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韓国併合史研究資料［第10期］
刊行のことば
間島（朝鮮と中国の国境地帯）問題および、これに遡る江華島事件を理由に朝鮮を開国させた明治政府は、清国
とけん制し合い欧米列強との利害調整をくり返しつつ、日清・日露戦争を経て朝鮮を他国に干渉されない地域＝植
民地とすることに決めた（1910年８月）。それは同時に、朝鮮民族の粘り強い抵抗と、日本政府の弾圧の歴史の始
まりでもあった。従来、日本の近代史研究は韓国併合後から第二次大戦までの歴史に、ともすると力点が置かれが
ちであったが、本資料集では、特に為政者側の作成した文献、著書、論文を多く収め、1910年（明治43年）前後以
降の文化・風俗並びに、産業・経済面迄問題関心を拡げ、特に希少史料の収集に努めつつ、朝鮮の開国とその後の
展開、さらに日常そのものに正面から迫るべく努めた。
第10期刊行にあたり、研究者・諸機関におかれては更なる本資料のご利用を心から願うものである。

新 刊 第10期（

〜

）

揃定価

113,000円（+税）

度支部（明治41年３月）

韓南島嶼ノ富源

110頁
釜山日本人商業会議所主催により、韓国各島嶼の資源調査を行ったとある。内容は、田畑・
戸数・職業・生産品・生産高等。
全羅南道（大正元年10月）

明治四
十四年

全羅南道道勢要覧

114頁+折込4
明治44年における全羅南道の道勢全般を自然、社会、産業、商業、交通、通信、財政、物価、
教育、宗教等の分野に分けて調査。
春陽堂（明治27年９月）

日清韓新三國志

154頁
日清韓三國の要人の奇言、異行を一見普通に述べつつも、その裏の意味を吟味されたしとある。
ISBN 978‑4‑8447‑0175‑0 計378頁＋折込4 定価8,000円（+税）

京城日報社著（大正元年９月27日）

朝鮮百業百種

240頁
朝鮮での庶民の日々の暮らしぶりをざっくばらんに新聞記者が思いつくままに語る。京
城をはじめ朝鮮各地での生活臭あふれる語りぶりは、移民を志望する若者にはかなり興味
深い情報源だったかも知れない。
西尾守行著（明治44年１月）

朝鮮常平通寶錢譜

122頁
朝鮮で古来鋳造された貨幣の廃貨作業部署に在籍の著者が収集した3,137点もの硬貨の銭譜。未
発見物のなお多くあるを予想し、その鋳造所、年代、種類を記録したとし、これに係る詳しい情報の
ISBN 978‑4‑8447‑0176‑7 計362頁 定価9,000円（+税）
提供も呼びかける。
統監府警務総監部調（明治43年９月・同10月）

朝鮮在来敎派概観

102頁
朝鮮に於ける数ある結社団体中、かなりしっかりした教義を持ち、勢力もある下記７団
体をとり上げ、その概要（沿革、政治関係、布教状況、組織、信教の形式、教の維持方法等）
を紹介する。
（天道教、太極教、孔子教会、大同教、大成宗教、大倧教、大宗教）
朝鮮佛教団発行（昭和５年８月）

朝鮮佛教大会紀要

142頁+写真6頁
長く不振状態にあった朝鮮に佛教普及をうながすべく、内鮮佛教徒の交流を深め、半島文
化の発展と民衆の福祉増進に貢献する目的をもって京城にて初めて開催された大会の紀要。

国民協会本部（昭和６年10月）

国民協会運動史

98頁+写真2頁
大正８年発生の朝鮮独立騒擾事件は朝鮮全土に拡大した。いわゆる３・１運動で、これ
に対し陸軍省、朝鮮総督府による軍事弾圧と政治犯処罰の強化が実行されたが、その時局下、
日・支・露の列強の影響下、自立力の弱い朝鮮民族を救うには、日韓併合をあえて受け入れ、
その中で参政権を要求し、内鮮一体化によって日朝両民族の共存共栄の道をめざすとした
「新日本主義」をかかげるも、凶漢に倒れた「閔元植」の政治理念と活動の記録を綴る。
ISBN 978‑4‑8447‑0177‑4 計342頁＋写真8頁 定価9,000円（+税）
学部編輯局（明治26年）

