
                           文献目録（1）

①官公庁及びこれに準ずる機関の発行資料
②株式会社社史
③一般著作，論文

①官公庁及びこれに準ずる機関の発行資料

大蔵省 『大蔵省主税局長通牒蔵税第2279号，2322号』
大蔵省主税局 『内国税の課税標準・税率及び納期等に関する沿革概要』1954年．
大蔵省主税局 『主税局統計年報書』1933-35年
大阪市 『大阪市史』1934年．
京都府警本部 『警察統計報告』1936年．
関東ソース工業統制組合 『ソース工業発達史』1947年．
宮内庁 『明治天皇紀（第二）』吉川弘文館，1969年．
交通統計研究所 『国有鉄道鉄道統計目録』2003年．
国税庁課税部酒税課 『酒のしおり』2002年
衆議院 『帝国議会衆議院委員会議事録92（第73議会）』東京大学出版会，1985年．
食糧庁 『食糧管理統計年報』1949年
食糧品配給公団缶詰局 『本邦壜缶詰生産及び輸出統計』1949年．
総理府統計局 『家計調査年報』1956年
大日本帝国陸地測量部 『五万分の一地図』国土地理院，1925-46年． 131
通商産業省 『商工政策史（第9巻）産業合理化』1961年
通商産業大臣官房調査統計部 『商業統計表』1955年，1957年，1967年．
鉄道省 『鉄道統計資料』各年度
鉄道省 『国有鉄道貨物運輸概況』1926年，1928年，1929年．
鉄道省 『重要貨物状況』1925年．
鉄道省 『貨物運賃等級表』1935年．
鉄道省 『鉄道停車場一覧』1937年．
鉄道省運輸局 『米に関する経済調査（経済叢書第三編）』1925年
鉄道省経理局 『運輸成績統計年報』1940年
鉄道省経理局 『貨物統計年報』各年度
鉄道省経理局 『主要貨物統計年報』各年度．
鉄道省仙台鉄道局青森運輸事務所 『主要貨物行先別統計』1935年．
鉄道省鉄道局 『貨物統計年報』1937年．
内閣統計局 『家計調査報告』1927年，1931-40年
内閣統計局 『昭和10年国勢調査報告』第1巻
内閣統計局 『大日本帝国統計年鑑』1937-38年．
内閣統計局 『家計調査報告（栄養に関する統計表）』1927年．
内務省警保局 『警察統計報告』1924-40年
内務省土木局 『大日本港湾統計』1921-40年．
内務省土木局 『日本の港湾（第二巻）』日本港湾協会，1925年．
日本缶詰協会 『本邦壜缶詰輸出統計』1945年．
日本缶詰協会 『目で見る日本缶詰史』1987年．
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日本缶詰協会 『日本缶詰史』第二巻，1962年．
日本缶詰協会 『缶詰時報』1922-40年．
日本学術振興会 『国民食糧の現状ー水産食糧に関するもの』1939年
日本国有鉄道 『日本国有鉄道百年史（第8巻）』1971年．
日本国有鉄道 『日本国有鉄道百年史（第5巻）』1972年．
日本国有鉄道自動車局 『国鉄自動車五十年史』1980年．
日本専売公社 『たばこ専売史』第4巻，1963年．
日本ソース工業会 『ソース工業会の歩み』1997年．
日本統計協会 『日本長期統計総覧』第1巻，1987年
日本百貨店協会 『日本百貨店協会10年史』1959年
日本百貨店協会 『日本百貨店協会創立50周年記念ー百貨店の歩み』1998年．
日本ホテル協会 『日本ホテル略史』1980年．
農商務省 『農商務統計表』1921-23年
農林省 『農家経済調査』1921-41年
農林省 『米穀統計年報』1928年
農林省 『穀物要覧』1939年
農林省 『米穀要覧』1930年
農林省* 『農家経済調査整理簿』，『農家経済調査結果表』1935年，1936年個票
農林省* 『農家経済調査個別原票保管名簿（1913-43年）』1956年

