




凡　　　　　　例

1、　昭和54年12月に刊行した雑誌目録昭和54（1959）年10月末現在を全面改訂する

　　作業を進めてきたが、雑誌の受入種類も多数となり、和雑誌篇として独立させたのが、本目

　　録である。

2・　本雑誌目録（和文篇）は、当研究所が昭和57（1962）年12月現在所蔵しているもの

　　　を収録したものであるP

5・　それぞれの申は雑誌名のABC順に俳列した。

　　　a．　外国語よりとつた薙誌名　例えば「センント」、「キリスト教」、「コークス」、

　　　　　ド
　　　　　1ソシオロジ」等　並びに、国名、地名、其他固有名詞の如きものは英語綴によつた。

　　　　　但し、例外として次のものは原綴によらなかつた。

　　　　　　「ダイヤモンド」、　「ドイツ」、　「オールソ連」、　「ソ連」

　　　b・　雑誌名に附いてゐる〔月刊〕、　〔季刊〕、　〔旬刊〕、　〔週刊〕等は総て、排列上は省

　　　　　　略した。例えば、

　　　　　　「〔月刊〕インドネシア」は「インドネシア」

　　　　　　「〔季刊〕経済」　は　　「経済」

　　　　　　として排列した。

4．　記載について

　　　a・　第1行目に雑誌名

　　　b・　第2行目から、編者、出版地、発行所、発行回数、大きさの順に記載した。　（編者と

　　　　　　発行所が同一のものは編者のみにし、発行所は省略。発行回数が不定期又は明らかで

　　　　　　ないものは記載しなかった。）

　　　c．　次にその雑誌の巻数（号数）を記載した。巻号の次の0は最初と最後の出版年月を示

　　　　　　す。

　　　d・　継続甲のものは「～」を附してこれを示した。

　　　e．　編者、出版地、発行所、発行回数は最新のものによつた。

5・　右下の（　）は「図書番号」である。

6・　この目録の編集を担当したのは資料課員常川静子・清水昭平である。



特殊文献目録の既刊分は次のとおりである。

1．　宇津木　正：　　Au七hOr　and　Subj6ct工ndθxe日tO　the　A皿er工ca且

　　　　　　　　　　　　　Economic　Review・　1941～1954．　（1955）

　　　　　　　　　　　　　（Plbユiographical　Seriθs・　No・　1）

2．　　　”　　　　：　　Au七hor　an〔1　Subjθc七　工n（1θxθ8　to　thθ　Re▽iθw

　　　　　　　　　　　　　Of　Economic　白tudエas．　1955⇔－1955・　　　（1956）

　　　　　　　　　　　　　（Bibユiograph工ca：L　Serie日・　No・　2）

5．　　，’　　　　：　　Au七hOr　aad　Subjec七　工n（1eXeS　tO　七he　ECOnOmiC

　　　　　　　　　　　　　Journa1・　1941～1956・　　　（1957）

　　　　　　　　　　　　　（BibliOgraPhiCa1　Serie日・NO・5）

4．　　　〃　　　　：　　Indgxθs　alphabe七iquθ日　（1es　autθur日　et　sujets

　　　　　　　　　　　　　de　la　Revue　d’Economiθ　Poユ1ti（1ue・　1940～1956．

　　　　　　　　　　　　　（1957）

　　　　　　　　　　　　　（series　biDliographiques・　No・　4）

5・　八巻　　滋：　経済研究所所蔵　雑誌目録　昭和54年10月末現在（1959）

6・　貞　料課：　経済研究1折所蔵　アジア文献目録　　（欧文の部）　（1960）

7・　阿曾福円：　「経済研究」著者別総索引　第1巻1号～第11巻2号（1960）

8．　八巻　　滋：　経済学雑誌総合目録　昭和55年4月末現在（1960）

　　　　常川　静子
9・ 縁昭平：蹴磯所継聰和文篇昭和37倒2月糊在（1963）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A

アカデミア

　　　　南山学会　　名古屋　　南山大学　　　（季）

　　　　21（加

　　　　32（昭36．12）～55（昭3Z3）～

アフリカ季報

　　　　外務省欧亜局中近東アフリカ部　　東京　　　（季）

　　　　25㎝

　　　　1　（日召36．1～3月）～8（日召57110～12月）～

愛知大学国際問題研究所紀要

　　　　同研究所　　豊橋

　　　　25cη2

　　　　26（昭iう5．12）～33（翼召3zg）～

　　　　〔「国際政経事情」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZN－23）

〔愛知県総務部統計課〕統計月報

　　　　同課　　名古屋　　　（月）

　　　　26cm

　　　　l　i5　5　（昭55．5）　　，　1　3　7～1　4　0，　1　4　2～1　5　5　（6召3　Z　1　2）

　　　　〔％159　（昭38．4）以後1あいちの統計」と改題〕

会津短期大学学報

　　　　同大学　　若松　　　（年一2）

　　　　21cη～

　　　　1（昭2ス3）～17（昭5Z9）～　　　　　　　　　　　　（ZA－116）
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赤旗一非合法時代の日本共産党中央機関紙一

　　　　アカハタ本局編　　東京　　三一書房復刻　京都

　　　　1　（1928．2）～4　（1936．8）

　　　　　〔復刻版　昭2Z5～昭29．8発行〕　　　　　　　　　　　　　（ZK－57）

アカハタ縮刷版

　　　　日本共産党出版部　　東京

　　　　昭和24．6～12月号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZZ－1）

アメリカーナ

　　　　米国大使館文化交換局　　東京　　（月）

　　　　21c勿

　　　　1（1～5）　（日召ろ〔〕．11），2（5，7，10），3（2～8，10～12），

　　　　4（1～12）～8（㌧2）（昭ろZ2）

　　　　〔8巻5号以後「日米フオーラム」と改題〕　　　　　　　　（ZA－123）

アナリスト

　　　　経済発展協会　　東京　　至誠堂　　　（月）

　　　　21～25cη

　　　　1（1）　（昭50．9）～8（10）　（昭3z12）～　　　　　　（ZB－151）

青山法学論集

　　　　青山学院大学法学会　　東京　　（年一2）

　　　　21㎝

　　　　1（1）　（昭34．11）～4（2）　（昭3ス11）～　　　　　　　（ZM－20）

青山経済論集

　　　　青山学院大学経済学会　　東京　　　（季）

　　　　21㎝

　　　　1（1）　（昭24．11）～5（1），4（1）～15（4），

　　　　14（1φ3），（昭3Z12）～　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－97）
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朝日評論

　　　　朝日評論社　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　2（3，5～12），（昭22．3），3（2）～5（12）　（昭25．12終刊）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－69）

アジア地域関係文献

　　　　アジア地域総合研究施設　　豊橋

　　　　6　（昭3　6．4～1　2）　　，　7　（‖召3Z　で～6）

アジア地域総合研究

　　　　同研究所　　豊橋　　　（季）

　　　　↑　（昭36．9）　～6　（日召i5　Z　1　1）

アジア・アフリカ経済特報

　　　　アジア・アフリカ研究所　　東京　　（月）

　　　　24cη2

　　　　1（昭56．10）～12（昭5Z12）～　　　　　　　　　　　（ZB－187）

〔月刊〕アジア・アフリカ研究

　　　　アジァ・アフリカ研究所　　東京　　（月）

　　　　24㎝

　　　　1（1～9）　（昭56，4）～2（1～12）　（昭3ス12）～　　　　（ZN－56）

アジア経済

　　　　アジア経済研究所　　東京　　　（月）

　　　　25c沈

　　　　～　（1～4）　　（日召3　5．5）　　》2　（1～6）　　ハ5　（1～1　2）　　（昭5　Z　1　2）　～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－181）

アジア経済月報

　　　　外務省経済局アジア課　　東京　　　（月）

　　　　21cη↓

　　　　昭35．1，2／4～12．，昭36．1，2、4～ろ11，昭ろZ1～12月～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－189）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－5一



アジア経済旬報

　　　　中国研究所　　東京　　　（旬）

　　　　21～25㎝

　　　　247（昭50．4）～525（昭5ス12）～　　　　　　　　（ZB－－128）

アジア経済研究資料

　　　　大阪市立大学経済研究所アジア経済研究班　　大阪

　　　　24㎝

　　　　9　（日召3　1）　～1　1　（昭32）　　（終干‖号）

　　　　〔1～8号は図書の部にあり（Br・30一ろ2）〕

　　　　〔後，「アジア研究資料」として復刊〕　　　　　　　　　　　　（ZA－125）

〔アジア経済研究所〕資料月報

　　　　同研究所　　東京　　　（月）2

　　　　1　（1，2）　　（日召3　4．1　1）　　，　2　（1～1　2）　　，　ろ　（1～り　2）　，　4　　（1～1　2）

　　　　（昭5Z12）

アジア研究

　　　　アジア政経学会　　東京　　（季）

　　　　21cη2

　　　　創刊号（昭29．4）～6（1，2，4）　（昭55．4）　　　　　　　　（ZA－一宅24）

亜細亜研究

　　　　慶応義塾大学亜細亜研究所　　東京

　　　　30（8）　（昭18．9）～51（9）　（昭191］）

　　　　〔「財政経済時報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－1）

アジア研究資料

　　　　大阪市立大学経済研究所アジア研究室　　大阪

　　　　24cm

　　　　1（昭54．5）～5（昭34．12）

　　　　〔「アジァ経済研究資料」の改題〕　　　　　　　　　　　　　（ZA－125）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－4一



アジァ協会誌

　　　　アジア協会　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　64（昭55．12）～99（昭3Z5）

　　　　〔「アジア問題」の改題．100号以降更に「海外技術協力」と改題〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－－135）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B

バンキング

　　　　産業経済社　　大阪　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（日召215．7）～8，10，13，16，18～177（日召3Z12）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－49）

米　　穀

　　　　大日本米穀会　　東京

　　　　221（昭6．10）～27ろ，298～560（昭］8．5）　　　　　（ZH－1）

米国経済月報

　　　　外務省経済局経済調査室　　東京　　　（月）

　　　　21cm

　　　　昭55．11（昭55．12）・昭36．2～6．8～12．昭5Z1（昭371）

　　　　〔「米国経済情勢」の改題〕

米国経済情勢

　　　　外務省経済局経済調査室　　東京　　　（月）

　　　　21cη2

　　　　昭5Z2～12月

　　　　　〔「米国経済月報」と改題〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－5一



〔防衛研修所〕研修資料

　　　　同研究所　　東京

　　　　25㎝

　　　　2，3（昭29）

防衛論集

　　　　防衛庁防衛研修所　　東京

　　　　25㎝

　　　　1（1）　（昭5ス5）～1（4）　（昭38．1）～　　　　　　　　　　（ZN一ろ2）

貿易月報

　　　　日本貿易会関西本部　　伏阪〕

　　　　25㎝

　　　　45，46（昭36．3）～50，55（昭5Z10）

貿易研究

　　　　東京経済大学貿易研究所　　東京

　　　　21cm

　　　　創刊号（昭ろ5．9）～8（昭55．12）

　　　　〔「産業貿易研究」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－127）

貿易奨励資料

　　　　貿易奨励会　　東京

　　　　1（昭4．4）～50．55（昭17，終刊）　　　　　　　　　　　　　　（ZD－3）

貿易速報

　　　　商工省調査局統計課　　東京

　　　　21cm

　　　　12（昭25．10）～44（昭24．11）

　　　　〔商工時報の附録〕
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貿易統制会会報

　　　　貿易統制会　　東京

　　　　21cm

　　　　1（1）　（昭1Z5）～2（5）　（昭18，5終刊）　　　　　　　　（ZD－4）

ブツク　レヴヰウ

　　　　東洋経済新報社　　東京

　　　　18cη2

　　　　1．2　（昭22．2）～4（昭25．2）～20（昭25．4）　　　　　（ZA－71）

ぶっくわごん

　　　　国立国会図書館一般考査部　　東京

　　　　25㎝

　　　　1（昭50．5）～24（昭35，12）

物価・賃銀・生計費

　　　　大阪商工会議所　　大阪　　（月）

　　　　25㎝

　　　　昭25．1月号～昭5Z12月号～　　　　　　　　　　　　　　（ZK－52）

物価調査月報

　　　　物価庁第一部調査課　　東京

　　　　25cηz

　　　　5（1～10）　（昭26．1～11）～4（1．2．4）　（昭2Z1・5．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－85）

物価月報

　　　　経済審議庁　　東京

　　　　25㎝

　　　　1（昭2711），4～6（昭28．4）

物価時報

　　　　物価調査会　　東京

　　　　26㎝

　　　　1（昭21．11）～6（昭22．8）　　　　　　　　　　　　　　（ZF－27）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－7一



物価協力時報

　　　　中央物価統制協力会議　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1～9（昭18．1～9）

物価及賃銀統計月報

　　　　商工大臣官房調査課　　東京

　　　　25㎝

　　　　1（昭15．8）～15（昭16．10）　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－1）

文芸春秋

　　　　文芸春秋新社　　東京　　　（月）

　　　　21cη
　　　　創刊号（大正lZ1）〔翻刻春陽堂昭5α川刊〕

　　　　21（1）（昭18」）～22（12），27（2）～40（12）（昭5712）

　　　　〔別冊．特集号も含む〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZP－1）

文化評論

　　　　文化評論社　　東京

　　　　21cη～

　　　　1（昭21．6）～4　（昭22・8）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－100）

文化日本

　　　　日本文化中央聯盟　　東京　　　（月）

　　　　21cη2

　　　　7（1～9）．　（昭18．1～9）

文献報国

　　　　朝鮮総督府図書館　　京城　　　（月）

　　　　25cηt

　　　　9（1～12）・（昭18．1～12）～10（1～6），（昭1《λ1～6）
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文明協会ニユース

　　　　文明協会　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　196（昭18．2）～211（昭195）　　　　　　　　　　　　　（ZA－2）

ビジネス　アウトルツク

　　　　三菱信託銀行調査部　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　2（昭ろス5）～Z9（昭3ス10パ2）～

　　　　〔妬］6以降は「経済の進路」と改題〕

ビジネス・レビユー

　　　　一橋大学産業経営研究所　　東京　　（季）

　　　　21cm

　　　　り　（1）　（昭28．6）～10　（2）　（昭ろス12）～　　　　　　（ZD－111）

物財統計月報一農家経済調査一

　　　　農林省農業改良局統計調査部　　東京　　　（月）

　　　　25cm

　　　　昭24年度1・四半期～4・四半期，昭26．4～12月分～昭2Z1～3月分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－80）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C

セメント

　　　　セメント協会　　東京

　　　　25cm

　　　　80（昭52．5）～116．118～140（昭ろZ11）～　　（ZI－76）

セメント貿易月報

　　　　日本ボルトランドセメント同業会調査部　　大阪　　（月）

　　　　27㎝

　　　　1（5～9）　Ol召Z6），2（1～8）　（昭8．8）

　　　　　〔以後「海外セメント事情」と改題〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿0＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’



セメント界彙報

　　　　日本ポノレトランド・セメント同業会　　大阪　　（月）

　　　　25cη2

　　　　406（昭17）～417（昭17終刊）　　　　　　　　　　　　（ZI－37）

セメント統制会誌

　　　　同会　　東京　　（月）

　　　　25αη

　　　　1　（1～9）　（昭18．4～12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－58）

地方調査

　　　　地方調査機関全国協議会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　6（昭25．8），8～41（昭291）　（休刊）

地方開発

　　　　中国地方綜合開発委員会　　広島

　　　　36㎝

　　　　15／16（昭24．8）～18，24／25，26，29～51／52，
　　　　35／36，45～50，52～62／65，71／72～91（昭26．4）

　　　　〔後「中国地方調査月報」と改題〕

地方史研究

　　　　地方史研究協議会　　東京　　　（隔月）

　　　　21㎝

　　　　18（昭30．12）～60（昭5z12）～　　　　　　　　　　　（zQ－15）

畜産試験場報告

　　　　同試験場　　東京

　　　　26㎝

　　　　49（昭19．10）～52（昭20．2）　　　　　　　　　　　　（ZH－55）
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賃金物価統計月報

　　　　内閣統計局　　東京　　　（月）

　　　　24～26㎝

　　　　1（大正14．9）～14，16～44，46～127（昭11．3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－59）

賃金の生計費

　　　　日本生活問題研究所　　東京

　　　　26cη2

　　　　19（昭24．1）～27／28，32～34，36～44，48～57，

　　　　59／60，61（昭33．2）

賃金通信

　　　　労働法令協会　　東京　　　（旬）

　　　　26cm

　　　　8（11）（日召50．5）

青島埠頭統計月報

　　　　青島埠頭株式会社　　青島　　　（月）

　　　　26～31cη2

　　　　1（昭13．9）～49（昭1Z9）　　　　　　　　　　　　　（ZL－126）

青島経済統計月報

　　　　青島日本商工会議所　　青島　　（月）

　　　　26㎝

　　　　2（6，7，9～12）　（昭15．8），5（1～12），4（1～12），

　　　　5（1～5）（昭18・5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－5）

〔青島日本商工会議所〕経済時報

　　　　同会議所　　青島

　　　　21C侃

　　　　15（昭14．5）～ろ1（昭19．1）　　　　　　　　　　　　　　（ZD－7）
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青島日本商工会議所所報

　　　　同会議所　　青島　　　（月）

　　　　22～26㎝

　　　　1（昭14．11）～41，44～54（昭198）　　　　　　　　（ZD－6）

　〔青島守備軍民政部鉄道部〕調査資料

　　　　同鉄道部　　青島

　　　　22㎝

　　　　1～3，5－9，11～17，19～22，24～31　　　　　　　（ZB－1）

青島取引所刀報

　　　　同所　　青島　　（月）

　　　　26cm

　　　　47（昭1Z5）～51（昭1711）

地理学

　　　　古今書院　　東京

　　　　21c勿

　　　　1（1）　（昭8．10）～12　（5）　（昭19．5）　　　　　　　　　　（ZR－1）

地　政

　　　　満洲国国務院地政総局　　新京

　　　　21cη～

　　　　8（1～2）　（康徳10．2，4）

地政学

　　　　日本地政協会　　東京　　　（月）

　　　　21cm

　　　　2　（12）　（昭18．12）～3　（9）　（昭1911）　　　　　　　　　（ZR－2）

貯蓄時報

　　　　日本銀行貯蓄推進部　　東京　　　（季）

　　　　21㎝

　　　　1　（昭24．6）～54　（昭3z12）～　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－36）

　　　　　　　　　　　　　　　　　－12一



調研月報

　　　　総評調査研究所　　東京

　　　　25㎝

　　　　1（昭33．4）～3（昭35．6）

　　　　〔後，「月刊総評」に統合改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－60）

貯金局統計月報

　　　　貯金局　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭18．1～7月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL～4）

潮　流

　　　　潮流社　　東京　　　（月）

　　　　21cm

　　　　1　（1～ろ，5～8，　10）　（昭21．1）　，2　（2～12）　，3　（1～9）　，

　　　　4（1～12），5（2，5）（昭25．5）　　　　　　　　　　（ZA－72）

調　査

　　　　第四銀行・三菱銀行を見よ。

調査月報

　　　　朝鮮銀行．第一銀行．配炭公団．北海：道拓殖銀行．奉天商工会．軽金属ロール会．伸

　　　　戸銀行．国民金融公庫．国鉄労働組合．京都銀行協和銀行．満鉄．三井銀行　日本

　　　　長期信用銀行．日本銀行．日本発送電株式会社．日本開発銀行．日本興業銀行（興鋤

　　　　日本生命保険相互会社．日本石炭株式会社．日本証券取引所．大蔵省．昭和製鋼所．

　　　　住友信託鍛行．東海銀行を見よ。

調査報告

　　　　通商産業省を見よ。

調査彙報

　　　　朝鮮金融組合。満洲中央銀行．日本蚕糸統制株式会社．昭和製鋼所．東京株式取引所。

　　　　を見よ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－15一



調査時報

　　　　調達庁．中小企業金融公庫．大日本紡績株式会社．富士銀行．伊藤忠商事．健康保

　　　　険組合連合会．持株会社整理委員会．日本銀行．日本共産党．日本放送協会．日本

　　　　生命．日本石油株式会社．安田銀行を見よ。

調査事報

　　　　名古屋株式会社を見よ。

調査情報

　　　　住友信託銀行を見よ。

調査旬報

　　　　日本石炭株式会社，産別会議を見よ。

調査及資料彙報

　　　　全国経済調査機関聯合会を見よ。

調査資料

　　　　青島守備軍民政部鉄道部電源開発株式会社．国鉄労働組合．満洲竃業株式会社．

　　　　日本発送電株式会社．農商務省臨時産業調査局．全日本海員組合調査部．全日本産

　　　　業別労働組合会議を見よ。

調査統計

　　　　日本製鉄株式会社を見よ。

調査と研究

　　　　三菱経済研究所　　東京　　　（季）

　　　　26㎝

　　　　1（1）　（昭3Z9）～

調査特報

　　　　日本勧業銀行を見よ。
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調査と専門図書館

　　　　専門図書館関西地区協議会　　大阪　　　（年一2）

　　　　26cη

　　　　λ61（昭55・1）

調査と資料

　　　　名古屋大学経済学部経済調査室　　名占屋

　　　　21㎝

　　　　2（昭26．11）～5，7～22（昭5Z10）～　　　　　　　（ZB－192）

頴査と資料

　　　　労農党政策調査部　　東京

　　　　21㎝

　　　　13（昭2Z5）～16（昭278）

調査と資料

　　　　全国労働金庫協会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1（6）　（昭51．1）～5（12）　（昭55．3）

　　　　　〔6巻以後「月刊労働金庫」と改題〕　　　　　　　　　　　　　（ZF一61）

朝鮮銀行調査月報

　　　　同行　　京城　　（月）

　　　　26c仇

　　　　27～5　5　　（昭2　4．1　0～日召2　5．4）

朝鮮銀行統計月報

　　　　同銀行　　京城　　　（月）

　　　　26cη2

　　　　14（6～10）　（昭13．6），17（1）～20（9）　（昭19．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－5）
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朝鮮群山商工会議所月報

　　　　同所　　群山　　（月）

　　　　22㎝

　　　　190（昭15．1）～216，220～224（昭15．11）

朝鮮金融組合統計月報

　　　　同組合聯合会　　京城　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭15．1～12月，昭16．1～12月，昭1Z1～4，昭18．11，昭1912月，

　　　　昭20．1～5月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－6）

朝鮮工業組合

　　　　朝鮮工菜組合中央会　　京城　　　（季）

　　　　21απ

　　　　2（昭18．1）～4，60も3］9．1）

〔朝鮮金融組合聯合会〕澗査彙報

　　　　同聯合会　　京城　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1　（昭14．1）～59　（昭1912）　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB一ろ）

朝鮮問題研究

　　　　朝鮮問題研究所　　東京　　　（隔月）

　　　　21cη》

　　　　1（1）　（昭32．5）～4（6）　（昭55．12）　　　　　　　　（ZA－118）

朝鮮資料

　　　　朝鮮問題研究所　　東京　　　（月）

　　　　21cm

　　　　1　（1）　　（昭5　5．2）　～2　（3）　　（‖召3　Z3）　～
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朝鮮証券取引所月報

　　　　同取引所　　京城　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（昭18．8）～5（昭18．10），2（1～4，7）　（昭1｛λ1）～5（2）

　　　　（昭20．4）

　　　　〔「朝鮮取引所月報」の改題〕

朝鮮総督府海外経済情報

　　　　朝鮮総督府　　京城　　　（週）

　　　　27㎝

　　　　225（昭18．1）～252，255～271，278～279，281，282
　　　　（昭192）

朝鮮総督府穀物検査所月報

　　　　同検査所　　京城　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　9　（1　0）　　（昭1　6．1　0）　～1　1　（9）　　（日召1　8．9）

朝鮮取引所月報

　　　　同取引所　　京城　　　（月）

　　　　21cm

　　　　152（昭18．1）～158（昭18．7）

　　　　〔以後「朝鮮証券取引所月報」と改題〕

〔調達庁〕調査時報

　　　　調達庁総務部総務課　　東京　　　（季）

　　　　25cm

　　　　2　4　（日召5　4．5）　～3　4　（日召5　6．1　1）

キリスト教社会問題研究

　　　　同志社大学人文科学研究所第二研究（キリスト教社会問題研究会）　　京都

　　　　21cη2

　　　　6（昭3Z5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－17一



中外経済統計彙報

　　　　中国聯合準備銀行　　北京　　　（月）

　　　　9　（1～6），10　（1～6）　（昭19）　　　　　　　　　　　　　（ZL－63）

〔月刊〕申国

　　　　黄土社　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1～3（昭21．6～11）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－80）

中国文化情報

　　　　上海自然科学研究所　　上海

　　　　21cη

　　　　21（昭15．1）～51（昭16．12）　　　　　　　　　　　　　（ZP－5）

中国地方調査月報（中国地方綜合統計月報臨時増刊）

　　　　中国地方綜合調査所　　広島　　中国地方綜合開発委員会　　（月）

　　　　26cm

　　　　爾…i2　6．1　1／1　2月　，昭2　7　1～昭2　8．づ　2月　，日召2　9㌧1　，　5～7ノヨ

　　　　〔地方開発の改題〕

由国地方経済の動き

　　　　巾国地方綜合調査所　　広島

　　　　1（昭50．上半期）

中国地方綜合統計月報

　　　　中国地方調査所　　広島　　中国地方綜合開発委員会　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　創刊号（昭24，5）～161（昭5Z12）～　　　　　　　　　（ZL－84）

中国評論

　　　　日本評論社　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　昭21．6～昭22．2月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－73）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－18一



中国経済情報

　　　　神戸大学経済経営研究所　　神戸　　神戸商工会議所　　　（月一2）

　　　　22～26㎝

　　　　1（昭25．12）～117（昭31．9停刊）　　　　　　　　　（ZB－118）

中国経済資料

　　　　中国研究所　　東京　　　（季）

　　　　21～25㎝

　　　　1（昭31．4）～16　（昭56．1）　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－159）

〔季刊〕中国研究

　　　　中国研究所　　東京　　日本評論社　　　（季）

　　　　21㎝

　　　　1（昭22・6）～5，7，8，12，13（昭25．9）　　　　　　（ZA－74）

中国研究月報

　　　　中国研究所　　東京　　　（月）

　　　　26αη

　　　　↑　4　6　（日召3　5．5）　～1　7　7　（日召5　Z　1　2）　～

　　　　〔「中国資料月報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－77）

中国研究所所報

　　　　中国研究所　　東京

　　　　21㎝

　　　　1　（日召22．5）～7，10，12，15，17，21～25　（昭24．10）

　　　　特報1（昭23．12）～5（昭24．5）

　　　　〔後、　「中国資料月報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－77）

中国研究資料

　　　　大阪市立大学経済研究所中国研究班　　大阪

　　　　24㎝

　　　　1～8（昭30）

　　　　〔9号以後「アジア経済研究資料」と改題〕　　　　　　　　　（ZA－125）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－19一



中国及びソヴエトの経済と貿易

　　　　アジア貿易調査会　　東京　　　（月）

　　　　24㎝

　　　　1（昭29．5）～5（昭295）

中国資料

　　　　中日文化研究所　　東京　　　（月）

　　　　26cη～

　　　　1（昭21．11）～3（昭22・8）　　　　　　　　　　　　　　（ZA－76）

巾国資料月報

　　　　中国研究所　　東京　　　（月）

　　　　2］㎝

　　　　1　（禺召21．11）～4756，41．42，45，47～4g，52，55，671

　　　　71，75，78，86～1450｝召35．3）

　　　　〔「中国研究所所鞠）改題にして・盃146以後は更に「中国研究月報」と改題〕

　　　　C陥56～78までは図書の部にあり〕　　　　　　　　　　　（ZA－77）

巾近東月報

　　　　外務省欧亜局巾近東課　　東京　　　（月）

　　　　25cm

　　　　昭54．5月号～56．3月号　　　　　　　　　　　　　　　（ZN－29）

中南支経済統計季報

　　　　南満洲鉄道株式会社上海事務所調査室　　上海　　　（季）

　　　　25cη～

　　　　1　（昭15．11）～5　（昭16．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－7）

鋳鋼鍛鋼情報

　　　　日本鋳銅会・日本鍛鋼会　　東京　　　（月）

　　　　24㎝

　　　　63（昭ろ4．6）～81（昭35．12）

　　　　〔82号以後「鋳鋼と鍛鋼」と改題〕　　　　　　　　　　　　　（ZI－81）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－20一



鋳鋼・鍛鋼期間諸統計表（鋳鋼と鍛鋼号外）

　　　　日本鋳鋼会・日本鍛鋼会　　東京　　　（季）

　　　　25㎝

　　　　昭和35年度第2．4半期（昭55．12）～37年度第4．4半期（昭58．6）～

鋳鋼と鍛鋼

　　　　日本鋳鋼会・日本鍛鋼会　　東京　　　（月）

　　　　24c勿

　　　　82（昭36．1）～105（昭3Z12）～

　　　　〔「鋳鋼・鍛鋼情報」の改題〕

中京商学論叢

　　　　中京大学学術研究会　　名古屋

　　　　21cη

　　　　7 （3，4）　（日召36．3）～8（2）　，9（1）　（9召三5Z12）

中央公論

　　　　中央公論社　　東京　　　（月）

　　　　21cm

　　　　5　8　（1～1　2）　　（昭1　8．2）　，　59　（4～7）　，6　1　（1）　～62　（1　2）　，

　　　　65（5～12），64　（1）～77（12）　（昭5Z12）～　　　（ZA－－5）

〔中央労働委員会〕資料月報

　　　　中央労働委員会事務局　　東京　　　（月）

　　　　21～24cm
　　　　1　（日召2　4．6）　～5　，　7～1　8　（圓召2　5．1　1）

中央労働委員会速報

　　　　同委員会事務局　　東京　　　（旬）

　　　　26㎝

　　　　1（昭22．5）～8，11～14，49～125，127～156，158～160

　　　　162～189，191～201，203～227，229～254，243，
　　　　244，447～558（昭3Z5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－21一



中央労働時報

　　　　中央労働委員会事務局　　東京　　　（月）

　　　　26cπ

　　　　↑（2～8）　（昭21．9），17～231，241～244，337～388

　　　　（昭5Zl2）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－14）

中労委資料月報

　　　　中労委綜合資料室　　東京　　　（月）

　　　　25cm

　　　　3（昭25．2）～17（昭24．4）

〔月刊〕中小企業

　　　　中小企業庁　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　8（8～12）　（昭31．8），9（2，4～12），10（1）～14（12）

　　　　（昭5Z12）～

　　　　〔「中小企業情報」・「中小企業金融」を合併〕　　　　　　　　（ZD－108）

中小企業

　　　　商工組合中央会　　東京

　　　　2（1，5，7）　（昭22．2），3（1～6，8～10）　（昭25．12）

　　　　〔後、　「商工協同組合」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　（ZD－99）

中小企業情報

　　　　中小企業庁公報課　　東京　　日本中小企業団体連盟　　　（月）

　　　　26cm

　　　　1（1）　（昭24．2）～3（12），4（1～5），5（4～12），

　　　　6（1～12），7（1～3），8（1，2，4，5，8，9）（昭51．9）

　　　　〔後、　「月刊中小企業」に統合〕　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－108）
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中小企業金融

　　　　中小企業庁　　東京　　産業公報社中小企業出版局　　　（旬）

　　　　26cη

　　　　36（昭2＆4下旬）～46，58～62，65，67，68，7。，73～78，

　　　　80，83，87，88，90～92，95，99，104，106，108，
　　　　110，111～113（昭51，7下旬）

　　　　〔後、　「月刊中小企業」に統合〕　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－108）

〔中小企業金融公庫〕調査時報

　　　　同公庫調査部　　東京　　　（月）

　　　　26cm

　　　　1　（1～5）　〔昭54．7）　，2　〈1～7，9～12）　，3　（1～10）　，4　ζ1～

　　　　6）　〔昭5Z11）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－67）

中小企業金融公庫月報

　　　　中小企業金融公庫　　東京　　中小企業出版局　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　6（4）　（昭34．4）～9（12）　（昭5Z12）～　　　　　（ZD－137）

中ソ事情

　　　　国際事情研究会　　東京　　　（隔日）

　　　　25cη

　　　　551（昭51．10）～502，504～512，515～666、668～
　　　　858，860～982，984～1015　（昭56．5．51）　　　〔ZN－25）

コークス統計月報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京

　　　　昭32．6月分，昭55．1，2月分

ComPuter
　　　　総合生産枝術研究所　　東京　　〔季）

　　　　24㎝

　　　　1（1）　（昭34．9）～5（5／4）　（昭5Z10終刊号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－23一



Computer　Report
　　　　総合生産技術研究所　　東京　　　（月）

　　　　27㎝

　　　　3（1～2）　（昭5Z11～昭58．1）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D

大亜細亜

　　　　大亜細亜建設社　　東京　　　（月）

　　　　2↑cm

　　　　10　（2）　（日召1Z2）～13　（2）　（昭20．3～4）

〔大同学院〕論叢

　　　　大同学院　　新京　　満洲行政学会

　　　　22cm

　　　　1（康徳6．10）～3（康徳Z12）

〔季刊〕大学

　　　　東京大学新聞社出版部　　東京　　　（季）

　　　　26απ

　　　　1（昭22．4）～6（昭23．9）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－79）

〔大学基準協会〕会報

　　　　同会　　東京

　　　　21cη～

　　　　2　（昭2　2．5）　～4　（日召2　4．1　1）

大学資料

　　　　文部省大学学術局大学課　　東京

　　　　6（7日召32．5），74（日召54．12）

大学と社会

　　　　「大学と社会」編輯所　　東京　　刀江書院　　（月）

　　　　22cm

　　　　1（昭6．4）～5（昭6．8）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－126）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－24一



〔第一一銀行〕調査月報

　　　　同銀行調査部　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　2（1）　（昭25．1）～14（12）　（昭3Z12）～　　　　　　（ZF－45）

大株月報

　　　　大阪株式取引所調査課　　大阪　　（月）

　　　　26cm

　　　　79　（日召15．1）～83，90～99，115～144　（日召18．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－11）

〔大日本紡績株式会社〕調査時報

　　　　同会社社長室調査課　　大阪

　　　　26c祝

　　　　52　（昭52．8）～62，64　（昭56．ろ）　　　　　　　　　　　　〔ZI－69）

大日本紡績聯合会月報

　　　　同聯合会　　大阪　　　（月）

　　　　26cη～

　　　　570　（昭15．4）～572，579～600　（昭1Zlo）　　　　　（ZI－1）

大日本電気会誌

　　　　大日本電気会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　265（昭1《λ1）～266，268（昭1｛λ4）

　　　　〔電気協会雑誌の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZS－2）

大日本外国貿易月表

　　　　大蔵省　　東京　　日本関税協会　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　明治24．4～大正Z12月分

　　　　　〔後、　「外国貿易月表」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－59）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－25一



大日本統計協会雑誌

　　　　大日本統計協会　　東京

　　　　21cη

　　　　1ぐ昭197）～8（昭21．7）

　　　　〔9号以後「統計」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－50）

大連商工会議所所報

　　　　同会議所　　大連　　　（月一2）

　　　　51cm

　　　　534（H召15．6）～337，359～548，351，1553～359，361

　　　　～564，566～375，577～380，385，585，387～389，
　　　　391，593，395～406　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－12）

大連商工会議所経済統計月報

　　　　同会議所　　大連　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　284r昭14．4），317～340　（昭18．12）　　　　　　　（ZL－27）

大連高商論叢

　　　　大連高等商業学校興亜経済研究所　　大連

　　　　21cη

　　　　3　（昭16．5）～4　〔昭1Z12）　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－－64）

大東亜

　　　　大東亜建設社　　東京

　　　　10　↓2～12）　（口召1Z2）　，　11　（1～9）　，15　（1，2）　（9召20、4）

大東亜経済

　　　　大東亜経済社　　大連　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　6（4～11）囎1Z4），ナ（1～11）（昭18．11）

　　　　〔東亜商工経済の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－26一



ダイヤモンド

　　　　ダイヤモンド社　　東京　　　（週）

　　　　26㎝

　　　　29　〈19～27）　（昭1（57）　，30　（19～56）　，36　（1）～47

　　　　（55）　（昭34．12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－5）

〔第四銀行〕調査

　　　　同銀行企画室　　新潟　　　（月）

　　　　27㎝

　　　　20（昭34．1）～67（5Z12）～

電　電

　　　　電々一心会　　新京　　　（月）

　　　　26cη

　　　　7（6～12）　（昭166），8r1～12），9（1～6，8，9，11，

　　　　12），10（1～5，7，8）　（昭19．8）

　　　　〔後、「満洲の電気通信」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZG－13）

〔電源開発株式会社〕調査資料

　　　　同会社　　東京

　　　　25㎝

　　　　27〔昭36．5），特集r昭36．6），29，特集〔昭5Z2）～

〔電源開発株式会社〕事業月報

　　　　同会社総務部文書課　　東京　　　（月）

　　　　26cη2

　　　　昭54．4月分～5ス12月分～　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－85）

電　機

　　　　日本電機工業会　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　158（昭34．12）～174（昭3Z12）～　　　　　　　　（ZI－89）
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電気協会雑誌

　　　　電気協会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　241（昭17］）～264〔昭18．12）

　　　　〔後、　「大日本電気会誌」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZS－2）

電気通信大学学報〔人文社会編）

　　　　同大学　　東京　　　〔年一1）

　　　　26㎝

　　　　9　（昭52・12）～10，12～14（昭5712）～　　　　　（ZA－127）

竜力調査統計月報

　　　　電気事業連合会統計委員会　　東京　　日本電気協会

　　　　26cm

　　　　9（4）　ζ昭54，4月分）

竜力経済

　　　　電力経済研究所　　東京　　（隔月）

　　　　21c功

　　　　り　（1～4）・（日召28．5～9）

電力経済研究所所報

　　　　同研究所　　東京

　　　　26㎝

　　　　1（昭29．8）～9　（昭ろ4．2）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI～65）

伝染病簡速統計月報

　　　　厚生大臣官房統計調査部　　東京　　　（月）

　　　　26c功

　　　　昭2Z7月分，年計分，昭28．1～12月分，年計分，昭291～12月分，年計

　　　　分，昭30．1～12月分，年計分　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－110）
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電信電話経営月報

　　　　日本電信電話公社経営調査室　　東京　　　〔月）

　　　　26㎝

　　　　156（日召379）～158〈昭3Z11）～

ドイツ

　　　　日独出版協会　　東京　　　（月一2）

　　　　26㎝

　　　　昭18．1～昭1912月号　　　　　　　　　　　　　　　　イZA－7）

同盟世界週報

　　　　同盟通信社　　東京　　　イ週）

　　　　25c硯

　　　　24（14）　rH召18．4）～26〈25／26）　0｝召2〔〕．］0）

　　　　〔「国際経済週報」の改題にして後更に「世界週報」と改題〕　　　（ZA－8）

同　志

　　　　神戸貿易同志会　　神戸

　　　　26cη～

　　　　15〈口召13．8）～15，17～20（日召17ろ）

同志社大学人文科学研究所紀要

　　　　同研究所　　京都

　　　　21cm

　　　　倉ll干1』号　（昭32．1　］）　～5　（日召5　Z　ZI）

同志社学生商学

　　　　同志社大学二部商学部自治会　　京都

　　　　21㎝

　　　　創刊号く昭55．1）
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同志社商学

　　　　同志社大学商学会　　京都　　　ζ年一6）

　　　　21㎝

　　　　1（1）　（昭24．9）～14（5／4）　（昭3Z12）～　　　　（ZB－65）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E

エコノミア

　　　　横浜国立大学経済学会　　横浜

　　　　21㎝

　　　　1r昭25．2）～19（昭3z1）　　　　　　　　　　　　　（ZB－131）

エコノミスト

　　　　毎日新聞社　　東京　　　（週）

　　　　25cm

　　　　21〔1）　（昭18．1）～22（13～24），25r1～10），25（2～

　　　　23），26（1～3），27（8）～51（51），152（ρ1～51），33

　　　　〔1，2，4）～55〔27，30）～39〔12，14～41，4ろ），40

　　　　（1～4，6～52）　（昭5Z12）～　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－24）

愛媛大学紀要（第一部：人文科学）

　　　　同大学　　松111　　（年一1）

　　　　26cm

　　　　1（2）　（昭26，12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－145）

愛媛大学紀要（第2部：自然科学）

　　　　同大学　　　（年一1）

　　　　26㎝

　　　　1（2）　（昭26．12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－145）

愛媛大学紀要（第5部：工学）

　　　　同大学　　松山　　（年一一1）

　　　　26㎝

　　　　2（1）　（昭26．12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－145）
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愛媛大学紀要〔第4部：社会科学）