世界萬国年契
神代〜紀元前670年〜紀元1898年間の朝鮮、漢土、日本、西洋の総合年表。アジア三国は柱に皇
ISBN 978‑4‑8447‑0178‑1 定価8,000円（+税）
帝名、西洋は紀元年を表記。漢字文献。
善生永助（昭和９年７月）

朝鮮帰化族の発展

110頁+写真2頁
古来、我国に在住する朝鮮帰化人を歴史的に概説し、全国的な分布図、帰化人集落、帰
化人賜姓の由来、その系統・分布を調査。近代に入っての移住者についての叙述は一切触
れていない。
朝鮮総督府学務局（昭和２年12月）

朝鮮青年成功録

234頁
各道より調査報告された青少年男女の学校卒業後直ちに実業に身を投じ成功した三百余名中、特に優れ
ISBN 978‑4‑8447‑0179‑8 計344頁＋写真2頁 定価9,000円（+税）
たと認められた115名の経歴を紹介。
群馬県下尋常高等小学校長５名（大正15年11月）

満鮮北支視察記

36頁
満鉄主催の全国小学校長会議（奉天）を機会に、視察団に加わり、40日余の満洲・北支
の視察旅行を行った5名の校長の報告。
満鮮支那視察団（大正15年８月）

満鮮支視察記録

280頁
第４回満洲・朝鮮・支那視察旅行14名の視察報告書。埼玉県下小中学校の校長・教師ら
中心の14名が約１ヶ月の視察旅行を実施。県下の普通教育の資料作成を目ざした。
［埼玉教育No. 226に掲載（昭和２年３月15日）
］。日支両国の友好関係が損なわれ、排日
の風潮全支にみなぎる時局を憂い、原因の一班は日本人にもあるとし、この記録を県下教
ISBN 978‑4‑8447‑0180‑4 計316頁 定価9,000円（+税）
育指針の一端に願うとある。
三浦兼助（大正６年11月）
明治
癸卯

朝鮮紀行―三浦在六遺稿

佛書専門の其中堂古書店主の25日間の朝鮮旅行記。古書収集家にして才人。軍人、官吏、文人、
僧侶、医者、新聞記者、商工業者など巾広い交友関係を持つ著者が己が不治の病末期なるを悟り、
知人らに本旅行記こそ面白く楽しく読んでもらいたいと書き残している。
（原本和綴）
ISBN 978‑4‑8447‑0181‑1 176頁 定価4,000円（+税）
朝鮮総督府（昭和５年４月・昭和８年７月）

朝鮮道立醫院概況
明治40年京城に設置された大韓医院（京城帝国大学の前身）により、中央救療機関はスター
トした。それにつづき、地方に近代医療を展開すべく統監府は韓国政府を動かし、ここに地
方慈恵医院が展開された。その沿革・現況を２度にわたり調査した報告書。
ISBN 978‑4‑8447‑0182‑8 188頁＋写真68頁＋折込6 定価8,000円（+税）
（社）朝鮮鉱業会（昭和５年10月）

京畿道鉱業状況

38頁+折込2

（社）朝鮮鉱業会（昭和５年12月）

忠清南道鉱業状況

68頁+折込2

（社）朝鮮鉱業会（昭和５年12月）

忠清北道鉱業状況

44頁+折込2

（社）朝鮮鉱業会（昭和５年10月）

咸鏡南道鉱業状況

56頁+折込2

（社）朝鮮鉱業会（昭和５年10月）

咸鏡北道鉱業状況

62頁+折込2
各道における鉱業状況を地理、地質、鉱床、鉱業出願件数、稼働鉱区及鉱山状況、産額状況等を網羅
ISBN 978‑4‑8447‑0183‑5 計268頁＋折込10 定価8,000円（+税）
的に調査。附表、稼働鉱山分布図付。
（社）朝鮮鉱業会（昭和５年12月）

江原道鉱業状況

72頁+折込2

（社）朝鮮鉱業会（昭和５年10月）

平安南道鉱業状況

72頁+折込2

（社）朝鮮鉱業会（昭和５年12月）

平安北道鉱業状況

136頁+折込4
各道における鉱業状況を地理、地質、鉱床、鉱業出願件数、稼働鉱区及鉱山状況、産額状況等を網羅
ISBN 978‑4‑8447‑0184‑2 計280頁＋折込8 定価8,000円（+税）
的に調査。附表、稼働鉱山分布図付。
（社）朝鮮鉱業会（昭和５年10月）