*印は，京都大学大学院農学研究科生物資源経済学専攻保管． 132
農林省 『農家生計費調査報告』1949年，1951年，1955年，1961年．
農林省 『農業経済累計統計ー農家経済調査史（第3巻）』1975年
農林省 『食糧需給表』1951-56年．
農林省 『農林省累計統計表』1955年．
農林大臣官房調査課 『食糧需給表（1970年）』1972年
農林大臣官房調査課 『農林統計月報』1940年．
文部省 『大日本帝国文部省年報』1935年．

②株式会社社史

旭鮨総本店株式会社 『旭鮨七十年の歩み』1996年．
味の素株式会社 『味の素株式会社 1』1971年．
小野田セメント株式会社 『小野田セメント百年史』1981年．
カゴメ株式会社 『カゴメ八十年史』1978年．
株式会社伊勢丹 『新世界への翔き』1986年．
株式会社岩田屋 『岩田屋経営50年史』1986年．
株式会社小網 『小網のあゆみ五十年』1973年．
株式会社そごう 『株式会社そごう社史』1969年．
株式会社高島屋 『高島屋150年史』1982年．
株式会社三越 『株式会社三越85年の記録』1990年．
株式会社明治屋 『明治屋百年史』1987年．
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麒麟麦酒株式会社 『麒麟麦酒の社史（戦後編）』1969年．
清水食品株式会社 『SSKの50年』1980年．
新日本製鉄株式会社 『ブリキ50年の歩み』1973年．
帝国ホテル 『帝国ホテル百年史』1990年．
電報通信社 『新聞総覧』1933-40年．
東京芝浦電気製作所 『東京芝浦電気製作所八十五年史』1963年．
東洋製缶株式会社 『東洋製缶50年の歩み』1973年．
トヨタ自動車工業株式会社 『トヨタ自動車20年史』1965年．
日清製油株式会社 『日清製油株式会社60年史』1970年．
日本紙パルプ商事株式会社 『百三十年史』1975年．
日本酒類販売株式会社 『日本酒販四十年の歩み』1990年．
日本水産株式会社 『日本水産の70年』1970年．
日本電池株式会社 『日本電池株式会社二十年史』1937年．
はごろも缶詰株式会社 『はごろも缶詰の五十年』1975年．
日立製作所 『日立製作所史』1949年
ブルドッグソース株式会社 『ブルドッグソース55年史』1981年． 133
ほてい缶詰株式会社 『ほてい缶詰五十年』1983年．
前川製作所 『マエカワ六十年の歩み』1985年．
明治製菓株式会社 『明治製菓の歩み（創立から50年）』1968年．
森永製菓株式会社 『森永50年史』1954年．
森山乳業株式会社 『森山乳業株式会社60年史』
雪印乳業株式会社 『雪印乳業史』1960年．

③一般著作，論文

相原茂・鮫島龍行 『統計日本経済ー経済発展を通してみた日本統計史-』筑摩書房，1971年．
芦田淳 『食生活と栄養（食生活編）』同文書院，1991年．
安達巌 『日本型食生活の歴史』農村漁村文化協会，1982年．
安部小治郎 『さかな一代』魚市場銀鱗会，1969年．
安部三虎 『がらくた』がらくた刊行会，1956年．
稲葉泰三 「農林省農家経済調査の沿革ー主として調査方法の変遷について」『農業総合研究』農業総合研究所，第12巻1号，1948年1月
井上兼雄 「栄養学の進展と食糧品の変遷」東京帝国大学農学部『糧食研究』1934年，100-101号
今村幸雄 『新食料経済学』ミネルヴァー書房，1994年．
内川芳美 『日本近代広告史』1976年．
宇野政男．市川繁・片山又一郎 『流通業界』教育社，1991年．
宇都宮浄人 『個人消費支出からみた戦間期の景気変動ーLTES個人消費支出の再検討』Discussion Paper No.2007-J-26，2007年

