
KO933小作制度・問題に関する調査・研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO43］
地主ト小作人／農商務省農務局［編］

　　　東京：産業組合中央會，1909。12

　　　12，335p；26cm

　　　118128250S　　Tsuchiya＊＊lll＊751＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0044］
地主ト小作人

　　　［高松］：香川三農會，1914．10

　　　2，108p；23cm

　　　118156540V　　　Tsuchiya＊＊ll＊2281＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO45］
地主と産業組合／農商務省農務局［編］

　　　［東京］：農商務省農務局，1908．3

　　　2，1，60p；22cm

　　　118156601T　　　Tsuchiya＊＊ll＊2347＊＊

　　　118156602U　　　Tsuchiya＊＊ll＊2347＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO46］
地主拉小作人二關スル資料／内務省地方局編

　　　東京：内務省地方局，1919．9

　　　7，182p；19cm

　　　118127786＋，　　Tsuchiya＊＊lll＊187＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0047］
地主ノ個人的施設事例

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［19一］

　　　61丁；25cm
　　　謄写版

　　　118156325W　　　Tsu（：hiya＊＊1曜＊2098＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO48］
地主ノ施設奨励事業調／千葉県内務部［編］

　　　［千葉］：千葉県内務部，1921．6

　　　9丁；25cm
　　　謄写版

　　　118156323u　　　Tsu｛：hlya＊＊II＊2088＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0049］
地主ノ農事二關スル施設事例／農商務省農務局［編］

　　　東京二農商務省農務局，1916．6

　　　15，420p；27cm
　　　（農務彙纂／農商務省農務局；第59）

　　　118128251T　　　Tsuchiya＊＊lll＊752＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0050］
川南俵田明細鑑／柏倉亮吉，山崎吉雄編

　　　［山形］：農政調査会，1956．3

　　　2冊；25cm
　　　（本間家所蔵資料集；．土地集積の過程；第2集，第3集）

　　　118108844z　Tsuc卜iya＊＊IV＊2378＊＊2／下

　　　118108846．　Tsuchiya＊＊IV＊2378＊＊3／下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0051］
川北俵田明細鑑／柏倉亮吉，山崎吉雄編

　　　［山形］：農政調査会，1956．3

　　　2冊；25cm
　　　（本間家所蔵資料集；．土地集積の過程；第2集，第3集）

　　　118108843Y　Tsuchiya＊＊IV＊2378＊＊2／上
　　　118108845－　Tsuchiya＊＊IV＊2378＊＊3／上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO52］
大正十年十一月十八日三十農第一〇八〇五號照會ノ調査書／
宮城縣［編］

　　　［仙台］：宮城縣，［1921］

　　　13p；26cm
　　　内容：宮城県下小作事情に関する照会と回答
　　　200字詰原稿用紙にペン書き

　　　118156774／　　　Tsuchiya＊＊ll＊2508＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0053］
垂溝二丁ケル小作問題二闘スル資料／壼濁総督府殖産局［編］

　　　丁丁：豪滞総督府殖産局，1930．3

　　　280，36p；22cm
　　　（殖産局出版；第564號）

　　　118156593＄　　　Tsuchiya＊＊ll＊2308＊＊

　　　118156594／　　　Tsuchiya＊＊ll＊2308＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO54］
田畑貸地帳

　　　［中野村］：［山田仙蔵］，［1870］

　　　1冊；25cm
　　　表紙：明治三庚午年十一月，中野村名主山田仙蔵

　　　毛筆書き
　　　袋綴
　　　118127816ZI　T・・chiya＊＊lll・226＊＊

東北鴻大學農籾正直第六闘小作麗一覧1號懸

學農科大學［編］

　　　［札幌］：東北帝國大學農科大學，1912．10

　　　6，118p；27cm

　　　118107225R　　　Tsuchiya＊＊lV＊757＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0056］
長野縣二野テ最近特二推移セル小作事情／長野縣内務部編

　　　［長野］：長野縣内務部，1929

　　　4，117p；23cm

　　　118156748＋　　　Tsuchiya＊＊lI＊2472＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO57］
新潟県二等ケル小作農民ノ現状／日本銀行調査局［編］

　　　［東京］：日本銀行調査局，［1922］

　　　49p；23cm
　　　大澤書記調査

　　　118156733Z　　　Tsu（：hiya＊＊lI＊2458＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0058］
日本家族制度と小作制度／有賀喜左衛門著

　　　東京：河出書房，1943．12
　　　3，732，3，33p，図版1枚；21cm
　　　（社會學研究叢書／日佛社會學会編）

　　　118108943Z　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊2478＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0059］
日本小作制度論：日本に於ける小作制度の本質究明／木村
荘之助著

　　　東京：叢文閣，1936．9－

　　　1冊；23cm

　　　118127795＋　Tsuchiya＊＊川＊195＊＊上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0060］
農家生活及地主負楯二關スル調査／農林省農務局［編】

　　　［東京］：農林省農務局，1933．2

　　　176p；23cm

　　　118107909－　　　Tsuchiya＊＊IV＊1456＊＊
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KO94：農民運動・小作争議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO61］
農業団体調：昭和3年12月現在／福岡縣農務課小作係

　　　福岡：福岡縣農務課小作係，1929．1

　　　1冊・27cm
　　　　　り
　　　「地主小作人組合調」を合綴

　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118107634V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1189＊＊

農業劣働と小作制／河田嗣郎著

　　　東京：岩波書店，1922。12

410p；20cm

118107808Y Tsuchiya＊＊IV＊1369＊＊

［KO93－0062］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO63】
農村社會問題：地主と小作人／天野藤男著．一訂正5版

　　　東京：二松堂　1921．3
　　　　　　　　　ツ
　　　3，14，297p；19cm

　　　118130320J　　　Tsuchiya＊＊lll＊2624＊＊

農民生活と小作問題／中澤辮次郎著

　　　東京：巖松堂書店，1924．5

　　　、亀7，389p；23cm

　　　1ユ8ユ07254T　　　Tsuc捕ya＊＊IV＊785＊＊

［KO93・一〇〇64］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO65］
福井縣ノ奮藩制ト明治新制ノ小作関係／福井縣内務部［編］

　　　［福井］：［福井縣内務部］，［1926］

　　　10丁・27cm　　　　　　フ
　　　標題紙に「大正15年3月編小作資料ノ2」とあり
　　　謄写印刷
　　　袋綴

　　　118i56773＄　　　Tsuchiya＊＊ll＊2507＊＊

葡萄園の小作事情

　　　［甲府］：山梨縣内務部，［1930．3］

　　　．2津9p；22cm
　　　附：孚議調停事例

　　　緒言：昭和5年3月

　　　118156308X　　　Tsuchiya＊＊凹＊2080＊＊

華果園小作事情

　　　青森：青森縣経済部，1936．3

　　　3，234p；23cm
　　　調査輯録：石井清吉

　　　換謄写

　　　118106542S　　　Tsuchiya＊＊IV＊171＊＊

［KO93－OO66］

［KO93－0067］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛KO93－0068］
北海道の小作事情／北海道臆産業部｛編】

　　　［札幌］：北海道廃産業部，1931一

　　　冊；22－27cm
　　　昭和5年版の発行者は北海道鷹産業課農務課

　　　118156737＄　Tsuchiya＊＊ll＊2466＊＊昭和5

　　　118156738／　Tsuchlya＊＊ll＊2466＊A＊昭和5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0069］
北海道ノ小作事情：費買地債、収穫高、小作料、公課金、肥
料種子代二就イテノ調査／北海道臆経濟部