　　　　同大学　　松山　　（年一1）

　　　　26㎝

　　　　1r2～4）　（昭26～28），2∩～4）　（昭29～52），3〔1～4）

　　　　（昭33～36），4（1）　（昭57）　　　　　　　　　　　　（ZA－145）

愛媛大学紀要く第6部：農学）

　　　　同大学農学部　　松山

　　　　26㎝

　　　　1　（1～2）　（‖召30～31）　，2　（ρ2）　（日呂31）　，5　（1～2）　（昭32～

　　　　35），4（1，2）（昭55～ろ4），5　（昭34），6　（1～2）　（昭ろ5～36），

　　　　7（1，2）　（昭56），8（1～4）　（昭57）　　　　　　　　　（ZA－145）

衛生統計

日本衛生統計協会　　東京　　創成社

26cη～

2（1，4，12）（日召24．8），3（1）（昭25．1）

液体燃料統計月報

　　　　液体燃料協議会　　東京　　　（月）

　　　　1　（1～3，附録）　（昭21）　，2　（3，4）　（昭22）　　　　〔ZI」－127）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F

フエビアン研究

　　　　日本フエビアン研究所　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　2（1）（日召26．1）～5（12），6（1，2，4～12），7（1）～15

　　　　（12）　（昭3712）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－－59）

プアイナンス・ダイジエスト

　　　　大蔵財務協会　　東京　　　（月）

　　　　18㎝

　　　　4　（4～1　0）　　（臨日2　5．4～1　0戊ヨ）
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富大経済論集

　　　　富山大学経済学部経済学会，北陸経済研究所　　富山　　　（年一4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も
　　　　2↑c勿

　　　　5〔1）　（圓召55．3），4（1，2），5（2，3，4），6（1～4），7（1

　　　　～4），8（1，2）　（昭3Z12）　　　　　　　　　　　　〔ZB－160）

不動産研究

　　　　日本不動産研究所　　東京　　　（季）

　　　　26cm

　　　　3　（1）　〔n召56．5）　，4　〔4）　（昭5ス1　0）～

〔富士銀行〕調査時報

　　　　同銀行調査部　　東京　　　（月）

　　　　26cm

　　　　99　（昭51．6）～166（昭579）～　　　　　　　　　　　（ZF－55）

富士タイムズ

　　　　富士銀行調査部　　東京　　　（月）

　　　　26cη

　　　　12（1－12）　（昭3Z1－12）～

藤本アナリスト

　　　　藤本ビル．ブローカー銀行調査部　　大阪　　（月一2）

　　　　22cm

　　　　3　（1～2　4）　　（日召4．1～1　2）

　　　　〔「藤本ビル　ブローカー銀行月報」の改題〕

藤本ビル　ブローカー銀行月報

　　　　藤本ビル．ブローカー銀行調査部　　大阪　　（月）

　　　　22cm

　　　　1　（1，2）　（1昭2．1）　，2　（1，2，4～6，8，10～12）　（h召5．12）

　　　　〔以後「藤本アナリスト」と改題、半月刊となる〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－32一



福岡大学研究所報

　　　　同研究所　　福岡　　21～26㎝

　　　　1（昭32・7）～4f昭5Z6）・別冊1，2（昭3Zll）～

福岡商大論叢

　　　　福岡商科大学研究所　　福岡　　21㎝

　　　　1（昭24．11）～4，2（2）　〈昭2Z2）

　　　　〔後、「福岡大学経済学論叢」，「商学論叢」として続く〕　　　（ZB－66）

福岡商大ゼミナール研究論集

　　　　福岡商科大学ゼミナール連合会　　福岡　　21απ

　　　　1（昭30．4），2ζ昭30．10）

福祉研究一人間と社会一

　　　　日本福祉大学人間関係研究所　　名古屋　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　8　（日召5ろ．6）～9　で日召ろ5．9）

　　　　　〔「中部社会事業」の改題〕

富　民

　　　　富民協会　　大阪　　（月）

　　　　21㎝

　　　　18（12）　（昭21．12），19（1～5）　（昭22．5）　　　　（ZH－34）

二つの世界

　　　　二つの世界社　　東京　　　（月）

　　　　21～26αη

　　　　1イ1，3～5）　（昭30．8），2（1）　（昭51．1）

釜山商工会議所月報

　　　　同会議所　　釜山　　　（月）

　　　　21απ

　　　　　153（昭13．1），155～174〈昭1410）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－55一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G

外交評論

　　　　日本外政協会　　東京　　　（月）

　　　　21cm

　　　　23（1～4）　（昭18．1），24（5，5）　〈昭195）　　　　rZN－1）

外交時報

　　　　外交時報社　　東京　　　（月一2）

　　　　21αη

　　　　914（日召18．1），918～921，924～93ろ，955～937，9ろ9

　　　　～953，955，956（昭20．4）　　　　　　　　　　　　　　（ZN－2）

外国貿易

　　　　日本銀行調査局　　東京　　　（月）

　　　　26cη膓

　　　　大iE　15．5～12月分，昭2．1～紹B・3月分　　　　　　　　　（ZL－12）

外国貿易概況

　　　　大蔵省関税局調査統計課分析係　　東京　　　（月）

　　　　26cπ‘

　　　　78　（’昭54．1）～125　（昭5Z12）～　　　　　　　　　　　（Zl」－155）

外園貿易月表

　　　　大蔵省　　東京　　日本関税協会　　　（月）

　　　　26cη～

　　　　昭12．1～昭15．6月分

　　　　〔後、　「日本外国貿易月表」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　〔ZL…39）

外国電気事業資料

　　　　電気庁　　東京　　電気協会　　　（隔月）

　　　　21㎝

　　　　15　（昭1Z2）～21　（昭18．2）　　　　　　　　　　　　　　　　fZI－93）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－34一



外国為替管理委員会月報

　　　　同委員会　　東京　　21㎝

　　　　1（昭25．3）～12　（昭26．10）　　　　　　　　　　　　　　　rZF一ろ7）

外国為替統計月報

　　　　日本銀行為替管理局　　東京　　　r月）

　　　　26㎝

　　　　1（昭25．12）～147　（昭3Z12）　　　　　　　　　　　　　（ZI」－98）

外国経済統計月報

　　　　日本銀行統計局　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　51　（昭28．5）～90，92～166　（昭3Z12）～　　　　（ZL－1｛2）

外国の新聞と雑誌

　　　　日本読書協会　　東京　　　（月一2）

　　　　21cη

　　　　507　（昭18．1）～b54　（昭19．5）　　　　　　　　　　　　　　（ZA－9）

外国鉄道調査負i料

　　　　鉄道省運輸局　　東京　　　（月）

　　　　26（ア，～

　　　　i6　（1～5，5～］2）　（：沼］Z1～…i，5～12）

外顧雑誌重要記事索引

　　　　全国経済調査機関聯合会　　東京　　　（月）

　　　　21窃’1

　　　　64（大正15．5）～199（昭12．8）　　　　　　　　　　　（ZA－112）

外国雑誌記事索引

　　　　アジア経済研究所　　東京　　　（月）

　　　　30㎝

　　　　1　（1～6）　（日β55．7）　、2　（1～5，6～12）　，3　（1～12）　〈t侶

　　　　5Z12）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－55一



外務省調査月報

　　　　外務省大臣官房調査課　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1〈1～5，7～9）　f昭35．4），2f1～12），5（1～12）　f昭5Z

　　　　12）～

外務省戦時経済局報

　　　　同局　　東京　　　（週）

　　　　26㎝

　　　　2f8～1↑，15～15，17，24，26，27，52，47）　r昭192～
　　　　11）

外務省通商局日報

　　　　同局　　東京　　（日）

　　　　26㎝

　　　　昭和10年（1～294）∫昭和11年（1～ろ00）；昭和12年∩～122）

　　　　昭和18年（1～105，105）

学術論叢

　　　　中央大学学術部　　東京　　　（年一一1）

　　　　21㎝

　　　　4　f昼召21λ3）、7　（日召31．12）

学　鐙

　　　　丸善株式会社　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　3　7　r1）　　（‖召8．7）　～4　6　〔7）　，　4　8　r1）　～56　　f　1　2）　，　5　7　（1～8　，

　　　　10～12）　，58　（1～6，9～12）　，59　（1～11）　0｛召5ス11）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZA－102）
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ガス事業調査月報

　　　　通商産業省公益事業局　　東京　　日本瓦斯協会　　（月）

　　　　26cη

　　　　昭34．1月分～55年12月分

　　　　〔昭56年1月以後「ガス生産動態統計調査資料」と改題〕　　　〔ZI－go）

ガス事業統計月報

　　　　通商産業省公益事業局　　東京　　日本瓦斯協会　　　f月）

　　　　26㎝

　　　　昭3ス1～12月分～

　　　　〔「ガス事業調査月報」，「ガス生産動態統計調査資料」の改題〕　（ZI－go）

ガス生産動態統計調査資料

　　　　通商産業省公益事業局　　東京　　日本瓦斯協会　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭56．1～12月分

　　　　〔「ガス事業調査月報」の改題にして、昭和37年1月以後更に「ガス事業統計月

　　　　報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－90）

現物値段月別高低表

　　　　大阪屋商店調査部　　大阪　　　「月）

　　　　26cη～

　　　　69　（昭1Z1）～95　（昭1（λ1）　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－13）

原価計算

　　　　日本原価計算協会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　4（7～12）（日召19．8～12）
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岐阜商工月報

　　　　岐阜商工会議所　　岐阜　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　398r昭15．8）～409，411～433（昭18．7）　　　　〈ZD－16）

技術評論

　　　　日本技術協会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　19　（1）　（昭1Z1）～20　（8）　（昭18．9）　　　　　　　　　　（ZI－5）

銀行会社計画資本調

　　　　日本銀行調査局　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　大正15．5月分～15．7月分　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－14）

鉋行会社資本論

　　　　日本銀行調査局　　東京　　　（月）

　　　　21cη

　　　　大正1．1～6月分，昭2・1～昭15．8月分　　　　　　　　　　　〔ZL－15）

銀行研究

　　　　銀行研究社　　東京　　　（月）

　　　　21～26cη～

　　　　44（3～6）　（日召18．ろ），45（1～6），46r1～5），47（1，5，

　　　　4，6）　，299～572　（昭ろ712）～　　　　　　　　　　　　　（ZF－5）

銀行労働調査時報

　　　　銀行労働研究会調査部　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　69〈昭51．8）～146r昭3Z12）～

　　　　〔「全銀連調査時報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　rZF－47）
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銀行通信録

　　　　東京銀行集会所　　東京　　　（月）

　　　　26c扱

　　　　472r大正14．5），476～539，624～626，649，652～
　　　　658（昭15．11）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－4）

〔月刊〕合化

　　　　合成化学産業労働組合連合　　東京　　　（月）

　　　　26cη

　　　　1（1）　（昭54．6）

　　　　〔「調査時報」　・「情報」・「組織月報」・「厚生情報」・「青婦情報」の合併改

　　　　題〕

護誤時報

　　　　東京ゴム同業組合護護時報出版部　　東京　　　（月）

　　　　22㎝

　　　　17　（5．4）　（昭11．3），18（2～9），19　α8），20〈2．5），21

　　　　（6．8）　　，　2　2　　（2．7～1λ1　1）　，　25　　（3．4．Z　1　0）　　σ｝召1　7　1　0）

ゴム統計月報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京　　　（月）

　　　　26cηz

　　　　4（7，8）　（昭52．7），6（9，10），7（4） 6il］ろ5．4）

群馬大学紀要（人文科学篇）

　　　　同大学紀要編集委員会　　前橋　　26c呪

　　　　2　（4，6），3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－146）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Il

海拉爾経済時報

　　　　海拉爾商工公会　　海拉爾　　　25㎝

　　　　1～4（康徳6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－195）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－59一



　〔配炭公団石炭局統計課〕調査月報

　　　　同課　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　24～26（昭23）

　　　　　〔後、　「統計月報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZI－54）

　〔配炭公団石炭局統計課〕統計月報

　　　　同課　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　27（昭23．9）～29，52，35，35～40（昭24．9）

　　　　〔〔配炭公団石炭局統計課〕調査月報の改題〕　　　　　　　　　　〈ZI－54）

発行株式統計季報

　　　　大蔵省理財局経済課　　東京　　（季）

　　　　26㎝

　　　　昭50・10／12月分～昭35・10／12月分　　　　　　〔ZL－128）

函館商大論叢

　　　　函館商科短期大学研究所　　函館　　21㎝

　　　　5／6（日召ろ3．5）～9（昭56．9）　　　　　　　　　　　　　（ZA－146）

函館商工会議所月報

　　　　同会議所　　函館　　　ぴヨ）

　　　　21㎝

　　　　580（1｝召1ろ．1）～394，596，598～401，404～427，429
　　　　～453　r昭18．10）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rZD－17）

反共情報

　　　　国際反共連盟　　東京　　　（月）

　　　　26cη▲

　　　　3（昭15．12）～12，14～16，19，20，28～50，32～55，

　　　　37～59（昭16．12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－40一



払込金調概要

　　　　日本銀行統計局　　東京　　　r月）

　　　　昭22・4～8月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－16）

払込金調

　　　　日本銀行調査局　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　大15年5月～昭6年12月，昭7年2～12月，昭8年1，2，4～12月，昭

　　　　9年1月～11年12月，昭12年1，3～12月

払込金調

　　　　日本勧業銀行調査課　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　大15年6～8，10～12月，昭2年1～7・9～12月，昭3年1月～6年

　　　　12月，昭7年1，5～12月，昭8年1月～］0年12月，昭11年1～6，8

　　　　～12月，昭12年1，5～9，11，12月，昭14年1～10月

恰爾浜学院論叢

　　　　恰爾浜国立学院大学　　恰爾浜　　　（年一1）

　　　　22cη2

　　　　1（康徳8、ろ），2〔康徳93）

恰爾浜統計月報

　　　　0合爾浜商工公会　　恰爾浜　　（月）

　　　　26c祝

　　　　1　臼　，6）（康徳10．6，11）　，2（2）（康徳11．12）　　　rZL－18）

働くなかま

　　　　産別会議資料室　　東京　　　（月一3）

　　　　26cm

　　　　29　（昭26．7）～59　（昭2Z5）

　　　　　〔「産別会議調査旬報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　〈ZK－43）
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発送電

　　　　日本発送電株式会社　　東京　　　r月）

　　　　26㎝

　　　　3　（1～5，8～10，　12）　（じ召18．1）　，4　（1～4）　，6　（1　，2，7～

　　　　12），7（1，2，4，5），9（1～3，5，6），10（1，2，4～6）

　　　　11臼～5）　（昭26．4終刊）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－4）

　〔週刊〕平民新聞（史料近代日本史社会主義資料）

　　　　創元社　　大阪　　　（週）

　　　　22cm

　　　　1（昭和28刊）～48（昭和50刊）　　　　　　　　　　　（ZA－1｛〕4）

平和と社会主義の諸問題

　　　　日本共産党機関紙経営局　　東京　　（月）

　　　　21～26cm

　　　　1　（p・］55．9）～22，3〔」～34，4で～51　（3ス12）～　 （Zl〈－61）

編訳簡報

　　　　ψ支建設資料整備事務所　　上海　　22c防

　　　　1　（2～7）　（昭16．7）　，2　（1，2）　（昭1Z12）　　　　　　（ZB～8）

ヘノレノス

　　　　東京商科大学本科会一橋学会　　東京　　22cm

　　　　2　5　（｝1召1　4．8）　，　2　6　，　2　9　，3　〔〕　fl｛召1　7　1　2）　，復干1」9　（財｛ろ　5．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZC－8）

批　判

　　　　協同淳房　　東京　　21c初

　　　　1　（｛1付21．5）

皮革統計月報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京　　　（月）

　　　　26cη～

　　　　昭32年6月分（昭32・8）
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皮革統制会報

　　　　皮革統制会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1〔1）　（昭18．12）～2（1～12）　（昭1912）　　　　　　〔ZI－5）

彦根経専論叢

　　　　彦根経済専門学校研究会　　彦根

　　　　復刊1号，創立25年記念（昭25．12）

　　　　〔後、　「彦根高商論叢」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－9）

彦根高商論叢

　　　　彦根高等商業学校研究会　　彦根　　22cm

　　　　↑0（昭6．12）～15，1ア～19，27～35（昭18．7）

　　　　〔彦根経専論覧の改題にして後　更に「彦根論叢」と改題〕　　　　　rZB－9）

彦根論叢

　　　　滋賀大学経済学会　　彦根　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1　↓昭2　4．1　2）　～5　（日召25．1　2）　，　1　（昭2　6．i5）　～9　5　〈日召ろス　1　2）　～

　　　　（人文科学特集も含む）

　　　　〔「彦根高商論叢」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－9）

姫路工業大学研究報告（一般教育関係）

　　　　同大学　　姫路　　21c功

　　　　40昭50．1）～5（日召i51．1）

姫路の実業

　　　　姫路商工会議所　　姫路　　　r月）

　　　　22～38㎝
　　　　1　1　（5～12）　（日召8．5～）　，　12　〔3）　～13　（12）　，　14　（1）　，15

　　　　（3～7）9，10，12）　，16　（1～8，10～12）　，17　f1，2，7，

　　　　1　1）　，　18　（3）　，　19　（1～5，7～12）　，20　（1～10）　（聾召1Z、10）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－43一



浜江省経済季報

　　　　浜江省商工公会　　吟爾浜　　22㎝

　　　　1　（2～4）（康徳8．8～12）　，2　（1～4）　r康徳912）　　　rZD－25）

広島株式取引所月報

　　　　同取引所　　広島　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1 〔日召8。7）～4，7～23，25～58，42～67，69～81，86～100

　　　　（昭18．2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－2D

〔広島県立産業労働科学研究所〕経済季報

　　　同研究所　　広島　　　（季）

　　　1（1）　（昭28．10）

広島商工会議所月報

　　　　同会議所　　広島　　　（月）

　　　　21～26㎝
　　　　1　86　（日召1　2．1）　～2　2　9　（昭1　97）

広証月報

広島証券取引所　　広島　　（月）

26cm
7　（9～1　1）　（昭55．9）　，8　（1～12）　，9　（1～9，　1　1　，　12）　，　10

（1～12）　，　11　〈1～12）　（日召3Z12）～

非鉄金属製品統計月報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京　　　（月）

　　　　26cη2

　　　　昭32年6，月分（昭32．8），昭53年12月分（昭54．2），昭54年6月分

　　　　（昭34．8），昭ろ5年2月分（昭55．4）5，6月分（昭55．8），昭56年2

　　　　月分（昭34．4），4～12月分（昭5Z2），昭57年1月分（昭3Z5）～7

　　　　月分（昭5z9）～
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非鉄金属等需給統計月報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭32年1月分（昭32．5）～5月分（昭52．7），昭53年7月分（昭53．9）

　　　　～12、月分（昭34．2），昭54年1月分（昭54．3）～11月分（昭35．1）

法　学

東北帝国大学法学会　　東京　　岩波書店　　　（月）

22㎝
7　（1～10）　（昭15．1～10）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Z］yl－21）

法学協会雑誌

　　　　法学協会事務所　　東京　　　（月）

　　　　22cη～

　　　　56（1～4）　（昭13．1），61（Z10～12），62（1，6，7）　（昭

　　　　197）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rZM…”

法学論集

関西大学法学会　　吹田　　関西大学人文科学研究所　　21cη

1　（2）　　（昭2　6．7）　，　7　　（2）　　（昼召5　2．9）

（関西大学研究論集，25，59）

法学論叢

京都帝国大学法学部　　京都　　　（月）

21㎝
19（1，2，4～6），（日召5．1），20（ろ，4），21（2，4，5），22

（1，4～6）　，25　（1，2，4～6）　，24　（1～6）　，25　（1～6）　，

26（2），27（1～6），28（1～6），29（1，3～5） ，50（1～

4，6）　（昭18．12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ZM－22）
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法学志林

法政大学法学志林協会　　東京　　　（年一4）

21c加

40（4，6～9）　（昭13．4），42（1，5，6），45（1～11），46

（1，2／3）　，47　（2／3／4）　，48　（1～4）　，49　（1～4）　，50

〔1，2）　，51　（5，4）　，52　f1～4）　，55　（1～4）　，54　（1～4），

55（1～4），57r1），58（1～4），59（1～2），（昭5Z1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZM－2）

法人企業統計調査結果表（四半期別）速報

　　　　大蔵省大臣官房調査部　　東京　　経済安定本部財政金融局　　　（季）

　　　　昭24．4四半期分，昭25．1～で2月分，

　　　　〔昭和26．1～3月分～昭2Z1～5月分　写真複製版〕

〔後、　「法人企業統計速報」と改題〕　　　　　　　　　　　　〔ZL－125）

法人企業統計季報

　　　　大蔵省理財局経済課　　東京　　　〔季）

　　　　26cm

　　　　〔昭2Z4～6月分～昭50．1～3月分　写真複製版〕

　　　　昭30．4～6月分～昭3Zlo～12月分～　　　　　　　　　　（ZL－125）

法人企業統計速報〔四半期別・主要企業）

　　　　大蔵省理財局経済課　　東京　　　（季）

　　　　26㎝

　　　　昭50．7～9月分～昭52・7～9月分，昭35・1～3月分～昭5710～12月分～

〔「法人企業統計調査結果表（四半期別）速報」の改題〕　　　　（ZL－125）

法経会論叢

　　　　北海道大学法経学会　　札幌　　21㎝

　　　　12（昭2Z1）

一 46一



法経研究

金沢大学法経学会　　金沢　　21㎝

1（1）　（昭26．9），2（1）　〔昭2Z10）

法経論文集

　　　　山梨大学学芸学部法経研究会　　甲府　　26㎝

　　　　1（昭295）～5（30．12）　　　　　　　　　　　　　　（ZB－198）

法経論集

愛知大学法経学会　　豊橋　　21㎝

1（昭24．11）～6，8～41（昭5Z12）～　　　　　　　（ZB－－158）

法経論集

新潟大学人文学部　　新潟　　　（年一4）

21㎝
1（昭26．6）～5（昭28．3），ろ（1～5），4（1～5），5（1～3），

6　（1～4）　，7　（1～4）　，8　（1～5）　，9（1～4）　，　10　（1～4）　，　1　1

（1～4）　，12　（1，2）　（昭5Z12）～　　　　　　　　　　（ZB－137）

法経論集

佐賀大学文理学部法律経済研究会　　佐賀　　21㎝

9（1）　（昭56．11）～10（2）　（昭5Z9）～

法経論集

静岡法経短期大学部　　静岡　　21cm

lr昭24．3）～14（昭3Z9）～　　　　　　　　　　　　（ZB－158）

保険調査彙報

　　　　通信院貯金保険局　　東京　　21㎝

　　　　5U〈昭15．8）～52，58，59，64～66（昭18．12終刊）

（ZF一5）

保険年金時報

　　　　保険年金時報社　　東京　　　（隔月）

　　　　21㎝

　　　　9（昭24．1）～12，14～19（昭25．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－47一



北海道貿易

　　　　北海道貿易協会　　札幌　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　2（1～12）　（昭15．1），5∩，4～9），6（1，ろ）　〈昭1Z10）

北海道農業研究

　　　　北海道立農業研究所　　札幌　　26cm

　　　　4　r昭293）～22　（昭3Z3）～　　　　　　　　　　　　　　　rzH－52）

北海道の水産製品

　　　　北海道水産物検査所　　札幌　　26㎝

　　　　71　〔昭15．9）～77，78，80　（昭18．10）　　　　　　　　　〔ZH－5）

北海道労働研究

　　　　北海道立労働科学研究所　　札幌　　26cm

　　　　65（昭ろ1．9），67～92〔昭3ス2）～　　　　　　　　　（ZK－62）

〔北海道拓殖銀行〕調査月報

　　　同銀行経済調査課　　札幌　　　（月）

　　　25cη2

　　　52　（昭ろ1．5）～151　（昭5Z12）～　　　　　　　　　　　　（ZF－50）

北海道統計

　　　　北海道総務部文書統計課　　札幌　　　（月）

　　　　21cm

　　　　150（日召52．4）～140，142～175，175～179，181，182，

　　　　184～189，191～196（日召3Z12）～

　　　　〔159（昭55．3），140（昭33．5），141（昭33．5）の別冊は単行書

　　　　の部〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－129）

北大経済学

　　　　北海道大学大学院経済研究会　　札幌　　21㎝

　　　　1（昭3Zろ），2（昭3Z7）～
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北農連ニユース

　　　　北海道指導農業協同組合連合会農政課　　札幌　　（旬）

　　　　39㎝

　　　　13（昭23．6）～％，18，20～74，78～80　（昭25．4）

北陸経済季報

　　　　富山大学北陸経済研究所　　富山　　（季）

　　　　26c抗

　　　　1（1～4）　（昭34．5），2（1／2），3（1～4）　（昭3Z3）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－163）

北洋漁業

　　　　露領水産組合　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（1）　（昭15．1）～4（7）（昭18．7　終刊）　　　　　　　（ZH－6）

香港日本商工会議所月報

　　　　同会議所　　香港　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　20（昭16、1）～24　（昭16．5）

本邦財界情勢

　　　　三菱経済研究所　　東京　　　（月）

　　　　26cη2

　　　　’昭5．9～11月，昭4．2，5，7～10，11月，昭5．1，4～12月，昭6．1～

　　　　昭Z4月，45（5ノ弓）～127，150～132，154，140，141，

　　　　149～198，200～207　（昭21．9）　　　　　　　　　　　　　　’

北方経済研究

　　　　小樽経済専門学校北方経済研究所　　小樽　　21㎝

　　　　新巻1（昭199），2（昭20．5）

　　　　　〔商学討究改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－68）
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北方農業

　　　北海道農業会　　札幌　　　（月一2）

　　　　26c仇

　　　　579（昭21．9）～593，595～600，602～610（昭24，5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ZH－35）

〔季刊〕法律学

　　　有斐閣　　東京　　25㎝

　　　　5（昭25．10）～11，13～19，24（昭32．5）

法律時報

　　　日本評論新社　　東京　　　（月）

　　　　26cη

　　　　10（9～12）　〔日召15．9），↑1（9～11），12〈1，4，5）15（2

　　　～9）　，　17　（8）　，　18　〔2，　ろ，5～8，　10～12）　，　19　（4，7～1ろ）

　　　　20　（で，　2，　5～12）　，　2　1　r1～で2）　，　22　（1～15　，　5～12）　，　25

　　　　（1，2，4～12），26〔5～10，　12），27（1～12） ，28（71～

　　　　12）　，　2g　r　1～］2）　，ろ0　〔1～10，　12，　1ろ）　，　31　（］～15）

　　　　（昭54．12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZM－4）

法律新報

　　　法律新報社　　東京　　　（月）

　　　26㎝

　　　751〈昭21．8），73ろ，736，7ろ7，740～745（昭25．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZM－16）

法　政

　　　法政大学　　東京　　　（月）

　　　21㎝
　　　　1（3）　（昭2Z8），2（9，11）　〈昭28．1”
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法政研究

　　　　九州帝国大学法政学会　　福岡　　　く年一4）

　　　　21㎝

　　　　12（1，2）　〔昭1Z1），15（1～4），14r1，2）　（昭20．4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZM－5）

法政論叢

　　　　中央大学校　　京城　　法政大学学生聯合学会　　26㎝

　　　　1（1955，9月），5～6（1958，6月）　　　　　　　（ZN－26）

放　送

　　　　日本放送協会　　東京　　　（月）

　　　　21～26㎝

　　　　4（7～15）’（昭94），8（1～4，6～12），9（2～12），10

　　　　（1）～1　1　（12）　f日召16．1　2）

　　　　〔後、　「放送研究」と改題）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZG－2）

放送研究

　　　　日本放送協会　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　2（1～12）　（昭1Z1～12），5臼～4）　f昭18．1～4）

　　　　〔「放送」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZG＿2）

奉天省経済季報

　　　　奉天省商工公会　　奉天　　　（季）

　　　　22㎝

　　　　1（1～5）　（康徳8．6），2（1～4），5（1，2）　（康徳10．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－26）

〔奉天商工公会〕調査月報

　　　　同商工公会　　奉天　　（月）

　　　　22㎝

　　　　2（12）　（康徳6．12），3（1～5）　（康徳Z5）　　　　　　（ZD－27）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－51一



法と経済

　　　　立命館大学人文科学研究所　　京都　　21㎝

　　　　3（1～4）　（昭］0．1），9r1，2，4，5），10（1，2，4，5），

　　　　94，101，108／109～115，117／118（昭26．12）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－11）

ハンガリー

　　　　ハンガリー人民共和国公使館　　東京　　　26㎝

　　　　1～4～

百貨店販売統計月報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　5　（6，7）　（日召32．6，7）　，6　（11，　12）　，7　（1～12）　，　8　r1～6）

　　　　9　（2，ろ，　10，　11）　，　10　f4，7，8）　（日召5Z8）

兵銀ニユース

　　　　兵庫相互銀行調査課　　神戸　　（月）

　　　　26cm

　　　　46（昭ろ3．5）～89（昭36．10）

　　　　〔90号以後「経済月報」と改題〕

兵庫経済

　　　　兵庫県商工会議所連合会　　神戸　　26㎝

　　　　倉‖干1」号　（昭24．3）

兵庫の統計

　　　　兵庫県統計協会　　神戸　　　（月）

　　　　26cm

　　　　45～61（昭36．2～5Z12）
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〔兵庫相互銀行〕経済月報

　　　　兵庫相互銀行調査課　　神戸　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　90～102（昭36．11～昭5Z11）～

　　　　〔「兵銀ニユース」の改題〕

評　論

　　　　河出・書房　　東京　　　〔月）

　　　　26cη2

　　　　1（昭21．2）～25，25～42（昭25．4）　　　　　　　　　〔ZA－81）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

茨城大学文理学部紀要〔人文科学）

　　　　同学部　　水戸　　　（年一1）

　　　　26c沈

　　　　1（昭26．5），4（昭29．5ノ

　　　　〔1号は社会科学篇と合併〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA二］40）

茨城大学交理学部紀要（社会科学）

　　　　同学部　　水戸　　　〔年一1）

　　　　21～26c呪

　　　　1（昭26．3），5r昭28．3）～15（昭5Z12）～

　　　　〔1号は人叉科学篇と合併〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－140）

茨城大学政経学会雑誌

　　　　茨城大学政経学会　　水戸　　21㎝

　　　　1（昭50．6）～5，5～12（昭5Z12）～　　　　　　　　　（ZB－164）
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ICC月報
　　　　国際商業会議所日本国内委員会　　東京　　　f月）

　　　　21～26c硯

　　　　1（昭53．7）～54r昭3Z12）～　　　　　　　　　　　　（ZD－128）

一橋評論

　　　　東京商科大学一橋学会　　東京　　22απ

　　　　2〔昭13．2）

一橋会雑誌

　　　　東京高等商業学校一橋会　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　24（明治599），26，27，30，35～37，40～45，45～47，

　　　　49，5ろ，55，57～59，65，66，70，71，74，84～90，
　　　　92～96，98，107（大正4．2）　　　　　　　　　　　　　〈ZB一了2）

一橋研究

　　　　一橋大学大学院学生会　　東京　　　f年一1）

　　　　21㎝

　　　　1（昭30・2）～5・8（昭3z3）～　　　　　　（Zβr62）

一・橋論叢

　　　　一橋大学一橋学会・一橋論叢編輯所　　東京　　日本評論新社　　　（月一年2巻）

　　　　21㎝

　　　　1　（1）　（貼｛15．1）～8　（2）　，9　（1）～48　r6）　（‖召5ス12）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZB－15）

ILO時報
　　　　国際労働事務局　　東京　　　（年一4）

　　　　21㎝

　　　　5（7／8）　（昭28．8），6（1）～11（4），12（5，4），13（1）

　　　　～14（4）　（昭3z12）～　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－44）
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移民情報

　　　　外務省通商局　　東京　　　で月）

　　　　21㎝

　　　　2（1）　〔昭5．1）～7（12）　（昭10．12）　　　　　　　　　（ZO－1）

印　度

　　　　日印協会　　東京　　　（年一4）

　　　　21㎝

　　　　3（2～4）　（昭295），4（1～4），5（1～5），6（2，5），7（1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　8（1～3）　（昭55．1）

　　　　〔「日印協会会報」の改題〕

〔月刊〕インドネシア協会

　　　　日本インドネシア協会　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　59〈6召26．5／6）～77，79～85，87～94，97～181r昭15　Z

　　　　12）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－117）

インベストメント

　　　　大阪証券取引所　　大阪　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　9　（1～4，　6～1　1）　（日召5t1）　，　10　（1～4，6，　8～11）　，　1　1　（1

　　　　～10），12（1～7），1ろ（1～7），14（1～7），15（1～7）

　　　　（昭5ス121～

板ガラス資料月報

　　　　板硝子協会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭54，1月号～昭5Z12月号～

イタリヤ

　　　　イタリヤ友の会　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　3臼～7）　（昭18．1～7）　　　　　　　　　　　　　　　　　fZA－13）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－55一



〔伊藤忠商事〕調査時報

　　　　同商事企画調査部　　東京　　　r月）

　　　　25㎝

　　　　25〈昭26．12）～154r昭3712）～　　　　　　　　rZD－120）

岩手労働

　　　　岩手県労政課　　盛岡　　26c勿

　　　　98（日召ヨ5．11）～102（日召54．7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

爪畦物産週報

　　　　南洋倉庫株式会社　　神戸　　　（週）

　　　　26cm

　　　　lr昭11．11）～64　（昭15．4）　　　　　　　　　　　　　　　〈ZD－29）

〔月刊〕JETRO

　　　　海外市場調査会　　大阪　　　〔月）

　　　　26c勿

　　　　2　↓3～6）　　〈n召2　Z5～6）

　　　　〔後、　「海外市場月報」と改題〕

〔、弓刊〕’JICST〔情報管理）

　　　　日本科学技術情報センター　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1（1）　（昭55．”～5　∩2）　（昭i5z12）～　　　　　　　　〔ZS－17）

自治研究

　　　　良書普及会　　東京　　　（月）

　　　　21cη～

　　　　19（1）　（昭18．1）～20（12）　（昭1‘λ12）　　　　　　（ZM－7）
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自動車海外情報

　　　　自動車工業会・自動車輸出振興会　　東京　　26㎝

　　　　59（昭53．6）～64（昭5Z9）　　　　　　　　　　　　　（ZI－85）

自動車月報

　　　運輸省自動車局総務課　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭55．12月分～昭ろ4．2月分

自動車統制会報

　　　　自動車統制会　　東京　　　r月）

　　　　26αη

　　　　4（昭1Z9）～20，22（昭20．2）　　　　　　　　　　　　（ZI－6）

事業月報

　　　　電源開発株式会社，社会保険庁を見よg

人　文

　　　　文部省人文科学委員会　　東京　　　（季）

　　　　21cη～

　　　　創1干1］号　（昭2　2．5）　，　2　（1　，2）　，　3　（2）　，4　（　1）　　（b召25．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZA－82）

人　文

　　　　京都大学教養部　　京都　　　（年一1）

　　　　21αη

　　　　1　（日召50．1）　，7　（昭56．3）　，8　自1召5Z5）～

人文学

　　　　同志社大学人文学会　　京都　　21cm

　　　　11　（日召28．3）　，13，　16，　19，25，　28，50，54，39，46，

　　　　5〔〕，　55，57～61　（昭3Z7）　～

　　　　〔社会科学特集号のみ〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－144）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－57一



人文学報

　　　　東京都立大学人文学部　　東京　　　（季）

　　　　21㎝

　　　　1（昭25．7）～30f昭5ス12）～　　　　　　　　　　　　rZA－111）

人文科学

　　　　京都大学人文科学研究所人文学会　　京都　　弘文堂書房　　21cm

　　　　1（1）　（昭21．6）～2（4）　（昭24．7）　　　　　　　　　　　（ZA－85）

人文科学研究

　　　　早稲田大学人文科学研究所　　東京　　　（季）

　　　　21Cm

　　　　1　（昭21．9）～19　（日召30、3）

　　　　〔後、　「社会科学討究」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－54）

人文科学論集

　　　　関西大学人文科学研究所　　吹田　　同大学出版部　　21㎝

　　　　2（昭24．12）～4（昭25．5）　（休刊）

　　　　（関西大学研究論集，16～18）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（zp＿51）

人文論究

　　　　北海道学芸大学函館人文学会　　函館　　21㎝

　　　　8　（昭28．1）～19，21，22　（昭5Z5）～　　　　　　　　　　（ZP－27）

人文社会（社会科学篇）

　　　　弘前大学人文社会学会　　弘前　　21cη

　　　　1（昭ろ2．3）～3（昭56．1）　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－161）
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人文・社会科学研究報告
　　　　　　　　　　　4
　　　　長崎大学学芸学部　　長崎　　　（年一1）

　　　　21～26㎝

　　　　1（昭26．3），2，4（昭293）

　　　　〔後、　「社会科学論叢」と改題〕

人事院月報

　　　　人事院事務総局　　東京　　　（月）

　　　　26cη

　　　　1　d沼25．4）～142　（昭3Z12）～　　　　　　　　　　　　　　（ZK－63）

人口動態統計毎月概数

　　　　厚生大臣官房統計調査部　　東京　　　（月）

　　　　26cη2

　　　　1　（n召21）～］3，27～56，58～61，65～69，71～117　（出4

　　　　51．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI」－65）

人口動態統計速報

　　　　厚生大臣官房調査統計部　　東京　　　（月）

　　　　26cη2

　　　　昭21．8～9μ22．12月，26，27，29～51，155～55，37～45　（1｝召

　　　　25．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－66）

人口問題

　　　　人口問題研究会　　東京　　（年一4）

　　　　26cm

　　　　1　〈4）　ζ昭11．12）　，　2　（4）　，3　（1　，3　，4）　，4　〔1～4）　，5　r1～

　　　　4）　，6　（1～3）　（昭18．12）　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZO－2）
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人口問題研究

　　　　厚生省人口問題研究所　　東京　　　（季）

　　　　26㎝

　　　　2f1～4）　（昭16．1）　，5（5～12），4（1～5，7～9），5（1～

　　　　10／12），6r3），7（5，4），8（1～4），9〔1～4），60～

　　　　86　（昭3712）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rzO－3）

人口推計月報

　　　　総理府統計局　　東京　　　（月）

　　　　26αη

　　　　昭2Z3，4，6月分～12月分，28．1～3ス12月分～　　　fZ　Ir　108）

人民巾国

　　　　（人民巾国（日本語版）編集委員会北京外文出版社）　　東京　極東書店　　（月）

　　　　26cη1

　　　　1954．1月～195Z4月，195兄1月～1962・12月～rZA－－108）

人民評論

　　　　伊薩書店　　東京　　　（月）

　　　　21cη2

　　　　1　〔1　，2）　〈日召20．1　1）　，2　〔1　，2，6，　11）　，5　f1～7）　，4　（2～

　　　　4，6，8，9），5ζ1～3）　自沼24．4）

　　　　附臨時増刊号（日本民主革命の経過と展望）　（昭21．8）　　　　　（ZA－85）

実業之日本

　　　　大日本実業学会　　東京　　　（月）

　　　　26cη

　　　　1　（明治30．3）～5　（12）　，47　r15～22）　，48　（1　，2，4～8）　，

　　　　49　（9，10）　r昭21．10）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－－14）
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自由通商

　　　　大阪自由通商協会　　大阪　　（月）

　　　　22cη

　　　　10（10）　（日召12．10），12（7）　，15〔1～7，9），14（1～10）

　　　　15〔1～5）　（昭1Z5）

　　　　〔後、　「共栄経済」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－48）

JLA　Information　Service
　　　　日本図書館協会　　東京　　　で季）

　　　　26cη2

　　　　1　（1～4）　〔昭35．7）　，2　（1～4）　，ろ　（1～4）　引｛5｛3Z10）　～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rZA－－147）

上智経済論集

　　　　上智大学経済学会　　東京　　上智大学出版委員会　　　（年一2）

　　　　26㎝、

　　　　2〔1）（昭50．］2），5（2），4（1，2），5（1，2），6（1，2），

　　　　特1引」号，7　（1　，　2）　，8　r1　，2）　，　9　（1　，　2）　（昭3Z12）　～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－165）

〔十六銀行〕経済月報

　　　　同銀行企画調査部　　岐阜　　　（月）

　　　　25‘㎝

　　　　76（昭34．6）～116（1｝召ろZ12）～

重産協月報

　　　　重要産業協議会　　東京　　　（月）

　　　　26cη～

　　　　1　（1，2，5，6）　（日召1Z6）　，2　（1～10）　，5　（1　，2，4～10）　，

　　　　4（1），5（1，2）　（昭21．5）　（終刊号）

　　　　〔後、　「日産協月報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－110）
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住宅金融月報

　　　　住宅金融公庫総務部総務課　　東京　　住宅金融普及協会　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　96（昭54．5）～153〔昭5Z12）～　’　　　　　　　　（ZF－69）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K

株価指数・利廻

　　　　大阪屋商店調査部　　大阪

　　　　251（昭17）～269，279，281（昭19）　　　　　　（ZI」－20）

株式発行統計月報

　　　　日本開発銀行調査部　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1r昭2ス4月中）～100（昭55．7月中）