IMES　DISCUSSION　PAPER　SERIES，日本銀行金融研究所．
梅村又次・山田三郎・速水祐次郎 『農林業（長期経済統計9）』東洋経済新報社，1966年．
　・高松信清・熊崎実
江口誠一 「篠原推計の吟味ー加工食品を中心として」『経済研究』一橋大学経済研究所，第51巻3号2000年7月．
江口誠一 「戦前期日本の食料消費構造」『社会経済史学』社会経済史学会，69巻5号，2004年1月．
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大内力 『農業史（日本現代史体系）』東洋経済新報社，1960年．
大川一司 『食糧経済の理論と計測』日本評論社，1945年．
大川一司・野田孜・高松信清・山田三郎 『物価（長期経済統計8）』東洋経済新報社，1967年．
　熊崎実・塩野谷佑一・南亮進
大川一司・速水佑次郎 『日本経済の長期分析ー成長・構造・波動ー』日本経済新聞社，1973年．
岡田哲 『とんかつの誕生』講談社，2000年．
岡本信男 『近大漁業発達史』水産者，1965年．
尾関学 『戦前日本の農村・農家の勘定体系からみた消費の実態ー1890-1910年代の町村是と1930年代の農家経済調査による

による資料論的アプローチ』2009年，一橋大学（経済学）学位論文，（一橋大学附属図書館所蔵）．
尾関学・佐藤正広 「戦前日本の農家経済調査の今日的意義ー農家簿記からハウスホールドの実証研究」『経済研究Vol.59 NO1.2008年1月
尾高煌之助 「成長の軌跡（2）」安場安吉他編『高度成長（日本経済史8）』岩波書店，1989年．

『労働市場分析ー二重構造の日本的見解』岩波書店，1984年，pp.137-138．
織田久 『広告百年史』世界思想社，1976年．
柏尾昌哉 『日本の漁業』ミネルヴァー書房，1956年．
加瀬和俊 「就業構造と農業」石井寛治他『両大戦間期（日本経済史3）』東京大学出版会，2002年
「角川日本地名大辞典」編纂委員会竹内理三『角川日本地名大辞典』角川書店，1984年（以降続刊行）
株式会社柳谷本店 『かつお一筋に生きる』1986年
金田弘光 「食糧消費構造の長期変化」川野重任・加藤譲『日本農業と経済成長』東京大学出版会，1970年，pp.206-207．
国米洋一 「広告関係法規」出口郁郎編『新聞広告十七講』萬年社，1928年．
佐々茂雄 「魚肉の食品価値」大日本水産会『水産会』421-423号，1917年10-12月号
斎藤修 「農民の時間から会社の時間へー日本における労働と生活の歴史的変容」社会生活学会編『働きすぎー労働・生活時間の歴史的変容』

社会政策学会誌，第15号，2006年3月．
斎藤修 『賃金と労働と生活水準』岩波書店，1988年．
佐藤正広 「明治期生産統計における自給的農産物の取り扱いについてー明治39-40年」

『富山県経済的民力調査』を素材として」『経済研究』一橋大学経済研究所，第38巻4号，1987年4月
佐藤正広 『国勢調査と日本近代』岩波書店，2002年，p.253．
沢田正順 「缶詰販売余談」日本缶詰協会『缶詰時報』第15巻4号，1936年4月．
篠原三代平 『個人消費支出（長期経済統計 6』東洋経済新報社，1967年．
篠原三代平 『鉱工業（長期経済統計10）』東洋経済新報社，1972年．
新保博 『近代日本経済史』創文社，1995年．
下田吉人 『日本人の食生活』光生館，1965年．
杉本栄一 『米穀需要法則の研究』日本学術振興会，1935年．
菅野和太郎 『日本商業史』日本評論社，1930年．
高丘季昭 『流通経済入門』日本経済新聞社，1976年．
田島義博 『流通のダイナミックス』日本経済新聞社，1976年．
田中啓爾 『塩および魚の移入路ー鉄道開通全の内陸交通』古今書院，1967年．
谷口忠義 「東の鉄道，西の船～1919年発着数量表の推計～」 2004年12月28日，
丹治雄一 「大日本麦酒の経営と販売網」社会経済史学会『社会経済史学』67巻3号，2001年9月 134
千葉五郎 『東京における小口混載の発達』財団法人関東運輸協会，1967年．
塚田喜久 『旭寿司七十年の歩み』1996年
辻村江太郎 『消費構造と物価』勁草書房，1968年．
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出口郁郎 『新聞広告十七講』萬年者，1928年．
富岡儀八 『日本の塩道』古今書院，1978年．
富永憲生 「一九百三十年代の缶詰産業ー飛躍とその要因」社会経済史学会『社会経済史学』第54巻4号，1987年10月．
中村隆英・尾高煌之助 『二重構造（日本経済史6）』岩波書店，1989年．
夏目文雄 『日本酒税法史』2000年，創土社，2000年
中山誠記 「食糧消費長期変化について」農業総合研究『農業総合研究』12巻4号，1958年2月．
中山誠記 「日本農業の部門別編成ー食糧部門」東畑精一・川野重任編『日本の経済と農業（下巻）』岩波書店，1956年．
中山誠記 『食生活はどうなるか』岩波書店，1960年
中山誠記・並木正吾 『食料経済学』明文書房，1971年．
永山貞則 「都市の生活水準」伊大知良太郎『生活水準』春秋社，1964年．
西村眞次 『日本古代経済』東京堂，1938年．
野田正穂他編 『青函連絡船沿革史（大正期鉄道資料第2集　国有・民有鉄道史』日本経済評論社，1938年．
野尻重雄 『農民離村の実証的研究』農村漁村文化協会，1978年．
野田孜 「食料需要」大川一司・南亮進編『近代日本の経済発展ー『長期経済統計』による分析』