　　　［札幌］：北海道棚経軸部，1939

　　　30p；27cm
　　　其ノ2：自明治四十三年賦昭和十三年

　　　118156739＋　　　Tsuchiya＊＊ll＊2466＊＊2

北海道の作況と小作事情／松村勝治郎［著］

　　　［東京］：協調會，［19一］

　　　6p；22cm
　　　118107573X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1120＊＊

［KO93－0070］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0071］
南毛利村大字戸室小作條規

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，1900

　　　1綴；24cm
　　　巻頭：戸室第1號
　　　巻末：明治33年1月28日神奈川縣愛甲郡南毛利村戸室農
　　　和装，袋綴，活字

　　　118156495／　　　Tsuchiya＊＊ll＊2240率＊

明治時代の小作事情／土屋喬雄［著］

　　　［東京］：［亡者農會］，［1937．5］

　　　44p；22cm
　　　（帝國農會報；第27巻第6號別刷）
　　　出版年は巻末（p44）の記述による

　　　118129950－　　　Tsuchiya＊＊1置1＊2347＊＊

［KO93－OO72］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0073］
余土村之農政産業組合の小作管理／余土村産業組合編墓．一

第7版
　　　余土村（愛媛縣）：余土村産業組合，1925．12

　　　2，2，2，1，4，81，11p，図版1枚；19cm
　　　平田外助閣下題字，山崎延吉等序
　　　余土村産業組合藏版

　　　118128134T　　　Tsuchlya＊＊lll＊633＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0074］
萬覚帳／柏倉亮吉，山崎吉雄編

　　　［山形］：農政調査会，1957．2

　　　2冊；25cm
　　　（本間家所蔵資料集；．土地集積の過程；第1集）

　　　上巻：自宝暦2年至慶応2年
　　　下巻＝自明治元年至昭和20年

　　　118108841w　Tsuchiya＊＊lv＊2378＊＊1／上

　　　t18108842x　Tsuchiya＊＊IV＊2378＊＊1／下

KO94＝農民運動・小作争議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－OOO　1］
上ケ原小作孚議経過報告／羽原正一編

　　　瓦木村（兵庫県）：全國農民組合兵庫縣組合會上ケ原支部，

　　　1937．6

　　　14丁；25cm
　　　謄写印刷，袋綴

　　　118127796Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊196＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－OOO2］
大阪府三島郡山田村二於ケル小作人ノ政治的進出

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，［1928］

　　　1冊；24cm
　　　「財団法人協調会」名入罫紙にペン書きの書写資料

　　　「大阪府三島郡山田村小作争議その1－3」を合綴

　　　発行年は文中より

　　　118107389　　　　Tsuchiya＊＊IV＊917＊＊
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KO943農民運動・小作争議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－OOO3］
大原野村二於ケル小作事議概要／京都府内務部［編］

　　　［京都］：京都府内務部，1929．3

　　　2，120P；23cm
　　　註記爲

　　　118107577．　　Tsuchiya＊＊IV＊1128＊＊

御聞済小作人事件／アライきく［著］

　　　世良田村（鮮馬県）：［出版者不明］　　　　　　　　　　　　　　　　1906．2

1枚；17×48cm（折りたたみ17×13cm）
謄写版

118156577・←　　Tsuchiya＊＊ll＊2315＊＊

香川縣農民運動の史的考察／［野村岩夫著］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，1928．9

　　　2冊：地図；24c血
　　　謄写印刷，和装，袋綴

　　　118128252U　　　Tsuchiya＊＊lll＊753＊＊1

　　　118128253V　　　Tsuchiya＊＊111＊753＊＊2

各府県二二ケル農業団体調／協調會農村課

　　　［東京］：協調會農村課，［1924］

　　　1冊；27cm
　　　（農村問題資料；．第7輯）

　　　第一頁：大正13年12月現在
　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118107631S　　　Tsuchiya＊＊IV＊1186＊＊

［KO94－OOO4］

［KO94－0005］

［KO94－OOO6］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－OOO7］
北蒲原郡水原方面小作群議概況／吉川正作［報告］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1925］

　　　12P；23cm
　　　出版年はp7による

　　　118153474Y　　　Tsuc卜iya＊＊ll＊2483＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0008］
近代日本農民運動発達史／木村靖二著．一一改訂新版

　　　東京：白揚社，1931．12

　　　8，365p；19cm
　　　（日本農民運動史；上）

　　　118128065甘　　　Tsuchiya＊＊川＊489＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0009］
岐阜縣別霜ケル大正十四年度主ナル小作事議経過ノ概要：大
正十五年五月一日現在／岐阜縣農會［編］

　　　［岐阜］：岐阜県農會，1926．5

　　　1冊・24cm
　　　　　り
　　　謄写印刷，和綴本

　　　118107387－　　　Tsuchiya＊＊IV＊915＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－OOIO］

熊本縣郡築島作事議の眞相／花岡伊之作著

　　　熊本：稲本報徳舎，1924．6

　　　24，194p；23cm
　　　附録：郡言詮に於ける米作一反歩の収支計算表ほか

　　　118107308T　　　Tsuchiya＊＊IV＊837＊＊

郡築小作孚議の眞相／園田末起［編］

　　　郡築村（熊本県）：園田末起，1924．3

　　　30p；19cm
　　　118107306R　Tsuchiya＊＊IV＊835＊＊上

［KO94－0011］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0012］
耕地整理地に於ける水原郷小作孚議眞相

　　　水原町（新潟県）：全國農民組合新潟縣聯合會水原出張所，

　　　1937．3

　　　24p；23cm
　　　118107563W　　　Tsuchiya＊＊IV＊1109＊＊

小作關係判決彙集／阿川生［編］

［出版地不明］

362p；26cm
謄写印刷

118156511T

：［出版者不明］，［1937序］

　Tsuchlya＊＊ll＊2255＊＊

小作争議及調停事例／農林省農務局［編］

［東京］：農林省農務局，［1930．12凡例］。

冊；22cm
「昭和4年」は出版者の表記なし

118128076Y
118128077Z
118128078－

118128079．

［KO94－0013］

［KO94－OO　14］

Tsuchiya＊＊Ill＊511＊＊昭和8

Tsuchiya＊＊lll＊511＊＊昭和4

Tsuchiya＊＊lll＊511＊＊昭和5

Tsuchiya＊＊III＊511＊＊昭和7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0015］
小作審議解決二関スル調査：大正十三年度／協調會農村課
［編］

　　　［東京］：協調會農村課，1925

　　　1冊；27cm
　　　（農村問題資料；第10輯）

　　　袋綴，謄写印刷

　　　1181567770　　　Tsuchiya＊＊ll＊2512＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－OO16］
小作争議資料

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，［1929］

　　　1冊；24cm
　　　「財団法人協調会」の名入罫紙にペン書きの書写資料

　　　本文中に「昭和4年」の記述あり

　　　118107388．　　　Tsuchiya＊＊IV＊916＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－OO17］
小作孚議地溜其隣接地二院ケル小作料並土地費買債格ノ変動
二関スル調査

　　　［東京］：帝國農會調査部，1927．4

　　　36丁；27cm
　　　大正15年5月以降昭和元年12月迄の回答の取纏め
　　　謄写印刷
　　　和装，袋綴

　　　118108215R　　　Tsuchiya＊＊IV＊1735＊＊

　　　1181577591　　　Tsuchiya＊＊IV＊1735＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－OO18］
小作争議地に於ける農村事情／協調会農村課［編］

　　　東京：協調会，1934．10

　　　173p；22cm
　　　118156763　　　　Tsuchiya＊＊ll＊2491＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0019］
小作争議地に於ける農村事情の変化／協調会農村課［編］

　　　東京：協調会，1928

　　　155p：22cm
　　　118156747／　　　Tsuchiya＊＊II＊2471＊＊
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KO94：農民運動・小作争議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－OO20］
小作孚議・調停及地主小作人組合の概要