　　　　似後廃刊、　「日本開発銀行調査月報」に統合〕　　　　　　　　「ZL－99）

科　学

　　　　岩波書店　　東京　　　〔月）

　　　　26㎝

　　　　16（2～8）　（日召21．4），17（1～10）　，19〈1）～25（12），

　　　　26（1～9，11，12）　，27（1～4，6～12）　，28（1）～29

　　　　（12）　（昭54パ2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZS－12）

科学技術動員

　　　　科学動員協会　　東京　　　〔月）

　　　　26cm

　　　　1（1）　（昭1Z7）～2（12），5（5）　（昭192）　　　　　（ZS－5）

化学工業

　　　　化学工業協会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　17　（5，　11）　（昭｜2．5）　，18　（9，　10，　12）　，21　（1）～22

　　　　（12）　（昭1Z12　終刊）　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－6　2一



化学工業速報

　　　　商工省調査統計局　　東京　　　r月一3）

　　　　21（翔

　　　　12（昭2ろ．10）～44イ昭24．11）

　　　　〔「商工時報」の附録〕

科学主義工業

　　　　科学主義工業社　　東京　　　（月）

　　　　22㎝

　　　　15　（5　，6）　（日召1　4．10）　，7　（1～7　，9～12）　，　8　（71～7）　，　9　（4）

　　　　r昭20．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－－8）

科学史研究

　　　　日本科学史学会　　東京　　岩波書店　　　〔季）

　　　　26㎝

　　　　10（昭24．4）～64（昭3712）～　　　　　　　　　　　（ZS－16）

〔月刊〕香川

　　　　香川県総務部広報文書課　　高松　　　（月）

　　　　26cη2

　　　　1　1　（1～1　1）　　〈口召3　4，1）　　，　1　2　（1～1　2）　　，　1　5　　（1～1　1）　　，　1　4　（1

　　　　～10）　〔昭3Z12）～

鹿児島大学文理学部紀要

　　　　社会科報告，社会科学報告を見よ。

鹿児島経大論集

　　　　鹿児島経済大学学会　　鹿児島　　21c筑

　　　　1（1～3）　（昭35．9）　，2（1～4），3（1）　（昭3ス9）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－1go）
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華北電信電話株式会社研究雑誌

　　　　同社　　北京　　　（季）

　　　　21αη

　　　　1（1）　r昭162）～5（2）　f昭18．12）　　　　　　　　　　（ZG－4）

華北航業

　　　　華北航業総公会　　青島　　21～26㎝

　　　　12イ昭16．10）～22，25～51（昭197）　　　　　　　　　↓ZG－5）

海外セメント事情

　　　　日本ボルトランドセメント同業会調査部　　大阪　　（月）

　　　　26cm

　　　　1（昭8．10）～12，15～27，4臼～12），5臼～12）　（昭12．

　　　　12）

　　　　〔「セメント貿易月報」の改題〕

海外電力

　　　　海外電力調査会　　東京　　　（月）

　　　　26c扱

　　　　1　（2，3）　（日召54、11）　，2　（1～7）　，5　（1）～4　〔12）　（日召5Z12）

　　　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－91）

海外技術協力

　　　　アジア協会　　東京　　　（月）

　　　　26cm

　　　　100（昭3Z1）～106（昭3ス12）～

　　　　〔「アジア協会誌」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　↓ZA－155）

海外経営雑誌目次速報

　　　　日本生産性本部生産性研究所図書室　　東京　　　（月）

　　　　25～30㎝

　　　　1（1～6）　（昭55．71，2（1，3～12），5（1～4）　（昭574）

　　　　　　　　　　　　　　　　　－64一



海外経済月報

　　　　経済企画庁調査局調査課　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭25・2・5・5～12月・昭2、6・1～12月，昭28・1～3・9～12月・昭

　　　　291～3月，昭5t12月・昭52・1月～12月・昭551～12月・昭ろ4・1

　　　　～5，9～12月，昭35．1～9月，昭56．1～5，5，6，9月，昭5ス1～

　　　　10～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－25）

海外経済彙集

　　　　日本銀行調査局　　東京　　　（月）

　　　　22㎝

　　　　大正15．5～12月，昭2．1～昭912月，昭12．8，9　号外r5，8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－119）

海外経済時報

　　　　日本銀行調査局　　東京　　　（隔月）

　　　　21㎝

　　　　1（昭22，6）～5r昭25．5）

海外経済事情

　　　　外務省通商局　　東京　　　（月一2）

　　　　21－26㎝

　　　　昭15年10～12，14，15号，昭16年1，昭17年1～24号，昭18年
　　　　1～10号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZB－16）

海外経済事情

　　　　世界経済調査会　　東京　　（月一2）

　　　　26㎝

　　　　45（昭25．1）　，44，46～51，54～75，77～79（昭26．7月）
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海外経済指標

　　　　経済企画庁調査局海外調査課　　東京　　　r月）

　　　　26～42c勿

　　　　昭29・10，12月，昭30．2，4，9，10，12月，昭5U～12月，昭

　　　　52．1～4，8，9，12月，昭351，2，4，6，11月，昭54．2，4，6，

　　　　8，9，12月，昭55．1，3，5，6，9月，昭36．1～9月，昭5Z1～12

　　　　月～

海外経済資料

　　　　国民経済研究協会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　4f昭24．2）～14（昭25．2）　　　　　　　　　　　　　　（ZB－84）

海外経済統計月報

　　　　経済安定本部官房統計課　　東京　　　（月）

　　　　32cm

　　　　1　（‖召26．9）～13～21，23～29，31　（昭2「λろ）～

　　　　〔「経済統計速報一外国統計編」の改題〕　　　　　　　　　　　　（ZL－86）

海外生糸市場報告

　　　　日本絹業協会　　東京　　26cm

　　　　21（昭31．8）～24，26～33，37～40，43，44，48～106
　　　　（昭5Z12）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－70）

海外之日本

　　　　海外之日本社　　東京　　　（月）

　　　　26cη

　　　　16（2～10）　f‖召1Z2～12）

　　　　〔後、「皇道世界」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－18）

海外農業経済動向速報

　　　　農林大臣官房調査課　　東京　　26㎝

　　　　1～4（昭26．4～5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－66一



海外労働経済月報

　　　　労働省大臣官房労働統計調査部　　東京　　　（月）

　　　　21～26㎝

　　　　2（昭25．12）～13，2（2）～12〈12）　（昭5Z12）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rZK－38）

海外市場

　　　　海外貿易振興会　　大阪　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　6f54，56～62）　r昭ろt4），7（63～74）　（昭32．12）

海外市場月報

　　　　海外貿易振興会　　大阪　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　5（59～45）　（昭50．1），6（52，53）　（昭31．5）

　　　　〔「月刊ジエトロ」の改題にして後更に「海外市場」と改題〕

海外資料

　　　　電源開発株式会社　　東京　　26㎝

　　　　58（昭56．5），59（昭36．8）～

海外鉄鋼情報

　　　　住友金属工業株式会社商務部市場調査課　　大阪　　26cη

　　　　204〔昭ろ5．5）～208，210～219（昭55，12）

　　　　〔「海外鉄鋼速報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－71）

海外鉄鋼速報

　　　　住友金属工業株式会社鉄鋼商務部市場調査課　　大阪　　26㎝

　　　　161（昭54．5）～205（昭55．4）

　　　　〔以後「海外鉄鋼情報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ZI－71）
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海外羊毛事情

　　　　日本羊毛紡績会　　東京　　26㎝

　　　　1f昭351）

開発研究

　　　　中国地方綜合調査所　　広島　　〔季）

　　　　21αη

　　　　1イ1，2）　（昭2910～昭50．1）　　　　　　　　　　　　　rZR－5）

海外統計月報

　　　　運輸省海運局調査課　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1r6）　f昭25．12），2↓12，15），3（2），11（10～12），

　　　　12（1～12，別冊），13（1～5）　（昭3Z9）～　　　fZL－156）

海上保安統計月報

　　　　海上保安庁総務部政務課　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1°（1）紹54・1）～B〔12）（昭5ス12）～　　〔ZL二159）

会　計

　　　　日本会計学会　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　27（3）　〈昭5．9）～29〔6），30（1，6），31（1）～35（6），

　　　　34（2～5）　，52（1）～54（6）　，55（1，2）　，53（1）～79

　　　　（4）　（昭36．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZE－2）

会計検査と監査

　　　　全国会計職員協会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1　（1～11）　（昼召25．了）　，2　（1～5　，7～12）　，3　（1～12）　，4　r2

　　　　～12），5〔1～6，8～12），6（1～12），7（1～12），8（1～
　　　　12）　，9　（1～1　1）　，　10　（1～1　1）　，　1　1　（1～12）　，　12　（1～5）

　　　　（昭56．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－68一



回教圏

　　　　回教圏孜究所　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（1～6）　（昭13．7），2（1～5），3（1～6），4（1～12），5（1

　　　　～12），6　（1～10），7（1～11），8（1～7）　（昭19．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZP－4）

回教世界

　　　　大日本回教協会　　東京　　（月）

　　　　20cη2

　　　　1　（1～9）　（｝｝召14．4　）　，2　（1～12）　，5　（1～12）　（日召16．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZP－5）

改正毎月勤労統計調査の結果

　　　　労働省大臣官房労働統計調査部　　東京

　　　　昭25．1～12月分，昭26．1，5～6月分

　　　　〔改正毎月勤労統計調査結果の概況～改正毎月勤労統計調査結果速報～毎月勤労統計

　　　　調査結果速報と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－88A）

開　拓

　　　　満洲移住協会　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　6　〈2～11）　（昭1Z2）　，7　（1～11）　，8　（5～7）　，9　（1）　白｝召20．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZO－4）

開拓研究

　　　　農林省開拓研究所　　東京　　26c抗

　　　　2（5，4）　（昭25．5，7）

海　運

　　　　日本海事振興会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝
　　　　25〔昭21．5）～45（昭25．2）　　　　　　　　　　　　　　（Z（ト18）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－69一



海運月報

　　　　日本海運仲立業組合　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　28r1～3）　f昭18．1～ろ）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZG－一一6）

海　洋

　　　　海洋会　　東京　　　（月）

　　　　26απ

　　　　504（昭1ス1）～528（昭19．1）　　　　　　　　　　　　　〈ZG－7）

海洋漁業

　　　　海洋漁業組合　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　65～70（日召171～6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Z｝］－7）

改　造

　　　　改造社　　東京　　　「月）

　　　　21㎝

　　　　25　（1～12）　（艮召18．1）　，26　（1～5，5，6）　，2ア　f1～5，7～

　　　　12）　，28　（1～3　，5　，6）　，29　r1）　～30　（5）　，5　1　（5～12）　，

　　　　32〔1）～56（2）　〈昭50、2廃刊）　　　　　　　　　　　　〈ZA－15）

改造評論

　　　　改造日報館　　上海　　　（月）

　　　　21cη2

　　　　創刊号（民国35年6月）　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZA－86）

家計調査報告

　　　　総理府統計局　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭29年1月分～昭5Z12月分，別冊～

　　　　〔「消費者実態調査報告」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－94）
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外国原子力情報

　　　　外務省国際協力局第三課　　東京　　21cη

　　　　1（昭50．7）　，19～24f昭32．5）

華興商業銀行経済彙刊

　　　　同銀行　　上海　　25㎝

　　　　1r民国293）～2　r23）　（民国50．12）　　　　　　　　〈ZB－195）

紙・パルプ統計月報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京　　紙・パルプ連合会　　　（月）

　　　　26cm

　　　　go（昭55．1）～125（昭5Z12）～　　　　　　　　　　（ZL－1ろ7）

貨物資料

　　　　門司鉄道局　　門司　　　（月）

　　　　26cアη

　　　　7　（1～12）　（昭1Z1～12）　（終刊）　　　　　　　　　　　　　〈ZG－8）

金沢大学法文学部論集（法経篇）

　　　　金沢大学法文学部　　金沢　　21㎝

　　　　1　〔昭28．ろ）～9　（昭5Z3）～　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZM－19）

官庁刊行図書月報

　　　　内閣印刷局発行課　　東京　　（月）

　　　　21cm

　　　　15　（1）　（昭16．1）～17　（9）　（昭18．6）　　　　　　　　（ZA－16）

勧銀月報

　　　　日本勧業銀行調査部　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1（1）　（昭31．11）～5（12），6（1～4，6～12）　（昭56．12）

　　　　　〔「金融情報」の改題にして、後更に「勧銀時報」と改題〕　　　　〔ZF－56）
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勧銀時報

　　　　日本勧業銀行調査部　　東京　　　（季）

　　　　26㎝

　　　　7　（1～3　，6　，9）　　（日召3　Z　1）　～

　　　　　〔「勧銀月報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZFL56）

勧銀論集

　　　　日本勧業銀行調査部　　東京　　26cm

　　　　1　（昭33．10）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fZF－62）

漢口日本商工会議所報

　　　　同会議所　　漢口　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　7（昭16．70）～23，25，26，28～36　〔昭1910）　rZD－54）

萄胱東亜

　　　　東亜旅行社奉天支社　　奉天　　　（月）

　　　　26cηL

　　　　6（7～12）（康徳6．7），7（1）～10（6）（康毛恵10．6）

　　　　〔後、　「旅行雑誌」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZG－14）

関西大学学報

　　　　同大学　　大阪　　　（月）

　　　　26c勿

　　　　100（昭ス6），124，125，1ろ1～155，146～159，165～
　　　　176，205～214，216　（昭192）　　　　　　　　　　　　〔ZP－6）

関西大学研究論集（法律・政治篇）

　　　　同大学学会　　吹田　　イ年一1）

　　　　21㎝

　　　　8（昭15．11），10～12，14（昭18．12）　　　　　　　（ZM－8）
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関西大学研究論集（法学・人文科学篇）

　　　　法学論集、人文科学論集を見よ。

関西大学研究論集（経済’商業篇）

　　　　同大学学会　　吹田　　　（年一1）

　　　　21cη2

　　　　7　（昭12．11）　，8，10～14　r昭18．1D　　　　　　　　　　〔ZB－17）

関西学院大学社会学部紀要

　　　　関西学院大学社会学部研究会　　西宮　　26㎝

　　　　1　（1｛召55．11）～5　（昭377）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　ζZK－76）

〔関西学院大学産業研究所〕資料月報

　　　　同研究所　　西宮　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1　（1）　（日召50．6）　，2　（2）　～8　（5）　（昭3Z12）～

〔関東学院経済研究所〕研究季報

　　　　同研究所　　横浜　　　（季）

　　　　21㎝

　　　　復干lj　1　，2　（昭2i5．8　，　1　2）

　　　　〔「関東学院商学」の改題にして後更に「経済系」と改題〕　　　　rZB－108）

関東経済統計月報

　　　　関東経済調査会　　東京　　　（月）

　　　　26cm

　　　　4　〔昭55．5）～12，14～29　（昭5Z12）～　　　　　　　　〔ZL－164）

関東局物価賃銀調査月報

　　　　関東局　　大連　　r月）

　　　　26㎝

　　　　112（昭14．4月分），119～121，128～147（昭1ス3月分）

　　　　〔後、　「関東局物価調査月報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－23）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－75一



関東局物価調査月報

　　　　関東局　　大連　　　く月）

　　　　26㎝

　　　　169（昭191月分）～175，179～185（昭20．3月分）

　　　　　〔「関東局物価賃銀調査月報」の改題〕　　　　　　　　　　　　（ZL－23）

関東洲貿易月報

　　　　関東洲庁長官房庶務課　　大連　　　〔月）

　　　　26㎝

　　　　昭10．9～12月，昭11．1～11月，昭12．4，5月　　　　　　（ZL－24）

関税研究彙報

　　　　関税研究所　　兵庫県武庫郡　　　（月）

　　　　25cη2

　　　　26（昭10．4）～29，35～55，55～60，65，64（昭15．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－55）

化繊月報

　　　　日本化学繊維協会　　東京　　化繊月報刊行会　　　〔月）

　　　　26cη2

　　　　116（日召33．9）～155，15〔｝，151，155，154，158～160

　　　　（昭3Z2）

為替貯金統計月報（郵政統計月報別冊）

　　　　郵政省貯金局規画課　　東京　　　（月）　　26cm

　　　　昭5Z1月～12月～

　　　　〔「為替貯金統計速報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　（ZL－150）

為替貯金統計速報r郵政統計月報別冊）

　　　　郵政省貯金局規画課　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭54．1月～56年12月

　　　　〔後、　「為替貯金統計月報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　（ZL－150）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－74一



経団連月報

　　　　経済団体連合会　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（1）　〔昭28．1）～10（12）　（昭3ス12）～

　　　　〔「経済連合」　「日産協月報」の合併改題〕　　　　　　　　　　〔ZD－110）

経営評論

　　　　経営評論社　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1（2～6）　（昭21．5），2（1～3，8）　（昭22．12）　　（ZD－102）

経営管理

　　　　経営管理研究会　　東京　　構造社　　21απ

　　　　1　（1）　（昭21．11）

経営経済研究

　　　　経営経済研究編輯部　　東京　　同文館　　22㎝

　　　　1（昭3．10），3～8，10～15（昭Z12）　　　　　　　　（ZD－37）

経営研究

　　　　大阪市立大学商学部経営研究会　　大阪　　隔月

　　　　21～26cm

　　　　1（昭25．12）～62（昭3Z9）～　　　　　　　　　　　　　（ZD－112）

経営論集

　　　　明治大学経営学研究所　　東京　　21㎝

　　　　1（昭28．11）～26　（昭5Zlo）～　　　　　　　　　　　　（ZD－122）

経営論集

　　　　札幌短期大学経営学研究会　　札幌　　21cm

　　　　5〔1）　（昭51．5）
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経営者

　　　　日本経営者団体連盟弘報部　　東京　　f月）

　　　　26㎝

　　　　1（1）　（昭22．2）～16f12）　（昭5Z12）～　　　　　〔ZD－104）

経営と経済

　　　　長崎大学経済学部研究会　　長崎　　　〔季）

　　　　21㎝

　　　　38〔昭196），46～67，　69，71～84，86～95f昭5Z10）～
　　　　〔66号は創立50周年記念論文集）

　　　　　〔「商業と経済」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－19）

京浜文化

　　　　神奈川県立川崎図書館　　川崎　　21㎝

　　　　4（4）r‖召三5711）～

経本週間株価指数

　　　　経済審議庁調査部統計課　　東京　　　〔週）

　　　　26cm

　　　　1　（昭2Z2）～67　（昭28、6）　　　　　　　　　　　　　　　　　rZF－45）

計画資本

　　　　日本銀行統計局　　東京　　　（月）

　　　　昭20・8月分，昭21．3月分　　　　　　　　　　　　　　　〔ZL－67）

計画資本・公債社債発行償還・払込金・登記資本

　　　　日本銀行調査局　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭14．2～11月，昭15，1～6月，昭16．1～12月，昭1Z1～6月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－25）
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計画資本調概要

　　　　日本銀行統計局　　東京　　　（月）

　　　　昭22・4月分～12月分　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－25）

軽金属圧延品調査月報

　　　　軽金属ロール会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭56．4～12月分，昭3Z1～4月分，6月分～12月分～

　　　　〔「軽金属ロール会調査月報」の改題〕

〔軽金属圧延工業会〕会報

　　　　同会　　東京　　〔月）

　　　　26c功

　　　　78　（日召371　1）　，79　（昭ろス1　2）　～

　　　　〔「軽金属ロール会会報」の改題〕

〔軽金属ロール会〕調査月報

　　　　同会　　東京　　（月）

　　　　26cm

　　　　昭5ろ．7，8，10～12月分，昭54．1月分～昭36．5月分

　　　　〔以後、　「軽金属圧延品調査月報」と改題〕

〔軽金属ロール会〕会報

　　　　同会　　東京　　26cm

　　　　71（昭34．5）～77（昭ろ6．8）

　　　　〔以後〔軽金属圧延工業会〕会報と改題〕

慶応義塾大学産業研究所所報

　　　　同研究所　　東京　　26㎝

　　　　1（昭5Z11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－77一



経理知識

　　　　明治大学経理研究所　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　3（1～4）　（昭28．9～昭291）

経理経営論叢

　　　　中央商科短期大学経理経営研究所　　東京　　21㎝

　　　　5　　（昭5　6．3）

経理問題研究

　　　　明治大学経理研究所　　東京　　暁出版株式会社　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　2　r1～4）　（昭25．1～4）

経理研究

　　　　中央大学経理研究所　　東京　　中大出版株式会社　　21cm

　　　　4（艮召33．5），6，7（3Z3）～

　　　　〔6号は創立十周年記念論文集にっき単行書の部にあの（Db－92）〕

経理資料

　　　　文部省大臣官房会計課　　東京　　26cm

　　　　14　（1～6）　（昭18．2～12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（zE－5）

経商学報

　　　　中央大学校経商学会　　京城　　21（流

　　　　5　（1956．7）　，5～7　〔1958．7）　　　　　　　　　　　　（ZB－155）

経商論纂

　　　　中央大学経済・商業学会　　東京　　21㎝

　　　　50（昭28．7），78（昭55．2）～89，91（昭55．3）　（廃刊）

　　　　〔附、松浦要博士古稀記念論文集（昭33．12）〕　　　　　　（ZB－166）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－78一



経　済

　　　　経済社　　横浜　　　f月）

　　　　25㎝

　　　　1（4）　（昭22．5）　，2f1～12），5（1～5）　〈昭24．7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－70）

経　済

　　　　大阪府立大学学生経済学会　　大阪　　21㎝

　　　　2r昭54．1）

〔季刊〕経済

　　　　新日本出版社　　東京　　　（季）

　　　　21㎝

　　　　1　（昭5Z6）～5　（爵召15　Z　12）～

経済調査

　　　　大和銀行を見よ。

〔経済安定本部〕経済月報

　　　　経済安定本部　　東京　　東洋書館　　　（月）

　　　　21～26㎝

　　　　20　0］召25．6）　21　，24～33，55～58，41　〔既ヨ2Z5）

　　　　〔「経済安定資料」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－167）

経済安定資料

　　　　経済安定本部　　東京　　25㎝

　　　　3（昭254）5，15，15（昭25．1）

　　　　〔後、経済安定本部：「経済月報」と改題〕

経済分析

　　　　経済企画庁経済研究所　　東京　　25㎝

　　　　1（昭54．12）～9（昭5710）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－79一



経済分析

　　　　通商産業大臣官房調査課　　東京　　25cη

　　　　1（昭279）～27（昭54．9）　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－145）

経済調査

　　　　物価調査会　　東京　　　（月）

　　　　25cm

　　　　1～4　（昭25．1～6）

経済調査

　　　　大和銀行調査部　　大阪　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　100　（昭51．5）～179　（昭3712）～　　　　　　　　　　　　〔ZF～51）

経済調査室月報

　　　　外務省経済局経済調査室　　東京　　　く月）

　　　　21㎝

　　　　7〔昭ろ6．10）～16r昭3Z7）～

経済動向指標

　　　　東京商工会議所　　東京　　　r月）

　　　　26cm

　　　　昭55．7～昭5ス5

　　　　〔「経済統計月表」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－168）

経済動態の分析

　　　　政治経済研究所　東京　　21㎝

　　　　4（昭2Z2）～11（昭28．5）

経済復興資料

　　　　国民経済研究協会　　東京　　26cm

　　　　21f昭24．6）～26（昭25．2）　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－85）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－80一



経済学

　　　　経済学研究会　　東京　　21㎝

　　　　1〔昭24．4），2（昭25．6）

経済学文献季報

　　　　経済資料協議会　　神戸　　　〔季）

　　　　25㎝

　　　　1（昭31．1～5）～27（昭3Z9～1・2月）～　　　　　　　fZA－120）

経済学研究

　　　　北海道大学経済学部　　札幌　　　21cm

　　　　1（昭26．12）～22　（昭5Z6）～　　　　　　　　　　　　　rZB－103）

経済学研究

　　　　鹿児島大学経済学会　　鹿児島　　21cm

　　　　1（昭36．12）

経済学研究

　　　　韓国経済学会　　京城　　21㎝

　　　　1（1）　（1955．］0），2（1），3〔1），4，5（195Z12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓ZB－154）

経済学研究

　　　　紀元社　　東京　　22㎝

　　　　1（昭23．6）～3（昭24．11）　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－99）

経済学研究

　　　　九州大学経済学会　　福岡　　　（季）

　　　　21㎝

　　　　4　（4）　（日召1912）　，5　（4）　，8　f5）　，9　（1）　，　1　1　（1　，　2）　，　12

　　　　（1）　，　15　（1　，2）　，　14　（1　，2）　，　15　（1，　2），16　（1～4）　，17

　　　　　（1～4）　，　18　（1～4）　，　19　（2～4）　，20　f1）　～26　（4）　，27

　　　　（1～6），28（1～4）　（昭5Zlo）～　　　　　　　　　（ZB－20）
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経済学研究

　　　　創元社　　東京　　26㎝

　　　　1〈昭256）～4r昭24．4）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－100）

経済学季報

　　　　立正大学経済学研究所　　東京　　　（季）

　　　　21㎝

　　　　1（昭26．12）～8，14～29，12（1／2）　（昭3Z10）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－105）

経済学紀要

　　　　東洋大学学術研究会　　東京　　21㎝

　　　　1（昭25．12）

経済学の進歩のために（東京都立商科短期大学研究報告）

　　　　東京都立商科短期大学　　東京　　26cm

　　　　1（1，2）　（昭30）　，2（5），5（1），4（1）　（昭55．5）

　　　　〔後「東京都立商科短期大学論集」　（ZD－141）と改題〕　　　（Bb－512）

経済学論究

　　　　関西学院大学経済学研究会　　西宮　　　（季）

　　　　21㎝

　　　　4〔1）　（昭25．5）～16（3）　（昭5Zlo）～　　　　　　　（ZB－106）

経済学論纂

　　　　中央大学経済・商業学会　　東京　　　（年一5）

　　　　21㎝

　　　　1（1）　f昭35．6）～3f2）　（昭3Z11）～　　　　　　　fZB－183）

経済学論集

　　　　桃山学院大学学会　　大阪　　（季）

　　　　21㎝

　　　　1（1）　（昭34．11）～3（4）　（昭3ス9）～　　　　　　　（ZB－184）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－82一



経済学論集

　　　　竜谷大学経済学会　　京都　　　（年一4）

　　　　21㎝

　　　　1（昭36．1－2），2，2（1～4）　（昭58．3）～　　　　　　（ZB－185）

経済学論集

　　　　東京大学経済学会　　東京　　（季）

　　　　2　1㎝

　　　　3（1・6・8・1°・12）（昭8・1）・4（7）・9（8・．1°・11）・

　　　　10（1～12），11（1～12），12（12），13（1～4，6～8，
　　　　12）　，　15　（1～6）　，16　（1～5）　，　17　（1～3）　，　18　（1～3）　，

　　　　19　（1～1　1）　，20　（1～8）　，21　（4～6）　，22　（1）　，25　〈1～4）

　　　　24（1～6）　，25（3，4）　，26（3，4）　，27 （1～4）　，28（1～

　　　　4）　（昭58．3）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－21）

経済学論集

　　　　東洋大学経済学会　　東京　　21～26㎝

　　　　1（昭21λ11），2，4，5（昭31．11）

〔後、　「経済経営論集」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－175）

経済学論叢

　　　　同志社大学経済学会　　京都　　　（年一6）

　　　　21㎝

　　　　1（1～4）　（昭24．4），2（2），3（2）～12（3／4）　（昭3Z11）

　　　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－156）

経済学論叢

　　　　福岡大学研究所　　福岡　　　（年一4）

　　　　21㎝

　　　　1（1）　（昭51．7）～7（1／2）　（昭3Z12）～　　　　　（ZB－144）

　　　　　〔「福岡商大論集」，「平和台論集」の統合改題〕
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経済学雑誌

　　　　大阪市立大学経済学研究会　　大阪　　　r月一年2巻）

　　　　21㎝

　　　　2f1）　（昭15，1）～17（1／2，5／6），了8（1）～47（6）　〔昭

　　　　5Z12）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－22）

経済月報

　　　　兵庫相互銀行、経済安定本部、経済企画庁、長崎商工会議所、三和銀行、上海日本

　　　　商工会議所、住友銀行を見よ。

経済月鑑

　　　　新聞月鑑社　　東京　　　〔月）

　　　　25cπ2

　　　　1（T～12）　（昭25．2～昭26．1）

経済発展

　　　　経済発展協会　　東京　　　（季）

　　　　25㎝

　　　　1（昭ろ2．11）～4（昭35．8）

経済評論

　　　　日本評論社　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（1～3，5，6，8）　（昭21．4），2（1，2，5／6～8／9，11，

　　　　12），5（1）～5（6），6（1～6）　（昭26．6休刊）　　rZB－72）

経済評論

　　　　日本評論新社　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　復刊1（1）　（昭2Z1）～11（12）　（昭5ス12）～　　　　（ZB－72）

経済評論

　　　　叢文閣　　東京　　　f月）

　　　　21㎝
　　　　1（1）　（昭99）～4（10）　（昭12．10）　　　　　　　　　（ZB－87）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－84一



経済時報

　　　　青島日本商工会議所、大阪商科大学経済研究所を見よ。

経済人

　　　　関西経済連合会　　大阪　　26㎝

　　　　4（1）　（昭25．1）～16∩2）　r昭3Z12）～

　　　　〔「関経連」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－88）

経済情勢

　　　　三菱経済研究所　　東京　　　（月）

　　　　26cm

　　　　208（昭21．10）～249，252，255，257，

　　　　258，260，264～267，269～272，274～278，292～
　　　　390（昭3Z3）

　　　　〔「本邦財界情勢」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZB－10）

経済科学

　　　　名古屋大学経済学部　　名古屋　　　（季）

　　　　21cm

　　　　1　（1）　（昭26．？）～10（1）（昭5Zl2）～　　　　　　　（ZB－107）

経済系

　　　　関東学院大学経済学会　　横浜　　21～25㎝

　　　　5／4（昭24．9）～50，54（昭3Z12）～　　　　　　〔ZB－108）
　　　　　〔「関東学院経済研究所研究報告」の改題〕

経済経営論集

　　　　東洋大学経済学会　　東京　　21cm

　　　　6（昭52．3），8，9，11～28〈昭3Z10）～

　　　　　〔「東洋大学経済学論集」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　（ZB－173）
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経済研究

　　　　朝鮮民主主義人民共和国科学院経済法学研究所　　京城　　　r隔月）

　　　　1961　（1～6）　，1962〔1，3＾・’5）

経済研究

　　　　一橋大学経済研究所　　東京　　〔季）

　　　　25cη2

　　　　1（1）　（昭26．1）～13（4）　〔昭3710）～　　　　　　　　（ZB－86）

経済研究

　　　　大阪府立大学経済学部　　堺　　　（年一6）

　　　　21㎝

　　　　1　〔昭51．12）～25　（昭5Z12）～　　　　　　　　　　　　　〔ZB－145）

経済研究

　　　　琉球大学文理学部経済学科　　那覇　　21㎝

　　　　1　（195910）～5r1962．5）～

経済研究

　　　　成城大学経済学会　　東京　　　21απ

　　　　1（昭28．9）～10f昭34．7）　　　　　　　　　　　　　　　（ZI3－139）

〔経済企画庁〕経済月報

　　　　経済企画庁調査局調査課　　東京　　　r月）

　　　　26cm

　　　　昭25．4～11月，昭26．1～7，9～12月，昭2Z1，2，10月，昭28．2～

　　　　4，11，12月，昭291～5，7月，昭52・1月～昭35・12月～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rZB－167）

経済行動研究

　　　　同研究会　　東京　　　（年一2）

　　　　25cm

　　　　1（1，2）　（昭35．1），2（1），5（1）　f昭5Z1）～
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経済往来

　　　　経済往来社　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　5（11，12）　（昭28．11），6（1～3），9（8）～11（1，2，6）

　　　　（昭34．6）

経済連合

　　　　経済団体連合会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　2（昭25．2）～4，22，26，30，36，44～59〔昭2Z12）

　　　　〔後、，「経団連月報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　（ZD一弓10）

経済連盟

　　　　日本経済連盟　　東京　　　21㎝

　　　　8　（1～ろ）　（昭15．1）　，10（5）　，12　（4）　，1ろ（1～4）　，14（1

　　　　～4）　，15　臼　，2）　〔昭20．4）　　　　　　　　　　　　　　　　rZB－25）

経済理論

　　　　和歌山大学経済学会　　和歌山　　　（年一6）

　　　　21㎝

　　　　1（昭25．11）～70r昭5Z11）～　　　　　　　　　　　（ZB－109）

経済論究

　　　　九州大学大学院経済学会　　福岡　　21㎝

　　　　1（昭32．2）～11（昭5Z5）～　　　　　　　　　　　　（ZB－168）

経済論集

　　　　北海学園大学経済学会　　札幌　　21㎝

　　　　1（昭2a9）～6・9・10，（昭5Z4）～　　　　　　　　　〈ZB－146）
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経済論集

関西大学経済学会　　吹田　　r隔月）

21㎝
1　（1）　　〔日召「25．1　1）　，　2　r1）　，　3　（5　，　4）　，4　r1～8）　，　5　（1～8）　，

6（1～8），7（1＾」8），9（1～6），10（1～6），11〔1～6），

12r1～4）　r昭5Z10）～
（附、第5巻特集：商学研究）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－127）

経済論集

大分大学経済研究所　　大分　　大分大学経済学会　　　r年一4）

21cη2

8　（2）　（昭51・9）～13　（1）　（昭56．7）　　　　　　　　　（ZB－149）

繹済論集

山［］大学経済学部学生理論経済研究会　　山口　　21c勿

1　r2，三5）　（母召30．10）　，2　r　1～4）　，3　（2～4）　，4　（’1　，　2）　，5

r1　）　　〔日召三5　6．1）

〔1’理論経済学」の改顧〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－147）

経済論叢

香川大学経済研究所　　高松　　　r隔月）

21cη2

23　〔1～4）　（日召25．6）　，24　（1～4）　，25　（1～4）　，26　〔1～4）　，

27　（1～4）　．28　r1～6）　，29　（1～6）　，3〔｝　↓1～6）　，51　（1～

5）　，32（1～6）　，5三5〔1～6）　，54（1～6）　，55〔1～6）　（日召

38．5）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ZB…lo1）

経済論叢

京都大学経済学会　　京都　　　〔月一年2巻）

21cm
59　（6）　（日召1～㌃，2）　，60　（1～6）　，61　（1～4）　，62　（1／2）～

67（6）　，68（6），69（1）～71（5），72臼）～90（6）　（昭

5Z12）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－73）
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経済ゼミナー

　　　　日本評論新社　　東京　　　f月）

　　　　25cm

　　　　1（昭32．4）～77（昭3ス12）～　　　　　　　　　　　（ZB－152）

経済思潮

　　　　実業之日本社　　東京　　21㎝

　　　　1（昭21．9）～13（昭25．6休刊）　　　　　　　　　　　　（ZB－74）

経済史研究

　　　　日本経済史研究所　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　2（昭4．12）～4，9，］4，54～56，59，40，42～44，46，

　　　　47，49～55，57，60～62，64～66，68～84，86～88，
　　　　90～94，97～ggr日召15．1）

経済志林

　　　　法政大学経済学会　　東京　　　（季）

　　　　21㎝

　　　　18　（1～4）　白｝召25．1）　，　19　（1）～ろ0　（4）　（昭5710）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Zn－110）

経済資料

　　　　経済団体連合会　　東京　　　（旬）

　　　　25cη2

　　　　27　（昭24．1）～224　（昭5Z12）～　　　　　　　　　　　　（ZB－89）

経済資料

　　　　南満洲鉄道株式会社東亜経済調査局　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　9（10，11，12）　（大正12．10）～12〈11）　r大正15．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－26）
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経済集志

　　　　日本大学経済学・商学研究会　　東京　　　r年一6）

　　　　21㎝

　　　　15f4／5／6）　f昭18．6），16（1／2／5），17（1／2／3～4／
　　　　5／6）　，　26　（1）　～52　r5）　　（昭3ス1　2）　～

　　　　（29巻2～6合併号は創立70年記念号につき単行書の部）　　（ZB－76）

経済と貿易’

　　　　横浜市立大学経済研究所　　横浜　　21～25㎝

　　　　46／47r昭25．2）～80r昭3Z8）～

　　　　〔「横浜市立大学経済研究所時報」の改題〕　　　　　　　　　（ZB－111）

経済と経済学

　　　　爽京都立大学経済学会　　東京　　2↑απ

　　　　1　ζ昭28．4）～9　0昭5Z2）～　　　　　　　　　　　　　　　fZB－140）

経済統計月報

　　　　経済安定本部統計調査室～総裁官房統計課　　東京　　　（月）

　　　　1　r昭21）～4，9　（昭23）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－68）

経済統計月報

　　　　国民経済研究協会　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　昭21．7～12月号，昭22，1，8～12月号　　　　　　　　fZL－69）

経済統計月報

　　　　日本銀行統計局　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　70（昭28．1）～189（昭5Z12）～

　　　　〔「金融統計月報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－11↑）
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経済統計月表

　　　　東京商工会議所　　東京　　　（月）

　　　　1（1～9）　（昭51．4），2（1～8），11，12），3（1～12），4

　　　　r1～12），5f1～3）　f昭35．3）

〔後、　「経済動向指標」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－168）

経済統計資料

　　　　国民経済研究協会　　東京　　25㎝

　　　　37　（昭24．6）～42（昭25．2）　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－78）

経済統計集

　　　　日本勧業銀行調査部　　東京　　　（隔月）

　　　　26㎝

　　　　1　（昭35．1　1）～6　（昭34．12）

経済統計速報

　　　　経済安定本部官房統計課　　東京　　52伽

　　　　64（日召24．8）　，66，67，69，71，72，74，75，77，79．

　　　　80，82，83，85，86，89，9G，92，95～95，97，99，

　　　　10〔〕，102，104，106，107，108，110，112，114，

　　　　116，118，119，121，125，125，126（艮召26．9）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－85）

経済統計速報（外国統計編）

　　　　経済安定本部官房統計課　　東京　　32cm

　　　　65〔日召24．8）　，68，70，73，76，78，81，84，87，88，

　　　　91，96，98，101，103，105・，109，111，113，115，
　　　　117，120，122，124（‖召26．8）

〔後、　「海外経済統計月報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　（ZL－86）
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建築動態統計月報

　　　　建設省計画局　　東京　　　（月）

　　　　26cη

　　　　27f昭2Z8）～56，98～153f昭3Z12）～　　　　（ZL－113）

健康保険

　　　　健康保険組合連合会　　東京　　　（月）

　　　　21cm

　　　　4f5～6，8～10），f降召25．5），5f1）～　11r2～12），12

　　　　（1）～16　（1～5，5～12）　（昭5Z12）～　　　　　　　　（Z『F－44）

〔健康保険組合連合会〕調査時報

　　　　同蓮合会　　東京　　25㎝

　　　　55力i召3Z8）～

健康保険・日雇労働者健康保険・厚生年金保険・船員保険事業月報

　　　　社会保険庁　　東京　　　〔月）

　　　　26cm

　　　　9　〈1）　（昭54．4）～12　〔9）　（昭5Z12）～　　　　　　　（ZF－70）

建国大学研究院月報

　　　　同研究院　　新京　　　r月）

　　　　27㎝

　　　　31（康徳10．7）～37，59～41，45～45〈康徳12，1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZP－7）

研究報告

　　　　関東学院経済研究所、東京学芸大学を見よ。

研究論集

　　　　横浜市立経済専門学校を見よ。

研究資料

　　　　防衛研修所、南洋経済研究所、社会主義政治経済研究所を見よ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－92一



研究と資料

　　　　神戸商科大学　　神戸　　21㎝

　　　　15〔昭18．7）～17，22～25イ昭24．1）

　　　　〔面23／4，25：神戸商科大学開学記念論文集f1，2）〕

　　　　〔後、「神戸商科大学商大論集」と改題〕　　　　　　　　　　rZD－113）

研究と資料

　　　　大阪市立大学経済研究所　　大阪　　21㎝

　　　　1（昭51．5）～15（昭3Z4）～　　　　　　　　　　　　（ZB－169）

建設月報

　　　　建設大臣官房文書課　　東京　　　（月）

　　　　21cη2

　　　　12　（1）　（昭34．1）～13（2／5）　（昭35．3）～

建設工事着工統計季報（建設着工統計調査対象の建築工事を除く）

　　　　建設大臣官房　　東京　　　（季）

　　　　25㎝

　　　　1（昭50．7～9月分）～19（昭55．1～3月分）　　　　　　（ZL－151）

建設工事受注調査報告

　　　　建設省計画局調査統計課　　東京

　　　　昭34．4／5月分～昭36．8月分，昭5万．1，2，4月分～7，9月分

建設のうごき

　　　　建設のうごき　　東京

　　　　23（昭56．12），25，26／27，29（昭3Z3）

毛　織

　　　　大日本毛織物工業組合聯合会　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　55（昭15．6）～57，62～85（昭1Z12）　　　　　　　　（ZI－9）

一 93一



企業速報

　　　　商工省調査統計局　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（1）　〔昭23．10）～2（11）　〔昭24．11）