黄海道鉱業状況

70頁+折込2

（社）朝鮮鉱業会（昭和５年12月）

全羅南道鉱業状況

48頁+折込2

（社）朝鮮鉱業会（昭和５年12月）

全羅北道鉱業状況

48頁+折込2

（社）朝鮮鉱業会（昭和５年10月）

慶尚南道鉱業状況

48頁+折込2

（社）朝鮮鉱業会（昭和５年10月）

慶尚北道鉱業状況

64頁+折込2
各道における鉱業状況を地理、地質、鉱床、鉱業出願件数、稼働鉱区及鉱山状況、産額状況等を網羅
ISBN 978‑4‑8447‑0185‑9 計278頁＋折込10 定価8,000円（+税）
的に調査。附表、稼働鉱山分布図付。
水原農林専門学校

植木秀幹（大正８年10・11月）

朝鮮の救荒植物

148頁
食用可能の野生植物、特殊栽培植物387種につき、その産地・産額・食用部分・採取季節
等を明かし、特に食用法、薬用その他を調査し紹介する。
朝鮮総督府山林部（昭和４年）

火田整理ニ関スル参考書

168頁+折込2
火田民の存在を長期に亘る朝鮮の社会現象としてとらえ、その問題解決を計るべく道知事会、中枢院会・
営林署長会からの答申の他、調査研究諸報告をまとめる。
ISBN 978‑4‑8447‑0186‑6 計316頁＋折込2 定価8,000円（+税）
全羅南道

全羅南道小作慣行調査書（昭和５年調査）
各区域内の事情精通者につき調査の上、郡・道にて再審議し作成。本府指示の「小作慣行
ISBN 978‑4‑8447‑0187‑3 262頁＋折込2 定価9,000円（+税）
調査要項」に依る。
平安北道