　　　［東京］：農林省農務局，［193一］一

　　　冊・；23cm

　　　118156507Y　Tsuchiya＊＊II＊2253＊＊昭和8
　　　118156508z　Tsuchiya＊＊II＊2253＊＊昭和13
　　　118156509－　Tsuchiya＊＊ll＊2253＊＊昭和14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0021］
小作争議ノ沿革及現況／岡山縣内務部［編］

　　　岡山：岡山縣内務部，1924．10

　　　143，82p；23cm
　　　附録：自大正八年至大正十三年五月小作争議表ほか

　　　118108224R，　　　Tsuchiya＊＊量V＊1742＊＊

小作孚議の概要

　　　［東京］：農林省農務局，1931．1

　　　41p；23cm

［KO94－OO22］

附録：昭和5年小作争議一覧表，同年申立小作調停事件一覧

表，昭和5年末地主小作人組合一覧表

118107319V　　　Tsudliya＊＊IV＊847＊＊

小作騒動に関する史料集／農政調査会編

　　　東京：農政調査会，1954．3

　　　1240p；25cm
　　　徳川中期以降分
　　　謄写版

　　　118128306U　　　Tsuchiya＊＊川＊824＊＊

小作訴訟判決書

　　　［出版地不明］

　　　44p；23cm

　　　118128011N
　　　1181280120

北蒲原郡協和會，1926．4

Tsuchiya＊＊lll＊415＊＊

Tsuchiya＊＊腫ll＊415＊A＊

小作訴訟判決書

　　　［新潟］：新潟縣農事懇和會，1926．4

51p；23cm

118156500R Tsuchiya＊＊昌1＊2244＊＊

小作調停事件表：大正十三年／福岡縣［著］

　　　［福岡］：［福岡縣］，［1925］

　　　1枚；27×20cm
　　　「福岡県」の名入罫紙にペン書きの書写資料

　　　備考欄に「14年解決」とあり

　　　118156645．　　　Tsuchiya＊＊ll＊2379＊＊

［KO94－0023］

［KO94－0024］

［KO94－OO25］

［KO94－OO26］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0027］
小作調停成績蚊二参考資料／青森縣経済部産業統制課編

　　　青森県：青森縣経済部産業統制課，1935．1

　　　1冊；28cm
　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118156320R　　　Tsuchiya＊＊Il＊2085＊＊

小作調停年報／農林省農務晶晶

　　　東京：農林省農務局，1926．2－1927．3

　　　2冊；24cm

　　　118107495。　　　Tsuchiya＊＊IV＊1035＊＊1

　　　118107496．　　　Tsuchiya＊＊IV＊1035＊＊2

［KO94－0028］

小作年報／農林省農務局・農政局

3次（昭3．3）一4次

年（昭14）

東京：［農林省農務局］，

4次の発行年は昭和4年3月

請求記号3

所蔵年次3
所蔵巻次33；3－7，9，11－12

　　　　　　　　　　［KO94－OO29］

［昭4．3］）；昭和3年（昭3）一昭和14

　1928－1939

Tsuchiya＊＊ll＊2306＊＊

1928－1928；1928。1937

強戸村小作三園ノ實情／群馬県内務部［編］

　　　［前橋］：群馬縣内務部，1928．10

　　　5，216p；22cm

　　　118156754　　　　Tsuchiya＊＊lI＊2478＊＊

［KO94－0030］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0031］
最近に於ける岐阜縣下の小作事議／松村勝治郎［執筆】；協
調會農村課［編］

　　　東京：協調會，1928．3

　　　ユ2p；23cm
　　　著者：見返に「本稿は協調會農村課に干て行ひつつある農
　　　村事情に關する調査報告の一部にして本會職員松村勝治郎
　　　の執筆に係るものである」とあり

　　　118156745　　　　Tsuchiya＊＊畳1＊2470＊＊

　　　118156746＄　　　Tsuchiya＊＊墨1＊2470＊A＊

西條町小作孚議調停條件

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1928］

　　　12p；20cm
　　　出版年はp12による
　　　裁決書，希望條件，西国町昭和親農會々則

　　　118156756！　　　Tsuchiya＊＊II＊2481＊＊

［KO94－OO32］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0033］
諸外國狸寝ケル小作事議仲裁制度要綱／農商務省農務局編

　　　東京：農商務省農務局，1922．8

　　　2，67p；23cm
　　　（小作参考資料／農商務省農務局編）

　　　附録：勢働孚議仲裁制度

　　　118156752－　　　Tsuchiya＊＊ll＊2475＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0034］
大正十一，二，三年乙村黒川村伊藤太郎兵衛小作孚議事情

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1926］

　　　12p；22cm
　　　文末：「大正15年には…村内一般和平せり」
　　　新潟縣北蒲原郡二村，同黒川村

　　　118156757・←　　　Tsuchiya＊＊ll＊2482＊＊

地方別小作事議概要／農林省農務局［編］

特秘労

［KO94－OO35］

〔東：京］：農林省農務局，1925．1一

冊；23－27cm
謄写版

118156742z　Tsuchiya＊＊II＊2469＊＊大正15

118156743－　Tsuchiya＊＊II＊2469＊＊昭和7

118156744．　Tsuchiya＊＊II＊2469＊＊昭和9

［KO94－0036］

［大阪］：［大阪府］，［1928］

1冊；27cm
特秘話：第11997號，第12335號，第12859號，第13037
號，第13216號，第13547號，第14132號，第16096號，第
17116號，第24870號，第24895號，第25279號，第27043
號，第2169號の合綴
大阪府三島郡山田村山田下二於ケル小作争議関係
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KO94：農民運動・小作争議

　　　謄写版
　　　和装，袋綴

　　　118157055X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1763＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－OO37］
中條郷小作争議和解の顛末／新潟県内務部［編］

　　　新潟：新潟県内務部，1928．6

　　　134，23p；22cm
　　　附：小作調停二關スル諸統計表

　　　118156755＄　　　Tsuchiya＊＊ll＊2479＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0038］
新潟縣下二於ケル小作孚議ノ概観：［日本銀行］新潟支店調査

　　　［東京］：日本銀行調査局，1923．7

　　　4，104p；23cm
　　　（調活；241）

　　　目次：新潟県下二於ケル小作争議

　　　表紙：大正12年7月調査

　　　118107807x　Tsuchiya＊＊lv＊1368＊＊大正12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0039］
日本農民組合の運動方針／日本農民組合編

　　　東京：世界文化社，1947．12

　　　142p；18cm
　　　1180885974　　　Tsuchiya＊＊V＊1827＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－OO40］
農家食料は如何に保謹されたか／全国農民組合新潟縣聯合
會編

　　　東京：社会大衆党出版部，1935．8

　　　62，6p；19cm

　　　118107910S　　　Tsuchiya＊＊IV＊1457＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－OO41］

農業争議ノ沿革並現況

　　　［神戸］：兵庫県，1923．12

　　　109p；22cm
　　　118156749Z　　　Tsuchiya＊＊lI＊2473＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0042］

農業團艘調：新潟縣／新潟縣

　　　［東京］：協調會，［1928］

　　　1冊；27cm
　　　昭和3年10－12月末現在
　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118107632T　　　Tsudliya＊＊IV＊1187＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－OO43］

農業團髄ノ概況／警保局保安課

　　　［東京］：警保局保安課，1922．6

　　　19丁，図版8枚；26cm
　　　大正11年6月調
　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118107630R　　　Tsuchiya＊＊IV＊1185＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0044］
農村不況下二於ケル小作献血調停及組合ノ近情／農務局［作
成］