東洋経済新報社，1975年，pp.114-115．
野田孜 「農村の生活水準」伊大知良太郎『生活水準』春秋社，1964年．
野村湾 「国民栄養問題と食糧政策」日本米穀協会『食糧経済』1940年1-3月号．
橋本寿朗・大杉由香 『近代日本経済史』岩波書店，2000年，pp.217-224．
林玲子 「銚子醤油醸造業の市場構造」山口和雄・石井寛治『近大日本の商品流通』東京大学出版会，1986年．
速水佑次郎 『日本農業の成長過程』創文社，1973年．
速水佑次郎・山田三郎 「工業化の始発期における農業の生産性」川野重任・加藤譲『日本農業と経済成長』東京大学出版会，1979年．
原朗 「階級構成の新推計ー1920-40年国勢調査による再検討」安藤良雄編『両大戦間期の日本資本主義』東京大学出版会，1979年．
原田信男 『歴史の中の米と肉』平凡社，1969年．
福田稔・頼平・目瀬守男 『食料経済学』明文書房，1971年．
藤井義男 『貨物運送実務知識』交通公社，1946年．
藤村和夫 『蕎麦屋のしきたり』日本放送出版会，2001年．
堀田平七郎 『そばや今昔』中央公論社，1978年．
松田延一 『食生活水準の平準化傾向』自費出版，1985年．
松本貴典 『生産と流通の近代像ー100年前の日本』日本評論社，2004年．
丸山雅洋 『流通の経済分析』創文社，1988年．
三輪芳明 『日本の流通』東京大学出版会，1991年．
三和良一 『概説日本経済史ー近現代ー』第2版，東京大学出版会，2002年．
八木芳之助 『米穀及び米価統制問題』有斐閣，1932年．
谷沢弘毅 『近大日本の所得分布と家族経営ー高格差社会の個人計量経済学』日本図書センター，2004年．
唯是康彦 「農産物長期需給額の推計」農業総合研究所『農業総合研究』第21巻，第1号，1966年1月．
唯是康彦 「農産における生産資材の長期推計」農業総合研究所『農業総合研究』第2巻，第1号，1948年1月．
唯是康彦 「食料需要の趨勢効果」農業総合研究所『農業総合研究』第20巻第1号，1966年1月．
唯是康彦 『食料の経済学』東京同文書院，1971年． 135
唯是康彦 「農業生産指数の推計」一橋大学一橋会『一橋論叢』第56巻5号，1966年11月．
吉田十一 『食料品の流通経済学』富民協会，1993年．
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吉見商事株式会社 『一粒の麦（70年の歩み）』1983年．
呂寅満 「戦間期日本における『小型車』工業の形成と展開ー三輪車を中心として」『社会経済史学』

社会経済史学会，第65巻3号，1999年3月．
渡辺実 『日本食生活史』吉川弘文館，1964年．
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