平安北道小作慣行調査書（昭和6年7月調査）
全羅南道調査に準ず。

ISBN 978‑4‑8447‑0188‑0 296頁 定価8,000円（+税）

既 刊 第１期（①〜⑧）

揃定価

65,000円（+税）

朝鮮新聞社刊（昭和 6 年）

❶朝鮮統治の回顧と批判

ISBN 978‑4‑8447‑5389‑6

330頁

定価6,000円（＋税）

❷朝鮮ノ保護及併合

ISBN 978‑4‑8447‑5390‑2

450頁

定価8,000円（＋税）

総360頁

定価7,000円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑5392‑6 310頁

定価6,000円（＋税）

朝鮮総督府編（大正 7 年 3 月）
統監府編（明治43年）

❸

韓国併合顚末書
佐伯有義著（明治43年）

韓国併合の趣旨
喜田貞吉述（明治43年）

韓国之併合と国史
ISBN 978‑4‑8447‑5391‑9
岩井敬太郎著（明治43年）

❹顧問警察小誌

倉富勇三郎著（明治43年）

❺

慣習調査報告
朝鮮総督府編（明治41年）

韓国最近事情一覧

ISBN 978‑4‑8447‑5393‑3

総430頁

定価8,000円
（＋税）

360頁

定価8,000円（＋税）

総220頁

定価4,000円
（＋税）

根来可敏編（明治43年）

❻朝鮮支那地名辞彙

ISBN 978‑4‑8447‑5394‑0

青柳綱太郎著（明治41年）

❼

韓国殖民策 ― 一名韓国殖民案内―
朝鮮総督府編（大正12年）

朝鮮の統治と基督教

ISBN 978‑4‑8447‑5395‑7

吉田英三郎著（明治44年）

❽朝鮮誌

全2冊

ISBN 978‑4‑8447‑5396‑4

既 刊 第２期（⑨〜⑯）

揃定価

総910頁

定価18,000円（＋税）

69,000円（+税）

青柳綱太郎著（大正10年 3 月20日）

❾朝鮮独立騒擾史論

ISBN 978‑4‑8447‑6399‑4

447頁

定価8,000円（＋税）

❿朝鮮人の商業

ISBN 978‑4‑8447‑6400‑4 440頁

定価8,000円（＋税）

朝鮮総督府編（大正14年 5 月25日）
青柳綱太郎著（昭和 3 年 3 月22日）

⓫総督政治史論

全２冊

ISBN 978‑4‑8447‑6401‑4 904頁

定価17,000円
（＋税）

原田豊次郎著（明治42年12月 1 日）

⓬伊藤公と韓国

ISBN 978‑4‑8447‑6402‑1 159頁

定価3,000円（＋税）

⓭朝

ISBN 978‑4‑8447‑6403‑8 346頁

定価6,000円（＋税）

小田切萬寿之助著（明治23年 5 月）

鮮

農商務省山林局編（明治40年 8 月10日）

⓮韓 国 誌

ISBN 978‑4‑8447‑6404‑5

638頁

定価12,000円
（＋税）

⓯朝鮮施政ノ方針及実績

ISBN 978‑4‑8447‑6405‑2

493頁

定価10,000円
（＋税）

朝鮮総監府編（大正 4 年10月）
農商工部編（明治43年 4 月）

⓰韓国通覧

既 刊 第３期（⑰〜㉕）

ISBN 978‑4‑8447‑6406‑9 244頁

揃定価

定価5,000円（＋税）

109,000円（+税）

韓国研究会編（明治35年 9 月〜明治38年 7 月）

⓱韓国研究会談話録（第１〜３号）

ISBN 978‑4‑8447‑6455‑7

350頁

定価6,000円（＋税）

朝鮮総督府編（大正13年 7 月15日）

⓲

朝鮮に於ける支那人
鳥越静岐・薄田斬雲共著（明治42年 1 月 5 日）

朝鮮漫画

ISBN 978‑4‑8447‑6456‑4

380頁

定価7,500
（＋税）

星野良吉編（明治15年 8 月16日）
日韓
紛議

政略纂論

⓳

大内暢三著（明治33年 9 月22日）
外交之
危 機

韓国問題

内田良平編（大正 9 年）
秘
煙山専太郎著（明治40年 9 月25日）

朝鮮統治問題に就て知友各位に訴ふ

ISBN 978‑4‑8447‑6457‑1 328頁

定価6,000円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑6458‑8

410頁

定価7,000円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑6459‑5

320頁

定価6,000円（＋税）

⓴ 征韓論実相
惜香生編（明治25年 1 月）
朝鮮李舜臣伝（文禄征韓水師始末）
幣原坦著（明治40年 6 月14日）

韓国政争志
内務部警務局刊（明治42年 5 月）

韓国警察統計

東邦協会編（明治27年 6 月24日）

朝鮮彙報

ISBN 978‑4‑8447‑6460‑1

364頁

定価6,500円（＋税）

高橋章之助著（大正 9 年10月15日）

宗家と朝鮮
中村金城編著（明治43年 9 月23日）

朝鮮風俗画譜（上・下）［巻頭カラー］

ISBN 978‑4‑8447‑6461‑8

300頁

定価25,000円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑6462‑5

724頁

定価15,000円
（＋税）

1,350頁

定価30,000円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑6511‑9 478頁