　　　［東京］：農務局，1934．7

　　　16p：28cm
　　　表紙：昭和9年7月作成
　　　謄写版
　　　袋綴じ

　　　118107881Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1426＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0045］
農民運動と高松事件／若林三郎著

　　　東京：長越謹話堂，1925．6
　　　［6］，4，285p；22cm

　　　118107328V　　　Tsuchiya＊＊IV＊854＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－OO46］

農民運動の現在及将来／小野武夫著

　　　東京：日本学術普及会，1925．5

　　　2，3，226p；19cm

　　　118：LO7985／　　　Tguchiya＊＊IV＊1518＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－OO47］
農民運動論／稲村順三，大森真一郎，岡田宗司共著

　　　東京：三元社，1949．1

　　　232p；19cm
　　　118087455＄　　　Tsuchiya＊＊V＊734＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0048］
農民組合運動の現勢／日本努働問題研究所編

　　　東京：日本劣働問題研究所，1934．5

　　　80p；19cm
　　　（農民運動資料；第1輯）

　　　118129183Y　　　Tsuchiya＊＊1醐＊1665＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－OO49］
農民に訴ふ／伊藤律著

　　　東京：日本共産蕪出版部，1946．4

　　　30p；18cm
　　　（人民解放叢書；第7輯）

　　　i18128213R　　　Tsuc卜iya＊＊Ill＊709＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0050］
農民の政治的地位／協調会農村課編

　　　東京：協調会農村課，［1923．12序］

　　　2，50p；23cm

　　　118156625z　　　Tsuchiya＊＊II＊2360＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0051］
農民医聖醒／織田又太郎著

　　　東京：裳華房，1903．1

　　　6，139p；23cm

　　　118128254W　　　Tsuchiya＊＊四1＊755＊＊

　　　118128255X　　　Tsuchiya＊＊lII＊755＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0052］
野並小作争議實状：大正九・十年度／小嶋腹稿

　　　天白村（愛知県）：［野並奨農會］，［1922］

　　　58p；24cm
　　　謄写版
　　　標題紙：「財團法人協調會」の名入罫紙にペン書き

　　　袋綴

　　　118129834．　　　Tsuchiya＊＊IV＊1765＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO94－OO53］
本縣二五ケル小作孚議調停ノ状況並二瀬遷／［三重縣内務
部編］

　　　［津］：三重県，1931．1

　　　53p；23cm
　　　118156758Z　　　Tsuchiya＊＊ll＊2484＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0054］
南安曇郡小倉開墾地の事議顛末／長野縣［編］

　　　［長野］：長野県，1931．9

　　　5，110p；23cm

　　　118107565Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊1112＊＊
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Kob53小作立法・協調施設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0055］
三養基郡基山村の小作争議

　　　［佐賀］：佐賀縣内務部，1928．9

　　　1冊；27cm
　　　標題紙未定稿

　　　118108245U　　　Tsuchiya＊＊IV＊1764＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0056］
明治初年の政治的農民一揆／田村榮太郎著

　　　東京＝文藝戦線出版部，1930．1

　　　2，2，140p；19cm
　　　（文藝戦線叢書；第3篇）

　　　118128258－　　　Tsuchiya＊＊lll＊759＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO94－0057］
毛里田村小作料査定事議ト組合運動ノ實情／群馬縣内務部
［編］

　　　［前橋］：群馬縣内務部，［1928．10緒言］

　　　4，116p；23cm
　　　換謄爲

　　　118156317x　　　Tsuchiya＊＊ll＊2084＊＊

　　　118156318Y　　Tsuchiya＊＊II＊2084＊B＊

　　　118156319Z　　　Tsuchiya＊＊II＊2084＊A＊

　　　　　KO95＝小作立法・協調施設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0001］
小作委員会と其の事業の概要／農林省農務局編

　　　東京：農林省農務局，1934

　　　375p；22cm
　　　118156760Z　　　Tsuchiya＊＊ll＊2486＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0002］
小作委員會の概要及其の成績事例／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1929．12

　　　3，145p；23cm

　　　118156554－　　　Tsuchiya＊＊II＊2293＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－OOO3］
小作條件の改善及び自作農創定事業の援充：東北地方振興
上農業制度及び農業金融の改善に関し特に施設を要する事項
（一）／［農業経済門田編］

　　　［東京］：農業経済学会，［1935文頭］

　　　46枚；28cm
　　　日本学術振興会東北振興考査委員会の諮問に対する答申書

　　　農業経済学会小委員会案
　　　謄写版

　　　118156337Z　　　Tsuchiya＊＊ll＊2100＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0004］
小作制度二巴スル各調査會ノ経過概要／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1926．6

　　　3，65p；26cm

　　　118156388＋　　　Tsuchiya＊＊ll＊2136＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－OOO5］
小作調査會総會議事録／小作調査会［編】

　　　［東京］：小作調査會，1926．10一

　　　冊；22cm
　　　そのノ3の編集・発行者：農林省農務局

　　　1i8156548＄　　　Tsuchiya＊＊ll＊2290＊＊2

　　　118156549／　　　Tsuchiya＊＊1畳＊2290＊＊3

　　　118156550W　　　Tsuchiya＊＊ll＊2290＊＊4

　　　118156551X　　　Tsuchiya＊＊ll＊2290＊A＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0006］
小作調停法二基ク小作契約

　　　［大阪］：［大阪地方裁判所］，1932．7

　　　38p；27cm
　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118156576／　　　Tsし」dliya＊＊ll＊2314＊＊績3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95日0007］
小作調停法二依リ定メタル調停條項ノ分類／［兵庫縣内務
部編］

　　　［神戸］：兵庫県，［1931．8凡例］

　　　2，2，105p；23cm

　　　118156761－　　　Tsuchiya＊＊ll＊2487＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0008】
小作二關スル建議請願／農務局

　　　［東京］：農務局，1920．11

　　　34丁；26cm
　　　謄写版

　　　118156342V　　　Tsuchiya＊＊ll＊2105＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－OOO9］
小作二閣スル法令／農林省農務局笠

　　　［東京］：農林省農務局　1931，2
　　　　　　　　　　　　　，
　　　150p；19cm
　　　118156502T　　　Tsuchiya＊＊ll＊2248＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0010］
小作法案私見／鎗居麺太郎著

　　　新潟：鎗居亀太郎　1926．8
　　　　　　　　　　　，
　　　32p；22cm
　　　118128009U　　　Tsuchiya＊＊lll＊413＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0011］
小作法案修正案

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［192一］

　　　22丁；24cm
　　　謄写印刷，袋綴

　　　第1條一第67條

　　　1181065371J　　　Tsuchiya＊＊IV＊165＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0012］
小作法案修正意見／農政團罷聯合會［編］

　　　東京：農政團腔聯合會，1931。2

　　　12p；26cm
　　　タイトルは文頭より
　　　出版事項は表紙より

　　　118156375．　　　Tsuchiya＊＊ll＊2129＊＊

　　　118156376　　　　Tsuchiya＊＊ll＊2129＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－OO13］
小作法案修正意見／大日本地主協同［述］

　　　［出版地不明］：大日本地主協會，1929．10

　　　1冊；27cm
　　　「甲州法人協調會」の名入罫紙にペン書き

　　　118156338－　　　Tsuchiya＊＊ll＊2101＊＊
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KO953小作立法・協調施設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0014］
小作法案修正意見

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，1926．7

　　　6，．7丁；24cm
　　　「小作法案修正意見」文末：大正十五年七月六日成案

　　　「小作法修正綱目：大正十五年三月／岐阜縣農事協會」と

　　　合綴
　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118156496＋　　　Tsuchiya＊＊ll＊2241＊＊