　　　　〔「商工時報」附録〕

企業と社会

　　　　同文館　　東京　　　（月）

　　　　21cη2

　　　　1（大正15．5）～24〔昭5．1）　　　　　　　　　　　　　　　〔ZB一ろ2）

生　糸

　　　　日本製糸協会　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　8　（ろ）　　（日召3　4．6）　～～》　（1　，　3）　～1　1　f1　2）　　f日召3　Z　1　2）　～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－80）

機械電気速報

　　　　商工省調査統計局　　東京　　　（旬）

　　　　21cη

　　　　12（日召25．10）～44（H召24．11）
　　　　〔「商工事報」附録〕

機械学会論文集

　　　　機械学会　　東京　　30㎝

　　　　1　（昭10．2）～7，20～25，27～57　（昭18．11）　　　　（ZS－5）

機械学会誌

　　　　同会　　東京　　（月）

　　　　ろ0㎝

　　　　182（昭ス6）～187，189～196，198～206，211，212，

　　　　216～220，225～256，258，239，241　，243～246，

　　　　249～252，254～256（昭15．7）
　　　　（

　　　　〔後、「日本機械学会誌」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　（ZS－6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－94一



機械工業海外情報

　　　　機械工業振興協会　　東京　　　（月）

　　　　25eη

　　　　2　7　　（昭3　6．8）　～4　三5　f日召5　Z　1　2）　～

機械統計月報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　9（6）　（昭32．8）～12　∩，3～12）　（昭35．12）　　〔ZL－122）

勤労時報

　　　　厚生省勤労局　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　20（1～3）　（昭18．1～3）

　　　　〔「労働時報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－5）

勤労者給与調査報告

　　　　厚生省労政局給与課　　東京

　　　　昭21．1～12月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZK－－15）

勤労者給与調査報告（鉱業の部）

　　　　厚生省労政局給与課　　東京

　　　　昭21．1～7月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZK－16）

錦州省経済季報

　　　　錦州商工公会　　　（季）

　　　　21㎝

　　　　1（1～3）　（康徳8．6）　，2　（1～5），3（2）　（康徳10．9）

　　　　〔後、　「錦州商工月報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－41）
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錦州商工月報

　　　　錦州商工公会　　　（月）

　　　　21cη

　　　　5　（7～12）　（康徳10・7～12月）f廃刊）

　　　　〔「錦州省経済季報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－41）

錦州商工公会報

　　　　同会　　錦州　　（月）

　　　　25㎝

　　　　3r7）　f康徳7）～4（2）　（康徳8）　　　　　　　　　　　　〔ZD－・40）

絹人絹織物統計月報

　　　　日本絹人絹織物工業会　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　81　〈昭55．1）～116　（昭3Z12）～　　　　　　　　　　　fZI」－157）

金　融

　　　　日本銀行調査局　　東京　　　（月）

　　　　25cη2

　　　　大正15．4～昭1Z12月分　　　　　　　　　　　　　　　　（ZIL－28）

金　融

　　　　全国銀行協会連合会調査部　　東京　　　（月）

　　　　25αη

　　　　1（昭22．4）～189（昭ろス12）～

　　　　〔附、全国銀行財務諸表分析　昭24年上半期～（DO－68）〕　（ZF－29）

金融情報

　　　　日本勧業銀行調査部　　東京　　　（月）

　　　　20～22㎝

　　　　1（1）　（昭25．7）～9（9）　（昭51．9廃刊）

　　　　〔後、　「勧銀月報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZFL56）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－96一



金融ジヤーナル

　　　　貨幣経済研究所　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1r1）　（昭35．10）～3　f12）　f昭5Z12）～　　　　　（ZF－78）

金融経済

　　　　金融経済研究所　　東京　　　（年一6）

　　　　21㎝

　　　　1　（昭24．9）～77　〈日召5Z12）～　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－3g）

金融経済月報

　　　　金融経済研究所　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1　，2　〔昭25．2，3）

金融経済月報

　　　　満洲中央銀行調査課　　東京　　　く月）

　　　　25㎝

　　　　65（昭15．6）～72，74～86（昭15．4）　　　　　　　　（ZF－7）

金融経済研究

　　　　金融経済研究会　　東京　　25c加

　　　　1（昭17）～6（昭255）　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－51）

金融経済年報

　　　　金融経済研究会　　東京　　21㎝

　　　　1（1）　（昭21．10），2r1，2），4（1，2）　f昭25．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZFL8）

金融機関月報

　　　　日本銀行統計局　　東京　　　f月）

　　　　29㎝

　　　　1f昭20），2（昭21）　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZF一30）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－97一



金融組合

　　　　朝鮮金融組合聯合会　　京城　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　67（昭94）～87r昭10．12）　　　　　　　　　　　　　（ZD－42）

金融資料

　　　　金融研究会　　東京　　21㎝

　　　　1（昭12．5）～7，16，19，21～27（昭1Z4）

　　　　〔「金融日誌」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZFL8）

金融統計

　　　　日本銀行統計局　　東京　　　r月）

　　　　25c沈

　　　　大正9「1～12月分），大正10（1～12月分）　　　　　「ZB－179）

金融統計月報

　　　　中小企業金融公庫調査部　　東京　　　rノ］）

　　　　26Cη2

　　　　1　（昭55．7）～3u　O｝召3Z12）～　　　　　　　　　　　　　〔zL－－158）

金融統計月報

　　　　日本銀行統計局　　東京　　　（月）

　　　　25cη

　　　　倉1・干ll号　↓日召2　1．1）　～6　9　（日召2　Z　1　2）

　　　　〔後、　「経済統計月報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－111）

金融財政事情

　　　　金融財政事情研究会　　東京　　　（週）

　　　　26㎝

　　　　1（27，28）　（昭25．12），2（1～27），4r42），6（1～5）　（昭

　　　　30．1），10〈15）　〔昭34．4）～13〈49）　〈昭3712）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でZF－－79）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－98一



金属時報

　　　　日本鉱業協会調査部金属課　　東京　　　（月）

　　　　24cm

　　　　78（昭34、7）～117（昭3Z12）～　　　　　　　　　　　〈ZI－86）

金属工業統制会報

　　　　同統制会　　東京　　　（月）

　　　　25cη

　　　　1～6　r日召25．5～8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－11）

北九州大学商学部紀要

　　　　同大学商学部　　小倉　　21～26cm

　　　　新輯1　（昭53．3）～9　（昭36．5）　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－119）

北九州産業社会研究所紀要

　　　　北九州大学北九州産業社会研究所　　小倉　　26c魏

　　　　3（昭3Z3）～

興　亜

　　　　大日本興亜同盟　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　3　臼」12）　（昭1Z1～12）　　　　　　　　　　　　　　　　　fZN－5）

興亜時報

　　　　兵庫県興亜貿易協会　　伸戸　　21cm

　　　　95r昭18．1）～108〔昭195）

神戸外大論叢

　　　　神戸市一究所　　神戸　　　（年一6）

　　　　21㎝

　　　　2（1）　（昭26．4）～13（4）　（昭5ス11）～　　　　　　（ZP－20）
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　〔神戸銀行〕調査月報

　　　　同銀行調査部　　神戸　　　（月）

　　　　21～25㎝

　　　　101（昭26・1）～244f昭3ス12）～　　　　　　　　　rZF－40）

〔神戸市外国語大学〕外国学資料

　　　　同大学研究所　　神戸

　　　　1f昭32）

神戸市生活用品小売価格指数月報

　　　　神戸市総務局統計課　　神戸

　　　　昭1＆1～11月　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－29）

神戸商科大学開学記念論文集

　　　　は「研究と資料」を見よ。

神戸商科大学紀要

　　　　同大学　　神戸　　　く年一1）

　　　　21㎝

　　　　1（昭28．9）～4（昭31．12）

　　　　〔第1，2号：開学5周年創立25年記念論文集〕　　　　　　　fZA－152）

〔神戸商科大学〕商大論集

　　　　同大学　　神戸　　（年一6）

　　　　21㎝

　　　　1（昭24．6）～52（昭3Z10）～

　　　　〔「研究と資料」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－－115）

神戸商工会議所所報

　　　　同会議所　　神戸　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　4（昭154）～11，15～18，21～25，49～68，（昭18．8）復刊
　　　　30（昭26．6）～51，55～162（昭3Z11／12）～　　（ZD－43）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－100一



神戸商船大学紀要（第一類：文科論集）

　　　　同大学紀要編集委員会　　神戸　　21㎝

　　　　1（昭28．5）～9（昭36．2）　　　　　　　　　　　　　　　〔ZA－134）

高知大学学術研究報告

　　　　同大学　　高知　　25㎝

　　　　1（1，2，15～19）　（昭2Z7），2（1～5，20～27，42）　，5

　　　　（1～3，8，13，18，20，22，25，25，2ア，28，41～45，

　　　　47），4r3，10，11，13，14，19，27，29，ろ1，32，54，

　　　　57，40，41，45～46，50），5f2，9，14，18，22，24，
　　　　25，27，30～32，34～56，40）～（日召32．2）

高知大学研究報告（人文科学）

　　　　同大学　　高知　　25㎝

　　　　1〈昭26．3），2（昭2ス5）

高知県商工経済時報

　　　　高知県商工経済会　　高知　　　〔月）

　　　　21㎝

　　　　1　（昭18．11）～5　（日召1～λ5）

〔「高知商工時報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－44）

高知商工時報

　　　　高知商工今議所　　高知　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　518（昭1Z8）～529（昭18．7）

〔「高知県商工経済時報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－44）
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皇道世界

　　　　海外之日本社　　東京　　　イ月）

　　　　26㎝

　　　　17　（1～10）　（昭18．1～10）

　　　　〔「海外之日本」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－18）

交　易

　　　　横浜貿易協会　　横浜　　　（月）

　　　　25c勿

　　　　185（昭15．1）～259（昭195）　　　　　　　　　　　（ZD－45）

公益事業研究

　　　　公益事業学会　　東京　　　（季）

　　　　27㎝

　　　　1〈昭24．5）～5，5～24，26～34（昭5Z11）～　　（ZD－114）

〔興銀〕調査月報

　　　　日本興業銀行調査部　　東京　　　（月）

　　　　26c兜

　　　　1（「‖召31．10）～75（昭ろZ12）～

　　　　〔「産業金融時報」を統合〕　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZB－148）

工業調査彙報

　　　　農商務省工務局　　東京　　22㎝

　　　　1（1，2）　〔大正12．1），2（2～4），5（2），4（5），5（2），6

　　　　（4）　，7　（5）　，8　（4，5）　，9　（1　，2）　，12　〔1）　，　13　（1～5）　，

　　　　14（1～3）　，15（1～5）　，16　（2）　（昭14、3）　　　　（ZI－66）

工業経営

　　　　広島工業経営学会　　広島　　21㎝

　　　　2（1）　（昭2Z6），5（1，2），4（1）　（昭29．3）
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工業国策

　　　　工政会　　東京　　（月）

　　　　25em

　　　　6　臼）　（昭18．1）～7　イ6）　（昭197）　　　　　　　　　　　　（ZI－12）

工業組合

　　　　工業組合中央会　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　5（1）　（昭16．1）～5　∩1）　〔昭18．11）　　　　　　　　　〈ZD－46）

工業立地

　　　　日本工業立地センター　東京　　〔月）

　　　　25cη

　　　　1　臼～10）　〔昭5ス5～12）～　　　　　　　　　　　　　　　　 （ZI－92）

鉱業速報

　　　　商エ省調査統計局　　東京　　　（週）

　　　　21α几

　　　　12（昭25．10）～44（昭24．11）

　　　　〔「商工時報］附録〕

鉱業統計月報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　14　白）　（昭35．5）～16　（7）　（昭3Z9）～　　　　　　　　（ZL－159）

国家学会雑誌

　　　　国家学会・　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　443（大正15．7）～526，675～677，680～690（昭198）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZN－6）
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鉱工満洲

満洲鉱工技術員協会　　新京　　　（月）

25㎝
1〔1～12）　f昭15．1），2f1～11）　，3（1～12）　，4ζ1，5～

12），5（1～12）　（昭20．2）　　　　　　　　　　　　　　（ZI－13）

国土計画

国土計画研究所　　東京　　21㎝

1f1～3）　（昭1Z7），2（1～4），5∩，2）　〈昭196）

（ZB－53）

国土産業経済

　　　　国土産業経済研究所　　東京　　26㎝

　　　　1f1）（1～6）’（昭5Z7～12）～

国民経済

国民経済研究協会　　東京　　　（月）

21c勿

1　（1　，2）　r昭21．了0）　，2　イ4～7）　，3　（5　，8）　，4　（5～12）　，5

（1～5）　（昭25．5休刊）　復刊6（昭51．8）～17，25，25，27，

29，51，53，54，58～43，45～47　（昭35．1）～（ZB－77）

国民経済雑誌

　　　　神戸大学経済経営学会　　神戸　　　（月一年2巻）

　　　　21㎝

　　　　37f5，6）　（大正13．1D　，58∩，2，4，6），59（1～5），

　　　　42〈5～6）　，45〔1）～44（6）　，45〔1～5，6） ，46　 〔1，4

　　　　～6），47（4，6）　，48（5～5）　，49（1，2，5），50（1），

　　　　67（1）～71　（6）　，74（6） ，76（1～5）　，77（1～5）　，78

　　　　（2～4） ，79〔1～4），80f1）～85〈6）　，84（2）～106（6）

　　　　（昭5Z12）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－34）
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国民健康保険事業月報

　　　　厚生省保険局　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　昭53．4月分～昭ろZ9月分～

〔国民金融公庫〕調査月報

　　　　同調査部　　東京　　　（月）

　　　　25cm

　　　　1　〔昭36．4）～21　（昭3Z12）～　　　　　　　　　　　　　　（ZB－15）

国民金融公庫月報

　　　　同公庫調査部　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　105　（昭54．6）～126　（昭56．5）　　　　　　　　　　　　　　（ZP－72）

国民生活研究

　　　　同研究所　　東京　　　r月）

　　　　25cm

　　　　1　（1～8）　　（偉召3　ス4～1　2）　～

国民所得資料月報

　　　　経済企画庁調査局国民所得課　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　2　9　（昭2　Z4）　～5　0　，　52　，54～57　，　59～9　5　（昭3　5．6廃干ID

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ZB－135）

国内調査彙報

　　　　満洲中央銀行調査課　　新京　　　21cm

　　　　2（康徳8．11）～8（康徳10．5）

国内経済資料

　　　　外務省調査局　　東京　　21㎝

　　　　1（昭20．11）～4（昭21．1）　　　　　　　　　　　　　　（ZB－75）
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国内出版物目録

　　　　国立国会図書館　　東京　　　イ月）

　　　　25㎝

　　　　1（1）　（昭25．2）～7r5）　（昭30．10　終刊）　　　　　（ZA－109）

国連月報

　　　　外務省国際協力局　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　4（10～12）f昭30、10），5（1～4，6～12），6（1～12）（1｛召

　　　　32．12）

　　　　〔後、　「国連時報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZN－50）

1よ漣時報

　　　　外務省国際協力局政治課　　東京

　　　　1（昭55，1）～3，5～12（昭54．8）

　　　　〔「国連月報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZN－30）

国立国会図書館公報

　　　　同図書館　　東京　　　rノの

　　　　50㎝

　　　　8　　（3）　　（日召5　1．5）　～1　2　（1　，　4～1　2）　　，　15　（1～5）　　（日召3　6．ろ）　　（終

　　　　刊）

国立国会図書館国際交換通信

　　　　同図書館　　東京

　　　　1（昭51．4）～2，5～10，20～25，25～46（昭55．9）

〔国立国会図書館〕収書通報

　　　　同図書館　　東京　　26cm

　　　　1（昭25，11）～85（昭2‘λ10）　　　　　　　　　　　（ZA－110）
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〔国立国会図書館〕洋書速報

　　　　同図書館　　東京　　　（月一2）

　　　　26cη2

　　　　1　（日召3　1．4）～19，21～85，100～106　，108，1　17～119，

　　　　153～140，142，145～147（日召3712）～

国立教育研究所所報

　　　　同研究所　　東京　　25αη

　　　　13（昭279），14，16，26〔昭53．3）

国際貿易

　　　　日本国際貿易促進協会　　東京　　　（週）

　　　　30㎝

　　　　25　f昭5α10）～196　（昭55．11）　　　　　　　　　　　（zD－129）

国際調査彙報

　　　　満洲中央銀行調査課　　新京　　　（月）

　　　　21απ

　　　　1　（康徳8．6）　～25　（康徳10．7）

国債額明細表

　　　　大蔵省理財局　　東京

　　　　1昭171～12月，昭18．1～9月　　　　　　　　　（ZM－500〔1））

国際月報一支那事変特輯号一

　　　　外務省情報局　　東京　　　（月）

　　　　21cm

　　　　10　〔昭13．1）～35　（1｝召15．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Z］N－22）

国際月報

　　　　内閣情報局　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　25（昭18．1）～43（昭198）　　　　　　　　　　　　　　　（ZN－7）
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国際法外交雑誌

　　　　国際法学会　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　42（1，2，5～10，12）　r昭18．1），45臼，5～12）　〔昭19．

　　　　12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZM－9）

国際評論

　　　　社会主義政治経済研究所　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（昭56．10）～9〈昭376）　（休刊）

国際事情

　　　　外務省情報部　　東京　　　〔月）

　　　　19㎝

　　　　575（昭99）～428，430～571，560〔昭15．3）　rZN－22）

国際奉情

　　　　外務省情報局　　東京　　　（月）

　　　　19㎝

　　　　18（昭16．12），21，31～ろ7〔昭1910）　　　　　　（ZN－8）

国際事情

　　　　国際事情研究会　　東京　　　f週）

　　　　24cη2

　　　　257（昭55．6）～400（昭56．5）　　　　　　　　　　　（ZN－31）

国際情勢

　　　　国際情勢研究会　　東京　　　〔季）

　　　　26㎝

　　　　1〔昭574）

国際関係研究

　　　　桃山学院大学国際関係研究室　　大阪　　（年一2）

　　　　1（昭364）～4（昭3712）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－108一



国際経済

　　　　国際経済学会　　東京　　21㎝

　　　　1（昭272）～7（昭30．10）　　　　　　　　　　　　　　（ZB－177）

国際経済研究

　　　国際経済調査所　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（1，2，4，8）　（昭15．1～9）　　　　　　　　　　　　　（ZB－35）

国際経済研究

　　　大阪外国語大学国際経済研究会　　大阪　　21αη

　　　　1（2，3）　（昭54．6．12）

国際経済週報

　　　　同盟通信社　　東京　　　（週）

　　　　25㎝

　　　　18（36～51）　（昭12．9），22（4～17，19～24，26～51），

　　　　23〔1～51）　，24r2～13）　（日召18．3）

　　　　〔後、　「同盟世界週報」更に「世界週報」と改題〕　　　　　　　　　　（ZA－8）

国際経済速報

　　　　社会主義政治経済研究所　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1　（1～3）　（7日召55．8）　，2（2，5）　，3（1，4，11），4（1，2）5

　　　　（5，7）　（昭377）

国際交流

　　　　日本労働協会　　東京　　　（月一2）　　25㎝

　　　　5（昭579）～9（昭5712）～

国際問題

　　　　日本国際問題研究所　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　14（日召36．5）～20（昭36．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－109一



国際政経事情

　　　　愛知大学国際問題研究所　　豊橋　　　（年一2）

　　　　25㎝

　　　　20（昭31．3）～25（昭357）

　　　　〔後、　「愛知大学国際問題研究所紀要」と改題　　　　　　　　　　fZN－23）

国際資料

　　　　マルクス・レーニン主義研究所　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　14（昭30．6），15，19～23，28～58，40～42，44〔昭55．
　　　　2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZK－49）

国際食糧農業

　　　　国際資料農業協会　　　〔月）

　　　　26c究

　　　　6（1，2，6）　r昭52．1），10〔4，5，6）　f昭56．6）

国勢グラフ

　　　　国勢社　　東京　　　（月）

　　　　25cη

　　　　9（1）　（昭15．1）～10∩2）　，15（2～12），14（1）　（昭21．

　　　　1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZL－50）

〔国鉄労働組合〕調査月報

　　　　同組合本部　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　15（昭33．10）～21（昭34．6）

　　　　〔「調査資料」の改題にして後更に「月刊レール」と改題〕　　　　（ZK～70）
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〔国鉄労働組合〕調査資料

　　　　同組合　　東京

　　　　1（昭51，11）～4，6，8～12（昭33．7）

　　　　〔後、　「国鉄労働組合調査月報」と改題〕

国税庁統計時報

　　　　国税庁総務課　　東京

　　　　5（日召35．6），7（日召34．7）～

公共工事着工統計季報

　　　　建設省計画局　　東京　　　f季）

　　　　25cm

　　　　1（昭35．4～6月分）～9（昭3ア4～6月分）～

公共工事着工統計速報

　　　　建設大臣官房調査統計課　　東京　　　（季）

　　　　55cη

　　　　昭55．4～6月分，7～9月分，昭36．1～3月分

駒沢大学学報

　　　　同大学　　東京　　21cm

　　　　r復干‖）　1　（8召265）　，2　白昭28．5）

　　　　〔後、　「駒沢大学研究紀要」と改題〕　　　　　　　　　　　　rZA－154）

駒沢大学研究紀要

　　　　同大学　　東京

　　　　13（昭50．3）～18（昭35．ろ）

　　　　〔「駒沢大学学報」の改題にして第19号以後は「仏教学部研究紀要」，「文学部

　　　　研究紀要1，「商経学部研究紀要」の分冊発行となつた〕
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駒沢大学仏教学部研究紀要

　　　　同大学同学部　　東京

　　　　1gr昭36．3）

　　　　〔18号以前は「駒沢大学研究紀要」を見よ。〕

駒沢大学文学部研究紀要

　　　　同大学同学部　　東京　　21㎝

　　　　19（昭56．5）

　　　　〔18号以前は「駒沢大学研究紀要」を見よ。〕

駒沢大学商経学部研究紀要

　　　　同大学同学部　　東京　　21㎝

　　　　19　（昭56．3）～21　（昭3710）～　　　　　　　　　　　　（ZB－199）

　　　　〔18号以前は「駒沢大学研究紀要」を見よ。〕

駒沢史学

　　　　駒沢大学史学会　　東京　　21㎝

　　　　1（昭28・1）～5（昭51・11）　　　　　　　　　　　　　　　〈ZQ－16）

コムミユニズムの諸問題

　　　　国際文化協会　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　2（昭28．6）～8，10～14，25～25（昭30．6）

甲南経済学論集

　　　　甲南大学経済学会　　神戸　　〔隔月）

　　　　21㎝

　　　　53（昭55．6）～47（昭5712）～

　　　　〔「甲南論集」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－112）
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甲南論集

　　　　甲南大学経法学会　　神戸　　　〔隔月）

　　　　21㎝

　　　　1（昭28、7）～32f昭35．3）

　　　　〔「甲南経済学論集」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　fZB－112）

興農合作社統計月報

　　　　興農合作社中央会調査部　　新京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　2　　〔1～5）　　（日召1　6．1～5）

公　論

　　　　第一公論社　　東京　　　（月）

　　　　21～26㎝

　　　　6f1）　〔昭18．1）～8（5）　（昭20．5）　　　　　　　　　　　rzA－19）

紅陵大学論集

　　　　同大学研究所　　東京　　21㎝

　　　　復干lj　1　（昭2　6，5）　～i5　r昭2　75）

　　　　〔後、　「拓殖大学論集」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－150）

公債社債並株式調

　　　　日本銀行調査局　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　大正15．4月～昭15．6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－52）

公債社債統計月報

　　　　日本興業銀行調査部　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　昭171月中～昭1《λ8月中，昭21．7～12月中，昭22』～11／12月中

　　　　（44号），45，48～215（昭3712）～　　　　　　　　（ZL－55）
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鉱産時報

　　　　鉱産経済調査会　　東京　　　r月）

　　　　21cm

　　　　1（4）　（昭23．9）～2（9／10）　（昭24．10）

厚生事業研究

　　　　大阪府厚生事業協会　　大阪　　　r月）

　　　　25㎝

　　　　31（5～12）　，（昭18．5～12）　　　　　　　　　　　　　　　fZK－2）

厚生の指標

　　　　厚生統計協会　　東京　　25cη

　　　　1　（1～15　，1　5）　白▲召29．1）　，2　（1～6，8～15）　f日召50．10）　，5

　　　　臼0）　（昭559）

厚生統計月報

　　　　厚生省大臣官房統計調査部　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　6（9～17）　〔昭279月分），8（10～12），9〔1）　f昭30．1月分）

公正取引

　　　　公正取引協会　　東京　　　（月）

　　　　25cη2

　　　　32θ昭28．1）　，34～36，ろ8～45，47，49，51，54～65，

　　　　68～77，79～126　〈昭36．3）　　　　　　　　　　　　　（ZD－125）

公社債月報

　　　　公社債引受協会　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　56〔昭56．4）～76f昭3712）～

　　　　〔「公社債会報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－58）
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公社債会報

　　　　公社債引受協会　　東京　　　f月）

　　　　21㎝

　　　　41r昭35．1）～55f昭363）

　　　　〔「公社債月報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZF一58）

交通経済

　　　交通経済社　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　5（5，4）　（昭95），6（1）～14（3）　（昭18．3）　　　（ZG－11）

小売物価月報

　　　　満洲国経済部商務司　　新京　　　（月）

　　　　26cm

　　　　康徳712月分，康徳8．1～5，5～8，10～12月分，康徳9．1～5，6～

　　　　10，12月分，康徳10．1～10月分，康徳11・1・2月分　　（zL－34）

小売物価統計調査報告

　　　　総理府統計局　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1（昭26．4月分）～126（昭3712月分）～　　　　　　　　（ZL～87）

小売物価統計調査報告

　　　　東京都総務局統計部　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　昭34．2月分，4月分，6月分～昭3712月分～　　　　　（ZI、～162）

港湾
　　　　港湾協会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　56（昭4．1）～80（昭5．12）　　　　　　　　　　　　　　（ZG－12）
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雇傭状態調査結果概要

　　　　労働省労働統計調査局雇傭統計調査課　　東京　　　〔月）

　　　　25㎝

　　　　昭23．10～12月分，昭24．1～12月分　　　　　　　　　fZK－35）

雇用傾向

　　　　労働省大臣官房労働統計調査部　　東京　　　（月）

　　　　25cη

　　　　昭24．7～12月分，昭25．1～12月分，昭26．1～7，12月分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－54）

鉱山製錬統計月報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部・日本鉱業協会総務部　　東京　　（月）

　　　　25cm

　　　　11（1～6）　（昭52．1月分），12（9）～13（12）　〔昭ろ5．2）

KSK月報
　　　　国民生活研究所　　東京　　　（月）

　　　　26cη～

　　　　6　（日召375）～8　（ll召377）

熊本営林局時報

　　　　熊本営林局　　熊本　　　く月）

　　　　21cη2

　　　　2（8）　（昭178），3（1～11）　（昭18．11）

熊本商大論集

　　　　熊本商科大学　　熊本　　21㎝

　　　　2　（昭50．10）～11，15　〔昭5712）～　　　　　　　　イZD－130）

熊本短大論集

　　　　熊本短期大学　　熊本　　21cm

　　　　13（昭31．12）～16，18，19，24（昭579）～　　（ZA－128）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－116一



蔵前工業会誌

　　　　蔵前工業会　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　408　〔昭15．1）～466，468～477　（昭18．12）　　　（ZI－14）

久留米商工会議所会報

　　　　同会議所　　久留米　　21cm

　　　　355r昭15．5），358～361，563，366～381（昭IZI2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－47）

協同組合運動

　　　　開拓社　　大阪　　　（月）

　　　　21cm

　　　　1（1～5，7，8）　紹85），2　（1～3，6，7）　（昭｛λ9）　rZK－3）

共栄経済

　　　　大阪共栄経済協会　　大阪　　（月）

　　　　21cη

　　　　15　〔6～12）　（艮召176）　，16　（〕～5，7～12）　，17　（1～10）　，

　　　　18（1）　（昭20．1）

　　　　　〔「自由通商」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZD－48）

教育統計

　　　　文部省調査局統計課　　東京　　21㎝

　　　　56（昭35．12）～59，61，62（昭ろ4．12）

共産圏問題

　　　　欧ア協会　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　4（1）　〔昭55．4）～6（12）　（昭3712）

　　　　　〔「ソ連聞題」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZN－35）
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都大学人文科学研究所々報

　　　同研究所　　京都

　　　4（昭24．9）～8，11，12，14～16，19～51ζ32．6）

都学芸大学学報（A：文科・B：理科）

　　　同大学　　京都　　25㎝

　　　1（昭26．5），A（文科）：2（昭278），4（昭292），Br理科）：2

　　　（昭278）

京都銀行〕調査月報

　　　同銀行企画調査部　　京都　　　〔月）

　　　25㎝

　　　64（昭54．6）～89，91～104（昭ろτ12）～　　　　　（ZF－75）

都経済月報

　　　京都商工会議所　　京都　　（月）

　　　21Cm

　　　129　（昭16．1）～165　（昭18．11）　　　　　　　　　　　　（ZD－50）

都労働月報

　　　京都民生労働部　　京都　　　（月）

　　　25㎝

　　　84〔昭297）～↑26，152～747，149～174〔昭3712）～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZK－77）

都市統計情報

　　　京都市行政局統計課　　京都　　　（隔月）

　　　25㎝

　　　101（昭379），102（昭5711）～

都商工情報

　　　京都市産業局商工課　　京都　　25㎝

　　　21（昭30．7）～48（昭5711）～　　　　　　　　　　　（ZD－151）
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京都短期大学論集

　　　　京都短期大学成美学会　　京都　　21㎝

　　　　1r”　r昭55．12）1ζ2）　r昭36．10）

〔協和銀行〕調査月報

　　　　同銀行調査部　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　53f昭54．6）～95（昭37「2）～　　　　　　　　　　　　（ZF－65）

協和事業

　　　　中央協和会　　東京　　21㎝

　　　　5（1～9）　〔昭18」～9）　　　　　　　　　　　　　　　　　rZN－10）

協和運動

　　　　満洲帝国協和会　　新京　　（月）

　　　　22㎝

　　　　1（1）　（経召14．9）～3r12），4（1～7，9～12），5r1～5），6

　　　　（1）　（昭1～λ1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZN－11）

教養諸学研究

　　　　早稲田大学政経学部教養学研究会　　東京　　21㎝

　　　　1（昭292）

九州大学教養学部社会科学科紀要

　　　　社会科学論集を見よ。

九洲大学九州文化史研究所紀要

　　　　同研究所　　福岡　　　25c扱

　　　　1（昭26．5）～ろ／4（昭2910）

九州大学産業労働研究所所報

　　　　同研究所　　福岡

　　　　1r昭26．2）～27r昭373）～　　　　　　　　　　　　　fZK－50）
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〔九州大学生産科学研究所〕報告

　　　　同研究所　　福岡　　25㎝

　　　　2ζ昭25．2）～7，9～24，26～33（昭5711）～

給与月報

　　　　労働省労働基準局福利課～賃金課　　（月）

　　　　21cη2

　　　　35（昭25．7）～4フ，50～180（昭5712）～

　　　　〔184号以後「賃金月報」と改題〕　　　　　　　　　　　　（ZB－113）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L

ラテンアメリカ研究

　　　　ラテンアメリカ中央会　　東京

　　　　16r1）〈昭18．1）～17f4）〔昭19．5　休刊）　　　　（ZA－41）

レーニン研究

　　　　南北書院　　東京　　22cη

　　　　倉‖干ll妄i｝　（日召6．1　2）　～4　，6　，7　（昭76）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－4　0）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M

毎月勤労統計

　　　　労働省労働統計調査局賃金調査課　　東京　　　（月）

　　　　57cη

　　　　昭22．1～4，6～12月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－72）

毎月勤労統計地方調査結果速報

　　　　東京都総務局統計部　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭53（1月分，1月分正式結果，2，3，5，7，10～12月分）　・昭54（1

　　　　～5・5・7・10～12月分），昭35（1～12月分），昭56（1～12月

　　　　分），昭ろ7（1～12月分）～　　　　　　　　　　　　　　　fZL－165）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－120一



毎月勤労統計調査結果表（地方調査）

　　　　労働省大臣官房統計調査部　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1（昭26．4）～129，151～141（昭5712）～　　　（ZL－100）

毎月勤労統計調査結果表（全国調査）

　　　　労働省大臣官房統計調査部　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　29（昭271）～167（昭5712）～　　　　　　　　　（ZL－100）

毎月勤労統計結果表

　　　　労働大臣官房労働統計調査部　　東京　　（月）

　　　　35㎝

　　　　昭25・8～12月分，昭24．3～12月分　　　　　　　　　（ZL－88）

毎月勤労統計結果速報

　　　　労働大臣官房労働統計調査部　　東京　　　（月）

　　　　35㎝

　　　　昭25・9月分～昭24．12月分　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－88）

毎月勤労統計の概況

　　　　内閣統計局　　東京

　　　　7　（昭21）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI、－73）

毎月労働災害統計調査結果表

　　　　労働省大臣官房労働統計調査部　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　4（昭277月分）～7（昭2Z10月分），105～105（昭35．10～12
　　　　月分）

満　業

　　　　満洲重工業開発株式会社　　新京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　29　（康徳8．1）～78　（康徳12．2）　　　　　　　　　　　　　　（ZD－50）
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満業資料彙報

　　　　満洲重工業開発株式会社　　新京　　　f月）

　　　　26㎝

　　　　15　（康徳78）～57ζ康徳98）

マニラ日本商業会議所通報

　　　　同会議所　　マニラ　　（月）

　　　　26㎝

　　　　48r昭15．6）～58f昭16，ア）　　　　　　　　　　　　　（ZD－52）

満蒙事報

　　　　満蒙事報社　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　5（1）　（昭9．1）～5（3）　（昭11．3）　　　　　　　　　　　（ZA－20）

満洲物価労銀調

　　　　満洲中央銀行調査課　　新京　　　（月）

　　　　26c沈

　　　　康i徳5　（6～12月）

　　　　〔後、「満洲物価調」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL一ろ5）

満洲物価調

　　　　満洲中央銀行調査課　　新京　　　〔月）

　　　　26cη2

　　　　康徳6　（1　，2，4～12）　，7　（1，2）　，8　（1～12）　，9　（4～10）　，

　　　　10　（1～8，1　1　，12）　1　1　〈1～6）

　　　　〔「満洲物価労銀調」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　rZL－35）

〔満洲中央銀行〕調査彙報

　　　　同銀行　　新京　　r月）

　　　　22㎝

　　　　1r康徳4．8）～6，8～10（康徳8．4）　　　　　　　　　　　（ZF－11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－122一



〔満洲中央銀行〕国内調査彙報

　　　同銀行　　新京　　21㎝

　　　2　r康徳8．11）～8　〈康徳1α5）　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZF－9）

〔満洲中央銀行〕国際調査彙報

　　　同銀行　　新京　　　（月）

　　　21㎝

　　　1　（康徳8．6）～25　〈康徳11．7）　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－10）

〔満洲中央銀行〕国際事情

　　　同銀行調査課　　新京

　　　1f昭151），6～14（昭16．9）　　　　　　　　　　　　　（ZN－9）

〔満洲電業株式会社〕調査資料

　　　同会社　　新京　　21㎝

　　　1　（2～4）　（日召14．9）　，2　（1　，2）　（昭15．4）

満洲土建

満洲土木建築公会　　新京　　　（月）

26㎝
4（1～12）　（昭18．1），5（1～5，7～10）　（昭19．10）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－17）

満洲評論

満洲評論社　　大連　　r週）

21㎝

491（昭16．6）　，495～498，502～518，568～653，656，

658，659，661～665，668～675　（昭20．4）　　（ZA－21）

〔満洲重工業開発株式会社〕資料彙報

　　　同社資料課　　新京　　　（月）

　　　25㎝

　　　1（7～12）　（康徳72～12）　　　　　　　　　　　　　　　ζZA－47）
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満洲経済

　　　　満洲経済社　　新京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　4　（1～11）　（康徳10．1～11）　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZB－36）

満洲経済情報

　　　　東亜経済懇談会満洲本部　　新京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　6（9～11）　（昭16．10），7（1～12）　（昭1712）　　（ZB－37）

満洲経済統計月報

　　　　南満洲鉄道株式会社　　大連　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　15　（5）　（昭15．8）　，　16　（1～12）　，17　〔1　，2）　，1　8　（6～12）

　　　　f昭16．12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－36）

満洲鉱業協会誌

　　　　同協会　　新京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　6臼～3）　（康徳7り　，7　∩～12），8（1～12），g臼～12），

　　　　10　（2～4）　（康徳11．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－18）

満洲国経済部統計月報

　　　　満洲国経済部大臣官房資料科　　新京　　　（月）

　　　　30cη

　　　　2臼～12）　r康徳τ1～12）　　　　　　　　　　　　　　（ZL－26）

満洲国交通部資料

　　　　満洲国交通部　　新京

　　　　6　（1～5）　（康徳8．1～10）

満洲国民政部調査月報

　　　　満洲国民政部総務司資料科　　新京　　　（月）

　　　　22㎝

　　　　1（1～12）　（康徳5．1～12）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZN－12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　－124一



〔満洲国立中央図書館〕資料公報

　　　　同図書館　　新京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　3　（1　，5～8，10～12）　（康徳78）～4　（12）　，5　（2～4，6～12）

　　　　（康徳11．11）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ZA－48）

満洲の電気通信

　　　　満洲電信電話株式会社　　新京　　2］～26㎝

　　　　10（9～12）　（昭199），11（1～4，6，7）　（昭20．7）

　　　　〔「電々」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZG－13）

満洲農学会誌

　　　　満洲農学会　　奉天　　26㎝

　　　　10（康徳75）～14（康徳9．2）　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－9）

満洲帝国国立中央博物館時報

　　　　同博物館　　新京

　　　　1（康i徳6．8）～8，15～2］，25（康徳］2．12）　　　　　　（ZP－8）

満洲帝国国立中央博物館論叢

　　　　同博物館　　新京　　26㎝

　　　　1　（康徳6．9）～7　（康徳］1．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（zp－g）

満洲帝国統計月報

　　　　満洲国総務庁統計処　　新京　　　（月）

　　　　26cm

　　　　1∩～7）　（康徳8．6～12），2n，2，4）　（康徳91，2，4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－37）
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満鉄調査月報

　　　　南満洲鉄道株式会社　　大連　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　］2（5～7，9，11）　（昭75）　，15∩）～20（12）　，21（1～7，

　　　　9，12），22（1～6，9，1D，25（1～12），24f1，2）　（昭

　　　　18．2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fZA－22）

満鉄支那月誌

　　　　南満洲鉄道株式会社上海事務所　　上海　　（月）

　　　　21㎝

　　　　6（2，5）　（昭4．11），7（1～9，12），8〈1～12），g∩～］2）

　　　　lo〔1～3）　〔「北京満鉄月報」の改題〕　　　　　　　　　　　rZA－23）

満鉄資料彙報

　　　　南満洲鉄道株式会社調査部　　大連　　21cη

　　　　6（5．7～12）　（昭16．5），8，9（昭18．2）　　　　　　（ZA－122）

Marketingと広告
　　　　電通企画調査局調査第二部　　東京　　　〔月）

　　　　26㎝

　　　　4（昭31．12）　，7～22，25～36，39，40（昭55，6）

マルクス主義の旗の下に

　　　　プロレタリア科学研究所ソヴエート同盟研究会　　東京　　　く月）

　　　　22㎝

　　　　1f2，5～7）（昭4．7～），2（1～9），改巻1～5号，改編1～6号（昭8，

　　　　9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－47）

マルクス主義の旗の下に（ロシア版）

　　　　プロレタリア科学研究所　　東京　　21cη

　　　　2（昭5．］2）～5r昭6．8）　　　　　　　　　　　　　　　　　fZK－46）
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松商論叢

　　　　松商学園短期大学　　松本　　21㎝

　　　　1f昭2910）～6ζ昭54．5）

　　　　〔後、　「松商短大論叢」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　‘ZD－125）

松商短大論叢

　　　　松商学園短期大学　　松本　　21cm

　　　　7〔昭35．3）～10（昭3712）～

　　　　〔「松商論叢」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fZD－］25）

松山経専論集

　　　　松山経済専門学校商経研究会　　松山　　21㎝

　　　　7　（昭24．2）

　　　　〔後、　「松山商大論集」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　〔ZD－］15）

松山商大論集

　　　　松山商科大学商経研究会　　松山　　　（年一4）

　　　　21㎝

　　　　1∩）　（昭25．3）～15（5）　（昭57’［0）～

　　　　〔「松山経専論集」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－］コ5）

芽

　　　　思想の科学研究会　　東京　　建民社　　（月）

　　　　2’1㎝

　　　　創刊号（昭28，1）～4，6／7～11／12（昭295終刊）

　　　　〔「思想の科学（先駆社力の改題にして後更に「思想の科学（講談社）」と改題〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ZK－69）
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明大商学論叢