定価10,000円
（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑6512‑7

500頁

定価12,000円
（＋税）

900頁

定価21,000円（＋税）

朝鮮総督府編・善生永助調（大正13年11月28日）

朝鮮の市場

⎩―⎨―⎧

統監官房文書課編（明治39年〜41年）

統監府統計年報（第１次）
統監府統計年報（第２次）
統監府統計年報（第３次）

計

全３冊
ISBN 978‑4‑8447‑6463‑2

既 刊 第４期（㉖〜㉟）

揃定価

103,000円（+税）

相沢仁助編（明治38年12月22日）

韓国二大港実勢
京城居留民団役所編（明治45年 6 月30日）

京城発達史
山田市太郎・安藤一枝著（大正 2 年12月10日）

北朝鮮誌（上・下）２冊

ISBN 978‑4‑8447‑6513‑4

全2冊

朝鮮総督府編（大正 3 年）

朝鮮統治三年間成績

ISBN 978‑4‑8447‑6514‑1

160頁

定価3,500円（＋税）

今村鞆著（大正 4 年10月10日）

朝鮮風俗集［全］

ISBN 978‑4‑8447‑6515‑8 500頁

定価12,000円
（＋税）

樽木末實著（大正 2 年10月 3 日）

朝鮮の迷信と俗傅

ISBN 978‑4‑8447‑6516‑5

200頁

定価4,500円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑6517‑2 230頁

定価5,000円（＋税）

朝鮮総督府編（大正 8 年 7 月20日）

朝鮮の謎
朝鮮総督府編（大正12年 3 月25日）

朝鮮部落調査予察報告（第１冊）
朝鮮総督府編（大正13年 3 月25日）

朝鮮部落調査報告（第１冊）
朝鮮総督府編（大正13年 3 月25日）

朝鮮部落調査特別報告（第１冊）
ISBN 978‑4‑8447‑6518‑9

計400頁 ･ カラー折込計18点

定価18,000円
（＋税）

朝鮮総督府編（昭和 4 年3月20日）

朝鮮の市場経済

ISBN 978‑4‑8447‑6519‑6 570頁

定価12,000円
（＋税）

田保橋潔著（昭和18年）

朝鮮統治史論稿

ISBN 978‑4‑8447‑6520‑2

既 刊 第５期（㊱〜㊷）

揃定価

220頁

定価5,000円（＋税）

280頁

定価6,000円（＋税）

88,000円（+税）

朝鮮総督府編（大正15年10月27日）

朝鮮の契
稲葉君山著（大正12年 9 月 5 日）

朝鮮の姓の由来

ISBN 978‑4‑8447‑5458‑9

牛丸潤亮・村田懋麿共編（昭和 2 年10月27日）

最近間島事情

附・露支移住鮮人発達史

ISBN 978‑4‑8447‑5459‑6

530頁

定価15,000円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑5460‑2

572頁

定価12,000円
（＋税）

朝鮮総督府編（大正13年10月 5 日）

地方行政区域名稱一覧
村山智順調査（大正14年現在）

朝鮮の群衆
杉村君山（昭和 7 年 1 月 4 日）
明治廿
七八年

在韓苦心録

ISBN 978‑4‑8447‑5469‑5 460頁

定価8,000円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑5462‑6

定価4,000円（＋税）

大阪商業会議所（明治37年12月10日）

韓国産業視察報告書

210頁

朝鮮総督府編（昭和 6 年 2 月28日）

朝鮮の風水

全2冊

ISBN 978‑4‑8447‑5470‑1

880頁

定価16,000円（＋税）

越智唯七著（大正 6 年 5 月 1 日）
新舊
對照

朝鮮全道府郡面里洞名稱一覽

全2冊

既 刊 第６期（㊸〜

揃定価

小松

）

161,500円（+税）

緑著（大正 9 年 9 月25日）

朝鮮併合之裏面

ISBN 978‑4‑8447‑5490‑9

334頁

定価6,000円（＋税）

192頁 ･ 特大折込 9 丁

定価4,500円
（＋税）

韓国駐箚憲兵司令部編（明治44年）

日韓併合始末（正・続篇）

ISBN 978‑4‑8447‑5491‑6

戸叶薫雄、樽崎観一共著（大正元年 8 月29日）

朝鮮最近史（附）韓国併合誌

ISBN 978‑4‑8447‑5492‑3

330頁

定価6,000円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑5493‑0

270頁

定価6,000円（＋税）

小田幹治郎・小田梢発行（昭和 6 年 3 月 1 日）

小田幹治郎遺稿〈私家版〉徳富蘇峰・三浦周行序
長田秋濤著（明治37年 3 月 1 日）
露西亜
朝 鮮
支 那

遠征
奇談

新々赤毛布

136頁

佐田白茅輯（明治 8 年 3 月）

朝鮮聞見録（上・下）

230頁
ISBN 978‑4‑8447‑5494‑7 定価6,500円
（＋税）

柵瀬軍之佐著（明治27年 8 月23日）

朝鮮時事―見聞随記―
金

132頁

唱根著（大正15年 2 月15日）

朝鮮賭博要覧〈私家版〉

128頁＋図
ISBN 978‑4‑8447‑5495‑4 定価6,000円
（＋税）

大江

極秘
服部

卓著（明治32年 6 月）

京釜鉄道意見