小作法運動報告書／新潟縣農政協會［編］

　　　［新潟］：新潟縣農政協會，1929－1931．5

　　　冊；23cm

　　　118156545一　丁suchiya＊＊ll＊2286＊＊3回

［KO95－OO　15】

［KO95－0016】

小作法修正案：新潟縣北蒲原郡地主會調査委員案

［出版地不明］

8丁；24cm
謄写版

118156302R

：［出版者不明］，［19一］

　Tsuc｝1iya＊＊ll＊2075＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0017］
小作法制面上規定スヘキ事項二關スル要綱／農林省農務局
［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1926．11

　　　2，23p；26cm
　　　118156384．　　　Tsuchiya＊＊ll＊2134＊＊

　　　118156385　　　　Tsuchiya＊＊ll＊2134＊A＊

小作法草案二二スル意見／佐々木武吉述

　　　［徳島］：［出版者不明］，［19一］

　　　1冊；27cm
　　　「徳島縣」の名入罫紙にカーボン複写

　　　118156336Y　　　Tsuchiya＊＊ll＊2099＊＊

［KO95－OO18］

［KO95－OO　19］

小作法草案二封スル意見ノ概要／農林省農務局［編】

　　　［東京］：農林省農務局，1928

　　　冊；22cm

　　　118156503U　　　Tsuchiya＊＊ll＊2249＊＊1

　　　118156504V　　　Tsuchiya＊＊ll＊2249＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－OO20］
小作法草案二面スル地主・小作人・其ノ他ノ意見／伊藤太郎
兵衛編

　　　黒川村（新潟県）＝北蒲原郡協和会，1928．7

　　　210p；23cm
　　　118107806W　　　Tsuchiya＊＊IV＊1367＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－OO21］
小作立法二対スル縣農園ノ意見

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，［製作年不明］

　　　冊；24cm
　　　「二二法人協調會」の名入罫紙にペン書きの書写資料

　　　118156492．　　　Tsuchiya＊＊ll＊2237＊＊1

　　　118156493　　　　Tsuchiya＊＊11＊2237＊＊2

　　　118156494＄　　　Tsuchiya＊＊Il＊2237＊＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0022】
諸外國二黒ケル小農地設定二關スル法律／農商務省農務局編

　　　東京：盤面農會，1921．3－1924．2

　　　2冊；22cm
　　　（小作参考資料／農商務省農務局編）

　　　第2巻の出版：農商務省農務局

　　　118128132R，　　Tsuchiya＊＊lll＊632＊＊2

　　　118128133S　　　Tsuchiya＊＊lll＊632＊A＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0023］
諸外國二於ケル自作農地二關スル法律／農林省農務局編

　　　東京：農林省農務局，1927．12一

　　　冊；22cm
　　　其ノ1の表紙：昭和2年11月
　　　其ノ2の発行者：帝國野牛

　　　118128130P　　　丁suchiya＊＊lll＊626＊＊1

自作農地法案／農林省立案

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1927］

　　　1綴；28cm
　　　表紙：昭和2年9月24日東京朝日所載
　　　巻頭：自作地法案

　　　謄写印刷
　　　袋綴

　　　118156501s　　　Tsuchiya＊＊ll＊2246＊＊

［KO95－OO24］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0025］
自作農地法案ノ審議経過概要／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局　1928．4－5
　　　　　　　　　　　　　，
　　　2冊；22cm
　　　附録：予算概要

　　　118128206T　　　Tsuchiya＊＊lll＊701＊＊

　　　118128207U　Tsuchiya＊＊lll＊701＊＊附録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0026］
地主小作人協調組合闘詩スル調査／福岡縣内務部［編］

　　　［福岡］：福岡縣内務部，1928．7

　　　32p；22cm
　　　118156506x　　　Tsuchiya＊＊ll＊2252＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0027］
地主小作人組合運動の概要／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1928．8

　　　4，101p；22cm

　　　118106539Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊167＊＊

地主小作人組合規約事例／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1926．5

　　　2，7，278p；22c血
　　　換謄写

　　　118106540q　　　Tsuchiya＊＊IV＊169＊＊

［KO95－OO28］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－OO29］
地主小作の親善協調に關する施設事例／兵庫縣産業部［編］

　　　［神戸］：兵庫縣産業部，1924，4

　　　80p；23cm

　　　118128005q　Tsuchiya＊＊lll＊408＊＊其の2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－OO30］
政府に於ける小作調査會の繧過：附小作法に關する参考資料
／帝國農政白歯

　　　［東京］：帝國農政協會，1927．4

　　　1，2，74p；19cm
　　　替謄写

　　　118156553z　　　Tsuchiya＊＊ll＊2292＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0031］
第九回地方小作官會議二二ケル協議事項二封スル答申要録／
農務省

　　　［東京］：農務省，［1935］

　　　784p；22cm

　　　118106441Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊84＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0032］
大日本地主協會小作法運動報告書／伊藤太郎兵衛［著］

　　　［新潟］：新潟縣農政協會，［1930．1］

　　　30p；23cm
　　　巻末：昭和5年1月
　　　換謄爲

　　　118156546．　　　Tsuchiya＊＊ll＊2287＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－OO33］
地方小作官會議二於ケル諮問事項二封スル答申要録／農林
省農務局［編］

［東京］：農林省農務局，［1927］一

冊；23cm
謄写版

118156635－　Tsuchiya＊＊ll＊2371＊＊4回

118156636．　Tsuchiya＊＊ll＊2371＊＊8回

地方小作官会議録／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1925．9一

　　　冊；21－23cm
　　　第1回附：地方小作官講習會講演集其2

　　　118108965＄　　　Tsuchiya＊＊IV＊2505＊＊1

［KO95－0034］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0035】
著書雑誌二表ハレタル小作法二対スル意見

　　　1東京：農林省農務局，1929．7

　　　10，29，408p；22cm

　　　118106440P　　　Tsuchiya＊＊IV＊83＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0036］
徳島縣の地主小作人協調團髄／徳島県内務部【編］

　　　［徳島］：徳島県内務部，1929．3

　　　4，188p；23cm

　　　118156510S　　　Tsuchiya＊＊lI＊2254＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0037］
新潟縣農事懇話會小作法運動報告書／伊藤太郎兵衛［著］

　　　［新潟］：新潟縣農政加西，［1929．11］

　　　33p；23cm
　　　巻末：昭和4年11月
　　　換謄爲

　　　118156547　　　　Tsuchiya＊＊ll＊2288＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO95－0038］
日本農民組合主張ノ小作法ノ眼目／岐阜縣農事協會［編］

　　　［岐阜］：岐阜縣農事協會，1926．7

　　　1冊；24cm
　　　謄写版

　　　118156327Y　　　Tsuchiya＊＊lI＊2096＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO95－OO39］
宮城縣の地主小作者協調組合／宮城縣農事協會［編］

　　　［仙台］：宮城県農事協会，1937．5

　　　3，70p；23cm

　　　118156505W　　　Tsuchiya＊＊II＊2251＊＊

　　K100＝農業政策・農村政策・農政史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－0001］
Geho稻erschaftの研究／奥田或，島内瀟男

　　　［壷北］：［豪北帝國大學］，［1933．7巻末］

　　　p342－421；23cm
　　　（壷北帝國大詔理農二部農業山鼠學教室研究資料；第12號）

　　　農林経剤論考第1輯別刷

　　　118156289＋　　　Tsuchiya＊＊ll＊2063＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0002］
「茨城県戦時状況一班」抜粋

　　　［水戸］：茨城県農業再編さん会，1962。3

　　　44p；25cm
　　　（農業史資料；第12号。明治後期農政資料；2）

　　　解説：東敏雄

　　　118108837．　　　Tsuchiya＊＊IV＊2374＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0003］
岩手縣農地改革史／岩手県農地改革史編纂委員会著