　　　　明治大学商学部研究所　　東京　　21㎝

　　　　1（5，6）　（昭26．1），55r］～6）　〔復刊2（1～6）〕，56〔1～6）

　　　　〔復干‖3　r1～6）〕　，37　r1～6）　，38　（1～6）　，39　〔1～6）　，40

　　　　（1～10） ，41（1～10）　，42f］～8）　，43f］～6）　，44（1～

　　　　8）　 45（1～8），46（1～6）　（日召57］］）～

　　　　〔46巻は創立60周年記念号にっき単行書にあり〕　　　　　（ZD－H6）

明治文化

　　　　日本評論社　　東京　　　（月）

　　　　21cm

　　　　5　（7～12）　nl召4．7）　，6　〔1～3）　r‖召5．5）

　　　　〔「新旧時代」及「明治文化研究」の改顧〕　　　　　　　　　　　　rzQ－］）

明治文化研究

　　　　明治文化研究会　　福永書店　　　r月）

　　　　21cm

　　　　5　（3）　　r‖召2．5）　～3　（9）　　（‖召2．1　0）

　　　　〔「新旧時代」の改題にして後更に「明治文化」と改題〕　　　　　　（ZQ一咋D

明治大学図・書館増加図書目録

　　　　同大学図書館　　東京　　　（月）

　　　　2］㎝

　　　　59（昭30．12）～100（昭344）

〔明治学院大学〕経済論集（経・商・法）

　　　　明治学院大学経済学会　　東京　　21㎝

　　　　1（昭3711）～
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明治学院論叢

　　　　明治学院大学文経学会　　東京　　21㎝

　　　　15〔復刊1〕　（昭24．2），18～59，40〔1，2），41，42臼，2）

　　　　43，44（1，2）　，45，46（1，2），47，48〔1，2） ，49，

　　　　50（1，2）　，51，52（1，2）　，55，54〈1，2）　，55，56（1，

　　　　2） ，57，58（1，2），59，60（1，2），61～63，66，67，

　　　　69～75（昭3712）～

〔含、経済研究特輯号〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－go）

名城商学

名城大学商学会　　名古屋　　21㎝

12（1）　（昭3710）

綿業事報

日本綿業倶楽部　　大阪　　　（月）

21㎝

10　日～12）　（昭17D　，11臼～6，8，10）　，12（1～4）　（昭

194終刊）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－19）

棉花月報

日本棉花輸入協会　　大阪　　　（月）

2　1cη2

1（1～5）　（昭21．6）　（昭22．6）

棉花，綿糸旬報

　　　　日本棉花同業会，輸出綿布同業会　　大阪　　（旬）

　　　　26㎝

　　　　598（昭4．ろ）～600，603，604，607，614，620，621，

　　　　627，629，631～635，6三57～642，646，648～701，
　　　　703～718，722～827，829～889（昭12．4）

〔後、　「棉花、綿糸、綿布旬報」と改題〕　　　　　　　　　　　　（ZI－21）
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棉花、綿糸、綿布月報

　　　　日本棉花同業会、輸出綿糸布同業会　　大阪　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　355（昭4．10），357～573，375～395，397～455，457

　　　　～469，471，473，475，477～482，484　（昭15．6）

棉花、綿糸、綿布旬報

　　　　日本棉花同業会、輸出綿糸同業会　　大阪　　　（旬）

　　　　26cカ～

　　　　890（昭12．4）～899，901～922（日召13．5）

　　　　〔「棉花、綿糸旬報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－21）

綿花統計月報

　　　　日本綿花協会綿花経済研究所　　’大阪　　（月）

　　　　26cη2

　　　　1（昭23．1）～52（昭26．6）

　　　　〔後、「Cotton　statstical　journa1」と改題、従って洋雑誌扱いと

　　　　する〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZIL－89）

綿糸布

　　　　日本綿糸布輸出組合　　大阪　　　（月）

　　　　21cm

　　　　lrl～7）　（昭21．6）　，2臼～3）　（昭22．3）　　　　　　rZI－60）

綿ス・フ統制会報

　　　　綿ス・フ統制会　　東京　　（月）

　　　　26cη3

　　　　1（1～10）　〆昭18．2～lo）　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZI－22）

綿輸月報

　　　　日本綿糸布輸出組合　　大阪　　　（月）

　　　　2　1～26㎝

　　　　昭171～12月，昭18．1～6月　　　　　　　　　　（ZD－54）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－150一



綿輸時報

　　　　日本綿糸布輸出組合　　大阪　　25㎝

　　　　2r昭16．6）～15イ昭16．9）　　　　　　　　　　　　　　　〔ZD－55）

南支那及南洋情報

　　　　台湾総督官房外事課　　台北　　台湾時報社　　　（月一2）

　　　　22㎝

　　　　2（昭6．ll）　，6，7，12，20～93，95～109，150（昭15．2）
　　　　〔後・「南支南洋」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　rZA－52）

民科学術通信

　　　　民主主義科学者協会　　東京　　26㎝

　　　　1（昭23．7）～26　（昭24．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　（zp－21）

民主主義科学

　　　　民主主義科学者協会　　東京　　彰考書院　　　（月）

　　　　2　1㎝

　　　　4（日召21．8），5（21．10）

　　　　〔後、　「社会科学（彰考書院）と改題〕　　　　　　　　　　　　　rZA－87）

民族学研究

　　　　民族学協会　　東京　　　f季）

　　　　21㎝

　　　　1（1）　（昭18．1）～2（1），3（1，2），復刊3（1／2），4（1），

　　　　5（2）　（昭25．12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ZO－5）

三田学会雑誌

　　　　慶応義塾経済学会　　東京　　　（月）

　　　　2　1㎝

　　　　35（7～12）　（昭14．7），55（3），ろ7（1～12），59（2～6），

　　　　40（1）～41（12）　，42（2，3），43（1～6），44（1）～55

　　　　　（12）　（昭5712）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－58）
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三田評論

　　　　慶応義塾　　東京　　　r月）

　　　　21㎝

　　　　456　（昭10．8），485～495，498～512，540，541r昭18．
　　　　2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZA－24）

三田商学研究

　　　　慶応義塾大学商学部　　東京　　　（年一6）

　　　　2　1㎝

　　　　1　（　1～6）　　〈日召3　i5．4）　，　2　（　1～6）　，　3　ぐ1～6）　　，　4　（　1～6）　　，5　（　1

　　　　～6）　Oi召38．2）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－132）

〔三菱銀行〕調査

　　　　同銀行調査部　　東京　　　（月）

　　　　25cη～

　　　　1　（‖μ28．7）　，5　1　〔昭31．5）～95　，98，　100　（日召571　1）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－57）

〔三井銀行〕調査月報

　　　　同銀行調査部　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　255　（昭51．8）～306，3〔〕8～329　（昭5712）～　　（ZF－52）

〔持株会社整理委員会〕調査時報

　　　　同委員会　　東京　　21cm

　　　　lrl，2）　（昭25．4～8月）

蒙　古

　　　　善隣協会　　東京　　　（月）

　　　　2　1cη↓

　　　　7（1）　（昭15．D～10（12）　（昭18．12）　　　　　　（ZA－25）

蒙古学

　　　　善隣協会　　東京　　22㎝

　　　　1（昭12．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－68）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－152一



〔文部省調査局統計課〕統計資料

　　　同課　　東京

　　　2（3／4）　（昭52．5）

叉部省統計速報

　　　　文部省調査普及局統計課　　東京　　26㎝

　　　　35（昭25．2）～35，57，38，45，47～53（昭26．3）

村

農村更生協会　　東京　　　（月）

2　1cπ2

5（10）　（昭14．1）～7（2）　（昭15．5）　　　　　　　　　（ZH－ll）

武蔵大学論集

　　　　同大学学会　　東京

　　　　1　（1）　（日召28．l　l）　，2　（1，2）　，5　（1，2）　，4　（1，2）　，5　（1，

　　　　2）　7　（2／3／4）　，8　（1～5）　，9　（　1～4）　，　1！〕　（1～3）　　（‖召57

　　　　12）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－121）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N

長崎県商工経済会会報

　　　　同会　　長崎　　　（月）

　　　　2　1cη～

　　　　1（昭18．ll）～14　（昭1《λ12）　　　　　　　　　　　　　　（ZD－57）

長崎高等商業学校研究館彙報

　　　　同学校大束亜経済研究所　　長崎　　　（月）

　　　　22㎝

　　　　7（2）　（大正15．2）－10（5），23（1，4，5，7），24（1～3，

　　　　6，7）　，25　（4，6）　，26　（1～10）　，28　（1～5）　，50　（7，9）

　　　　（昭1711）

〔以後、「長崎高等商業学校研究所彙報」と改題〕
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長崎高等商業学校研究所彙報

　　　　同学校大東亜経済研究所　　長崎　　　r月）

　　　　21㎝

　　　　51（1～10）　（昭18．1），52rl／2合併号）　（昭和192）終刊

　　　　〔以後、　「商業と経済」年報に統合す〕

長崎市統計月報

　　　　同市総務部統計課　　長崎　　　r月）

　　　　26㎝

　　　　ll3（昭35．1）

〔長崎商工会議所〕経済月報

　　　　同会議所　　長崎　　　（月）

　　　　2　1cη～

　　　　245〔昭15．6）～283　（昭18．10）　　　　　　　　　　　（ZD－58）

名古屋大学教養学部紀要

　　　　同学部　　名古屋　　26㎝

　　　　1（昭52．5）

〔名古屋株式取引所〕調査事報

　　　　同取引所　　名古屋　　　（月）

　　　　2　1㎝

　　　　7（1）　（昭171）～8（1～6）（昭18．6休刊）　　　　　　（ZD－59）

名古屋株式取引所月報

　　　　同取引所　　名古屋　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭151～12月，昭14．1～7月，昭171～12月，昭18．1～6月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－60）
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名古屋経済統計月報

　　　　名古屋商工会議所　　名古屋　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　157f昭171）～176（昭1・8．8）　　　　　　　　　　　（ZL－38）

名古屋港統計月報

　　　　名古屋港管理組合　　名古屋　　　（月）

　　　　26cm

　　　　l51　θ昭56．2）～161　（日召36．｛2）

〔名古屋市〕貨物集散統計月報

　　　同市産業部勧業課　　名古屋　　　（月）

　　　26㎝

　　　　1〔昭77），5，7，9，18～23，26，27，29～59，67～84
　　　　（昭14，6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－21）

〔名古屋市〕統計資料月報

　　　同市企画室統計課　　名古屋　　　（月）

　　　26㎝

　　　　106（昭52．5）～ll5，152～156（昭36．7）　　　　（ZL一ゾ3）

名古屋商工

　　　　名古屋市経済局　　名古屋　　　（月）

　　　　26cm

　　　　9（5～10）　r昭28．6），10ζ1～ll），｝1〈1～9，lD，12

　　　　（1～10）　，15’（1～10）　，14（1～1｛〕）　，15（1～10）　，16

　　　　（1～10），17（1～ll）　・18（1～ll）　（昭3712）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－ll4）

名古屋商工会議所所報

　　　　同会議所　　名古屋　　21㎝

　　　　18（昭18．1）～20（昭18．7）　　　　　　　　　　　　　（ZD－61）
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内外経済概観

　　　　野村合名会社調査部　　大阪　　（月）

　　　　26απ

　　　　109（昭15．4）～111，ll8～152　（昭192）　　　　〈ZB－39）

内外石油情報

　　　　帝国石油株式会社調査部　　東京　　26cm

　　　　l　l　l　r8召15　5．4）　～　l　l7　（日召3　7　12）　～

内外石油速報

　　　　帝国石油株式会社　　來京　　26cm

　　　　l5　　（55．2）　～2　3　（日召5　76）　～

内外統計彙報

　　　　総理府統計局研究課　　東京　　26㎝

　　　　5　（日召25、6）～9，　15，　15，　16，　18～2　1　（日召277）

内外統計季報

　　　　総理府統計局　　東京　　大蔵省印刷局　　　（季）

　　　　26cm

　　　　l2　r昭ろ5．6）～22　（目R5712）～

　　　　〔「季…刊総合統計」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－133）

〔内閣統計局〕新資料月報

　　　　同局　　東京

　　　　1〔昭10）～6　（昭ll）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－61）

〔内閣統計局〕統計時報

　　　　同局　　東京　　帝国地方行政学会　　　f月）

　　　　2　1～26cm

　　　　l（大正lo．lD　，3～98（昭15．6）　　　　　　　　　　（ZL－62）
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内燃機関

　　　山海堂出版部　　東京　　　（月）

　　　　26～29cηz

　　　　l　（2　，3）　　（昭12・10）　，　2　（1）　～5　（1　2）　，　6　（1　，　2）　，8　（5　，　6，

　　　　8，9，11）　（昭191D　　　　　　　　　　　　　　　　　〔ZI－23）

南米銀行調査月報

　　　同銀行調査室　　サンパウロ市　　　f月）

　　　　ろ2cη2

　　　　15（昭32．1）～58，41～48r爵召37二12）～

南米研究

　　　神戸大学経済経営研究所　　神戸　　21cm

　　　　6（昭34．7）　，7，9（昭5711）

南　方

　　　南支調査会　　東京　　　f月）

　　　　21cη～

　　　　3　（5）　　（昭　1　6．5）　～4　　（1　2）　　，　5　　（　1　，　3～　10　，　12）　　，6　　（　1　，　5）

　　　　（昭195）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－26）

南方院時報

　　　大阪南方院　　大阪　　（月一2）

　　　　21cη

　　　　457（昭19．2）～454（昭20．1）　　　　　　　　　　　　（ZA－27）

南方情勢

　　　　南方情勢社　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　65　（昭171）～86（昭18．12）　　　　　　　　　　　　　　（ZA－28）

南方日誌

　　　　南方開発金庫資料課　　東京　　26㎝

　　　　昭171～12月，昭18．8～10月　　　　　　　　　　　　　（ZA－30）

　　　　　　　　　　　　　　　　　－157一



南方農林

　　　　南方農林協会　　東京　　　（月）

　　　　2　1cη2

　　　　1（1，2）　（昭18．9，10）　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－12）

南方資料館報

　　　　南方資料館　　台北　　　（月）

　　　　21cη2

　　　　1（昭18．D～9，11，13，15（昭193）　　　　　　（ZA－3　D

南支南洋

　　　　台湾総督官房外務部内南支南洋発行所　　台北　　　ζ月）

　　　　21㎝

　　　　154（昭15．4）～162（昭15．12）

　　　　〔「南支那及南洋情報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（Z．A－32）

南支南洋研究

　　　　台北高等商業学校南支南洋経済研究会　　台北　　21㎝

　　　　36（昭175）　，37，59（昭18．4）　　　　　　　　　　　（ZA－33）

南　洋

　　　　南洋協会　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　27（1～12）　（昭16．1）　，28（1～12） ，29（1～ll）　（昭1～λ

　　　　日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－54）

南洋庁調報

　　　　南洋庁長官官房調査課　　　（月）

　　　　22㎝

　　　　16（昭14．5）～31（昭15．ll）　　　　　　　　　　　　（ZA－35）
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南洋郡島

　　　　南洋郡島文化協会　　パラオ島　　　（月）

　　　　23㎝

　　　　8（3～8，10，ll）　（昭17．3），9（1～4，7～10）　（昭18．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－56）

南洋情報及資料

　　　　南洋協会　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（昭13．12）～5（昭14．5）　　　　　　　　　　　　　　（ZA－57）

南洋経済研究

　　　　南洋経済研究所　　東京　　　（月）

　　　　21～26c7η
　　　　5（7）（昭剛ス7）～7（6）（昭1a6）　　　　　　（ZB－4・）
　　　　〔「南洋経済研究所研究資料」の改題〕

　〔南洋経済研究所〕研究資料

　　　　同研究所　　東京　　　（月）

　　　　22㎝

　　　　1（2）　（昭15．2）～5（3）　（昭17．5）

　　　　　〔後、「南洋経済研究」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－40）

南洋裁培協会会報

　　　　南洋裁培協会　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　17（1～5）　（昭18．15）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－12）

南洋水産

　　　　南洋水産協会　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　6（9～12）　（昭15．9），7（D～8（12），9（1～lD　，10（1

　　　　～6）　（昭19．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－14）
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奈良学芸大学紀要

　　　　同大学　　奈良　　（年一D

　　　　26㎝

　　　　3（1，5）　（昭28．12），4（1，3），5（1，3），6（1）　，7（11

　　　　2），8（1，2），9（1，2），特別号（D　（昭56．3）

　　　　〔10巻以後は「人文・社会科学」と「自然科学」とに分れた〕

奈良学芸大学紀要（人文・社会科学）

　　　　同大学　　奈良　　（年一り

　　　　26㎝

　　　　10　（1　，2）　（日召36．3）～

奈良学芸大学紀要（自然科学）

　　　　同大学　　奈良　　　（年一1）

　　　　26c7π

　　　　10　（1　，2）　（昭ろ6．5）～

燃料協会誌

　　　　燃料協会　　東京　　　（月）

　　　　26cη2

　　　　99（昭5．12）～156，158，159，161’～228（昭16．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－24）

日米フオーラム

　　　　米国大使館文化交換局出版部　　東京　　好学社　　（月）

　　　　21cm

　　　　8（5～ll）　（昭37、5～12）～

　　　　〔「アメリカーナ」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－123）
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日印協会会報

　　　　日印協会　　東京　　21㎝

　　　　昭27．12，昭28．1～5月，昭291月

　　　　〔後「印度」と改題〕

日満支石炭時報

　　　　日満支石炭聯盟　　東京　　　（月）

　　　　26cm

　　　　l70（昭15．5）～182，202～205（昭18．4）　　　（ZI－25）

日用品、皮革統計月報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1（5～ll）　（昭54．5），2（1）～4（12）　（昭57．12）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－14D

日華学報

　　　　日華学会　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　82　（昭15．lD～96　（昭18．6）　　　　　　　　　　　　　　（ZI）－10）

日化月報

　　　　日本化学工業協会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　10（5）　（昭52，5），ll（1）～15（12）　（昭3712）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－72）

日絹週報

　　　　日本絹人繊織物工業会　　東京　　（週）

　　　　25㎝

　　　　560（昭35．12）～462（昭37．12）～
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日本貿易月表

　　　　大蔵省　　東京　　日本関税協会　　（月）

　　　　26㎝

　　　　144～156　（昭37．1～12）～

　　　　〔「大日本外国貿易月表」・「外国貿易月表」，「日本外国貿易月表」の改題〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－39）

日本貿易会報

　　　　日本貿易会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　25（昭32．D　，27～95（昭57．12）～　　　　　　　（ZD－158）

日本紡績月報

　　　　日本紡績協会　　大阪　　（月）

　　　　26cη

　　　　1（昭21．lD～192　（昭37．12）～　　　　　　　　　　　　（ZI－5D

〔日本長期信用銀行〕調査月報

　　　　同銀行調査部　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1（昭52・7）～66　（昭37．12）～　　　　　　　　　　　　　　（ZF－58）

日本大学国際研究所研究報告

　　　　同研究所　　東京

　　　　1（昭55．10）

日本ダイジエスト

　　　　協同出版社　　東京　　26㎝

　　　　1（1～5）　（昭21．6～12）　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－88）

日本読書協会会報

　　　同協会　　東京　　　（月）

　　　　21c沈

　　　　267（（昭18．D～281（昭193）　　　　　　　　　　（ZA－58）

　　　　　　　　　　　　　　　　　－142一



日本外国貿易月表

　　　大蔵省　　東京　　日本関税協会　　　（月）

　　　　26c扱

　　　昭15．7～9月分，1（昭25d）～143（昭36－2）

　　　　〔「大日本外国貿易月表」の改題にして後更に「日本貿易月表」と改題〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－59）

日本学士院紀要

　　　同学士院　　東京　　　（年一3）

　　　　26㎝

　　　　1（1～3）　（昭lZ3），2（2，3），5（D　，4（1，ろ），5（2・5）

　　　　6（2／3）・7（1～3）・8（い2）・9（5）・10（2）・い（D・

　　　　13（1）～19（3），20（1）　（昭5λ5）～

　　　　〔附、論文目録1～1ろ巻）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZP－28）

〔日本銀行〕調査月報

　　　　同銀行調査局　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　昭21．7／8／9合併号，昭26．1月分～昭55．1月分，昭35．5月分～昭56．4

　　　　月分，6～10，12月分，昭57．1～9，12月分～

　　　　〔附．調査月報目録昭57年）　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－53）

〔日本銀行〕調査時報

　　　　同銀行　　東京　　20cm

　　　　l（昭22．5）～12（昭25．4）　　　　　　　　　　　　　（ZF－34）

〔日本発送電株式会社〕調査月報

　　　　同会社　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1，2（昭21．9，10），2（昭25，2）～5，8（昭23…0）（ZI－52）
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〔日本発送電株式会社〕調査資料

　　　同会社　　東京　　25㎝

　　　1（昭22．5）～lo（昭26．4）　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－5i5）

〔日本放送協会〕調査時報

　　　同協会　　東京　　　（月一2）

　　　26㎝

　　　4（1～6）　（昭91～5月）

日本評論

日本評論社　　東京　　　（月）

21～26㎝
18（4～ll）　（日召18．4），19（1，3，4，6，7～12）　，20（1，

2）　，21 （1）～23（12）　，24（1）～26（6）　，27（1，2）　（‖召

5t2休刊）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－39）

日本女子大学紀要（文学部）

　　　同大学文学部　　東京　　　（年一1）

　　　　26c例

　　　　2　（日召27）～9　（‖召54）

〔日本開発銀行〕調査月報

　　　同銀行調査部　　東京　　　（月）

　　　25㎝

　　　1（6／7）　（昭27．12），2（i，2），5（2／ろ）～ll（9）　（日召37．

　　　12）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－59）

〔日本勧業銀行〕調査特報

　　　同銀行　　東京　　26㎝

　　　10（昭21．4）～66（昭25．8）　　　　　　　　　　　　　（ZF－35）

日本管理月次報告（マツカーサー司令部）

　　　　国際特信社　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　8（昭22．4）　，ll～15．15～18（昭23．7）　　　　　　　（ZN－19）

　　　　　　　　　　　　　　　　　－144一



日本管理法令研究

　　　　日本管理法令研究会　　東京　　22㎝

　　　　1（4～6，8～12）（昭21・7～昭22．8）　　　　　　　　（ZM－17）

日本経済学連合ブレテイン

　　　同連合　　東京

　　　　6　（日召50．3）　，7　（昭3　1．5）

日本経済のうごき

　　　政治経済研究所　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　2（昭28．7）～97（昭56．9）　　　　　　　　　　　　　（ZB－ll5）

日本経済指標

　　　経済企画庁　　東京　　統計研究会　　（月）

　　　　26cm

　　　昭27・1～5月，5～12月，昭2＆1～12月，昭2gl～5月，7～12月，

　　　　昭50．1～昭57．12月～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－96）

日本経済新聞縮刷版

　　　　同新聞社　　東京　　（月）

　　　　ろ6（加

　　　　1　（　1）　　（［｝召2　4．4）　～1　4　　（1　2）　　（日召5　7．1　2）　～

日本機械学会誌

　　　　同会　　東京　　（月）

　　　　30㎝

　　　　257（昭15．8），259～261，263，264，266～270，272

　　　　～286，289～291，295～303，316～526（昭196）

　　　　〔「機械学会誌」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZS－6）

日本交易協会会報

　　　　同会　　東京　　21㎝

　　　　1（1，4～6）　（昭192），2（1）　（昭20．2）　　　　　　（ZD－60）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－145一



〔日本興業銀行〕調査月報

　　　同銀行　　東京　　　（月）

　　　21㎝

　　　昭16－～12月，昭IZI～ll月，昭lg3月　　　　　（ZF－15）

日本鉱業会誌

　　　　局会　　東京　　（月）

　　　　26～30㎝

　　　　493（大正15．5），542，610，612～626，628～630，655，

　　　　6ろ6，638～641，645，647，651，652，657～659，

　　　　662～664，668～671，673，677，683，686，687，
　　　　690，692～695，697～701，704，706（昭192）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－26）

日本国港湾統計月報

　　　　運輸省港湾局　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭54．1～12月分，昭55．1，2，5～12月分，昭56」～12月分，昭37．

　　　　1～12月分～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－142）

〔日本共産党〕調査時報

　　　同党　　東京　　26cm

　　　4（昭21．2）～7．ll～19（昭24．4）　　　　　　　　　　（ZK～17）

日本農業研究所報告

　　　　日本農業研究所　　東京　　26㎝

　　　　1（昭26．5），5～13（昭57．3）～　　　　　　　　　　　（ZH－54）

日本リサーチセンター研究紀要

　　　　日本リサーチセンター　　東京　　　（年一2）

　　　　26㎝

　　　　1（い2）　（昭57．4）～
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日本労働協会雑誌

　　　同協会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　創刊号（昭34．4）～45（昭5λ12）～　　　　　　　　　（ZK－7D

〔日本蚕糸統制株式会社〕調査彙報

　　　同会社　　東京　　21㎝

　　　　2（昭lz5），5～8（昭18．12終刊）　　　　　　　　　　（Z耳一i5）

〔日本生命保険相互会社〕調査月報

　　　同会社企画部調査課　　大阪　　（月）

　　　　26㎝

　　　　31（昭54．2），53～57（昭36．4）　　　　　　　　　　（ZF－66）

〔日本生命〕調査時報

　　　同調査課　　21～25㎝

　　　　1（昭56．12）～3（昭57．6）～

〔日本製鉄株式会社〕調査統計

　　　　同会社　　東京　　26㎝

　　　　1（1，4，9）　（昭　　22）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI、－74）

日本製鉄参考資料

　　　　日本製鉄株式会社監理部　　東京　　　（隔月）

　　　　21㎝

　　　　1（1，2）（昭98，lD，2（D～5（6）　（昭1511）（ZI－27）

〔日本石炭株式会社〕調査月報

　　　　同会社　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　15（昭22）～25（昭22）　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－54）
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〔日本石炭株式会社〕調査旬報

　　　　同社配給部　　東京　　　（旬）

　　　　26（加

　　　　18～22（昭22．1），26，27（昭22．5）

〔日本石油株式会社〕調査時報

　　　　同会社社長室三課　　東京　　　（月）

　　　　21～25cm

　　　　l23（昭31．5）～202（昭37．12）～　　　　　　　　　　（ZI－67）

日本資本主義構造研究会月報

　　　　同会　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　7　（昭5　6．12）　　，　8　，　l　l　，　12　（昭ろ　7．9）　～

日本史研究

　　　　日本史研究会　　京都　　26cm

　　　　5（昭22・9）　・6・lo（昭24・6）　　　　　　　　　　　　　　　（zQ－5）

日本商業雑誌

　　　　日本商業会　　東京　　21㎝

　　　　1（5～19）（明治2ろ．12），3（1～18）（明治26．9）（ZD－124）

〔日本証券取引所〕調査月報

　　　　同取引所　　東京　　　（月）

　　　　21cm

　　　　l（昭18．7）～9（昭193）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－64）

日本証券取引所統計月報

　　　　同取引所　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1（昭18．7），2，5，8～10，14（昭19．9）　　　　　　（ZL－40）
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日本タイ協会会報

　　　　同協会　　東京　　21cm

　　　　l7（昭14．lD～38，40～42（昭1910）　　　　　　（ZA－40）

日本統計月報

　　　　総理府統計局　　東京　　日本統計協会　　　（月）

　　　　256m

　　　　l（昭36．7）～18（昭5Zl2）～　　　　　　　　　　　（ZL－160）

日本とソヴエト

　　　　日ソ親善協会～日ソ協会　　東京

　　　　129（昭50．D～325（昭55．12）

　　　　〔「ソヴェト・ニユース」の改題〕

〔日本輸出入銀行〕融資及び保証状況

　　　　同銀行　　東京　　　（月）

　　　　50㎝

　　　　昭54．3～昭56、1，3～昭ろ7．12月～

日産協月報

　　　　日本産業協議会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　準備号（昭21．6），i（i～3），2（1～8），3（1～4），5（6，12）

　　　　6（1，8～12），7（1～10）　（昭27．10終刊）

　　　　〔「重産協月報」の改題にして、後更に「経団連月報」と改題〕　（ZD－llO）

農地委員会資料

　　　　農林省農地局　　東京　　　（月一2）

　　　　26㎝

　　　　1ろ1～158（昭25）

　　　　〔「農地改革資料」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－37）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－149一



農地改革資料

　　　　農林省農政局農地部　　東京　　（月一2）

　　　　26c勿

　　　　4（昭22，7）～12，15～18，24，25，27～56，39～57，61

　　　　～67，70，71，75～95，101～108（昭254）

　　　　〔後、「農地委員会資料」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　（zH－37）

農　営

　　　　興農部経営改善　　　新京　　興農部農政司調査科　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　2（1～12）　（昭i8．D　，5（2～12）　（昭1免2）　　　　（ZH－4）

農学研究

　　　　岡山大学農業生物研究所　　倉敷　　　（年一4）

　　　　26㎝

　　　　58（1）　（昭251｜）～49（5）　（昭37．3）　　　　　　（ZH－49）

農業朝日

　　　　朝日新聞社　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　2（昭21．1）～4，15～17，20，21，2ろ，24，28～51，35，

　　　　ろ8，59（昭24．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－38）

農業評論

　　　　協同出版社　　東京　　　（月）

　　　　21cm

　　　　l～5（昭21，2～6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－39）

農業丞員会資料

　　　　農林省農政局　　東京　　農政調査会出版部　　（月一2）

　　　　26㎝

　　　　1（昭26．8）5，5～17，20～52（昭2λll）
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農業情報

　　　　農林省統計調査部　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　18／19（昭295）～27，29，55～55，37～52，69，91～
　　　　94（昭5λ8）

農業情報

　　　　全国農業会情報部　　東京　　26㎝

　　　　21（昭21．ID　，37，59～42，44，46，48，54（昭25．5；

　　　　地方の部｛68（昭22．2）～170（昭22．3）；海外の部4～7（昭22．3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－40）

農業経営通信

　　　　農林省農業技術研究所　　東京　　21c勿

　　　　16　（昭29」9）～54　（昭57．10）～　　　　　　　　　　　　　（ZH－61）

農業経済

　　　　兵庫農科大学　　兵庫県多紀郡　　21㎝

　　　　5（昭37．2）

農業経済情勢

　　　　農林省農林経済局　東京　21㎝

　　　　1（昭26．ろ）～4（昭2λ7）

　　　　　〔後、　「農林経済情勢」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－50）

農業経済研究

　　　　韓国農業経済学会　　21（湖

　　　　5（昭37．12）
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農業経済研究

　　　　農業経済学会　　東京　　岩波書店　　　（年一2）

　　　　2　1㎝

　　　　1（1）　（大正14．4）～16（4），17（2），21（D～24（4），

　　　　25（1）　，26（1）～27（4） ，28（1）　，29（1）　，51 （1）～

　　　　53（4）　（昭57．7）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－16）

農業経済研究報告

　　　　東北大学農学部農業経営学研究室　　仙台　　26cm

　　　　3／4（昭36．10），5（昭37．10）

農業研究

　　　　農業図書刊行会　　東京　　（月）

　　　　21㎝
　　　　1　5　（5～l　l）　　（∬召1　8．5～l　l）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI」－17）

農業研修

　　　　中央農業会　　東京　　　（月）

　　　　21cη～

　　　　1（2～9）　（昭192～9）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－18）

農業協同組合

　　　　全国農業協同組合中央会　　東京　　　（月）

　　　　2　1cη2

　　　　74（昭56．4）～81，85～94（昭37．12）～　　　　　（ZII－6り）

農業の満洲

　　　　農業の満洲社　　大連　　　（月）

　　　　21c碗

　　　　ll（6～12）　（昭14．6），12（1～9），15（1～12），16（1～

　　　　9）　（昭いλ12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－19）
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農業総合研究

　　　　農林省農業総合研究所　　東京　　　（季）

　　　　21㎝

　　　　1（昭22・ll）　，4，5，7～67（昭37．10）～　　　　　　（ZH－4D

農業と経済

　　　　富民協会　　大阪　　（月）

　　　　2　t㎝

　　　　10（4～12）　（昭18．4）　，U　（1～7）　，12（2，5）　，13（1，

　　　　3，5）　，22　（6　，8～12）　，25　（1）　～24　（12）　，25　（1～8）　，

　　　　26（1）～28（12）　（昭5λ12）～　　　　　　　　　　　（ZH－－20）

農事雑報

　　　　農事雑報社　　東京　　　（月）

　　　　21cη～

　　　　1（明治51．7）～12，25～54，56～60（明治56．6）　（ZH－5ろ）

農経論叢

　　　　北海道大学農学部農業経済学教室　　札幌　　21㎝

　　　　16（昭55．5）～19（昭37．U）　　　　　　　　　　　　　（ZII－62）

農　民

　　　　農民社　　東京　　　（月）

　　　　21cm

　　　　l（2～5）　（昭21．8）　，2（1）　（昭22．3）　　　　　　　（ZH－42）

農民栄養調査月報

　　　　農林省統計調査部　　　（月）

　　　　26cm

　　　　昭26．8～12月分，昭27．1～12月分，昭28．1～3月分

農務時報

　　　　農林省農務局　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（昭3）～146（昭15）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－5　D

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－－153一



野村証券叢書

　　　　野村証券調査部　　東京　　　（月）

　　　　18㎝

　　　　1（昭2t5），3～24（昭24．10）　　　　　　　　　　（ZD－106）

NRCセミナー

　　　　日本リサーチセンター　　東京　　（年一4）

　　　　26㎝

　　　　1（4）　（昭57．12）～

農林漁業金融公庫月報

　　　　同公庫　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　9（1，4，5，7～12）　（昭56．4），10（1，2）　（昭57．5）～

農林漁業統計（和歌山）

　　　　和歌山県農林統計協会　　和歌山

　　　　1～4（昭37）～

農林時報

　　　　農林省大臣官房総務課　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1　（1）　（昭16．1）～2　（24）　，5　（1～8，10，11，1ろ～15）　，5

　　　　（1～5）　，21（4，5）　（昭57．7）　　　　　　　　　　　　（ZH－21）

農林経済情勢

　　　　農林省農林経済局　　東京　　21㎝

　　　　5（昭28．2）～8（昭51．3）

　　　　〔「農業経済情勢」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－50）
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農林金融

　　　　農林中央金庫　　東京　　　（月）

　　　　21～26㎝

　　　　1（昭25．4）　，2（1～24），5（1～11），4（1）～15（12）　（昭

　　　　5712）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－46）

農林広報

　　　　農林省大臣官房　　東京　　日本農村調査会　　　（旬）

　　　　26㎝

　　　　2　（圓召57．9）　，4～6，9　（昭i57．11）～

〔農林省〕蚕糸試験場報告

　　　　同試験場　　東京　　26㎝

　　　　10（6～8）　（昭16．9）　，11（1～6）　（昭196）　　　　（ZH－25）

農林省図書月報

　　　　農林省統計調査部図書資料課　　東京　　農林統計協会　　　（月）

　　　　26ぴ～

　　　　1（1～11）　（昭25．2），2（1）～5（2）　（昭2乳2）

　　　　〔後、　「農林図書資料月報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　（ZA－107）

農林水産統計月報

　　　　農林省統計調査部　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1（昭27．4）～116，117～126（昭37．12）～　　（ZI」－101）

農林統計調査

　　　　農林省統計調査部　　東京　　農林統計協会　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1（昭25．12）～140（昭37．12）～　　　　　　　　　　（ZH－47）
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農林統計月報

　　　　農林省統計調査局　　東京　　農林統計協会　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　19　（1　6．1）　～2　4　，　2　6～3　2　，　3　5　，　5　9～7　1　，7　7　，　8　4　，　85　，　87～

　　　　95，97～103．105～107，ll4（昭23。7）　　　　　（ZI」－4D

農林統計資料

　　　　農林省統計調査部　　東京　　農林統計協会　　26㎝

　　　　1（昭26．D～6，8～13（昭275）

　　　　〔農林統計月報152～137，139～144号〕　　　　　　　　（ZL－81）

農林統計速報

　　　　農林省統計調査部　　東京　　農林統計協会　　26㎝

　　　　4（昭25年計分）～156（昭26．9月分）　　　　　　　　　　　（ZL－90）

農林図書資料月報

　　　　農林省図書館　　東京　　農林統計協会　　　（月）

　　　　26cη～

　　　　b　（5）　（日召2「λ7）～13　（12）　（日召57・12）～

　　　　〔「農林省図書月報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－107）

農　政

　　　　農業報告聯盟　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（D　（昭14．1）～6　（3）　（昭193）　　　　　　　　　　　　（ZII－22）

農政評論

　　　　毎日新聞社　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（2～6）　（昭22．2～6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZII－43）
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〔農商務省臨時産業調査局〕調査資料

　　　　同局　　東京　　22㎝

　　　　1（大正6）～3，5～15，17，19，20，22，25，29，31～35

　　　　35～59，45～46，49～55（大正9）　　　　　　　　（ZI－64）

農商統計月報

　　　　農商大臣官房統計課　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　69（昭1（λ10）

農村物価賃金月報

　　　　農林省農業改良局統計調査部　　東京　　農林統計協会　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　14　（昭25．5）～18，20～24，50～54　（昭27．4）　　（ZL－82）

農村物価労賃調

　　　　興農合作社中央会調査弘報課　　新京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　19　（康徳10．5）～29，31～55　（康徳11．7）　　　　　　（ZL－42）

農村文化

　　　　農山漁村文化協会　　東京　　　（月）

　　　　2　1cη

　　　　25　（4～7）　（昭21．7～lD　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－44）

農村経済四季報

　　　　農林省農林経済局統計調査部　　東京　　　（李）

　　　　21㎝

　　　　1（昭35，5）～4，7～14（昭57．8）～　　　　　　　　　（ZH－57）

農村研究

　　　　東京農業大学農業経済学会　　東京　　（年一2）

　　　　21㎝

　　　　1（昭295）～17（昭57．12）～　　　　　　　　　　　　（ZH－56）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－157一



農村工業

農村工業協会　　東京　　　（月）

21㎝
2（12）　（昭10．12），3（2，5，5，7，8，ll，12）　，4（1～5，

5～l　l）　，5　（1，2，5，6）　，6　（5）　，7　（6，7）　，9　（1～12）　，

10（1～12），ll（1～7），12（1，2）　（昭21．9）　（ZH－23）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

欧米経済彙報

　　　　日本銀行調査局　　東京　　　（月）

　　　　22cη

　　　　昭151～10月，昭14．ll，12月，昭15．1～7月　　（ZB－120）

大原社会問題研究所資料室報

　　　　同研究所　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1（昭28．3）～84（昭5Zl2）～　　　　　　　　　　　（ZA－lB）

大原社会問題研究所雑誌

　　　　同研究所　　東京　　（月）

　　　　22㎝

　　　　1（1）（昭97）～3（8）（昭11．8休刊）　　　　　　　　　（ZK－4）

大分経専論集

　　　　大分経済専門学校経済研究所　　大分　　　（年一2）

　　　　21㎝

　　　　2（1／2）　（昭25．5）～3（1／2）　（昭24．1）　　　　（ZB－149）

〔大分高等商業学校〕研究資料彙報

　　　　同学校商事調査部　　大分　　21㎝

　　　　12（4，5）　（昭12．10）18（1～5）　（昭192）　　　（ZB－29）
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岡山大学法経学会雑誌

　　　　同学会　　岡山　　21cm

　　　　41（昭3λ6）～43（昭37．12）～　　　　　　　　　　（ZM－25）

岡山労働

岡山県民生労働部　　岡山

52（昭34．4）～

大隅研究

早稲田大学大隅研究室　　東京　　21㎝

5（昭29．10）～7（日召31．3）

〔大蔵省〕調査月報

　　　大臣官房調査課　　東京　　（月）

　　　21～26㎝

　　　31（D　（昭16．1）～52（1，4～6），32（特別1，2），35（1～

　　　　12）　，54（1，2）　，35（1）～56（1，5～10，15，｜6，17），

　　　36（特別1～3，5），37（量～16），38（5～｜2），38（特別1，

　　　2）　，39（1）～51（12）　（昭ろ7．12）～　　　　　　　　（ZC－D

〔大蔵省理財局〕資金運用部月報

　　　同省理財局資金課企画係　　東京　　　（月）

　　　36cm

　　　昭34．4月50日現在～昭36．8月51日現在，昭ろ6．10月51日現在～昭3Z

　　　　I2．31日現在～

大倉山論集

　　　　大倉山精神文化研究所　　横浜　　21㎝

　　　　1（昭2λ6）～8（昭ろ5．7）　　　　　　　　　　　　　　　（ZP－25）

尾道短期大学研究紀要

　　　　同大学　　尾道　　21㎝

　　　　5（昭51、5），6，8～ll（昭和5版1）
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オールソ連

　　　　産業経済研究所　　東京　　　（月）

　　　　22㎝

　　　　2（1～6）　（昭31．1～6停刊）

　　　　〔ソ連経済」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－154）

卸売（批発）物価月報

　　　　満洲国経済部商務司　　新京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　康徳8．1～3，9月分，康徳91～5，7～12月分，康徳10．1～9月分，康徳11．