78頁 ･ 特大折込 4

徹著（明治27年 7 月30日）

日韓交通史―上世史・中世史・近世史―

208頁 ･ 特大折込 4
ISBN 978‑4‑8447‑5496‑1 定価8,000円
（＋税）

水路部（昭和 8 年 1 月、昭和 9 年 8 月）

朝鮮沿岸水路誌（１･２巻）

全２冊

ISBN 978‑4‑8447‑5497‑8

約900頁

定価20,000円（＋税）

330頁 ･ 特大折込 5

定価8,000円
（＋税）

韓国銀行（明治43年 1 月）

韓国貨幣整理報告書

ISBN 978‑4‑8447‑5498‑5

藤戸計太著（昭和 5 年 3 月19日）

質屋及典當舗之研究

阪谷芳郎序・大東学会

ISBN 978‑4‑8447‑5499‑2

230頁

定価4,500円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑5500‑5

440頁

定価8,000円（＋税）

第八師団軍医部（武内三千春編）（大正 4 年 4 月）

朝鮮人ノ衣食住及其ノ他ノ衛生
朝鮮総督府編（昭和 3 年 3 月30日）

朝鮮の犯罪と環境

266頁

善生永助著（昭和15年 4 月 5 日）

朝鮮の姓氏と同族部落

64頁

岡本湖月編・楊州周延画（明治15年 8 月14・15日）

絵本朝鮮異聞

全３編

72頁 (カラー)
ISBN 978‑4‑8447‑5501‑2 定価12,000円
（＋税）

朝鮮総督府編（昭和 2 年 3 月28日）

朝鮮の服装

173頁

朝鮮総督府編（昭和 8 年 3 月15日）

朝鮮の習俗
ISBN 978‑4‑8447‑5502‑9
岡

96頁
定価6,000円（＋税）

良助著（大正 4 年 6 月14日）

京城繁昌記

ISBN 978‑4‑8447‑5503‑6

650頁

定価12,000円
（＋税）

中田孝之介編著（明治38年 6 月20日）

在韓人士名鑑

ISBN 978‑4‑8447‑5504‑3

定価6,000円（＋税）

朝鮮総督府編（大正 4 年 3 月）

国境地方視察復命書
幣原

ISBN 978‑4‑8447‑5505‑0

272頁

定価5,000円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑5506‑7

428頁

定価7,000円（＋税）

坦著（大正8年 2 月26日）

朝鮮教育論
統監官房編（明治41年12月25日）

韓国施政年報（明治39・40年）

240頁

統監府編（明治43年 4 月15日）

第二次韓国施政年報（明治41年）

286頁

朝鮮総督府編（明治44年 3 月20日）

第三次韓国施政年報（明治42年）

既 刊 第７期（

〜

）

ISBN 978‑4‑8447‑5507‑4

揃定価

計1,008頁

定価30,000円（＋税）

570頁＋折込地図14

定価12,000円（＋税）

138,000円（+税）

統監府編纂（明治39年11月29日）

韓国ニ関スル條約及法令

ISBN 978‑4‑8447‑0006‑7

統監府編（明治40年 2 月14日）

統監府施政一斑

237頁

統監府総務部内事課（明治39年 7 月29日）

韓国事情要覧
ISBN 978‑4‑8447‑0007‑4

53頁
定価7,000円（＋税）

度支部編（隆熙ニ年上半期）

（隆熙ニ年上半期）
韓国財務經過報告（第１回）

636頁

度支部編（隆熙ニ年下半期）

（隆熙ニ年下半期）
韓国財務經過報告（第２回）
ISBN 978‑4‑8447‑0008‑1

618頁
定価38,000円（＋税）

統監府地方部編（明治42年 5 月 1 日）

居留民団事情要覧

170頁

朝鮮総督府編（明治44年 3 月31日）

朝鮮貿易年表（明治43年度）
ISBN 978‑4‑8447‑0009‑8

210頁
定価7,000円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑0010‑4 286頁

定価8,000円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑0011‑1

定価6,000円（＋税）

朝鮮古書刊行会編（代表 釋尾春䊬）（明治44年10月 3 日）

朝鮮古書目録
バード・ジショップ著・工藤重雄訳（大正14年 7 月 1 日）

三十年前の朝鮮

326頁

鶴谷誡隆著（明治41年 6 月26日）

朝鮮の宗教

148頁

京都府公立普通学校教員会編（大正15年 8 月16日）

京城五百年
ISBN 978‑4‑8447‑0012‑8
申

172頁 ･ 地図折込等
定価8,000円（＋税）

来鉉著（昭和18年 9 月15日）

朝鮮の神話と傳説

ISBN 978‑4‑8447‑0013‑5

320頁

定価8,000円（＋税）

今村鞆著（昭和 3 年 8 月20日）

歴史民俗朝鮮漫談

ISBN 978‑4‑8447‑0014‑2 510頁

定価12,000円
（＋税）

朝鮮総督府編（村山智順）
（昭和 4 年 7 月31日）

朝鮮の鬼神

ISBN 978‑4‑8447‑0015‑9 534頁

定価9,000円（＋税）

朝鮮総督府編（村山智順）
（昭和 7 年 3 月31日）

朝鮮の巫覡

ISBN 978‑4‑8447‑0016‑6

770頁

定価15,000円
（＋税）

朝鮮総督府編（村山智順）(昭和16年 3 月31日)