　　　盛岡：岩手県自作農協会，1954．3

　　　465p；21cm
　　　118108827－　　　Tsuchiya＊＊IV＊2362＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［X100－0004］
榮養食，代用食，減食に乱する座談會記録

　　　東京：日滞農政研究會，1941．6

　　　87p；21cm
　　　（日満農政資料；第4輯）

　　　表紙には昭和16年5月とあり
　　　謄写版

　　　118156433甘　　　Tsuchiya＊＊ll＊2158＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KlOO－0005］
越中農政史稿／中川滋治編

　　　富山：富山県農会，1915．11

　　　65p；20cm
　　　118156183Y　　　Tsuchiya＊＊ll＊1975＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－OOO6］
改革顛末

　　　新潟：新潟県農地改革史刊行会，1963．9

　　　10，1204p；27cm
　　　（新潟県農地改革史／嶋岡七郎編纂）

　　　118106841U　　　Tsuchiya＊＊IV＊447＊＊7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－OOO7］
改正農會法令解説／湯河元威述；帝國農會著

　　　東京：手甲農會，1934．12

　　　4，174p；19cm

　　　118107811S　　　Tsuchiya＊＊謄V＊1373＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0008］
解説農地法全書：第三次新自作法・農地調整法／木村靖二著

　　　東京：白愛社，1948．3

　　　394，78p；18cm
　　　付録：関係法令集

　　　118107640S　　　Tsuchiya＊＊IV＊1195＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－0009］
各道府縣農會農業堅目改善指導温血事業計査／帝國農晶晶

　　　：東京：帝国農会，1934．3

　　　88P；22cm
　　　118106405Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊38＊＊S9
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［：KIOO－0010］
鹿兇島縣の農事小組合／鹿兇島縣内務部農林課［編］

　　　［鹿見島］：鹿見島縣廃内務部，1927．12

　　　5，207p：23cm
　　　（農務彙報；第9輯）

　　　118128182W　　　Tsuchiya＊＊lll＊678＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0011］
各國の自作農維持に開する施設／帝國農會［編］

　　　東京：二二農會，1918。1

　　　5，176，6p；23cm
　　　（自作農調査／帝國農會［編］；第2巻）

　　　巻末：猫逸地代銀行最近の事業成績（自1891年至1914年）

　　　118128337Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊865＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0012］
各週の自作農創定に逸する施設／帝國農會［編］

　　　東京：帝國農會，1917．4

　　　4，143p；23cm
　　　（自作農調査／帝國農會［編］；第1巻）

　　　118128336x　　　Tsuchiya＊＊lll＊865＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－0013］
郷土に立脚せる施設経螢概要／小櫃青年訓練所

　　　［小櫃村］：小櫃青年訓練所，［1933］

　　　［49］丁；25cm

　　　1181064300　　　Tsu（：hiya＊＊IV＊73＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－0014］

近世初期農政史研究／中村吉治著

　　　東京：岩波書店，1938．10

　　　3，7，487p；23cm

　　　118107644W　　　Tsudliya＊＊IV＊1199＊＊　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－OO　15］

近世農政史論：日本封建社皇道研究序説／藤田五郎著

　　　東京：御茶の水書房，1950，4

　　　5，193p；22cm

　　　118129636．　　　Tsuchiya＊＊lll＊2065＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－OO16］

踏車會成歯／石川理紀之助著述

　　　東京：有隣堂，1895．1

　　　1，1，43丁；19cm
　　　題簸標題：経済会餌料全

　　　118156476＄　　　Tsuchiya＊＊ll＊2202＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－0017］

経済更生運動に関する説明要項

　　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1951］

　　　　［4］p；26cm

　　　謄写版

　　　118108909．　　Tsuchiya＊＊IV＊2421＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－OO18］
経濟更生運動略史

　　　　［東京］：日本農業研究所，1951。6

　　　81p；25cm
　　　　（資料；12）

　　　謄写版

　　　118108628Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊2156＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0019］
耕地行政略史

　　　［東京］：日本農業研究所，1951．7

　　　72p；25cm
　　　（資料；16）

　　　明治維新一明治20年
　　　執筆：野村寛之進

　　　謄写版

　　　118108632U　　　Tsuchiya＊＊IV＊2160＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－OO20］

興農論策／森要太郎編

　　　東京：農学会，1891．1

　　　37p；23cm
　　　「農学会会報」号外

　　　118154581Y　　　Tsuchiya＊＊ll＊680＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－0021］

國本叢談／阿部泰次著

　　　島野村（愛知縣）：日本農民會，1895．3

　　　126p，図版2枚；23cm
　　　緒言：日本農民會雑誌「農民」へ寄書せしき論文を集め，尚

　　　今般増訂して出版

　　　118156202q　　　Tsuchiya＊＊ll＊2020＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KlOO－0022］
郷倉奨励建設計劃概要／内務省社会局編

　　　［東京］：社会局，1936．3

　　　300p；23cm
　　　118107693・一　　　Tsuchiya＊＊IV＊1250＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0023］
産業督勧調査＝第2次／岩手縣第三部編

　　　［盛岡］：岩手縣，1906．4

　　　115，18p；23cm
　　　表紙：口業報告

　　　明治39年3月
　　　118087724　　　　Tsuchiya＊＊V＊1039＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－OO24］
指導部落農會の事業／島根縣農會［編］

　　　［松江］：〔島根県農会］，1930．12

　　　422p；23cm
　　　（最近重要農政資料／島根県農会［編］；第31輯）

　　　謄写印刷

　　　118128194Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊693＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－OO25］
信濃勧農義社規則草案／信濃勧農義社［編］

　　　南深志町（長野県）：信濃勤農義社，［1879頃］

　　　11丁；19cm
　　　和装

　　　1180886694　　　Tsuchiya＊＊V＊1913＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－0026］
自家用醤油ノ共同醸造状況調査

　　　［出版地不明］：農林省経濟更生部，［1936．8］

　　　4，261p；23cm
　　　凡例：昭和11年8月

　　　118107706V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1257＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－0027］
時局に封ずる農業上の心得

　　　［千葉町］（千葉縣）：千葉縣，1904．10

　　　3，106，3p，図版3枚；23cm
　　　標題紙：明治37年9月

　　　118127731V　　　Tsuchiya＊＊lll＊140＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0028］
自作農創設維持資金貸付状況／簡易保瞼局［編］

　　　〔東京］：簡易保瞼局，1931．6一

　　　冊；21－23cm
　　　昭和13年8月31現在の責任表示：保瞼院簡易保瞼局

　　　118098723＄　　　Tsuchiya＊＊V＊3073＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－0029］
自作農創設維持事業成績／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1931．1一

　　　冊，；26cm
　　　附：自作農地創設維持者ノ組織スル組合二関スル調査（昭和

　　　5・6年度）

　　　118iO7833W　Tsuchiya＊＊IV＊1397＊＊昭和4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－OO30］
自作農創設維持ノ概要／農林省農務局［編］

　　　［東京］：［農林省農務局］，［1940．1］

　　　4，65p；22cm

　　　118107840U　　　Tsuchiya＊＊lV＊1405＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100・一〇〇31］

時代ト農政／柳田國男著

　　　東京：聚精堂，1910．12

　　　10，4，306p；23cm

　　　118152709Y　　　Tsuchiya＊＊1＊674＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－OO32］
若越農政経硬磁研究／杉本壽著

　　　福井：品川書店，1936．6

　　　4，266p；23cm
　　　標題紙：英文

　　　118099152－　　　Tsuchiya＊＊V＊3528＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－OO33］
自力甦生と報徳の精神／草山惇造講述