　　　　1，2月分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－43）

大阪大学経済学

　　　　同大学経済学会　　東京　　有斐閣　　（年一4）

　　　　21㎝

　　　　1（D　（昭2611）～12（D　（昭3λ6）～　　　　　　（ZB－102）

大阪府関係物品販売価格公表

　　　　大阪府物価統制協力会議　　大阪　　26㎝

　　　　4（昭18．5）～14（昭192）　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－14）

大阪府立大学紀要（人文・社会科学）

　　　　同大学　　大阪　　26㎝

　　　　4（昭31．5）

大阪銀行通信録

　　　　大阪銀行集会所　　大阪　　（月）

　　　　26cm

　　　　293（大正11．1）～460（昭10、12）　　　　　　　　　　（ZF一15）

大阪経大論集

　　　　大阪経大学会　　大阪　　21㎝

　　　　創刊号（昭25・9）～56（昭37・9）～　　　　　　　　　　　（ZB－－156）
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大阪経済動向月報

　　　　大阪府立商工経済研究所　　大阪　　　（月）

　　　　26cm

　　　　l8（昭298）～23，26～29，31～33，35～57（昭51．3）

大阪経済の動き

　　　　大阪府立商工経済研究所　　大阪　　　（隔月）

　　　　26cm

　　　　l6（昭2λ2）～18，20～35，35～57，59，41～62，64～
　　　　67，69～72，（昭3zl2）～　　　　　　　　　　　　　（ZB－94）

大阪の労働経済指標

　　　　大阪府労働部労政課　・大阪　　26cm

　　　　昭28．4月，昭298～12月，昭50．1～12月，昭51．1～9月，昭32．10

　　　　月，昭55．5～12月，昭54．1～6，12月，昭55・2，4，6，8，川月，

　　　　昭56．1，4，6，8，10月，昭57．1，5，5，7，9月～

大阪の統計

　　　　大阪府総務部統計課　　大阪　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　3（昭25．9）　，4，7～174　（昭3λ12）～　　　　　　　　（ZL－91）

大阪産業季報

　　　　大阪市立大学経済研究所　　大阪　　大阪市経済局商工課　　　（季）

　　　　26㎝

　　　　昭35年1月～昭37．i2月～　　　　　　　　　　　　（ZB－191）

大阪市立大学家政学部紀要（社会福祉学）

　　　　同学部　　大阪　　26απ

　　　　1（昭28．12）～9（昭37．ろ）～　　　　　　　　　　　　　（ZK－64）

大阪商業大学論集

　　　　大阪商業大学商経学会　　布施　　21㎝

　　　　6（昭50．10）
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〔大阪商科大学経済研究所〕経済時報

　　　同研究所　　大阪　　21αη

　　　3（9，10）　（昭在12～昭7．1）

大阪証券取引所統計月報

　　　　同取引所　　大阪　　（月）

　　　　26㎝

　　　　10（D　（昭54．1）～15（12）　（昭3712）～

大阪商工会議所月報

　　　　同会議所　　大阪　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　395（昭15．4），404，416～454（昭la7）復刊1（昭25．5）～

　　　　146（昭37・12）『～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－66）

小樽商工会議所所報

　　　　同会議所　　小樽　　　（年一4）

　　　　26㎝

　　　　269（昭14．1）～286（昭18．4）　　　　　　　　　　　　（ZD－67）

大月短大論集

　　　　大月短期大学学会　　大月　　21㎝

　　　　1（昭52．12）

大津商工会議所報

　　　　同会議所　　大津　　　（年一4）

　　　　2　1㎝

　　　　224（昭15．ll）～255（昭18，8）　　　　　　　　　　　（ZD－68）

P

paeific　Bulle砒in　（太平洋問題時報）

　　　　日本太平洋問題調査会　東京　　26㎝

　　　　1（昭24．ll）～4（昭2虚5）
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パキスタン

　　　　日本パキスタン協会　　東京　　　（季）

　　　　28㎝

　　　　昭55（夏季号、冬季号），昭54（春季号、冬季号），昭35（春季号、秋季号

　　　　冬季号），昭36（春季号、冬季号）

北京満鉄月報

　　　　南満洲鉄道株式会社北京公所　　北京　　　（月）

　　　　21c仇

　　　　1（1～6）　（大155），2（1～7），5（1，3～6），4（4，6），5

　　　　（2）　，6（1～5）　（昭4．12）

　　　　〔後、　「満鉄支那月誌」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－23）

北京日本商工会議所所報

　　　　同会議所　　北京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　3（昭14．2）～7，10～38，40～44，46～61（昭19D附録3～
　　　　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－69）

petroleum　press　Ser▽ice　（日本語版）

　　　　石油評論社　　東京　　　（月）

　　　　29㎝

　　　　28（8～ll）　（昭56．8），29（1，2，4～10，12）　（昭3ス12）

　　　　～

比律賓情報

　　　　比律賓協会　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　55（昭15．4）～58，55～86，88，89（昭1911）　　（ZA－12）

プラウダ社説週報

　　　　ソヴエト、プレス通信社　　東京　　　（週）

　　　　26C窺

　　　　1（昭2a2）～量49（昭51．8）　　　　　　　　　　　　（ZA－105）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R

〔月刊〕レール（調査と資料）

　　　国鉄労働組合本部　　東京　　　（月）

　　　26㎝

　　　22（昭34．7／8）～41，45～47，53（57．12）～

〔「国鉄労働組合調査月報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　（ZK－70）

蘭印日本人商業協会聯合会月報

　　　　同聯合会　　爪畦　　25c沈

　　　　18（昭16．D～23，2』5～27　（昭16．10）　　　　　　　（ZD－70）

リーダース・ダイジエスト

　　　　リーダース・ダイジエスト社　　東京　　18㎝

　　　　日本語版：1（1～4，6，7）（昭21．6）2（1～12）　（昭22．12）

　　　英語版：1946ヨ，1948．1～12，19491～6　　　　（ZA－90）

レフアレンス

　　　国立国会図書館調査立法考査局　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　6（昭26．9）～15，17～19（昭2Z9）

歴史学研究

　　　　歴史学研究会　　東京　　岩波書店～青木書店　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　ll9（昭19．5）　，122～127，129～179，181～271（昭57．

　　　　12）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZQ－6）

歴史評論

　　　　民主主義科学者協会　　東京　　　（月）

　　　　2｛㎝

　　　　1（1～3）　（昭21．10），2（1，2，4～8），12～58，60，61，

　　　　68海》71～95，96，99～144－48（昭57・12）～　　（ZQ－7）
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歴史科学

　　　　白揚社　　東京　　　（月）

　　　　22㎝

　　　　1（D　（昭λ5）～5（12）　（昭12・12終刊）　　　　　　　（ZQ－14）

理研コンツエルン月報

　　　　科学主義工業社　　東京　　　（月）

　　　　1　（9，　l　l　，　12）　（昭13．8）　，2　（1～4）　，3　（1～i5，5～12）　，4

　　　　（1～5）　（昭15．5）

　　　　〔後、　「理研産業団月報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－29）

理研産業団月報

　　　　科学主義工業社　　東京　　　（月）

　　　　4（5～5）　（昭15．5～5）

　　　　〔「理研コンツエルン月報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　（ZI－29）

立教経済学研究

　　　　立教大学経済学研究会　　東京　　　（季）

　　　　21㎝

　　　　4（1）　（昭25．10）～10（1）　，ll（D～16（3）　（昭37．ll）～

　　　　〔13巻4号は河西太一郎先生在職35年記念論文集につき単行書の部（Bb－

　　　　584）にあり〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－124）

理　論

　　　　日本評論社　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（5～9）　（昭22．5），2（1～4，6～10），5（1）～4（5）　（昭

　　　　25．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－91）
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〔季刊〕理論

　　　　理論社　　東京　　（季）

　　　　21c加

　　　　1（昭22・5）～7，9～12，14，16～27（昭29｛0）　　（ZA－92）

〔季刊〕理論経済学（理論経済学会・計量経済学会機関誌）

　　　　東洋経済新報社　　東京　　　（季）

　　　　25㎝

　　　　1（D　（昭25．D～3（2），4（D　，5（1／2），6（D～12（3），

　　　　13（1，2）　（昭57．9）～

　　　　〔10巻3，4号は休刊〕　　　　　　　　　　　　　　（ZB－125）

理論経済学

　　　　山口大学経済学部学生理論経済研究会　　山El　25㎝

　　　　創刊号（昭50．7）

　　　　〔以後「経済論集」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－147）

理論経済学研究

　　　　和歌山大学理論経済学研究部　　和歌山　　25㎝

　　　　1（昭27．4），2（昭27．ll）

立命館大学人文科学研究所紀要

　　　　同研究所　　京都　　21cm

　　　　5（昭52），6（昭34．3），ll（昭57．5）～

　　　　〔第5号は単行書（BqC－－lo8）の部にあり〕

立命館法学

　　　　立命館大学人文科学研究所　　京都　　21㎝

　　　　ll（昭50．6），15（昭30．10）
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立命館経営学

　　　　立命館大学経営学会　　京都　　同大学人文科学研究所　　　（隔月）

　　　　21《加

　　　　1（1）　（昭3λ10）～

立命館経済学

　　　　立命館大学経済学会　　　（年一6）

　　　　21cη

　　　　1（D　（昭27．2）～ll（4）（昭57．10）～　　　　　　（ZB－98）

〔月刊〕労働

　　　　大阪労働協会　　大阪　　　（月）

　　　　2｜㎝

　　　　1（昭23．12）～61，65・～79，81，90，95，107・、109，

　　　　lll，122～167（昭3Zl2）～　　　　　　　　　　　（ZK－　79）

〔週刊〕労働調査

　　　　労働経済研究所　　東京　　　（週）

　　　　25cη

　　　　1（昭2α9）～58（昭21．5）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－18）

労働調査時報

　　　　労働調査協議会　　東京　　　（月）

　　　　24cη

　　　　1（賄24．D～21，25～89（昭26．9）　　　　　　　　（ZK－28）

労働月報

　　　　京都労働月報を見よ。

労働評論

　　　　毎日新聞社　　東京　　（月）

　　　　25cm

　　　　　l（2）　（昭21．8）～2（ll），4（1～4，6～12），5（1～12）

　　　　　（昭25．ll）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－19）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－167一



労働時報

岐阜県経済部労政課　　岐阜　　　（月）

26c扱

13（1～10・12）　（昭34．D　，14（1～5，7～12），15（1～

10），16（1，2）　（昭3Z3）

労働時報

兵庫県立労働研究所後援会　　神戸　　26c功

6（昭23．6）

労働時報

厚生省労働局　　東京　　（月）

25㎝
14（8～12）（昭12．8），15（1，2，4，12），16（1～12），17（1，5），

18（1～12），19（4～9，U，12）（昭18ろ）

〔後、　「勤労時報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－5）

労働科学

労働科学研究所　　東京　　　（月）

25㎝

17　（10～12）　（昭15．10）　，　18　（1）　，2　1　（7）　，22　（1）～25

（2）　，36（6）～58（12）　（昭37・12）～　　　　　　　（ZK－6）

労働科学研究

　　　　倉敷労働科学研究所　　倉敷　　25cm

　　　　｜（1）　（大正157）～15（4）　（昭11．9）

〔14巻2号以後は日本労働科学研究所（東京）の設立により月刊として同研究所

より発行〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－6）
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労働科学研究

　　　　日本労働科学研究所　　東京　　　（月）

　　　　25cm

　　　　l4（2）　（昭12．1）～15（12），16（2～10）　（昭14．ll）

　　　　〔後、　「産業医学」と改題〕

　　　　〔14巻2号以前は倉敷労働科学研究所より発行〕　　　　　　　　（ZK－6）

労働科学季報

　　　　大阪府立労働科学研究所　　大阪　　　（季）

　　　　25㎝

　　　　1（1）　（昭26．12）～8　（4）　（昭35．2）　　　　　　　　　　（ZK－8け

労働神奈川

　　　　神奈川県労働部　　横浜　　（月）

　　　　25㎝

　　　　24　（昭26．1）～168　（昭37．12）～　　　　　　　　　　　　（ZK－45）

労働経済旬報

　　　　労働経済社　　東京　　（旬）

　　　　86（昭25．4）～lgl，195～574，576～529（昭37．12）～

　　　　（附、労働組合のための統計資料）　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－51）

労働経済指標

　　　　労働省大臣官房統計調査部　　東京　　（月）

　　　　42㎝

　　　　昭27．10，11月分，1（昭50．8）～8・10～15，17～57，60～

　　　　67，71，74～84，87（昭37．12）～

労働経済速報

　　　　労働省労働基準局給与課　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　75（昭30．8）～85（昭51．5）
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〔月刊〕労働金庫

　　　　全国労働金庫協会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　53（昭55．4）～81（昭5Z12）～

　　　　　〔「調査と資料」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　〈ZF－61）

労働組合のための統計資料（労働経済旬報別冊）

　　　　労働経済社　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1（昭33．↑0）～51（昭3λ12）～　　　　　　　　　　（ZK－31）

労働教育

　　　　日本労政協会　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1（1～4）　（昭2．5．1～4）

労働教育月報

　　　　労働省労政局労働教育課　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　11（昭24．7）～17（昭24，12）

労働局月報・労働局季報

　　　　東京都を見よ。

労働毎月統計

　　　　内閣統計局　　東京　　　（月）

　　　　昭16．12月分，昭17．1～12月分，昭18．1～12月分，昭191～6月分

　　　　〔「労働統計」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－70）
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労働宮城

　　　　宮城県民生労働部労政課　　仙台　　　（月）

　　　　21cm

　　　　15（12）　（昭38．2），12（5）　（昭34．5），13（8，11，12），

　　　　14　（1）～15　（12）　（昭38．2）～

労働問題研究

　　　　中央労働学園　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　創刊号（昭21．10）～49（昭26．3／4終刊）　　　　　　　（ZK－58）

労働力調査報告

　　　　総理府統計局　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1（昭23．3）～54，昭28．1月分～昭37．12月分～　　　　（ZK－－35）

労働資料月報

　　　　大原社会問題研究所　　東京　　　（月）

　　　　26cη2

　　　　1（1～6，8，11，14／15～25／24）　（昭24．5～昭25．5終刊）

労働省教育資料

　　　　労働省労政局労働教育課　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　4（昭24，7）～9（昭25）

労働争議統計速報

　　　　労働大臣官房労働統計調査部　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　昭32．10月分，昭351月分～昭3Z12月分～

労働と科学

　　　　労働科学社　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（1～5）　（昭21．3）～2（4）　（昭22．5）　　　　　　　（ZK－20）
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労働統計

　　　　内閣統計局　　東京　　　（月）

　　　　25cm

　　　　昭14．6～12月分，昭15．1，2，4～12月分，昭16パ～11月分

　　　　　〔後、　「労働毎月統計」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI」－70）

労働統計（写真版）

　　　　日本銀行調査局　　東京　　　（月）

　　　　29cm

　　　　1（大正10，11）～214（昭14．8）　　　　　　　　　　　（ZL－44）

労働統計

　　　　日本銀行統計局　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　昭2．2～12月分，昭3．1～12月分，昭4．1～12月分，昭5．1～昭15．12月

　　　　分，昭14．1～8月分　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI、－44）

労働統計調査月報

　　　　労働大臣官房労働統計調査部　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　2　（1）　（昭25、1）～14　（12）　（昭37．12）～　　　　　　（ZL－92）

労働統計月報

　　　　労働省労働統計局　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　創刊号（昭25．1）～11（昭25．12）　　　　　　　　　　　（ZL－95）

労研所報

　　　　労働科学研究所　　東京　　25cm

　　　　1～10（昭20．2～10）

一 ｛72一



〔季刊〕労金研究

　　　　全国労働金庫協会　　　（季）

　　　　25㎝

　　　　1960（秋），1961（春）

六甲台論集

　　　　神戸大学×学院研究会　　神戸　　　（季）

　　　　21㎝

　　　　1　（1）　（日召2「λ7）～7　（2，4）　，8　（1）～9　（4）　（踊召3Z12）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－153）

労工協会報

　　　　満洲労工協会　　新京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　5（5～12）　（康徳7．5～12）　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－7）

労務管理研究

　　　　労務管理研究協会　　東京　　　（月）

　　　　25c沈

　　　　1（昭52．1）～10，12～58（昭37．12）～　　　　　　　（ZK－55）

労災保険事業月報

　　　　労働省労働基準局労災補償部　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭33．年度，昭34．1月号～55．4月号，144～178（昭58．4）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－75）

〔月刊〕ロシヤ

　　　　日蘇通信社　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　8　（4～9）　（昭17．4）　，9　（7）～11（1）　（昭20．1）　　（ZA－1D
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露西亜月報

　　　　外務省調査部第三課　　東京　　27㎝

　　　　40（昭12・4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－42）

旅行雑誌

　　　　東亜旅行社　　奉天　　（月）

　　　　26cm

　　　　10（7～10）　（昭18．7～10）

　　　　〔「観光東亜」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZG－14）

糧食研究

　　　　糧食研究社　　東京　　　（月）

　　　　25cη

　　　　198（昭18．1）～219（昭19．10）　　　　　　　　　　　（ZH－24）

硫安復興

　　　　硫安工業復興会議　　東京　　　（月）

　　　　21～26㎝

　　　　8（昭23．1），10～14，18～36（昭25．5終刊）

硫安協会月報

　　　　日本硫安工業協会　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1（昭26．3）～137（昭37．12）～　　　　　　　　　　　　（ZI－60）

〔季刊〕硫安資料

　　　　硫安工業復興会議　　東京　　　（季）

　　　　26㎝

　　　　1（1～4）　（昭2ろ．7），2（1～4）　（昭25．4）　　　　　　（ZI－59）

琉球統苑

　　　　琉球政府企画統計局　　那覇　　25㎝

　　　　1（1～4）　（昭54．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　－174一



琉球統計月報

　　　　琉球政府企画統計局　　那覇　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　38（昭32・7）～95（昭5z11）　　　　　　　　　　　（ZL－－161）

ロシア・ソビエト研究

　　　大阪外国語大学ロシア語研究室　　大阪　　　26c功

　　　　5（昭3ス12）

S

最高裁判所図書館図書月報

　　　　同図書館　　東京　　　（月）

　　　　1（昭26．1）～14，24～58（昭32」）

済南臼本商工会議所所報

　　　　同会議所　　済南　　　（月）

　　　　21～25㎝

　　　　昭16．6～12月，昭1Z1～6，8～10，12月，昭18．1～5，7～12月，

　　　　昭191～5月　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－71）

サンプル調査法研究資料

　　　　国民経済研死協会　　東京　　25（加

　　　　2（昭25．10）～6（昭24、9）　　　　　　　　　　　　　　（ZL－79）

〔産別会議〕調査旬報

　　　産別会議調査資料室　　東京　　　（旬）

　　　26㎝

　　　1（昭25．9）～28（昭26，6）

〔「全日本産業別労働組合会議調査資料」の改題にして、後更に「働くなかま」と

改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－45）
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三大都市中小企業の景況

　　　　中小企業庁，日本商工会議所　　東京　　　（月）

　　　　42㎝

　　　　昭31．5，7，8，11，12月分，昭52．1，5月分

　　　　〔後「東京都中小企業の景況」と改題〕

産業
　　　　日本産業協会　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　15（1）　（昭13．1）～17（5）　（昭15．5）　　　　　　　　（ZI－30）

産　業

　　　　産業社　　東京　　　（月）

　　　　26cη2

　　　　2（明26．12）～11（明27．9）

産業貿易研究

　　　東京経済大学産業貿易研究所　　東京　　　（年一4）

　　　　21c勿

　　　　10（昭56．6）～16（昭37．12），創立5周年特集号

　　　　〔「貿易研究の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Z「）＿127）

産業動向

　　　　国民経済研究協会　　東京　　　（月）

　　　　29㎝

　　　　69（昭296）～128，152～154，136～171（昭37．12）～

　　　　〔「産業動向速報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－58）
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産業動向速報

　　　　国民経済研究協会　　東京　　　（月）

　　　　21～26㎝

　　　　13（昭24．9）～68（昭295）

　　　　〔後、　「産業動向」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－58）

産業医学

　　　　日本労働科学研究所　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　17（1，5～5，7～9）　（昭15．1）

　　　　〔「労働科学研究」の改題にして後更に「労働科学」と改題〕　　　　（ZK－6）

産業経理

　　　　産業経理協会　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　7　（1　，2　，5）　（日召22．1～6）

　　　　〔「原価計算」の改題〕

産業経済研究

　　　　兵庫県産業研究所　　神戸　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1（昭23．12）　，2（1，2）　，3（ろ～11），4（1～7）　，5（1～6）

　　　　（27．12）

産業経済研究

　　　　久留米大学産業経済研究会　　久留米　　　（季）

　　　　21c筏

　　　　1（昭30．7）～30（昭5z11）～　　　　　　　　　　　（ZB－141）

産業機械

　　　　日本産業機械工業会　　東京　　　（月）

　　　　25cm

　　　　75（昭52．1）～147（昭37．12）～　　　　　　　　　　（ZI－79）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－177一



産業機械統制会報

　　　　産業機械統制会　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1（1，5～7）　（昭17．6），2（1～11），3（1～10）　（昭1912）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－31）

産業金融時報

　　　　日本興業銀行調査部　　東京　　（月）

　　　　25cη2

　　　　12（昭24．2）～88（昭31．8）（終刊）

　　　　〔後、興銀調査月報に統合さる〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－41）

産業組合

　　　　産業組合中央会　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　418（昭15．8）　，447～449，452～454（昭18．8）　（ZD－72）

産業労働調査月報

　　　　日本産業労働調査局　　東京　　解放社　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1（3，5）　（昭21．8），6，8（昭25．2）　　　　　　　　　（ZK－21）

産業労働研究所報

　　　　九洲大学産業労働研究所報を見よ。

産業と科学

　　　　静岡大学文理学部・法経学会　　静岡　　25㎝

　　　　1（昭52．9）～8，11（昭57．9）～　　　　　　　　　　　（ZA－143）

産業と産業人

　　　　産業社　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　5（5）　（昭2Z5）～6（で2）　，7（1，3～5，7～10）　（昭2910）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－95）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－178一



参考記事摘要

　　　　三井物産株式会社　　東京　　21㎝

　　　　18（21～34）　（昭15．8）　，19（2～23），20（6～17）　，21

　　　　（1～6）　，22（4，5，7）　，24（1），25（1）　（昭22．2）

　　　　〔附、別号18（其4～10），19（其1～14）〕　　　　　（ZB－42）

蚕糸試験場報告

　　　　農林省蚕糸試験場を見よ。

蚕糸統計月報

　　　　農林省蚕糸局　　東京　　中央蚕糸協会　　（月）

　　　　25㎝

　　　　81（昭32」）～152（昭57．12）～　　　　　　　　　（ZI、－118）

蚕糸統制社報

　　　　日本蚕糸統制株式会社　　東京　　（月）

　　　　21～25㎝

　　　　1（1）　（昭18．8）～2（12）　（昭1912）　　　　　　　　（zH－26）

〔三和銀行〕経済月報

　　　　同銀行調査部　　大阪　　99（昭1Z10）～113，134～155，157

　　　　～167，169～311　（昭37．12）～　　　　　　　　　　　　　（ZF二48）

山陽技術雑誌

　　　　山陽技術振興会　　倉敷　　　（年一3）

　　　　25αη

　　　　9（2）　（昭30．12）～13（1）　（昭ろ4．4）

札幌短期大学論集

　　　　同大学学会　　札幌　　21㎝

　　　　1（昭51．ろ）～10（昭57．12）～

　　　　〔「経済論叢」，「Literature」の統合改題〕　　　　　（ZA－156）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－179一



サイエンス・ライブラリィ

　　　　PBリポート出版社　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　2（3）　（昭31．3）～5（2）　（昭32．2）

正　義

　　　　帝国弁護士会　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　19（1～8）　（昭18、1～8）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZM－10）

政治経済論叢

　　　　成躍大学政治経済学会　　東京　　　（年一4）

　　　　21㎝

　　　　1（1）　（昭24．11）～12（2）　（昭57．11）～　　　　　　（ZB－132）

生活物資速報

　　　　商工省調査統計局　　東京　　（旬）

　　　　21c勿

　　　　12（昭2ろ．10）～44（日召24．11）

生活問題調査時報

　　　　日本生活問題研究所　　東京　　（月）

　　　　25cm

　　　　1（昭21．3）～18（昭28．1）　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－22）

政経調査月報

　　　　政治経済研究所　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　15（昭25・1））30（昭27．1）

　　　　〔「政経情勢月報」の改題にして後更に「政経月誌」と改題〕　　　（ZB－121）
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政経調査資料

　　　　政治経済研究所　　東京

　　　　10（昭23．3）　，12，1ろ　（昭23．12）

　　　　〔「政経資料月報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－78）

政経月誌

　　　　政治経済研究所　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1（昭2Z2）～58（昭34．12）

　　　　〔「政経調査月報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－121）

政経情勢月報

　　　　政治経済研究所　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（昭24．1）～12（24．12）

　　　　〔後「政経調査月報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－121）

政経研究

　　　　政治経済研究所　　東京　　25c涜

　　　　1（昭35．8），2（昭56．6）

政経レポート

　　　　社会通信編集局　　東京　　　（月）

　　　　26cm

　　　　2（昭26．9）～4，586～545（昭2｛λ2）

政経論叢

　　　　広島大学政経学会　　広島　　（年一4）

　　　　21㎝

　　　　2（1）　（昭27．6）～12（4）　（昭57．11）～　　　　　　（ZB－129）
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政経論叢

　　　　国学院大学政経学会　　東京　　　（年一4）

　　　　21cη2

　　　　1（1）　（昭2710）～8（2），9（2），10（4）～11（5）　（昭57．

　　　　12）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－126）

政経論叢

　　　　明治大学政治経済研究所　　東京　　　（年一4）

　　　　21cη』

　　　　19（1～4）　（昭25．3～昭26．2）　　　　　　　　　　　（ZB－123）

政経資料月報

　　　　政治経済研究所　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1（1）　（昭22．1）～2（1）　（昭25．1）

　　　　〔後「政経調査資料」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－78）

生命保険経営

　　　　生命保険経営学会　　東京　　　（年一6）

　　　　21㎝

　　　　15（1～6）　（日召18．2） ，16（1～2／5），21（4，5），22（5～

　　　　5）　，23　（1，2，4）　，25　（5，6）　（昭52．11）　　　　（ZF－17）

生命保険協会会報

　　　　生命保険協会　　東京　　　（年一2）

　　　　26㎝

　　　　24　（1）　　（昭1　0．2）　～5　0　（4）　，54　（1）　～4　0　（2）　，4　1　（2）　～

　　　　43（1）　（昭5λ12）～　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－16）
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生命保険統計月報

　　　　生命保険協会　　東京　　（月）

　　　　25cη2

　　　　昭24．12月，昭25．1，2，4～10，12月・昭26．1，2月，昭2λ1月～

　　　　昭32・5月，昭32・8月～57．12月～

　　　　〔附　生命保険会社運転資産状態表〕　　　　　　　　　　　　（ZL－102）

精密機械統制会会報

　　　　同統制会　　東京　　25cm

　　　　1．（4）　（昭1z10）～2（11），3（1～4）　（昭196）　（ZI－52）

西南学院大学紀要

　　　　同大学学術研究所　　福岡　　21cm

　　　　1（昭56．9），2（昭57．10）～

生産性向上ニユーズ

　　　　日本生産性本部　　東京　　　（旬）

　　　　25c勿

　　　　1　（日召50．4）　，5～8，10～12，14～51　，54　（疑召51．9）

生産性向上シリーズ

　　　　日本生産性本部　　東京　　（週）

　　　　25cm
　　　　1　（昭5　0．5）　～3　，5～1　0　，　1　2～7　2　，8　4～1　4　1　（昭3　4．5廃干‖）

生産性資料速報

　　　　日本生産性本部　　東京　　　（旬）

　　　　25㎝

　　　　1（1～12）　（昭37．7～12）～

　〔季刊〕生産性統計

　　　　日本生産性本部生産性研究所　　東京　　（季）

　　　　25c碗

　　　　1　（昭55．6）～4，6～18　（昭5Z12）～　　　　　　　　　（ZL－152）
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生産統計速報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　　（月）

　　　　26c功

　　　　昭51．8月分～昭38．5月分

　　　　〔「通産統計速報」を統合、昭58．4月以後「出荷在庫統計速報」と合併「生産・

　　　　出荷・在庫統計速報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－121）

聖心女子大学論叢

　　　　聖心女子大学　　東京　　（年一2）

　　　　21cη1

　　　　9　（昭52．1）～19　（昭3z9）～　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－75）

製糸統計月報

　　　　農林省蚕糸局糸政課　　東京　　　（月）

　　　　26cm

　　　　昭34．12月分～昭57．12月分

清津経済月報

　　　　清津商工会議所　　冶津　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　18　（日召12．ろ）　，20～22，80，81　，86～96　（昭18．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－76）

西洋史学

　　　　日本西洋史学会　　京都　　25cm

　　　　1（昭2ろ・10）～5（昭24．4）　　　　　　　　　　　　　　（ZQ－11）

世　界

　　　　岩波書店　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（昭21．1），5，4，6～15，15，17，18，20～64，66～

　　　　107，109～131，135～204（昭37．12）～　　　（ZA－93）

　　　　　　　　　　　　　　　　　－184一



世界文化

　　　　世界文化社　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　2（5）　（昭22．7），4（5～5）　（昭24．5）

世界月報

　　　　外務省情報文化局　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　4（11，12）　（昭25．1），5（1～9）　，6（7）～8（5）　（昭28．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZN－20）

世界評論

　　　　世界評論社　　東京　　　（月）

　　　　21cm

　　　　1（2，5，6～9）　（昭21．5），2（5，7～12），3（1～5，5～10），

　　　　4（1～12），5（1～5，5）　（昭25．5）　　　　　　　　（ZA－94）

世界情勢旬報

　　　　世界経済研究所　　東京　　（旬）

　　　　21～25cη

　　　　7（昭23．1）～415（昭54．12）

　　　　（附、世界情勢特報）

　　　　〔「世界景気特報」の改題にして414号以後更に「世界経済情報」と改題〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZN－21）

世界景気特報

　　　　世界経済研究所　　東京　　（旬）

　　　　21cη

　　　　6（昭22．12）

　　　　〔後「世界情勢旬報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZN－21）
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世界経済

　　　　法政大学世界経済研究所　　東京　　　（月）

　　　　21c勿

　　　　1（昭6．6）～6（昭6．12）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－44）

世界経済

　　　　世界経済調査会　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（ろ，7～10）　（昭21．5），2（2，5，6，8～12）　，5（1，2，4

　　　　／5～11），4（5～12），5（1）～10（7）（昭50．7休刊）復刊1

　　　　（昭51．9）～76　（昭57．12）～　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－79）

i技界経済評論

　　　　国際日本協会～世界経済評論社　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　昭51．6月～12月，昭52．1～12月，昭55．1～6月，11月（7～10月は床

　　　　刊）昭54．8～12月，昭55．1～12月〔4（1～12）〕　，5（1～12），

　　　　6　（1～↑2）　（昭5z12）～　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－－150）

世界経済評論

　　　　綜合アメリカ研究所　　東京　　25c疏

　　　　2　（昭21。7）～10　（昭25．10）　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－8U）

世界経済情報

　　　　世界経済研究所　　東京　　　（旬）

　　　　25c筏

　　　　414／415　（昭55．1）～442／443　（日召56．5）

　　　　〔「世界情勢旬報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZN－21）

世界経済統計集

　　　　統計研究会　　東京　　　（季）

　　　　55㎝

　　　　4　（日召2　4．1　2）　　，　9　（昭2　6．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　一・186一



世界経済と世界政治

　　　　世界経済研究所　　東京　　21㎝

　　　　1（昭24）～6（昭24）　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－91）

世界の石油事情

　　　　帝国石油企画部調査課　　東京

　　　　111　（昭18．2）　，112　（昭18．11）　　　　　　　　　　　　　（ZI－54）

世界の石油化学一動向と情報

　　　　石油化学工業協会　　東京　　25㎝

　　　　10（昭56．11）～15（昭57．11）～

世界の社会科学

　　　　白日書院　　東京　　21㎝

　　　　1　（昭25．10）　，2　（昭24．1）

世界の動き

　　　　外務省情報文化局　　東京　　　（月）

　　　　21cη1

　　　　5（昭2λ5），5，8～11，15，15～18（昭28．6）

世界労働調査資料

　　　　労働調査協議会国際部　　東京　　　（月）

　　　　21～25αη

　　　　1（昭24．2）～5，8／9　（昭25．5）　　　　　　　　　　　　　　（ZK－27）

世界労働週報

　　　　世界労働問題研究所　　東京　　　（週）

　　　　26㎝

　　　　19（昭2ス7）～21，24～57（昭27．11）

世界政治経済論輯

　　　　協同出版社　　東京　　18㎝

　　　　1（昭20．10）　，2，4，5（昭22）　　　　　　　　　　　（ZB－81）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－187一



世界政治資料

　　　　日本共産党中央委員会　　東京　　　（旬）

　　　　25㎝

　　　　87（昭55パ）～156，158～161（昭5λ12）～　　（ZN－54）

世界政治経済資料

　　　　世界経済研究所　　東京　　　（月）

　　　　21cm

　　　　110（昭32．9）～152（56．5）

　　　　〔1～109の部　図書の部にあり〕　　　　　　　　　　　　（ZB－170）

〔月刊〕世界資料

　　　　日本経済新聞社　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1　（1　，15～8）　　（昭2　2、1～8）

世界週報

　　　　時事通信社　　東京　　　（週）

　　　　25c勿

　　　　26　（27／28～35／56）　（昭20．10）　，27　（1～58）　，28　（1～

　　　　46）　，29（1～51）　，50（1～10）　，52（1～54）　，35（1～

　　　　17　，　19～32　，54，36）　，54　（1～21，　25～26）　，55　（1）　～

　　　　157　（56）　，38　（1～48）　，59　（1～51）　，40　（1～51）　，41

　　　　（1～51）　，42　（1～12，　14～16，　18～32，34～51）　，43

　　　　（1～57，59～51）　（昭57．12）～　　　　　　　　　　　　（ZA－8）
　　　　　〔「同盟世界週報」の改題〕

世界鉄鋼情報

　　　　八幡製鉄株式会社外務部外務課　　八幡　　　（週）

　　　　25㎝

　　　　250（昭52．5）　，252，255，255～258，240～242，

　　　　245，246（昭32，10）
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世界と我等

　　　　日本国際協会　　東京　　　（月）

　　　　19㎝

　　　　8（6～12）　（昭8．6），9（1）～11（12），15（2～4）　，18（1）

　　　　19（5～5）　（昭19．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZN－14）

石　炭

　　　　久保山石炭研究所　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1　（1，2）　（昭21．7）　，2　（1～6）　（昭22．7）　　　　　　（ZI－56）

石炭評論

　　　　日本石油協会　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1　（1）　Cl召25．6）　～5　（12）　（日召2「λ12）　　　　　　　　　　（ZI－68）

石炭時報

　　　　石炭鉱業聯合会　　東京

　　　　10　（1）　（出］10．1）　～15　（4）　（艮召15．4）

石炭鉱業互助会報

　　　　石炭鉱業互助会　　若松　　　（月）

　　　　21cm
　　　　5　（5　，　1　1　，　1　2）　（艮召1　2．1　1）　，　4　（1～3　，　5～1　2）　，　5　（1　，　2）　，

　　　　6（1～12）（日召18．5）

　　　　　〔後、　「北九州石炭時報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－55）

石炭統計月報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京　　日本石炭協会　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　昭34．4月分～昭57．12月分　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－144）
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石油時報

　　　　帝国石油株式会社　　東京　　（月）

　　　　21απ

　　　　767（昭18．1）～782（昭1911）　　　　　　　　　　（ZI－36）

石油資料月報

　　　　石油連盟　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　2（4～8，｛0～12）　（昭52．4），5（1～12）　，4（1～10，12），

　　　　5　（1）～7　（12）　（日召57．12）～　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－75）

石油と貿易

　　　　石油輸入協会　　東京　　25㎝

　　　　1（1）　（昭21口D　，2（5）　（昭22’3）

石油統計月報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京　　　（月）

　　　　26cη2

　　　　1　1　（1～6）　（日召32．1）　，　12　（12）　，　15　（5）　，　14　（2，5　，6）　，

　　　　15（2，4～12），16（1～7）　（昭37ち7）

石　灰

　　　　日本石灰協会　　東京　　　（月）

　　　　25cm

　　　　17（昭32・5）～84（昭57』2）～　　　　　　　　　　　（ZI－75）

石灰石

　　　　石灰石鉱業協会　　東京　　（年一6）

　　　　25㎝

　　　　59（昭54．5）～80（昭5Z11）～
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石鹸，グリセリン，油剤会報

　　　　日本油脂工業会，日本油剤工業会　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　100（昭32．1）～105，107～11いll4，115，118～171
　　　　（昭37．12）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－74）

漸江文化研究

　　　　漸江文化研究所　　杭州　　　（月）

　　　　24㎝

　　　　33（昭18．11）～56（昭192）　　　　　　　　　　　　（ZP－11）

専　売

　　　　専売協会　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　507（昭13．5）～528，550，551　（昭15．5）　　　　　（ZC－2）

専売統計月報

　　　　日本専売公社総裁室文書課　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　61（昭34．4）、～95，95～107　（昭57．12）～　　　　（ZI」－145）

仙台商工会議所所報

　　　　同会議所　　仙台　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　260（昭15．7）～279（昭lz5）　　　　　　　　　　　（ZD－75）

繊維需給調整協議会会報

　　　　同協議会　　東京　　　（月）

　　　　25cm

　　　　｛（1）　（昭15．11）～2（22）　，5（14，16，17）　（昭17．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－39）
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繊維経済

　　　　全繊同盟調査部　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（昭26．12）～85（昭55．5）

　　　　　〔「繊維労働」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－61）

繊維経済重要統計季報

　　　　東洋紡績株式会社経済研究所　　大阪　　　（季）

　　　　26㎝

　　　　昭57．11月～

繊維労働

　　　　全国繊維産業労働組合同盟調査部　　東京　　　（月）

　　　　25cm

　　　　86　（昭55．7）～96，98～110　（昭37、12）～　　　　　（ZI－61）

　　　　〔「繊維経済」の改題〕

繊維労働

　　　　全国繊維産業労働組合同盟調査部　　東京　　25㎝

　　　　115G｛召52．4），｜イ8，119，121，123～127，130～15！～

　　　　137，158，140，141，145，1440｝召55．6）

繊維速報

　　　　商工省調査統計局　　東京　　21cm

　　　　12（昭23．10）～44（昭24．11）

　　　　〔「商工時報」附録〕

繊維統計月報

　　　　日本葦錐連合会～日本繊維協議会　　東京　　　（月）

　　　　24㎝

　　　　1（2～4）　（昭2t9／10），2（1～1　D　，3（1～3）　，4（1～4）

　　　　（昭24．10）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－75）
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繊維統計月報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京　　日本繊維協議会　　　（月）

　　　　25c栩

　　　　6（6）　（昭52．8），9（1～7，9～12），10（1）～11（12）　（昭

　　　　57・12）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－75）

繊維統制会報

　　　　同会　　東京　　（月）

　　　　25cη2

　　　　｛（1～5，7～9）　（昭191～10）　　　　　　　　　　　（ZI－40）

戦時食糧問題研究

　　　　食糧協会　　東京　　（月）

　　　　21cm

　　　　5（1～4）　（昭18．1～5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－27）

鮮満支財界彙報

　　　　朝鮮銀行調査課　　京城　　　（月）

　　　　21c］m

　　　　昭15．5，7月，7（1，3～12），8（1～12）　（昭1912）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－45）

占領地発行新聞論調

　　　　南方開発金庫調査課

　　　　昭18．1～5月

染　織

　　　　染織文化社　　大阪　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　76（昭9．9），78，116～126，128～144（昭15・5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－41）
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専修大学論集

　　　　同大学学会　　東京　　25αη

　　　　1（昭2z1）～51（昭3λ12）～　　　　　　　　　　　（ZA－119）

世態調査資料

　　　　司法省調査局　　東京　　21㎝

　　　　35（昭1λ5）～40（昭17・9）　　　　　　　　　　　　　　（ZK－8）

社会福祉学

　　　　大阪市立大学家政学部紀要を見よ。

社会福祉論集

　　　　大阪市立大学家政学部社会福祉学研死会　　大阪　　日本生命済生会　　21㎝

　　　　1（昭297）～9（昭57．5）　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－56）

社会学

　　　　古野清人・田辺寿利　　東京　　森山書店　　21㎝

　　　　1　（昭λ5）　，5　（昭7．10）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－28）

〔季刊〕社会学

　　　　東京社会科学研究所　　東京　　同文館　　　（季）

　　　　25㎝

　　　　1（昭2511）～5（昭24，10）　　　　　　　　　　　　（ZK－57）

社会学徒

　　　　社会学徒社　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　9（↑～12）　（昭10．↑），15（1）～16（9）　（昭1z9）　（ZK－9）