朝鮮の郷土娯楽

既 刊 第８期（

ISBN 978‑4‑8447‑0017‑3

〜

）

揃定価

418頁

定価6,000円（＋税）

132,000円（+税）

度支部編（隆熙三年上半期）

韓国財務經過報告（第3回）［上・下］全２冊（隆熙三年上半期）

ISBN 978‑4‑8447‑0189‑7

660頁＋折込9

定価20,000円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑0190‑3

694頁＋折込14

定価20,000円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑0191‑0

826頁＋折込13

定価24,000円
（＋税）

度支部編（隆熙三年下半期）

韓国財務經過報告（第4回）［上・下］全２冊（隆熙三年下半期）
度支部編（明治43年上半期）

韓国財務經過報告（第5回）［上・下］全２冊（明治43年上半期）
北川左人著（昭和 7 年12月26日）

朝鮮固有色辭典［上・下］全２冊

ISBN 978‑4‑8447‑0192‑7

628頁

定価15,000円（＋税）

朝鮮総督府編（大正11年11月）
朝鮮ニ
関スル

東亜経済調査局報告

ISBN 978‑4‑8447‑0193‑4

422頁

定価9,000円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑0194‑1

338頁

定価6,000円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑0195‑8 402頁

定価9,000円（＋税）

小川雄三編（明治36年 7 月30日）

仁川繁昌記−附・仁川官民人名録−
青柳綱太郎（明治45年 1 月30日）

朝鮮野談集
農商務省事務局編（蚕業講習所技師

（明治38？）
林驛作）

韓国蚕業調査復命書

写真44点､ 82頁

朝鮮総督府編（大正15年 3 月24日）

火田の現状
ISBN 978‑4‑8447‑0196‑5

210頁
定価7,000円（＋税）

稲葉岩吉著（大正?）

朝鮮社会史ノ断面（上・下）

44頁

博文館（明治38年 6 月20日）

韓国写眞帖（第25巻）

142頁

福澤泰江著

韓国實業管見

86頁

外交文書彙纂件別類輯（明治27年）

金玉均謀殺ノ顛末
ISBN 978‑4‑8447‑0196‑5

計314頁

42頁
定価7,000円
（＋税）

今村鞆著（昭和 5 年11月5日）

船の朝鮮

202頁

臨時財源調査局編（隆熙 3 年12月20日）

韓国沿岸航路開始顛末
幣原

ISBN 978‑4‑8447‑0198‑9

68頁
定価6,000円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑0199‑6 224頁

定価6,000円（＋税）

ISBN 978‑4‑8447‑0200‑9

定価7,000円（＋税）

坦著（明治38年12月14日）

日露間之韓国
釜山商法会議所 松田行蔵編（明治24年 4 月 2 日）

慶尚道全羅道旅行記事並ニ農商况調査録

既 刊 第９期（

〜

）

揃定価

382頁

126,000円（+税）

朝鮮総督府編（大正 5 年 9 月12日）

朝鮮半島史編成ノ要旨及順序〈附〉朝鮮人名彙考編纂ノ要旨及順序

18頁

朝鮮総督府朝鮮史編修会編（昭和 5 年 7 月31日）

朝鮮史編修会要覧

34頁

朝鮮総督府朝鮮史編修会編（昭和13年 6 月18日）

朝鮮史編修会事業概要
ISBN 978‑4‑8447‑0235‑1
朝鮮史学会

計216頁

朝鮮文廟及陞廡儒賢
小田先生頌寿記念会

小田省吾

268頁
著（昭和 9 年 9 月 1 日）

辛未洪景来乱の研究
李王職長官法学博士

篠田治索

208頁