　　　［小田原町］（神奈川縣）：報徳文庫，1935，6

　　　21P；19cm
　　　118106656Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊275＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0034］
占領下の農業委員会制度行政

　　　［東京］：日本農業研究所，1955．1

　　　16p；25×36cm
　　　（資料；7）

　　　謄写印刷
　　　A：年表編（未定稿）

　　　118108855．　　　Tsuch；ya＊＊IV＊2392＊＊A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－OO35］
占領下の農林行政

　　　［東京］：日本農業研究所，1954．11

　　　33p；25cm
　　　（資料；5）

　　　談話：山添利作
　　　謄写版

　　　118129474．　　　Tsuchiya＊＊llI＊1930＊＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－OO36］
綜合農林業開獲振興計査：埼玉縣／埼玉縣綜合農林業審議
委員會編

　　　［浦和］：埼玉縣，1950．3

　　　2，14，415p；22cm

　　　118107649．　　　Tsuchiya＊＊IV＊1204＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KlOO－0037］
大正拾五年度開智會一算二関スル調査／帝国農會地方部

　　　［東京］：帝国農會地方部，［1926．10例言］

　　　1冊；27cm
　　　（農會二関スル調査／帝国農會地方部；第3輯）

　　　謄写版

　　　118107635W　　　Tsuchiya＊＊IV＊1190＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0038］
封時局農事甲州

　　　東京：大日本農會事務所，1905．6

　　　2，1，102p；26cm
　　　大日本農工報第287號（臨時増刊）

　　　118127738　　　　Tsuchiya＊＊lll＊149＊＊

　　　118127739＄　　　Tsuchiya＊＊Ill＊149＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－OO39］
煙草耕作二關スル制度ノ概要

　　　〔出版地不明］：宇都宮專買支局，1916．6

　　　84p：23cm
　　　118128094Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊545＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KlOO－0040］
大日本農政平編／農商務省農務局纂訂

　　　東京：農商務省，1897．5
　　　8，2，50，28，40，118，20，40，114，38，32，24，22，80，28，

　　　2p；22cm
　　　118128033R　　　Tsuchiya＊＊111＊437＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0041］
大日本土嚢高士書

　　　東京：大日本農会　1895．4
　　　　　　　　　　　　，
　　　106p；22cm
　　　118157047Y　　　丁suchiya＊＊IV＊1370＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－OO42］
干葉縣農地制度史

　　　千葉：千葉県農地制度史刊行会，1949．10－1950．6

　　　2冊；22cm
　　　監修・編集：田辺勝正，牧野道彦（ほか）

　　　下巻奥付の発行者：農地委員會千葉県協議會
　　　巻末：千葉県歴史年表

　　　118108826Z　Tsuchiya＊＊IV＊2361＊＊下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KlOO－0043］
調査彙報／新潟縣平等

　　　［新潟］：新潟縣農會，1921一

　　　第21號：昭和2年3月大正14年度自作農家経済調査他
　　　第22號：昭和3年6月大正14年度自作農家米生産費資
　　　料調査他

　　　1ユ8107443T　　　Tsuchiya＊＊IV＊970＊＊21

　　　1ユ8107444U　　　Tsuchiya＊＊IV＊970＊＊22

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－0044］
町村農會総代二關スル調査／帝國農會農村課［編］

　　　東京：二二農會，1924．6

　　　2冊；27cm
　　　謄写印刷，袋綴

　　　118107200K　　　Tsuchiya＊＊IV＊737＊＊

　　　118107201L　Tsuchiya＊＊IV＊737＊＊追

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0045］
筑波郡菅間村外一ケ村耕地整理成績調書

　　　東京：茨城県農業史編さん会，1962．3

　　　119p；26cm
　　　（農業国資料；第13号．明治後期農政資料；3）

　　　解題：青木昭

　　　1ユ8108838　　　　Tsuchiya＊＊IV＊2374＊＊3
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韓換する日本農政／東畑精一編

　　　東京：農林省農業綜合研究所，1949．7

　　　4，126p；19cm

　　　118106481U　　　Tsuchiya＊＊IV＊119＊＊

東北地方農業團髄二關スル調査

　　　東京：帝国農會，1938．3

　　　4，351p；27cm

　　　118106545V　　　Tsuchiya＊＊IV＊174＊＊

　　　118106546V　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊174＊A＊

［KIOO－0046］

［KIOO－OO47］

［KIOO－OO48］

長野縣に於ける農地改革／信濃毎日新聞社文化部編

　　　長野：信濃毎日新聞株式会社，1949．6

　　　14，326，28p；22cm
　　　監修：長野県農地改革史編纂委員会

　　　118108825Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊2360＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0049］
新潟縣農地改革史／嶋岡七郎編纂

　　　新潟：新潟県農地改革二二二会，1956．3－1957．2

　　　6冊；27cm
　　　資料［編］の編纂者：新潟県農地課

　　　118106835x　　　Tsuchiya＊＊IV＊447＊＊1

　　　118106836Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊447＊＊2

　　　118106837Z　　　Tsuchiya＊＊lV＊447＊＊3

　　　118106838－　　　Tsuchiya＊＊lV＊447＊＊4

　　　118106839．　　　Tsuchiya＊＊IV＊447＊＊5

　　　118106840T　　　Tsuchiya＊＊IV＊447＊＊6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0050］
日本内地上農業人ロ受容急信に晶晶保持に關する研究：満州
部會第二専門委員會研究中間報告書

　　　［新京］：日満農政研究會新京事務局，1940．7

　　　134p；26cm　　　　　　　，
　　　謄写版

　　　118087349＋　　　Tsuchiya＊＊V＊620＊＊

日本農業の財政學／大内力著

　　　東京：東大協同組合出版部，1950．10

　　　3，4，490，7p；22cm
　　　再版［刷］（1951．5）の出版：東京大学出版部

　　　118108858／　　　Tsuchiya＊＊IV＊2395＊＊’

日本農政史／矢野友一著

　　　東京：丸山舎，1915．6

　　　11，12，592，7p；22cm

　　　118128019V　　　Tsuchiya＊＊Ill＊422＊＊

日本農村更生運動の展望／秦満著

　　　東京：朝日書房：昭光閣，1937．11

　　　3，2，4，6，275p；23cm
　　　附：農山漁村二二厚生計壷樹立方針

　　　1180985986　　　Tsuchiya＊＊V＊2940＊＊

［KIOO－0051］

［KIOO－0052］

［KIOO－0053］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－0054］
農家小組合二關スル調査／農林省農務局編

　　　東京：農林省農務局，1930－1936

　　　3冊；21cm

　　　118088654＋　Tsuchiya＊＊V＊1894＊＊昭和11／3

農業技術：特輯

　　　東京：帝山農會，1941．7

　　　432p；21cm
　　　（二一農會報；第31巻第6號）

　　　1180888731　　　Tsuchiya＊＊V＊2136＊＊

農業政策／高岡熊雄著

　　　東京：寳文館，1912．3

　　　2，117p；22cm
　　　（経濟全書；第2巻第3編）

　　　118156405V　　　Tsuchiya＊＊ll＊2149＊＊1

［KIOO－OO55］

［KlOO－OO56］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KlOO－OO57］
農業政策の諸問題：矢作教授還暦祝賀記念／河津逞編