社会保険事業月報

　　　　健康保険・日雇労働者健康保険・厚生年金保険・船員保険事業月報を見よ。
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社会評論

　　　　ナウカ社　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（6，8）　（昭21．8），3（4～6），5（4．7～9），6（1～4，6，

　　　　7）　（昭24，9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－－52）

社会保険時報

　　　　厚生省保険局　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　20（11／12）　（昭21．11），21（1，5～8，10～12）　，22（1

　　　　～4，7，8）　，25（12）　，24（2，5，10～12）　（昭25．12）

社会事業論叢

　　　　弘済会　　大阪　　21㎝

　　　　1　（1～5）　（昭15．2～9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－10）

社会科学

　　　　民主主義科学者協会　　東京　　青木書店　　（季）

　　　　21㎝

　　　　1（昭24．6），2（昭25．4）　　　　　　　　　　　　　　（ZK－66）

社会科学

　　　　静岡大学文理学部　　静岡　　21㎝

　　　　1　（昭27．12）　～10　（昭56．12）～

　　　　〔静岡大学文理学部研究報告〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－55）

社会科学

　　　　民主主義科学者協会　　東京　　彰考書院　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　6（昭21．12）～8，17～20（昭241）

　　　　　〔「民主主義科学」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－87）
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〔季刊〕社会科学

　　　　高桐書院～蘭書房　　京都　　　（季）

　　　　21㎝

　　　　1（昭258），2（昭24．4）

社会科学報告

　　　　鹿児島大学文理学部　　鹿児島　　21㎝

　　　　8（昭36．8），9（昭5710）

　　　　〔鹿児島大学文理学部研究紀要〕

　　　　〔「社会科報告」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－82）

社会科掌評論

　　　　関書院　　東京　　　（季）

　　　　21cη

　　　　1（昭257）～4（昭24．6）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－59）

社会科学研究

　　　　東京大学社会科学研究所　　東京　　　（年一6）

　　　　21c勿

　　　　2　（1）　　（昭2　i5．4）　～1　4　（5／4）　　（圓召5　Z　1　2）　～

　　　　〔東京大学社会科学研究所紀要〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－30）

社会科学紀要

　　　　東京大学教養学部　　東京　　　（年一1）

　　　　21c勿

　　　　1（1951）～12（1962）～　　　　　　　　　　　　　　（ZK－80）

社会科学論集

　　　　柏崎短期大学経済科学研究所　　柏崎

　　　　1　（口召25，1　1）
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社会科学論集

　　　　九州大学教養部社会科学研究室　　福岡

　　　　1（昭34．3）～2（昭56．10）

　　　　〔九州大学教養学部社会科学科紀要〕

社会科学論集

　　　　埼玉大学経済研究室　　浦和　　21㎝

　　　　4（昭54．11）～10（昭5Z11）～　　　　　　　　　　　（ZK－78）

社会科学論集

　　　　東京教育大学文学部　　東京　　21㎝

　　　　1（昭295）～9（昭3Z5）

　　　　〔東京教育大学文学部紀要〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－56）

社会科学論叢

　　　　長崎大学学芸学部　　長崎　　　（年一1）

　　　　26cm

　　　　5（昭30．2），6（昭31．2），10（昭55．8），11（昭566）

　　　　　〔「人文，社会科学研究報告」の改題〕

社会科学討究

　　　　早稲田大学社会科学研究所　　東京　　　（年一5）

　　　　21㎝

　　　　1（1）　（昭51．1）～7（3）／8（1）　（昭5712）～

　　　　　〔「人文科学研究」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－54）
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社会科報告

　　　　鹿児島大学文理学部　　鹿児島　　21㎝

　　　　1（昭293）～7（昭55．9）

　　　　〔鹿児島大学文理学部紀要〕

　　　　〔「社会科学報告」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－－82）

社会経済研究

　　　　小樽経済専門学校社会経済研究所　　小樽　　　（年一4）

　　　　21㎝

　　　　1（昭21．6）～10（昭23．11）　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－82）

社会経済史学

　　　　社会経済史学会　　東京　　　（年一6）

　　　　21㎝

　　　　6（5，4，5）　（昭11、6～8），復刊15（1～3）　（昭25．10），16（1，

　　　　4）　，17（1～6）　，18（1～5）　，19（1～6）　，20（1～3）　，21

　　　　（1～4）　，22（1）～26（6）　，27（1～6），28（1，2）

　　　　（昭5Zll）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－92）

社会教育

　　　　社会教育会　　東京　　　（月）

　　　　21Cm

　　　　9　（1　，5～12）　（日召15．1）　，　10　（1～12）　，1　1　（1　，2　，4）　，13

　　　　（12），14（1～12），15（1～3）　（昭19．5）　　　　（ZP－12）

社会問題研究

　　　　河上肇　　京都　　弘文堂　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（大正8．1）～106（昭5．10）　　　　　　　　　　　　　　（ZK－36）
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社会政策時報

　　　　協調会　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　195（昭11．10）　，225，226，228～252，255，257，

　　　　259，241～245，272～279，281～290（昭19．11）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－11）

社会思想

　　　　社会思想研究会　　東京　　21㎝

　　　　9（1）　（昭5．1）

社会思想研究

　　　　社会思想研究会　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　7（1，5，8～11）　（昭50．1）　，8（5）　，14（12）　（日召5Z12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－48）

社会主義

　　　　社会主義政治経済研究所～社会主義協会　　東京　　21㎝

　　　　1（1，2）　（昭21．9，11）　，2（昭26．7），15，27，28，55，

　　　　39～44，47～61（昭51．9）　　　　　　　　　　　　　（ZK－25）

　〔社会主義政治経済研究所〕研究資料

　　　　同研究所　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1（昭52．10）～6（12）　（昭5Z12）～　　　　　　　　（ZB－171）

社会通信

　　　　日本労働問題研究所　　東京　　　（週）

　　　　26㎝

　　　　286（昭26．9）～472（昭28」1）
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上　海

　　　　上海雑誌社　　上海　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1002（昭16．1）～1059（昭192）　　　　　　　　　　（ZA－45）

上海満鉄季刊

　　　　南満洲鉄道株式会社上海事務所　　上海　　　（季）

　　　　21㎝

　　　　1（1）　（昭12．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－129）

〔上海日本商工会議所〕経済月報

　　　　同会議所　　上海　　　（月）

　　　　21～25cη2

　　　　156（日召15．4）　，157，159，161，167，170～175，179

　　　　～185，185～187　，190～204，206～211　（昭19．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－78）

上海特別市中央市場月報

　　　　同市場　　上海　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　19（民国50．11）～59（民国52・2）　　　　　　　　　　　（ZD－77）

社債発行高調

　　　　日本興業銀行調査部　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭21．10～12月中，昭22．1～5，7～12月中，昭2Z1月中～昭56．12

　　　　月中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－71）

市大論集

　　　　大阪市立大学大学院経済経営研究会　　大阪　　21㎝

　　　　創刊号（昭35．4），2（昭55．12）
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史学雑誌

史学会　　東京　　山川出版社　　（月）

21㎝
56　（7）　（昭21．7）～57　（6）　，58（1～6）　，59　（1）～71　（12）

（昭5z12）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZQ－8）

滋賀労働

滋賀県労政課　　大津　　　（月）

95　　（昭5　4．2）　～1　1　0　（日召3　5．5）

資　源

科学技術庁資源局　　東京　　資源協会　　　（月）

25cm

14（昭28．11）～26，28，31，55～42，45～48，50～119
（昭5Z12）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－77）

資源科学研究所報告

　　　　同研究所　　東京　　25cm

　　　　1（1，2）　（昭18．5～昭1‘λ4）　　　　　　　　　　　　　（ZS－7）

資源科学研究所彙報

　　　　同研究所　　東京　　25cm

　　　　1　（昭18．5）～5　（昭18．10）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZS－8）

紙業雑誌

日本製糸聯合会　　東京　　　（月）

25㎝
58　（5～10）　（昭18．7）　，59　（1～12）　，40　（5～6）　（昭20．8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－45）

〔四半期別〕法人企業統計調査結果表　速報

　　　法人企業統計調査結果表速報を見よ。
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　〔四半期別〕法人企業統計速報

　　　　法人企業統計速報を見よ。

四半期別国民所得統計

　　　　経済企画庁経済研究所　　東京　　　（季）

　　　　26㎝

　　　　昭55．10～12月期，昭56．1～5月期～10～12月期，昭3Z1～3月期，4

　　　　～6月期，10～12月期

資本論研究

　　　　宮川実　　東京　　青木書店　　21㎝

　　　　1（昭24．1）～12（昭25．6）　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－95）

司法資料

　　　　司法省調査課　　東京　　21cm

　　　　285（昭21．7）　，294（昭21．10）

貸金運用部月報

　　　　大蔵省理財局資金運用部を見よ。

下関商経論集

　　　　下関商業短期大学下関商経学会　　下関　　21㎝

　　　　1　（2）　（1｝召52．7）　，2　（1　，2）　，3　（1　，2）　，4　（1，2）　，5　（1～5），

　　　　6（1～3）　（昭38．5）～　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－155）

新亜細亜

　　　　満洲鉄道株式会社東亜経済調査局　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（1）　（昭14．8）～7（1）　（昭20．4）　　　　　　　　　　（ZA－45）

支　那

　　　　東亜同文会　　東京　　　（月）

　　　　21¢m

　　　　26（1）　（昭10．1）～55（5）　（昭195）　　　　　　　　（ZA－44）
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支那調査報告書

　　　　東亜同文会支那経済調査部　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1（1～15）　（明43．7），2（1～12，14，17～25）　（明44．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－157）

支那学

　　　　弘文堂書房　　京都　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　2（1）　（大正10．9）～8（4），11（4），12（1／2）　（昭21．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－66）

支那研究

　　　　東亜同文書院支那研究部　　上海　　22cη

　　　　18　（昭5．2）　，19“，50，41　，54，55　，57～60，62　（昭1Z3）

　　　　附　臨時増刊号　　1，3号

　　　　〔64号以後「東亜研究」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－54）

新着資料目録

　　　　一橋大学経済研究所資料課　　東京　　25㎝

　　　　1（昭21・11）～59（3ス4）　　　　　　　・　　　（ZA－114．－A）

新着資料目録

　　　　南満洲鉄道株式会社東亜経済局　　東京

　　　　5　（1）　　（昭8．1）　～5　（1　0）　，　6　（1）　～7　（4）　，　8　（1）　～9　（1　2）　，

　　　　10（1，2）　（昭15．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－46）

新着図書月報

　　　　京都大学人文科学研究所図書室　　京都　　（月）

　　　　25cm

　　　　1（昭55．12～昭36．1）～7（昭5Z4～9）～

　　　　　〔5号は矢野叉庫目録〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－205一



新中国研究一産業経済分析資料

　　　　東亜経済研究会　　東京　　26㎝

　　　　1（昭35．2）～7，15～24（昭55．7）

　　　　特集その1～15（昭5611～3ス6），

　　　　特集上，下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－148）

伸銅月報

　　　　日本伸銅協会　　東京　　　（月）

　　　　25c勿

　　　　5　（6）　（昭29・7）～15　（12）　（昭5Z12）～　　　　　　　 （ZI－65）

新時代

　　　　経国社～新時代社　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　12（11）　（昭20．11） ，15（5），1（1）～2（6／7），17，25，

　　　　26，29～52，54～57（昭30・2）　　　　　　　　　　　　（ZA－105）

新経済

　　　　新経済社　　東京　　　（月）

　　　　25c勿

　　　　1　（1，5，5，6，8）　（‖召16．5）　，2　（1～23）　，5　（2～20）　，4

　　　　（1～22）　，5　（1）　（昭20．2）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－46）

新興科学の旗のもとに

　　　　新興科学社　　東京　　（月）

　　　　21cm

　　　　1（1）　（昭5．10）～2（12）　（昭4．12）　　　　　　　　　（ZK－42）

新京経済季報

　　　　新京商工公会　　新京　　（季）

　　　　21㎝

　　　　1（1～4）　（昭16．5）　，2（1～5），5（1～5）　（昭18、11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－75）
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新京商工月報

　　　　新京商工会　　新京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（昭13．8）～4，6，7，10，16～21，61（昭1912）

新旧時代

　　　　明治文化研究会　　東京　　　（月）

　　　　21c仇

　　　　1（1～7，9～12）　（大正14．2），2（1）～5（2）　（昭2．2）

　　　　〔後、　「明治文化研究」更に「明治文化」と改題〕　　　　　　　　　（ZQ－1）

森林公団月報

　　　　同公団　　東京　　　（月）

　　　　3　（4／5～1　1／12）　（F召54．4）　，4　（5／4～11／12）　（日召55．12）

新　生

　　　　新生社　　東京　　（月）

　　　　26cm

　　　　1（2）　（昭20．12）～2（5）　（昭21．5）　　　　　　　　（ZA－97）

新世界評論

　　　　社会経済研究会　　東京　　　（月）

　　　　18㎝

　　　　1（昭26．5）～5（昭26．6）

信州大学文理学部紀要（第1部：人文・社会）

　　　　同学部　　松本　　　（年一1）

　　　　26㎝

　　　　1（昭26．7）～12（昭5Z12）～　　　　　　　　　　　（ZA－150）
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信託協会会報

　　　　同協会　　東京　　（年一6）

　　　　25㎝

　　　　8（1）　（日召92）～10（1） ，11（5，6）　，12（1）～15（5），

　　　　14　（1，2，4）　，15　（1）～16　（4）　，17　（2～4，6）　，18（2，

　　　　ろ）　（昭1912）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－19）

新東亜経済

　　　　創造社　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　5　（1～7，9～12，14）　（昭11λ1～12）　　　　　　　　（ZB－47）

信用金庫

　　　　全国信用金庫協会　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　12（5，8，12）　（昭53．5）　，13（2，ろ，6）～14（5）　（昭55．3

　　　　休刊）

史　林

　　　　京都大学文学部内史学研究会　　京都　　　（年一6）

　　　　21㎝

　　　　50（1～4）　（昭2α5）　，51（1～4）　，42（2～6）　，45（1，5～

　　　　6）　・44（1）～45（6）　（昭5z11）～　　　　　　　　　（ZQ～9）

資料月報

　　　　アジア経済研究所、中央労働萎員会、中労委、関西学院大学産業研究所、総理府統

　　　　計局図書館を見よ。

資料彙報

　　　　満洲重工業開発株式会社を見よ。

資料公報

　　　　満洲国立中央図書館箒備処を見よ。
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資料だより

　　　　通商産業省図書館　　東京

　　　　58（昭32，5）～60，62～68（昭35．12）

思　想

　　　　岩波書店　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　274（昭22・1）～281，285，285，295～462（昭ろス12）～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZP－16）

史　粋

　　　　日本女子大学史学研究会　　東京　　21㎝

　　　　創刊号（昭56．2）～5（昭5Z11）

思想の科学

　　　　先駆社　　東京　　21cη

　　　　創刊号（昭21．5）～1（4）　，2（2）　，3（1～9），4（1～5），5（1

　　　　～2），6（1）　（昭26．4）

　　　　〔後「芽」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－69）

思想の科学

　　　　思想の科学研究会　　東京　　講談社　　　（年一4）

　　　　21cm

　　　　1（1）（昭29．5）～1（8），2（1～4）（昭54．4休刊）

　　　　附思想の科学研究会趣旨と活動

　　　　〔「芽」（建民社）の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－69）

思想の科学

　　　　中央公論社　　東京　　　（月）

　　　　21㎝
　　　　1（昭54．1）～24，26，27，29，50，52，54～56（昭36・12）
　　　　（休刊）

　　　　　〔妬57よりは思想の科学社より復刊〕　　　　　　　　　　　　（ZK－69）
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思想と科学

　　　　思想と科学社　　東京　　21～25㎝

　　　　5（昭25．11），臨時増刊号（昭24．1）　　　　　　　　　　（ZP－50）

思想の科学

　　　　思想の科学社　　東京　　　（月）

　　　　210勿

　　　　1（通巻57）　（昭3ス4）～9（通巻45）　（昭57．12）～

　　　　〔／‘56以前は中央公論社発行〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－69）

指定統計・調整報告・届出統計月報

　　　　行政管理庁統計基準局　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　9（1，5，5～12）　（昭36．1），10（1～12）　（昭5Z12）～

失業保険事業月報

　　　　労働省職業安定局失業保険課　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　昭53．4月分～昭3Z12月分～

失業保険保険料申告書による賃金統計結果報告書

　　　　労働省大臣官房労働統計調査部　　東京　　25cm

　　　　5（昭25），6，8～16（昭51．5月分）

自　然

　　　　中央公論社　　東京　　　（月）

　　　　25cm

　　　　1　（1）　（日召21．5）～6　（12）　，フ　（1～7　，9～12）　，8　（1）　～14

　　　　（12）　（昭54．12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZS－15）

静岡大学文理学部研究報告

　　　　社会科学を見よ。
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商　掌

横浜経済専門学校商学会　　横浜　　21㎝

1（日召4．7）～5，5，8～10，12，14，17，20，26～27／28，

35，創立25周年記念号（昭25．12）　　　　　　　　　　　（ZB－48）

商学研究

同志社大学（学生）商掌研究会　　京都　　21cm

1　（昭25．7）～3，6～11　（昭36．5）　　　　　　　　　　　　（ZB－15）

商学論究

関西学院大学商学研究会　　西宮　　　（年一5）

21㎝

12（昭152），18，21～24，29～51，復刊1号～39（昭3Z11）

～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－18）

商学論纂

中央大学経済・商業学会　　東京　　（季）

21㎝
1（1）　（昭55．7）～5（2）　（昭5z11）～　　　　　　　（ZD－144）

商学論集

福島大学経済学部経済学会　　福島　　　（年一4）

21㎝
1ア（1）　（昭23．8），18（1，2），20（1）～51（5）　（昭5ス12）

～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－117）

商学論集

関西大学商学会　　吹田　　（隔月）

21㎝
1（1）　（昭31．4）～7（6）　（昭38．2）～　　　　　　　　（ZD－121）

商学論集

西南学院大学学術研究所　福岡　21㎝

1（1）　（昭50．2）～9（2）　（昭3Z12）～　　　　　　（ZD－159）
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商学論叢

　　　　福岡大学研究所　　福岡　　　（年一4）

　　　　21απ

　　　　1（1～3）　（昭51．7），2（1～4）　，5（1～4），4（1，2），5（2

　　　　～4）　，6（1～4），7（1）　（昭5Z10）～

　　　　　〔「福岡商大論集」「平和台論集」の統合改題〕　　　　　　　　（ZD－126）

商学討究

　　　　小樽商科大学経済研究所　　小樽　　　（年一3）

　　　　21㎝

　　　　14（上，下）（昭14．6），17（下）　（昭1ス12）復刊1（1）　（昭25．

　　　　11）～11（4）　，12（3）～1ろ（5）　（昭5Z11）～（ZD－118）

商業動態統計季報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京　　　（季）

　　　　25㎝

　　　　昭28．7／9月分～昭5ス10～12月分～　　　　　　　　　　（ZL－154）

商業経済論叢

　　　　名古屋高等商業学校商業経済学会　　名古屋　　21㎝

　　　　5（大正15．2），6（上），7（上，下），8（上，下），10（上，下），

　　　　11（上，下），12（上，下），15（上，下），14（上）　，15～17，

　　　　19～21（昭19．9）　〔附1～21巻索引〕　　　　　　　　　（ZB－49）

商業組合

　　　　商業組合中央会　　東京　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　6（10）　（昭15．5）　，8（1）～9（12）　（昭18．12）　　（ZD－79）

商業論集

　　　　大分高等商業学校商学研究会　　大分　　21c勿

　　　　18（1，2）　（昭18．12～昭196）　　　　　　　　　　　（ZB－50）
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商業と経済

　　　　長崎高等商業学校大東亜経済研究所　　長崎　　　（年一4）

　　　　21～22㎝

　　　　6（2）　（大正15．5），7（1），10（2），11（1，2），12（1），

　　　　15（2）　，17（2）　，20（1，2），25（2），24（1，2）　（昭19

　　　　1）

　　　　〔後、　「経営と経済」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－19）

消費者実態調査報告

　　　　総理府統計局　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭26．11月分，昭271月分～昭28．12月分

　　　　〔「消貴者価格調査報告」の改題にして後更に「家計調査報告」と改題〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－94）

消費者価格調査報告

　　　　総理府統計局　　東京　　　（月）

　　　　26cm

　　　　昭22．8，10～12月分，昭25．1～5，8～11月分，昭24．1～12月分，

　　　　昭25．1～12月分，昭26．1～10月分

　　　　〔後、「消費者実態調査報告」と改題〕　　　　　　　　　　　　（ZL－94）

書　評

　　　　日本出版協会　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　昭21．12月，昭22．1～12月，昭25．1～7，12月，昭24』～7月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－98）
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商経法論叢

　　　　神奈川大学商経法堂会　　横浜　　　（年一4）

　　　　21㎝

　　　　9（1／2）　（昭53．10）～15（5）　（昭3Z12）～　　（ZD－140）

商経研究

　　　　東海大学論叢、東海短大論叢を見よ。

商経論集

　　　　法政短期大掌部商経学会　　川崎　　21㎝

　　　　1（1）　（昭57）

商経論集

　　　　長崎大学商業短期大学部　　長崎

　　　　1　（1）　0｜召30．2）

商経論叢

　　　　鹿児島県立短期大学商経学会　　鹿児島　　　（年一1）

　　　　21cη

　　　　7　（昭53．6）～11　（昭5710）～　　　　　　　　　　　　 （ZB－186）

商経論叢

　　　　九州商科大学商経学会　　福岡　　21㎝

　　　　1　（2）　（昭56．5）～3　（1）　（昭5Z10）～　　　　　　　 （ZB－196）

商経論叢

　　　　札幌短期大学文泉学会　　札幌　　21㎝

　　　　3（昭28．8），4（昭2910）

　　　　〔後、　「札幌短期大学論集」に統合〕　　　　　　　　　　　　　（ZA－141）

証券研究

　　　　日本証券経済研究所　　東京　　21㎝

　　　　1　（昭56．11）～5　（昭5z12）～　　　　　　　　　　　　　　（ZF－80）
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正金月報

　　　　横浜正金銀行調査課　　横浜　　　（月）

　　　　25cm

　　　　1（昭21．1）～12（昭21．12）　　　　　　　　　　　　　（ZF－20）

正金週報

　　　　横浜正金銀行調査課　　横浜　　　（週）

　　　　25㎝

　　　　昭14．40号，昭16．1～52号，昭1Z1～52号，昭18．1～26号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－20）

書　香

　　　　満蛛大連図書館　　大連　　　（月）

　　　　21cη1

　　　　15　（2～9）　（昭18．2～9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－49）

商工時報

　　　　通商産業省大臣官房総務課　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　昭21．創刊号～10，12月，昭22，1，3，4，7，8，10，12月，昭25．

　　　　1u～12月，昭24．1～6月

　　　　〔後「通産時報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－107）

商工金融

　　　　商工組合中央金庫　　東京　　　（月）

　　　　25㎝
　　　　6　（1～1　1）　　（日召1　8．1）　復干｛］1　（1）　～1　U　（1　2）　，　1　1　（1～6　，8～

　　　　12），12（1～12）　（昭5ア12）～　　　　　　　　　　（ZF－21）

商工組合

　　　　商工組合中央会　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（1～5）　（昭192～6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－8の
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商工協同組合

　　　　同組合　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　4（2～6）　（昭24．2～6）

　　　　　〔「中小企業」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－99）

商工省統計速報

　　　　商工省調査統計局　　東京　　　（月）

　　　　25cη

　　　　1（昭21）～17（昭22）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－76）

商工統計月報

　　　　商工省調査統計局　　東京　　　（月）

　　　　25c忽

　　　　創刊号OR」23．2）～2（12）（昭24．12）

　　　　〔後「通産統計月報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI、一一95）

商工統計研究

　　　　通商産業大臣官房調査統計部・日本商工会議所　　東京　　（年一6）

　　　　25㎝

　　　　1（1）　（昭52・1）～4（5）　，5（2，5，5／6），6（1～6）　（昭5Z

　　　　11終刊号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－119）

商工通報

　　　　商工省総務局調査課　　東京　　　（旬）

　　　　25cm

　　　　61（昭18．1）～81（昭18．10）　　　　　　　　　　　　（ZB－51）

〔昭和製鋼所〕業務統計（作業統計之部）

　　　　同製鋼所　　鞍山　　（月）

　　　　50cm

　　　　康徳6．8～12月分，康徳8．5月分，康徳7年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一214一



殖銀調査月報（朝鮮語）

　　　　朝鮮殖産銀行調査部　　京城　　　（月）

　　　　21c沈

　　　　2（4）　（昭22．12），4（1～7）　（昭24．3）　，5（1～2）　（昭25．2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－52）

殖銀調査月報

　　　　朝鮮殖産銀行調査部　　京城　　　（月）

　　　　21（翔

　　　　7　（β召18．12）　，59～65　，69～71　，75～79　（昭20．2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－52）

職業安定業務月報

　　　　労働省職業安定局労働市場調査課　　東京　　　（月）

　　　　25cη2

　　　　昭54．1月分～昭55．12月分，昭36．2月分～昭ろア12月分～

職業安定広報

　　　　労働省職業安定局　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　7（1～12）　（昭51、1），8（1～5，5～12），9（1）～15（12）

　　　　　（昭5Z12）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－67）

職業時報

　　　　職業協会　　東京　　（月）

　　　　21㎝
　　　　3　（1～4）　（日召15．1）　，5　（7　，9～11）　，6　（9）　，7　（7）　（日召11兄

　　　　8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－12）

食糧管理月報

　　　　食糧管理局調査課　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　創刊号（昭24．2）～4（12），5（1～8・10，11）・6（1）～9

　　　　　（11）　（昭32．11）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－55）
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食糧経済

　　　　日本米穀協会　　　（月）

　　　　21㎝

　　　　4（8～12）　（昭13．8），5（1，5～12），6（1～5），8（1～12），

　　　　　9（2，5，5～11）　（昭18．11）

　　　　〔「米穀日本」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－28）

〔昭和製鋼所〕調査月報

　　　　同所　　鞍山　　　（月）

　　　　22㎝

　　　　1　（1）　（康毛恵6．11）～2　（12）　（、康6恵712）

　　　　〔後、「調査彙報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－44）

〔昭和製鋼所〕調査鼻報

　　　　同所　　鞍山　　25cπ

　　　　2（1～4）（康徳9．1），5（1～4）（康毛恵10．10）

　　　　〔「調査月報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI＿44）

修道短期大学論集

　　　　同大学商経学会　　広島　　21㎝

　　　　7　（1　，2）　（昭55．9～日召54．2）

週間株価指数

　　　　経済審議庁調査部統計課　　東京

　　　　1（昭2Z2）～68（昭28．11）　　　　　　　　　　　　　（zF－45）
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出荷、在庫統計速報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭51．8月分～昭38．5月分

　　　　〔「通産統計速報」を統合、昭和58・4月以後「生産統計速報」と合併「生産・出荷

　　　　・在庫統計速報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－120）

宗教研究

　　　　宗教研究会　　東京　　21㎝

　　　　1（1～4）　（大正5．4），2（5～8），5（9～12），4（13～18），

　　　　新1～11　　，12　（2，3）　，15，14　（1～3）　（昭］2．6）（zp－15）

出版普及

　　　　日本出版配給株式会社　　東京　　　（旬）

　　　　21cm

　　　　2（14～21，23，24）（ロ召1ス7～12）

主要物資生産実績速報

　　　　商工省商務局調査課　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　昭21．9月分～昭22’12月分　　　　　　　　　　　　　　（ZL－77）

主要株（150種）業種別利廻調

　　　　大阪株式取引所調査課　　大阪　　　（月）

　　　　26cm

　　　　2C昭《λ8），5～55（昭12．5）　　　　　　　　　　　　（ZL－46）

主要株式利廻調

　　　　日本勧業銀行調査課　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭5．1月～昭12．12月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－47）
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主要経済指標

　　　　通商産業省　　東京　　（月）

　　　　42㎝

　　　　昭55．5～8，1U～12月，昭56．1～12月，昭5Z1～12月～

主要債券利廻調

　　　　日本勧業銀行調査課　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭5．1～昭14．11月　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－48）

ソーシアル・サイエンス

　　　　愛媛大学社会科学学会　　松山　　21cm

　　　　1（昭28．6）～4（昭30．7）

ソシオロジ

　　　　社会学研究会　　京都　　21απ

　　　　26（昭56．5）～5u（昭5ス12）～　　　　　　　　　（ZK－85）

総　合

　　　　東洋経済新報社　　東京　　（月）

　　　　21c沈

　　　　1（昭52．5），　6（昭32．1U廃刊）　　　　　　　　（ZA－1ろo）

相互銀行

　　　　全国相互銀行協会　　東京　　（月）

　　　　25cm

　　　　7（6）（昭32．7），1ろ（12）（昭5Z12）～　　　　（Zひ一6u）

綜合インド月報

　　　　綜合インド研究室　　東京　　（月）

　　　　18～21c勿

　　　　1（昭16．10）～12，17～ろ8（昭1910）　　　　　（ZA－50）
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相互論集

　　　　第一生命保険相互会社　　東京　　21c仇

　　　　9（昭29．5）～11（昭51．7休刊）復刊12，13（昭56．10）

〔季刊〕総合統計

　　　　総理府統計局　　東京　　　（季）

　　　　1（昭32．9）～11（昭35．3）

　　　　〔後、　「内外統計季報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－155）

〔月刊〕総評

　　　　総評教育宣伝部　　東京　　（月）

　　　　21～25㎝

　　　　19（昭55．9）～29，51～ろ4，57，59～41（昭35．1U）

　　　　〔「調研月報」「世界労働資料」「月刊総評」の統合改題〕　　　（ZK－60）

総研時報

　　　　北海道立総合経済研究所　　26㎝

　　　　1（昭5Z11）～

倉庫時報

　　　　日本倉庫業会　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　2（2～12）（昭1Z2），5（1）～4（9）（昭1910）（ZD－81）

倉庫貨物

　　　　日本銀行調査局　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　大正15．4月分～昭13．7月分　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－49）

損害保険研究

　　　　損害保険事業研究所　　東京　　21㎝

　　　　9（1～4）（昭18．5～11）　　　　　　　　　　　　（ZF－22）
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ソフイヤ

　　　　上智大学　　東京　　（季）

　　　　21㎝

　　　　4（2）（昭50．6）～5（1），6（2）～7（4）（昭35．12）

ソ連月報

　　　　外務省調査局第三課　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　142（昭24．1）～215，245（昭53．1），504（昭5Z12）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－115）

ソ連経済

　　　　産業経済研究所　　東京　　（月）

　　　　25cm

　　　　1（5～5）（艮召50．10～12）

　　　　〔後、　「オールソ連」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　（ZB－－154）

ソ連研究

　　　　ソ連問題研究会　　東京　　（月）

　　　　21cη

　　　　1　（　7　）　（‖召2　7　1　0　）～5　（　3　，5　）～1　U　（　6　，8　，　1　U　）　（日召3　6．1　1］　）

　　　　〔「ソ連問題研究」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－41）

〔季報〕ソ連問題

　　　　ソ連研究者協議会　　東京　　（季）

　　　　21㎝

　　　　1（1）（日召52．12）～5（4）（日召55．2）

　　　　〔後、　「共産圏問題」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZN－55）
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ソ連問題研究

　　　　同研究会　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（1）（昭2Z4）～1（6）（昭279）

　　　　〔「ソ連研究」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－41）

ソ連邦事情

　　　　ソ連邦大使館広報課　　東京　　（隔日）

　　　　25㎝

　　　　1（昭52・12）～957（昭3Z12）～　　　　　　　　　（ZN－29）

ソ連政治・経済特報

　　　　ソヴエト・プレス通信社　　東京　　（旬）

　　　　26㎝

　　　　74（昭51．8）～104（昭32．5）　　　　　　　　　　　（ZN－24）

〔総理府〕統計局研究彙報

　　　　同統計局　　東京　　21cη

　　　　1（昭25．4）～11（昭36．5）～　　　　　　　　　　　（ZL－115）

〔総理府統計局〕統計月報

　　　　同統計局　　東京　　（月）

　　　　25㎝・

　　　　4（圓召24．2）～24，26～45，47～66，70～75　，77　，78，82～

　　　　155（昭56．5）（終刊号）　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－96）

〔総理府統計局図書館〕資料月報

　　　　同図書館　　東京　　（月）

　　　　25cη2

　　　　昭54．4月号～昭5Z12月号～　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－137）
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ソヴエト文化

　　　　ソヴエト文化社　　東京　　25㎝

　　　　1（昭21．5）～6，8（昭2242）　　　　　　　　　　（ZP－17）

ソヴエト時報

　　　　ソヴェト・プレス通信社　　東京　　　（半月）

　　　　21～25㎝

　　　　92（昭2Z12）～190（昭52．ろ）　　　　　　　　　　　（ZA－106）

ソヴエト研究

　　　　ソヴエト研究者協会　　東京　　18㎝

　　　　1（昭25．2）～4（昭24．12）　　　　　　　　　　　　　（ZK－51）

ソヴエト・ニユース

　　　　ソブエト資料通信社　　爽京

　　　　45（貝召274）～128（昭29．11　）

〔「ソヴエト資料通信」を統合、後更に「日本とソヴェト」改題〕

ソヴェート聯邦事情

　　　　南満洲鉄道株式会社調査部　　大連　　　（月）

　　　　21cm

　　　　↑（3～7）（1沼5），2（1～7，9），3（3～12），4（1～12），5

　　　　（1～7），6（1～4），7（1），8（1，2），9（1，2，4），11

　　　　（1，9），12（2，8，9），15（2～4，7）（昭1‘λ7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－65）

サヴエート聯邦極東地方事情

　　　　満洲国外交部政務司　　新京　　21㎝

　　　　1（1，2）（大同2・11），2（1，2）（大同5）　　　　（ZA－67）

一 222一



ソヴエト資料通信

　　　　日ソ親善協会～ソヴエト資料通信社　　東京

　　　　1（昭26．3）～10，15～19，24～28，55～55（昭2Z9）

　　　　〔後、　「ソヴエト・ニユース」と改題〕

水産調査月報

　　　　水産庁調査研究部調査資料課　　東京　　　（月）

　　　　25㎝

　　　　45（昭53．1）～66（昭5Z12）～　　　　　　　　　　（ZI－78）

水産時報

　　　　水産庁　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　11（123）（昭54．5）～12（135）（昭55．5）

水産界

　　　　大日本水産会　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　71U（昼召1ス1）～721，728～746，748～752，754，756，
　　　　757（昭22．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－29）

水産研究会報

　　　　水産研究会　　東京　　25㎝

　　　　1（昭25．12），2（昭24．11）　　　　　　　　　　　IZH－15）

〔住友銀行〕経済月報

　　　　同銀行調査部　　大阪

　　　　昭51．6月（昭31．5）～昭3ス12月（昭3Z11）～　　　 （ZF－55）

〔住友信託銀行〕調査月報

　　　　同銀行調査部　　大阪　　（月）

　　　　25㎝

　　　　129（昭56．2）～151（昭5Z12）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－225一



　〔住友信託銀行〕調査情報

　　　　同銀行調査部　　大阪　　（月）

　　　　25㎝

　　　　596／昭56．2）～601，6U5，604，606～608，610～613

　　　　615～628，630～634，656～649（昭5Z12）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁

立川短大論集

　　　　同短期大学　　立川　　21㎝

　　　　1（昭55．12）～7（昭5Z5）～　　　　　　　　　　（ZA－158）

太平洋

　　　　太平洋協会　　東京　　（月）

　　　　21c7π

　　　　5（10）（昭15．1U）～6（11）（昭18．11），復刊2（3）（昭29

　　　　7　）～4（、5　）（日召31．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（、ZA－51　）

太平洋

　　　　東京商科大学太平洋倶楽部　　※京　　23㎝

　　　　6（昭15．5），7，1u，11（昭18．8）　　　　　　　　　　（ZA－64）

太平洋協会月報

　　　　同協会　　東京　　（月）

　　　　21cm

　　　　1（昭32．1）～8（昭52．8）

大陸科学院彙報

　　　　満洲帝国国務院大陸科学院　　新京　　（隔月）

　　　　26㎝

　　　　5（1～6）（康徳8．2），6（1～6），7（1～3）（康徳10．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZS－9）
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大陸東洋経済新報

　　　　東洋経済新報社　　京城　　　（月一2）

　　　　26㎝

　　　　2（昭18．12），5，5～12，14～19，22～38（昭20．7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－55）

大　成

　　　　新政社　　東京　　（月）

　　　　22㎝

　　　　16（12）（昭4．12），18（2），20（2～9），21（1，2，5～7，

　　　　10～12），22（1，3～5）（昭10．5）

台湾慣習記事

　　　　台湾慣習研究会　　台北　　（月）

　　　　22㎝

　　　　1（1）（明治54．1）～7（8）（明治40．8終刊号）　　　　　（ZO－6）

台湾金融経済月報

　　　　台湾銀行調査部　　台北　　（月）

　　　　26㎝

　　　　155（昭16．1）～170，172～185（昭20．1）　　　　（ZF－25）

台湾鉱業会報

　　　　台湾鉱業会　　台北　　21c硯

　　　　205（昭16，1u），207，209～215（昭18．11）　　（ZI－45）

台湾農会報

　　　　台湾農会　　台北　　（月）

　　　　21㎝

　　　　4（1）（昭1Z1）～5（11）（昭18．11）　　　　　　（ZH－30）

高千穂論叢

　　　　高千穂商科大学商学会　　東京　　21㎝

　　　　昭37年度（1）（昭5Z8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－225一



高松高商論叢

　　　　高松高等商業学校商工経済研究室　　高松　　21㎝

　　　　16（1～5）（昭162），17（1～2／5），18（1／2）（昭1a7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－54）

〔高岡高等商業学校〕研究論集

　　　　同校研究会　　高岡　　（年一4）

　　　　21㎝

　　　　14（1）（昭16．5）～16（5）（昭18。12）　　　　　　（ZB－27）

高雄経済情報

　　　　高雄商工会議所　　高雄　　22㎝

　　　　4（1～5）（昭16．1），5（1）～6（2）（昭195）　　　（ZD－85）

高崎経済大学論集

　　　　同大学　　高崎　　21㎝

　　　　1（1）（昭54．5）～5（昭56．12）　　　　　　　　　（ZB－176）

高崎商工会議所月報

　　　　同会議所　　高崎　　（月）

　　　　21cm

　　　　122（昭15．1），126～158，142（昭18．5）　　　（ZD－82）

拓殖大学論集

　　　　同大学研究所　　東京　　21c仇

　　　　4（昭2712）～51（昭3Z10）～

　　　　〔「紅陵大学論集」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－150）

拓殖論叢

　　　　日本拓殖協会　　東京　　（季）

　　　　21㎝

　　　　3（1～5）（昭157），4（〕）～5（4）（昭195）　　　（ZO－7）
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〔月刊〕炭労

　　　　日本炭鉱労働組合　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1　09　（昭5　4．7　）～1　1　7　（艮召3　5．4　）

タス特約通信報

　　　　内外通信社　　東京

　　　　昭25．1，2，6～12月，昭26．1～昭28．2月

帝国農会報

　　　　帝国農会　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　15（2～21）（大正14．1），16（15），17（1，5～11），18（3，

　　　　4，6～9，12），19（5～12），20（1～12），21（2～12），

　　　　22（1～5，7，9～12），23（1）～55（9）（肖召18．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZII－51）

逓信協会雑誌

　　　　同協会　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　415（昭18．1）～454，458，441，442，444，445（昭22．
　　　　4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZG－15）

帝　水

　　　　帝国水産会　　（月）

　　　　21c勿

　　　　21（1～12）（昭1Z1～12）　　　　　　　　　　　　　　（ZH－52）

〔帝都高速度交通営団〕調査統計月報

　　　　同営団企画課調査室　　東京　　（月）

　　　　25cm

　　　　140（昭34．1月分）～187（昭5Z12月分）～
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鉄鋼調査時報

　　　　通商産業省通商鉄鋼局鉄鋼調査課　　東京　　日本鉄鋼連盟　　（月）

　　　　26㎝

　　　　22（昭26．12），23，25～52，54（昭2Z12）

鉄鋼月刊統計

　　　　日本鉄鋼連盟　　東京　　（月）

　　　　21cm

　　　　1（2，7～12）（日召55．2），2（1，i5～10），5（1～5，6～8，

　　　　12），4（1～5，8，10～12），5（1～12）（昭5ス12）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－95）