小田省吾述（昭和13年 5 月31日）

徳壽宮史
ISBN 978‑4‑8447‑0236‑8
瀬野馬熊

計568頁＋折込 2

92頁
定価8,000円（+税）

著（昭和11年10月20日）

瀬野馬熊遺稿
尹䉑均

164頁
定価5,000円（+税）

小田省吾・魚允 迪著（大正13年 3 月 8 日）

ISBN 978‑4‑8447‑0237‑5 506頁

定価10,000円（+税）

著（昭和8年 3 月15日）

尹文學士遺稾

ISBN 978‑4‑8447‑0238‑2

226頁

定価5,000円（+税）

平木勘太郎著（内閣不動産法調査会）（明治40年）

韓國土地所有權ノ沿革ヲ論ス

70頁

法典調査局編（明治41年）

不動産法調査報告要録
度支部

60頁

川上常郎（隆熙三年二月・明治42年 2 月）

土地調査綱要

108頁＋折込 1

朝鮮総督府編（明治44年 2 月）

臨時財産整理局事務要綱
ISBN 978‑4‑8447‑0239‑9

計468頁＋折込 2

230頁＋折込 1
定価9,000円（+税）

和田一郎 著（大正10年 1 月 1 日）

朝鮮の匂ひ
西村眞太郎

ISBN 978‑4‑8447‑0240‑5

452頁

朝鮮の俤
今村

鞆

定価9,000円（+税）

著（大正12年 6 月 5 日）

190頁

著（昭和15年 7 月）

螺炎随筆

鼻を撫りて
ISBN 978‑4‑8447‑0241‑2 計492頁

度支部建築所刊

谷井 濟一、栗山俊一

302頁
定価10,000円（+税）

関野貞 述（明治42年）

韓紅葉

82頁＋折込 1

度支部建築所刊（明治43年 8 月）

朝鮮芸術之研究

114頁

朝鮮総督府編（明治44年 7 月）

朝鮮芸術之研究続編

60頁

朝鮮総督府編（大正 3 年 9 月）

朝鮮古蹟調査略報告
ISBN 978‑4‑8447‑0242‑9

計524頁＋折込 1

268頁
定価8,000円（+税）

朝鮮総督府中枢院編（昭和13年 2 月28日）

朝鮮舊慣制度調査事業概要

222頁

朝鮮総督府中枢院編（昭和5年 3 月30日）

小作ニ關スル慣習調査書
ISBN 978‑4‑8447‑0243‑6

計422頁

200頁
定価5,000円（+税）

朝鮮総督府中枢院編（昭和 8 年12月25日）

民事慣習囘答彙集（上・下）２冊
ISBN 978‑4‑8447‑0244‑3 計932頁

466頁
定価17,000円（+税）

此經春也著（明治44年 9 月28日）

朝鮮偉勲録

160頁

朝鮮総督府編（明治45年 4 月）

朝鮮芸文志
計292頁

132頁
定価6,000円（+税）

208頁

定価4,000円（+税）

ISBN 978‑4‑8447‑0247‑4

328頁+折込 2

定価7,000円（+税）

ISBN 978‑4‑8447‑0248‑1

482頁+折込 1

定価9,000円（+税）

ISBN 978‑4‑8447‑0245‑0
満洲日々新聞社発行（明治43年 3 月28日）

安重根事件公判速記録

ISBN 978‑4‑8447‑0240‑5

大邱府編（大正 4 年 5 月18日）

大邱民団史
八田己之助著（昭和 9 年10月10日）

樂浪と傳説の平壌
前田 力編（大正15年11月 5 日）

鎭南浦府史

ISBN 978‑4‑8447‑0249‑8

526頁

定価9,000円（+税）

ISBN 978‑4‑8447‑0298‑6

244頁

定価5,000円（+税）

高尾新右衛門著（大正11年 4 月26日）

大陸発展策より見たる元山港

龍溪書舎

〒179‑0085 東京都練馬区早宮２−２−17
TEL 03
（5920）
5222 FAX 03
（5920）
5227
URL：http://www.ryuukei.co.jp Mail；info@ryuukei.co.jp

