2

【龍溪西欧古典叢書】
①ノース英訳　『プルーターク英

雄伝』　全 ２ 巻� ������⑬-4
②バジーレ　『ペンタメローネ』

��������������⑬-5
③ホメロス　『イリアス』（ヴィ

ロアゾン版）　全 ２ 巻� ���⑬-5
④ホメロス　『オデュセイア』

（ジョシュア・バーンズ編）　
全 ２ 巻� ����������⑬-5

【龍溪ヨーロッパ・コレクション】
『オシアン詩集』��������⑬-6

留日学生名簿��������� ⑨-46
留日学務規程及概況������ ⑨-46

「領事報告」掲載フィリピン関係記
事目録　１88１－１9４３年��⑨-36･⑪-6

理論普通社会学網領�������⑥-6
梨花女子専門梨花保育学校一覧�� ④-27
林業関係資料��������� ⑨-25
林産名彙����������� ③-15
臨時教育調査委員会決議要項�� ④-22
臨時財産整理局事務要綱���� ⑧-21
臨時台湾旧慣調査会第1部調査第 3 回

報告書�台湾私法附録参考書� � ③-16
（学事関係）例規集������� ④-21
詔勅、令旨、論告、訓達類纂���④-7
黎明講演集　全 ２ 巻�������②-8
歴史の証言� ��������� ⑦-14
歴史のなかの日本外交������①-6
歴史民族朝鮮漫談������� ⑧-16
礫川要覧����������� ③-19
列国対支投資と支那国際収支�� ⑨-16
列国の対支投資と華僑送金��� ⑨-23
Revised� Education� Regulations� for�

Chosen,�Promulgated�under�date�of�
February�4,1922� ������ ④-22

労働者問題�����������⑥-3
労働保護論���������� ③-10
露国森林経理論���������③-7
露国聖彼得堡府万国漁業博覧会報告
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　���������������③-7
露国の手工業��������� ③-13
ロシア語図書目録法入門�����⑪-3
露西亜･朝鮮･支那遠征奇談 新々赤

毛布� ����������� ⑧-11
早稲田叢書�露西亜帝国� ���� ③-19
魯迅雑文集Ⅰ･Ⅱ� ������ ⑦-12
魯迅小説語彙索引������� ⑦-14
露領沿海洲視察復命書������③-7
露領漁業の沿革と現状����� ⑨-25
詔勅、令旨、論告、訓達類纂���④-7

わ行

若き友へ������������⑥-4
我国ノ米問題��������� ③-11
我国民ノ海外発展ト南洋新占領地�⑨-22
わが青春のバタヴィア����� ⑨-50
我が南洋����������� ⑨-24
我南洋貿易を阻害する華僑の真相�⑨-23
和歌山県勧業例規��������③-5
和漢薬物学���������� ③-15

（和尚州公学校）創立40周年記念誌
　�������������� ④-11
早稲田大学新聞

戦前版（大正１１年～昭和１9年）　
全 ７ 巻� ����������②-6

戦後版（昭和２１年～昭和３３年）　
全 ３ 巻� ����������②-6

渡邊渡少将軍政関係史・史料　全 ５
巻� ������������ ⑨-32

我等何を求むるか��������⑥-4
吾レ龍門ニ在リ矣������� ⑦-11
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