鉄鋼時報

　　　　日本製鉄総務部企画調査課　　　（月）

　　　　26cη

　　　　5～6（昭2三5．1～7）

鉄鋼情報

　　　　日本鉄鋼協議会　　　（月）

　　　　26cη2

　　　　5（昭21．5）～20（昭22．5）

鉄鋼界

　　　　日本鉄鋼連盟　　東京　　　（月）

　　　　26cm

　　　　1（4～10）（日召26．5），2（1～12），3（1～6，8，10），4（1，

　　　　5，4），5（6，7，11，12），6（1～12），7（1～12），8（1

　　　　～6，8～11），9（4，8，9，11，12），10（1～7，9～12），

　　　　11（1～12），12（1～12）（日召5Z12）～

鉄鋼界報

　　　　日本鉄鋼連盟　　東京　　（月一5）

　　　　51㎝

　　　　334（昭2免12）～582，584～616（昭ろZ12）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－228一



鉄鋼聯盟調査月報

　　　　鉄鋼連盟　　東京　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1（昭14．1）～5，5，12，25～28（昭16．4）

　　　　〔後、「鉄鋼統制」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－46）

鉄鋼資料月報

　　　　日本鉄鋼連盟資料室　　東京　　（月）

　　　　26cm

　　　　昭52．1～10，12月，昭55．1～12月，昭54．1～6，8～12月，昭55．1

　　　　～12月，昭56．1～12月，昭571～12月～

鉄鋼統計月報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭28．1月分～昭51．12月分，昭52・1～3，5～10月分，昭55．1月分～昭

　　　　5Z12月分～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－104）

鉄鋼統制

　　　　鉄鋼統制会　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1　（　1　）　（昭1　6．6　）～4　（　1　）　（1昭1　9　1　）

　　　　〔「鉄鋼聯盟調査月報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－46）

展　望

　　　　筑摩書房　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（昭21．1）～5，7～19，39～68（昭26．8）　　　　（ZA－99）
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天理大学学報

　　　　同大学人文学会　　天理　　（年一5）

　　　　21㎝

　　　　1（1）（昭24．5）～59（昭5Z12）～　　　　　　　　（zp－22）

天津日本商工会議所月報

　　　　同所　　天津　　（月）

　　　　25～26㎝

　　　　昭15．5月，昭16．1～7，9～11／12月，昭1Z1～5，6～8月，昭18．

　　　　1～8／9月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－84）

鉄道軌道統制会報

　　　　同統制会　　東京　　（月）

　　　　21cm

　　　　1（1）（昭1Z11）～5（5）（昭1《λ5）　　　　　　（ZG－16）

鉄道車輌等生産動態統計月報

　　　　運輸省鉄道監督局車輔工業課　　東京　　日本鉄道車輌工業協会　　（月）

　　　　26㎝

　　　　5（10～12）（n召54．1），6（1）～9（12）（日召38．5）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－148）

鉄道統計月報

　　　　日本国有鉄道事務管理統計部　　東京　　（月）

　　　　26cm

　　　　昭22．4～12月，昭25．1～昭2912月，昭ろ4．2，5月，昭56．1～昭5Z

　　　　12月～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－154）

鉄連生産速報

　　　　日本鉄鋼連盟調査局　　（月）

　　　　26㎝

　　　　62（日召35．4），65，68，71～78（日召558）
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鉄と鋼

日本鉄鋼協会　　東京　　（月）

50c栩

24（7～12）（昭1う．7），25（1）～26（12），27（1～4，6～

12），28（1～6，8～12），29（1～12）（昭18．12）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－48）

東　亜

東亜経済調査局東亜会　　東京　　（月）

21㎝

5（10）（昭Z10），6（1～12），7（1，4，5，7～12），8（1

～12），9（1～12），10（1～11，115），11（1～12），12

（1～12），15（1，3～12），14（1～12），15（1～12），

16（7～12），17（1）（昭191）　　　　　　　　　　　（ZA－52）

東亜貿易情報

　　　　アジア貿易調査会　　東京

　　　　1（昭2ソ．9）～7（昭2911廃干ll）

東亜貿易研究

　　　　大阪市産業部東亜課　　大阪

　　　　22（2～25）（昭18．1～12）

東亜学

日光書院　　東京　　21～25㎝

2（昭15．6）～5（昭1z5）　　　　　　　　　　　　（ZQ－2）

東亜人文学報

　　　　京都帝国大学人文科学研究所　　京都

　　　　1（1～4）（昭16．3），2（2，5），5（5，．4），4（1，2）（昭20．

　　　、3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－55）
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東亜経済研究

　　　　山口経済専門学校東亜経済研究会　　山口　　21㎝

　　　　25（1～6）（昭16．1），26（1～4），27（2～4），28（1，5）

　　　　（昭20．3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－55）

東亜経済研究

　　　　山口大学東亜経済研究会　　山口　　21㎝

　　　　復刊1（昭ろ2．3）～3，4（1，2），5（1，2）（昭56．1），35（1～

　　　　4），56（1，2）（昭5z7）～　　　　　　　　　　　　　（ZB－55）

東亜経済論叢

　　　　京都帝国大学経済学部東亜経済研究所　　京都　　有斐閣　　21㎝

　　　　1（1）（昭16．2），2（1～3），5（1，2）（昭18．5）　（ZB－56）

東亜研究

　　　　東亜同文書院大学東亜研究部　　上海　　22cm

　　　　64（昭1Z12）～67’（昭↑8．8）

　　　　〔「支那研究」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－54）

東亜研究

　　　　東亜学術研究会　　東京　　23～26㎝

　　　　1（1）（明治44．11）～8（5）（大1EZ9）

　　　　〔「漢学」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－55）

東亜研究所報

　　　　同研究所　　（隔月）

　　　　22cη

　　　　1（昭14．5），5～5，8～50（昭20．2）　　　　　　　　　　（ZA－56）

東亜論叢

　　　　日蘇通信社　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　54（昭16．12）～42（昭1Z8）　　　　　　　　　　（ZN－15）
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東亜政情

　　　　満洲帝国外交部　　新京　　21㎝

　　　　1（康徳2・9），5～6（康徳5．6）　　　　　　　　　　　　（ZN－16）

栃木県生産動態統計期報

　　　　栃木県総務部統計課　　宇都宮　　（季）

　　　　26㎝

　　　　昭51・1～4期分，昭32・1～4期分，貼55・1期分，昭34．1～4期分，昭35．

　　　　1・2，4期分，昭56．1～4期分，昭3ス1～4期分～　　　（ZL－167）

土地制度史学

　　　　土地制度史学会　　東京　　（季）

　　　　26cm

　　　　創刊号（昭55．10）～16（昭5ス7）～　　　　　　　　　（ZB－172）

東銀月報

　　　　東京銀行調査部　　東京

　　　　1（　1～8，1　1）（日召22．1　），2（1）～5（1　）（日召24．1）

　　　　〔後、　「東京銀行月報」に合併〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZiF－42）

東辺道

　　　　東辺道開発株式会社　　新京　　22㎝

　　　　1（康徳6．9）～5（康徳Z7）　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－57）

東方文化

　　　　凍方文化学院東京研究所　　東京　　24c脱

　　　　1（昭12・7）～4（昭15・ろ）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZQ－3）

東北大学農学研究所彙報

　　　　同大学農学研究所　　仙台　　　（年一4）

　　　　26㎝

　　　　1（1）（昭24．5）～14（4）（昭5ス12）～　　　　　　（ZH－48）
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東北大学選鉱製練研究所彙報

　　　　同研究所　　仙台　　（年一2）

　　　　26㎝

　　　　9（1）（昭28．6）～16（1），18（2）（昭5712）～

東北開発研究

　　　　東北経済開発センター一　仙台　　（季）

　　　　26αη

　　　　1（1　，5）（昭3Z7）～

東北経済

　　　　福島大学経済学部東北経済研究所　　福島　　21㎝

　　　　1（日召25．1）～58（解」5Z10）～　　　　　　　　　　　　　　　 （ZB－1　16）

東北研究

　　　　吏北開発研究会　　盛岡　　（年一6）

　　　　26cm

　　　　6（5，6）（日召3t10），7（1～6），8（1～4，6），9（1～4），

　　　　10（1～6），11（1～5，5）（昭56．11）

　　　　〔「東北開発研究」の発刊に伴い11巻5号にて廃刊〕　　　　　（ZB－197）

東方之国

　　　　東方之国社　　東京　　（月）

　　　　22㎝

　　　　10（1～4）（日召10．10）　，　1　5（　1～5　，7　，9）（｝▲召1　4．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－58）

東海大学論叢（商経研究）

　　　　東海大学商経学会　　静岡　　21㎝

　　　　8（昭56．3）～11（昭ろZ12）～

　　　　〔「東海短大論叢」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－188）
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〔東海銀行〕調査月報

　　　　同銀行調査部　　名古屋　　（月）

　　　　25㎝

　　　　106（昭31．5）～185（昭ろZ12）～　　　　　　　　（ZF－54）

東海短大論叢

　　　　東海大学短期大学部商経学会　一清水　　21㎝

　　　　創刊号（昭51．3）～7（昭55．10）

　　　　〔以後「東海大学論叢（商経研究）」と改題〕　　　　　　　　　（ZB－188）

統　計

　　　　日本統計協会　　東京　　　21cm

　　　　9（昭22．12）～〔18〕（昭24．6）

　　　　〔「大日本統計協会雑誌」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　（ZL－50）

統　計

　　　　小樽商工会議所　　小樽　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭12．4～12月分，昭15．7～12月分，昭14．1～昭16．12月分

統計秋田

　　　　秋田県総務部文書統計課　　秋田　　秋田県統計協会　　（月）

　　　　21㎝

　　　　3／6（昭54．5）～50（昭3Z10）～　　　　　　　　（ZL－166）

統計分析

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京　　26㎝

　　　　5（昭50．2）～14（昭51．9）　　　　　　　　　　　（ZL－114）

統計調査

　　　　京都府総務部統計課　　京都　　26㎝

　　　　1（1，2）（昭55．10），2（5），5（1）（昭5Z9）～
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統計福岡

福岡県総務部統計課　　福岡　　（月）

26㎝

昭56（4，6～11月），昭37（1～7，9～12月）

統計学

経済統計研究会関東支部　　東京　　21～25cηz

1（昭30．6）～10（昭5Z7）～　　　　　　　　　　　（ZL－117）

統計学雑誌

　　　　統計学社　　東京　　（月）

　　　　22cη

　　　　118（明治29．2）～124，126，127，129～1ろ5，155，157

　　　　～140，175，174，185，209，215～225，256，248，

　　　　252～259，265～279，281～290，292，294，296，
　　　　298～329，1551，352，ろ54，5i55，539～541，154三5，

　　　　ろ44，346，359，560，562，ろ65，566，367，369～

　　　　577，579，580，597，398，400，401，405，408，
　　　　410～415，415，426～4ろ7，449～458，460～465，

　　　　465～479，481，483，485～487，517～535，556～
　　　　538，540，542～544，546～548，551554，555，557，
　　　　558，595，627，645，648，678～695（11召11λ5）

〔後、　「統計集志」と合体し「大日本統計協会雑誌」と改題〕　　　（ZI、－11）

統計月報

愛知県総務部統計課、朝鮮銀行、配炭公団、長崎市、日本証券取引所、大阪証券取引

所、総理府統計局、東京株式取引所、東洋経済新報社を見よ。

統計茨城

茨城県総務部統計課　　水戸　　茨城県統計協会　　（月）

26㎝

98（昭56．5）～117（昭5Z12）～
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統計彙誌

　　　　満洲国務院総務庁統計処　　新京　　　21㎝

　　　　29（康徳6．4）～54（康徳Z8）

　　　　〔附、臨時国勢調査特輯号〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI、－51）

統計時報

　　　　内閣統計局　　東京　　内閣印刷局　　22～26㎝

　　　　1（大正10．11），3～16，18～98（昭15．6）　　　　（ZI．－62）

統計時報

　　　　大阪市行政局統計課　　大阪　　（月）

　　　　26㎝

　　　　142（昭5Z1）～152（昭3Z12）

統計情報

　　　　行政管理庁統計基準局　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1（1～5）（昭2Z5），2（1）～11（12）（昭5　Z12）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－105）

統計情報（京都市）

　　　　京都市統計情報を見よ。

統計川崎

　　川崎市総務局統計課　　川崎　　26c扱

　　　5（昭55．12）～14（昭3Z12）

統計研究通信

　　　　統計数理研究所　　東京　　（年一1）

　　　　1（昭53．5），2，4（昭36．5）
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統計宮崎

　　　　宮崎県総務部統計課　　宮崎　　（年一6）

　　　　21㎝

　　　　10（1～6）（昭54・6）・11（1～6），（昭56．5）　　（ZL－149）

統計にいがた

　　　　新潟県総務部統計課　　新潟　　新潟県統計協会　　（月）

　　　　26㎝

　　　　28（昭3Z7／8）

統計の泉

　　　　広島県統計協会　　広島　　（月）

　　　　21㎝

　　　　158（昭5Z1）～149（昭5　Z12）

統計資料月報

　　　　名古屋市を見よ。

統計春秋

　　　　福島県統計協会　 福島　 （月）

　　　　26cm

　　　　152（昭55．7）～159（昭36．3）

統計集志

　　　　東京統計協会　　東京　　（月）

　　　　22㎝

　　　　757（昭1711）～740，742～752（昭1｛λ5）

　　　　〔後、　「統計学雑誌」と合体し「大日本統計協会雑誌」と改題〕　　（ZI、－10）

統計数理研究所彙報

　　　　同研究所　　東京　　（年一2）

　　　　26㎝

　　　　4（昭302）～18（昭3Z12）～　　　　　　　　　　（ZL－150）
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統計数理研究所輯報

　　　　同研究所　　東京　　26㎝

　　　　5（昭2611）～7（磁Z2）

統計徳島

　　　　徳島県統計協会　　徳島　　　（月）

　　　　26㎝

　　　　昭56．1～12月，昭5Z1～5月

統計東京

　　　　東京都総務局統計部　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　50（昭55．5），53，58～96（昭5Z12）～　　　　 （ZI」－151）

特調班月報

　　　　上海日本総領事館特別調査班　　上海　　（月）

　　　　22㎝

　　　　1（1～12）（日召14．9），2（1～5），3（1～12），4（1～5）（日召

　　　　1Z5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－151）

特需調査

　　　　通商産業省企業局賠償特需室　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　65（昭52・1）～69，90（昭54．4）～155（昭3Z12）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－88）

特需週報

　　　　経済審議庁調査部統計課　　東京　　統計協会　　（週）

　　　　26㎝

　　　　10（昭2Z10）～40（昭28．6）　　　　　　　　　　　（ZI－62）
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東京物価調（卸’売物価指数）

　　　　日本銀行調査局・　東京　　（月）

　　　　26cη

　　　　大正15．5～12月中，昭2・1，2，4～12月中，昭5．1月中～昭11．12月中，

　　　　昭12・1～5，5月中，昭15．1～12月中，昭14．1～10月中，昭15．1～5

　　　　月中，昭16．1～12月中，昭1Z1～12月中，昭18．1，4，6～12月中，

　　　　昭196月中，昭20．1～5，10，11月中　　　　　　　（ZL－52）

〔東京大学教養学部〕社会科学紀要

　　　社会科学紀要を見よ。

東京大学社会科学研究所紀要

　　　　社会科学研究を見よ

東京大学新聞研究所紀要

　　　　同研究所　　東京　　（年一1）

　　　　26cη～

　　　　1（昭27）～9（昭55）　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－84）

東京大学東洋文化研究所紀要

　　　　東洋文化研究所を見よ。

東京外国語大学論集

　　　　同大学　　東京　　26cm

　　　　1（昭26．11）～7，9（昭575）～　　　　　　　　　　（ZP－26）

〔東京学芸大学〕研究報告（地理学）

　　　同大学　　東京　　（年一1）

　　　26㎝

　　　8（昭52．1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－155）
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〔東京学芸大学〕研究報告（法学・経済学・社会学）

　　　　同大学　　東京　　（年一1）

　　　　26c沈

　　　　7（昭31・1）～12（昭56．2）　　　　　　　　　　　　（ZA－155）

　〔東京学芸大学〕研究報告（農学・工学・商学・家庭）

　　　　同大学　　東京　　（年一1）

　　　　26㎝

　　　　10（昭54・5）・11（昭55・2）　　　　　　　　　　　（ZA－153）

東京銀行月報、

　　　　同銀行　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1（1）（昭24・6）～14（12）（昭3712）～　　　　　 （ZF－42）

東京ゴム取引所凋報

　　　　同取引所　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　74（昭54．1）～121（昭5Z12）～

東京女子大学学会誌

　　　　同大学・東京　　21㎝

　　　　1（昭26．12）

東京女子大学論集

　　　　同大学学会　　東京　　（年一2）

　　　　21c加

　　　　1（1，2）（昭25・9），2（2，3），5（1，2），7（1，2），8（1，

　　　　2），9（1），10（1，2），11（1，2），12（1，2），13（1）

　　　　（昭5ス10）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－142）
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〔東京株式取引所〕調査彙報

　　　同取引所　　東京　　22c腕

　　　7（昭2．10）～9，12～19，22，26～42，45～47，51～57，

　　　59～66，70～93，95～118，122～149，151，152，158
　　　～187（昭18．6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－86）

東京株式取引所統計月報

　　　　同取引所　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　17（日召Z1）～51，52～72，85，88～114，116～119，125
　　　　～148，151～15ろ（昭18．6）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－55）

東京経大学会誌

　　　　東京経済大学　　東京　　21㎝

　　　　1（昭24．10）～21，24～28，51～33，36，57（昭3712）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－155）

〔東京経済大学図書館〕収書月報

　　　同図書館　　東京　　（月）

　　　26㎝

　　　1（10）（昭51・2），2（1～10），5（1～8），4（1～8），5（1～

　　　7），6（1～8），7（1～7），8（1～5）（昭5Z12）～

東京工業大学学報

　　　　同大学　　東京

　　　　Series　A　15（1，2）（昭23．5），1951（1），1952（1，2）

　　　　1955（1，2），1954（1），1955（1，2），1956（1，2），

　　　　1957（1～4），1959（1）（昭54．11）

東京小売物価動向

　　　　東京商工会議所　　東京　　（月）

　　　　26cm

　　　　昭56．9，12月，昭5Z1～6，8～12月～
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東京小売相場調

　　　　日本銀行調査局　　東京

　　　大正15．5～昭10．12月分，昭11．1～5，5～12月分，昭12．1～昭15

　　　　11月分・昭14・1～10月分・昭15・2，3，5，6月分，昭16．1～12月分

　　　昭1ス1～10，12月分，昭18．1～12月．分，昭191，2，7月分，昭20．

　　　　1～11月分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－54）

東京教育大学文学部紀要

　　　社会科学論集を見よ。

東京卸売物価動向

　　　東京商工会議所　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　昭54．5～12月，昭55．1～12月，昭56．1～12月，昭3Z1～7月，9～

　　　　12月～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－152）

東京、大阪、全都市消費者物価指数

　　　総理府統計局　　東京　　（月）

　　　26㎝

　　　昭25．4～12月分，昭24．1～12月分，昭25．1，2，4～12月分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－97）

東京市生活用品小売価格指数月報

　　　東京市役所　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　昭18．1～11月，昭191，2月　　　　　　　　　　　（ZL－55）

東京商工会議所所報

　　　同会議所　　東京　　21㎝

　　　昭151月，4月，7月，10月，昭14．4月，10月，昭15．5月，12月，昭

　　　　16．5月，12月，昭1Z5月，12月
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東京都内中小企業の景況

　　　　東京商工会議所，東京商工指導所　　東京　　（月）

　　　　42㎝

　　　　昭32．8月分～10月分，昭53．2～12月分，昭54．1～12月分，昭55．1～

　　　　12月分，昭56．1，5～6，10～12月分，昭3Z1～6，8～12月分～

〔「三大都市中小企業の景況」の改題〕

〔東京都〕民生局事業統計月報

　　　同局総務部調査課　　東京　　（月）

　　　26㎝

　　　昭34．2月分～9月分

東京都立大学図書館報

　　　　同大学附属図書館　　東京　　26α～1

　　　　1（1959・4～8月分）～6（（961・1～5月分）

東京都立商科短期大学論集

　　　　同大学　　東京　　26（湖

　　　　5（1）（昭54．3），6（1），7（1，2），8（1），9（1）（昭5Z

　　　　12）～

〔「経済学の進歩のために（東京都立商科短期大学研究報告）」の改題〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－141）

〔東京都〕労働局月報（雇用，失業指標）

　　　同局総務部調査課　　東京　　（月）

　　　26α沈

　　　昭54．2月分～12月分，昭55．1～12月分，昭56．1～12月分，昭5Z1～

　　　12月分（昭38．2）～　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－75）

〔東京都〕労働局季報

　　　同局総務部調査課　　東京　　（季）

　　　1（昭35．5）～4，6，7（昭5ス5）
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東京都世帯と人［コ

　　　　東京都総務局統計部　　東京　　26（加

　　　　昭54年3月1日現在

東南アジア資料速報

　　　　国立国会図書館　　東京　　（月一2）

　　　　1（1～8）（昭52・9），2（1～20），5（1～24），4（1～24）

　　　　（．昭55・12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－155）

東燃世界石油ニユース

　　　　東亜燃料工業株式会社企画室　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　8　2（‖召5　4．8　）～1　0　4（、日召5　7．　1　0）～　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZI－94　）

投資月報

　　　　日興証券株式会社調査部　　東京

　　　　26cη1

　　　　1（、2，4～12）（一昭25．2），2（1～7，9～12），3（、1，3～12）

　　　　4（、1～12），5（1～5，7～12），6（1～12），7（1～12），8

　　　　（1～8，10～12），9（1）～1三5（12）（、昭5712）～

　　　　　〔「投資時報」を統合〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－46）

投資時報

　　　　日興証券株式会社調査部　　東京　　（旬）

　　　　26㎝～

　　　　91（H召25．4）～385（日召55．9廃干廷）

　　　　　〔後，「投資月報」に統合〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZC－5）

都市問題

　　　　東京市政調査会　　東京　　（月）

　　　　22㎝

　　　　7（4）（昭510）
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都市労働者家計調査報告

　　　　労働省労働統計調査局　　東京　　55㎝

　　　　昭22年12月分～昭23年5月分

東　商

　　　　東京商工会議所　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　125（昭52・11）～186（昭5Z12）～　　　　　　（ZD－155）

図書館雑誌

　　　　日本図書館協会　　東京　　（月）

　　　　26cη

　　　　55（大正13・3）～271，275（56（10）），57（1～4，6），42

　　　　（、1，5，4），45（1～11），44（1）～56（12）（、昭3Z12）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－60）

富山大学紀要（経済学部論集）

　　　　富山大学経済学部　　富山　　26㎝

　　　　1（昭28．3）～9，11～14（n召34．5）（廃刊）　　　　（ZB－104）

東　洋

　　　　東洋協会　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　526（昭1Z12）・527（昭18・1）　　　　　　　　（ZA－61）

東洋貿易研究

　　　　大阪市経済局東亜課　　大阪　　（月一2）

　　　　21㎝

　　　　2（昭18．1）～25（昭191）
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東洋紡績経済研究所月報

　　　　同研究所　　大阪　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1（昭24・11）～114（昭3ス1）

　　　　〔「東洋紡績経済研究所報」と合併、後「東洋紡績経済研究所所報」と改題〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－122）

東洋紡績経済研究所報

　　　　同研究所　　大阪

　　　　1（昭24．10）～6（昭2Z1）

　　　　〔後、　「東洋紡績経済研究所月報」と合併〕　　　　　　　　　　（ZB－122）

東洋紡績経済研究所所報

　　　　同研究所　　大阪　　　（年一2）

　　　　26απ

　　　　1（昭5Z8）～

　　　　〔「東洋紡績経済研究所月報」の改題〕　　　　　　　　　　　　（ZB－122）

東洋文化

　　　　東京大学東洋文化研究所　　東京　　21cm

　　　　1（昭25．2）～5ろ／昭5Z5）～

　　　　〔「東洋文化研究」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZQ－12）

東洋文化

　　　　東洋文化学会　　東京　　無窮会　　（月）

　　　　21㎝’

　　　　1（大正151）～210（昭18．7）　　　　　　　　　　　（ZP－14）
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東洋文化研究

　　　　東京大学東洋文化研究所東洋学会　　東京　　21c勿

　　　　2（昭21．9）～11（昭24・5）

〔後、「東洋文化」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZQ－12）

東洋文化研究所紀要

　　　　東京大学同研究所　　東京　　21～26cm

　　　　1（昭18・12）～28（昭5Z5）～

〔第10冊～12冊：創立15周年記念論集，1，2，5，第25冊～28冊：創

立20周年記念論集・1・2・5・4〕　　　　　　　　　　（ZQ－17）

東洋学報

東洋協会学術調査部　　東京　　（年一4）

21～26cm
25（5，4）（昭13・5）・51（1）（昭22・2）　　　　　　　（ZQ－4）

東洋学研究

　　　　駒沢大学東洋学会　　東京　　21㎝

　　　　11〔復刊1〕（昭ろ0、10）

東洋経済新報

　　　　東洋経済新報社　　東京　　（週）

　　　　26αη

　　　　創刊号（明治28）～14，16～53，55～90，92～162，165～

　　　　195，195～401，404～800，810～855，855～920，

　　　　922～1051，1053～1064，1066～1076，1078～1519，
　　　　1542～1607，1661～1862，1864～1867，1869～
　　　　2056，2058～2065，2074～2104，2106～2122，
　　　　2125，2127～2154，2157～2171，2177，2178，
　　　　2190，2194～2654，2656～2977（昭56．1）（ZB－58）

一 248一



東洋経済統計月報

　　　　東洋経済新報社　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　5（5）（昭16．5）～4（12），5（1～5，5，11，12），7（1～9，

　　　　11・12）・8（1）～22（12）（昭5Z12）～　　　　（ZL－56）

東洋研究

　　　　大東文化大学東洋研究所　　東京　　26㎝

　　　　1（昭56．7）～3（昭ろZ3）～

東洋史研究

　　　　京都大学東洋史研究会　　京都　　（年一4）

　　　　21㎝

　　　　6（6）（昭1Z2），10（1，3～6），11（1～5／6），12（1～6）

　　　　15（1～6），14（1～4），16（1）～21（4）（昭58．5）～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZQ－15）

通産時報

　　　　通商産業省大臣官房総務課　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　4・（7～12）（昭24．7），5（1～5）（昭25・5）　　　　　（ZD－107）

通産統計月報

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京　　日刊工業新聞社　　（月）

　　　　26cm

　　　　5（．1）（日召25．1）～5（、12）　，6（、1　，2），7（1　，5～12），9（、1）

　　　　～15（12）（昭5ス12）～

　　　　　〔「商工統計月報」の改題にして、16巻4号（昭58．5）以後更に「通産統計」と

　　　　改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－95）
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通産統計速報　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　通商産業大臣官房調査統計部　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　3（9）（昭299月分）～5（7）（昭31’7月分）（終刊）

　　　　　〔以後「生産統計速報」及び「出荷・在庫統計速報」に統合〕　　（ZL－116）

通商調査月報

　　　　通商産業省通商調査課　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　87（昭53・10）～116（昭577）～　　　　　　　　　　　（ZD－156）

通商彙報

　　　　大阪商方院　　大阪

　　　　365（昭12）～454（昭18）　　　　　　　　　　　　　（ZD－91）

通商産業研究

　　　　通商産業大臣官房調査課　　東京　　通商産業研究社　　（月）

　　　　21㎝

　　　　67（、、昭55．9），69～74，77～80，81，85～87，91，95～

　　　　109（昭3Z12）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB～194）

〔通商産業省〕調査報告

　　　　通商産業大臣官房調査統計部調査課　　東京

　　　　1（昭25．12），5～8，14～24，26～50，52～45，47～69，

　　　　71（昭26．11）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－109）

通商産業省所管に係る商品取引所月報

　　　　同省企業局商務課　　東京　　（月）

　　　　36㎝

　　　　昭54年度（昭54．4），昭55年度，昭56年度，昭37年度（昭58・5）～
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通　訊

　　　　上海日本総領事館特別調査班　　上海　　19㎝

　　　　1（1～12）（昭15・9）・2（1～29）・5（1～19）・4（1～15），

　　　　5（1～5）（昭192）　　　　　　　　　　　　　　（ZN－17）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　u

海を越えて

　　　　日本拓殖協会　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（8）（昭15．12），2（1，15，4，7～10，12），4（、1）～6

　　　　（12）（昭18・12）　　　　　　　　　　　　　　　　（ZO－8）

運輸調査月報

　　　　運輸省大臣官房統計調査課　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1（．1～9）（．昭54，4），2（．1～12），3（．1～12），4（1，2）

　　　　（昭3プ5）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Z（←－20）

運輸月報

　　　　運輸大臣官房企画課　　東京　　（月）

　　　　26cm

　　　　4（、2～7　，　1　0　）　（日召2　Z　5　）

　　　　〔後「運輸統計季報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－155）

運輸統計季報

　　　　運輸省大臣官房統計調査部　　東京　　（季）

　　　　26㎝

　　　　5（1　，3）（．日召291），6（2，4），7（2～4），8（1）～15（．4）

　　　　（昭38．5）～

　　　　〔「運輸月報」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－155）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－251一



宇都宮大学農学部学術報告

　　　　同学部　　宇都宮　　25㎝

　　　　1（5）（昭2Z3）～4（5）（昭55・12）・特輯号1（昭29）

〔「宇都宮高等農林学校学術報告」の改題〕

宇都宮高等農林学校学術報告（第2輯：農林経済）

　　　　同学校　　宇都宮　　25cm
　　　　3（1）（昭18．5）
　　　　〔「宇都宮大学農学部学術報告」と改題〕

宇都宮商工会議所月報

　　　　同会議所　　宇都宮　　（月）

　　　　28（昭7）～335（昭16）　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZD－95）

w
早稲田政治経済学雑誌

　　　　早稲田大学政治経済学会　　東京　　（年一6）

　　　　21c筏

　　　　87（昭18・4）～91，100～178（日召5Z12）～　　　　　（ZB－45）

早稲田商学

　　　　早稲田大学商学同攻会　　東京　　（年一6）

　　　　21㎝

　　　　16（、1）（日召15．4），17（1～5），61（18（1））～65／66，71

　　　　～164／165（昭5Z10）～　　　　　　　　　　　　　（ZD－94）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y

山口大学経済研究所報

　　　　同研究所　　山口　　25cm

　　　　1（1）（昭26．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－142）
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山口経済学雑誌

　　　　山口大学経済学会　　山口　　（年一6）

　　　　21c加

　　　　1（3）（昭26．3），2（1・2，4）・3（1～4），4（1～12），5（1

　　　　～12），6（1～8），7（1～12），8（、1～6），9（1）～12（、6），

　　　　13（1，2）（．日召5Z7）～

　　　　〔「山口商学雑誌」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－59）

山口商学雑誌

　　　　山口高等商業学校商学会　　山口　　（年一4）

　　　　21cm

　　　　14（1～4）（昭18．3），16（1／2），17（1）（昭21．10）

　　　　〔後、「山口経済学雑誌」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　（ZB－59）

柳沢統計研究所報

　　　　同研究所　　東京　　（年一2）

　　　　21cm

　　　　41（昭12・12）～52（昭18．12）　　　　　　　　　（ZL－57）

〔安田銀行〕調査時報

　　　　同銀行調査部　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　155（昭15．5），154，136～177（昭191）　　　（ZB－60）

横浜貿易

　　　　横浜貿易協会　　横浜　　（月）

　　　　26㎝

　　　　81（、日召33ア）～83（降召54．4）
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横浜大学論叢

　　　　横浜市立大学学術研究会　　横浜　　21c沈

　　　　1（1／2／5合併号）（昭2411），2（1～4）・3（1～6）・4（1～5），

　　　　5（1～6），6（1～5）（昭50．3）別冊：前田幸太郎先生記念論文集・人文科

　　　　学系列：8（1～3）（昭51．12～昭52・5）社会科学系列：7（1～3）（昭

　　　　51・1）・8（1～4）・9（1～4），10（1～4）（昭54．5），自然科学系

　　　　列：8（1，2）（昭32・2，6）

〔後「横浜市立大学論叢」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－151）

横浜経済研究所時報

　　　　横浜市立経済専門学校　　横浜　　21㎝

　　　　40（昭22．4）～44／45（昭24．9）

〔「経済と貿易」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－111）

横浜生糸取引所月報

　　　　同取引所　　横浜　　（月）

　　　　25㎝

　　　　82（昭54・1月度）～129（昭5Z12月度）～

横浜国立大学経済学部紀要

　　　　周学部　　横浜　　26cm

　　　　1（昭2ス8）～5（昭50．5）

横浜市立大学論叢

　　　　同大学学術研究会　　横浜　　21㎝

　　　　11（1～4）（．昼召54．10），12（、1）～15（4），14（1）（」昭5Z11）
　　　　～

　　　　〔「横浜大学論叢」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－151）

〔横浜市立経済専門学校〕研究論集

　　　同学校　　横浜　　　（不定期）

　　　21㎝

　　　24（昭16）～29，31午36（昭24・1）　　　　　　　（ZB－28）

　　　　　　　　　　　　　　　　　－254一



横浜商業会議所月報

　　　　同会議所　　横浜

　　　　イ95（大正2．1）～200（大正2．6）

羊毛時報

　　　　日本羊毛紡績会　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　昭52・9～24号，昭5き．1～24号，昭54．1～15号，昭55．1～15号，昭

　　　　56・1・2号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZH－58）

羊毛統計

　　　　日本羊毛紡績会　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　昭52・9～24号，昭53．1～24号，昭34．1～4号，昭34．1月度～昭55．11

　　　　月度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZL－136）

予　算

　　　　大蔵財務協会　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　7（．1～8，12）（昭5t5），8（、1～4）（昭52．7）

揚子江

　　　　揚子江社　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1（1～5）（昭13．9），2（1，7，8），3（5，5～11），4（1）～5

　　　　（．12），77（．昭20．12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－62）

唯物論研究

　　　　唯物論研究所　　東京　　21㎝

　　　　1（昭22．10）～6（昭24．10）

　　　　〔唯物論研究所は民主主義科学者協会に合流〕　　　　　　　　　　（ZP－19）
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唯物史観

　　　　河出書房　　東京　　25απ

　　　　1（昭22・11）～3（昭25・9）　　　　　　　　　　　　（ZP－24）

郵政職員生計調査月報

　　　　郵政大臣官房人事部給与課　　東京　　（月）

　　　　25c仇

　　　　貼54．1月分～昭56．9月分，11月分～昭5ス12月分～　　　（ZK－74）

郵政統計月報

　　　　郵政省経理局統計課　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　5ろ（、日召2Z5）～58，41～50，51～96，101～155，155～

　　　　142，144～157（昭5Z12）～　　　　　　　　　　　　（ZL－106）

融資及び保証状況

　　　　日本輸出入銀行を見よ。

輸出保険業務月報

　　　　通商産業省通商局輸出振興部輸出保険課　　東京　　（月）

　　　　25～55㎝

　　　　昭54．1月分～昭5Z12月分～

輸出莫大小彙報

　　　　日本輸出莫大小工業組合聯合会　　大阪　　（月）

　　　　25㎝

　　　　151（昭91）～154，175，175～190，192～202，204～
　　　　207，216～258，246（昭18．7）

輸出繊維雑品

　　　　日本繊維品貿易振興株式会社　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　2（4）（昭15・4）～5（4）（昭18・4終刊）　　　　　　（ZD－96）
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　　　　　　　　　　　　　　Z

財界観測

　　　野村証券調査部　　東京　　　（月一2）

　　　21㎝

　　　11（1～12）（昭11．1），12（1～10，12），13（11，12），

　　　14（1，6～12），15（1～12），16（1～3，5～12），17（．1～

　　　5，5～12），18（1～8，10～12），19（2～11，15），20（1

　　　～5，7，9，10，12）（昭20・6）復刊1（1）（昭25・1）～2（1，5）

　　　～17（3，5）～26（12）（、昭5Z12）～

　　　〔「財界研究」の改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－61）

財界研究

　　　野村証券調査部　　東京　　（月）

　　　21㎝
　　　1（1）（大正15．6）～10（12）（昭10．12）

　　　〔後、　「財界観測」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZB－61）

財政
　　　大蔵財務協会　　東京　　（月）

　　　21㎝
　　　8（1～12）（昭18・1），9（1～7，11，12）・10（1～5，6），

　　　11（2，5，11），12（．1）～24（15）（昭34．12）　　（ZC－5）

財政経済

　　　大蔵省理財局　　東京　　（月）

　　　21㎝
　　　1（1）（昭22．2）～2（12），5（1，2），4（2～8）（昭25，8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZC－4）
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財政経済統計月報

　　　　大蔵省理財局　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1（、昭21．7）～5（昭22．2）　　　　　　　　　　　　　（ZI」－124）

財政金融統計月報

　　　　大蔵省大臣官房調査課　　東京　　（月）

　　　　2・5c勿

　　　　創刊号（昭24．8）～134（昭5z12）～　　　　　　　（ZL－107）

財政と専売

　　　　大蔵省専売局　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　5（．日況23．6），4，8～15，19（日召25．2）

雑誌文献目録

　　　　神戸大学経済経営研究所　　神戸　　26㎝

　　　　1954年7月～1958年12月　　　　　　　　　　　　（ZA－132）

雑誌記事索引（人文科学篇）

　　　　国立国会図書館　　東京　　（月）

　　　　26αη

　　　　〔1（、9，10，11）〕（日召2i5．9），2（．1）～5（12），6（1）～7

　　　　（4），8（．1，2），9（1）～15（4），14（1，2），15（8～10）

　　　　（昭5Z10）～

　　　　〔1巻～5巻，15巻以後は月刊，6巻～14巻は季刊〕　　　（ZA－101）

雑誌記事索引（自然科学篇）

　　　　国立国会図書館　　東京　　（月）

　　　　26㎝

　　　　1（1）（、‖召25．1）～5（、12），4（．1）～5（4），6（1，2），7（1）

　　　　～11（4），12（1～5）（昭36．5）～

　　　　〔1巻～5巻，12巻以後は月刊，4巻～11巻は季刊〕　　　（ZA－101）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－258一



雑誌記事索引

　　　　日本貿易研究所　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　3（昭1Z10）～13（昭191）　　　　　　　　　　（ZA－65）

全調聯彙報

　　　　全国経済調査機関聯合会　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　1（昭26．6）～180（昭56．6）　　　　　　　　　　　（ZB－85）

全調聯彙報別冊

　　　　全国経済凋査機関聯合会　　東京　　　（月）

　　　　21cm

　　　　18（大正15）～29・31～102，104（昭12・7）　　　（ZA－4）

前　衛

　　　　日本共産党出版部　　東京　　（月）

　　　　21cη

　　　　1　（日召2　1．2　）～5　，5～9　，　1　2～24　，　16　5～1　82　，　1　85～1　94　，

　　　　196～205（昭5ス12）～　　　　　　　　　　　　　（ZK－24）

全銀連調査時報

　　　　全国銀行従業員組合連合会調査部　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　8（昭24．12），9，11～13，15，19～68（昭31．7）

　　　　　〔後「銀行労働調査時報」と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－47）

全科技聯科学技術蒐録（第7部）

　　　　全日本科学技術団体聯合会　　東京　　25㎝

　　　　2（昭18・5）～22（昭195）　　　　　　　　　　　　（ZS－4）
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全国菓子協会会報

　　　　同会　　東京　　25㎝

　　　　18（昭ろ1・6）～25（昭54・8）　　　　　　　　　　　（ZL－165）

〔全国経済調査機関聯合会〕調査及資料彙報

　　　　同会　　東京　　（月）

　　　　22㎝

　　　　66（大正15・5）～215，235，255，278～285／286，289／

　　　　292（昭20．5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZA－4）

全国金融統制会報

　　　　同会調査部　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　」（1，2）（昭1ス8），2（1）～4（6），5（2），6（1）（昭20．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZF－26）

全国金融統制会統計週報

　　　　同会　　東京　　（週）

　　　　25㎝

　　　　6，（昭179）～119・122・123（昭20・2）　　　　　（ZL－58）

〔全日本海員組合〕調査資料

　　　　同組合調査部　　東京　　（月）

　　　　25㎝

　　　　86（昭54．1）～153（昭5ス12）～　　　　　　　　　（ZK－75）

〔全日本産業別労働組合会議〕調査資料

　　　　同会議　　東京　　（週）

　　　　26㎝

　　　　57／58（昭25・6）～157（昭25・8）

　　　　〔「全日本産業別労働組合会議週刊情報」の改題にして後更に「産別会議調査旬報」

　　　　と改題〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－45）
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〔全日本産業別労働組合会議〕週刊情報

　　　　同会議　　東京　　（週）

　　　　26㎝

　　　　25／24（昭22・10）～55／56（昭25．5）

　　　　〔後「全日本産業別労働組合会議調査資料」と改題〕　　　　　　　（ZK－43）

前　進

　　　　板垣書店　　東京　　（月）

　　　　21㎝

　　　　1（昭22・8），2，5，6，11，14，15・17～38（昭25．9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ZK－26）

増加図書月報

　　　　神戸大学図書館六甲分館　　神戸　　（月）

　　　　25㎝

　　　　64（昭50．7），66，78～141，145，144（昭3712）～
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