　　　東京：日本評論社，1931．6

　　　551p；23cm
　　　118107617W　　　Tsuchiya＊＊IV＊1171＊＊

農厘設定論：産業指針＝全／井上甚太郎著

　　　東京：自由蕪政務調査局，1894．3

　　　2，2，4，130，3p，図版1枚：地図；23cm
　　　附録米子農事ト歯並ノ關係表：p101－129

　　　118127743Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊154＊＊

農産會市場規則

　　　［東京］：勧農局三田育種場，1977．9

　　　p17－22；18cm
　　　和装，袋綴

　　　118087461－　　　Tsuchiya＊＊V＊740タ＊

［K100－0058］

【KlOO－0059］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－OO60］
農山漁村経濟更生計査施設概要

　　　［東京］：農林省経師更生部，［1933．11］一［1934．3］

　　　2冊；22cm
　　　（経済更生面面資料；第17号，第22号）

　　　第2／2：地方庁施設

　　　118107452T　　　Tsuchiya＊＊IV＊981＊＊2／2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－OO61］
農産物配給改善二闘スル調査／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1929．4

　　　284p；24cm
　　　118108886＋　　　Tsuchiya＊＊IV＊2425＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－OO62］
農事小組合活動事例拉に此れが経螢方法／鹿見島縣内務部著

　　　［鹿見島］：鹿児島縣内務部，1926．3

　　　4，87p；23cm
　　　118107810R　　　Tsu（＝hiya＊＊IV＊1371＊＊

農政革新論／北條直正著

　　　母里村（兵庫縣）’：魚住甚四郎，1914．12

　　　5，4，82p，図版2枚：肖像；23cm

　　　118128341T　　　Tsuchiya＊＊lll＊870＊＊

［KIOO－OO63］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－OO64］
農政計蓋圖表解説／農務局［編］

　　　［東京］：［農務局］，［1884］

　　　19丁；27cm
　　　タイトルは題簸より
　　　「農政計豊州表」の日付け：明治17年9月，農務局

　　　題簸：未定稿
　　　和装本

　　　118128479＋　　　Tsuchiya＊＊lll＊1022＊＊
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農政座右／小宮山昌秀著

　　　東京：東崖堂，1887．6

　　　3冊；23cm
　　　（水戸先哲叢書）

　　　上：巻之1一中：巻之2一下：巻之3，4

　　　和装

　　　118154397＄　　　Tsuchiya＊＊ll＊1404＊＊1

　　　118154398！　　　Tsuchiya＊＊II＊1404＊＊2

　　　118154399＋　　　Tsuchiya＊＊ll＊1404＊＊3

農政垂統紀，4巻／勧業寮纂輯

　　　［東京］：穴山篤太郎，1877．11

　　　4冊；27cm
　　　和装
　　　勧農局蔵版

118152104N
1181521050
118152106P
118152107Q
118152108R
118152109S
118152110K
＝1．18152111L

Tsuchiya＊＊1＊135＊＊1

Tsuchiya＊＊1＊135＊＊2

Tsuc｝1iya＊＊1＊135＊＊3

Tsuchiya＊＊1＊135＊＊4

Tsuchiya＊＊1＊135＊A＊1

Tsuchiya＊＊1＊135＊A＊2

Tsu（：hiya＊＊1＊135＊A＊3

Tsuchiya＊＊1＊135＊A＊4

［KIOO－OO65］

［KIOO－OO66］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－OO67］
農政年下

　　　［出版地不明］：日本農業研究所，［1950］一

　　　冊；25×36cm
　　　（資料；1，2）

　　　昭和20年8月14日一昭和27年4月28日：資料1（昭和
　　　29－3－10）

　　　［昭和25年刊］：資料2（25－8－15）

　　　謄写版

　　　118108881－　Tsuchiya＊＊IV＊2420＊＊M1－S20
　　　118108882．　　　Tsuchiya＊＊IV＊2420＊＊S20－S27

農政本論／佐藤順当元海述；織田完之士全国

［出版地不明］

8冊；23cm
和装本，秩入

118127853－

118127854．
118127855
118127856＄

118127857！

118127858＋
118127859％

118127860Y

：［出版者不明］ゴ［1871］

［K100－0068］

Tsuchiya＊＊III＊547＊＊序例・総目

Tsuchiya＊＊lll＊547＊＊初編／上

Tsuchiya＊＊lll＊547＊＊初編／中

Tsuchiya＊＊lll＊547＊＊初編／下

Tsuchiya＊＊Ill＊547＊＊中編／上

Tsuchiya＊＊lll＊547＊＊中編／中下

Tsuchiya＊＊川＊547＊＊後編／上

Tsuc卜iya＊＊lll＊547＊＊後編／中下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－OO69］
農政本論／佐藤信淵元海開；織田完之士全訂

　　　東京：有隣堂，［1871序］

　　　4冊；23cm
　　　和装本

　　　118127839！　Tsuchiya＊＊lll＊248＊＊初編／上

　　　118127840冒　Tsuchiya＊＊lll＊248＊＊初編／中下

　　　118127841X　Tsuchiya＊＊lll＊248＊＊中編／上中下

　　　118127842Y　Tsuchiya＊＊lll＊248＊＊後編／上中下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－OO70］
農村教育改善二関スル参考資料／帝國農工［著］

　　　東京：帝國農會，1926．10

　　　1冊；27cm
　　　謄写印刷，袋綴

　　　118107203h1　　　Tsuchiya＊＊IV＊739＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KlOO－0071］
農村更生讃本：農村の明日を橡ふ人々のために／農村更生
協会編

　　　東京：農村更生協会，1936．7

　　　2，181p；23cm

　　　118107737Z　　　Tsu（：hiya＊＊IV＊1292＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－OO72］
農村更生の礎石としての農村女塾／笠森傳繁述

　　　東京＝啓明会事務所，1935．10

　　　116，19p；22cm
　　　附録：本會寄附行為及職員拉出版物表

　　　紀要第17号

　　　118156260U　　　Tsuchiya＊＊ll＊2035＊＊

農村更生の道／瀧澤操六著

　　　東京：皇道新聞社’，1934．11

　　　2，41p；19cm

　　　118156182X　　　Tsu（：hiya＊＊ll＊1974＊＊

［K100－0073］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－OO74］
農村購買組合運動と肥料の取引／荻原壽雄［著］；島田日出
夫編輯

　　　東京：全國購買組合聯合會，1934．3

　　　2，142p；23cm

　　　118156184Z　　　Tsuchiya＊＊ll＊1976＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0075］
農村社会の変転：農地改革をめぐって／神谷慶治著

　　　東京：農業総合研究刊行会，1952．9

　　　3，2，179p；26cm

　　　118108856　　　　Tsuchiya＊＊IV＊2393＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KlOO－OO76］
農村振興案概要

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［出版年不明］

　　　［25］枚；25×33cm
　　　謄写片面印刷

　　　118128047甘　　　Tsuchiya＊＊lll＊454＊＊

農村政策事例

　　　名古屋：愛知縣農會，1918．10－1924．11

　　　2冊：挿図；22cm

　　　118156578Z　　　Tsuchiya＊＊ll＊2322＊＊

［KlOO－0077］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KlOO－OO78］
農村に於ける社町事業の概況／社會局社會部編

　　　東京：社會局社會部，1927．9

　　　3，104，2，132p；22cm

　　　118107776　　　　Tsuchiya＊＊IV＊1333＊＊

農村疲弊状況並其ノ封策

　　　［出版地不明］：福島縣，〔1934．10］

　　　4，131p；27cm
　　　昭和9年10月一p130
　　　118127780Z　　　Tsuchiya＊＊Ill＊182＊＊

農地改革事件記録／農政調査会編纂

　　　東京：農政調査会，1956．3

　　　8，1405p；27cm

　　　118108664z　　　Tsuchiya＊＊IV＊2193＊＊

　　　118108665－　　　Tsuchlya＊＊IV＊2193＊A＊

［K100－0079］

［K100・一〇〇80］
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農地改革顛末概要／農地改革記録委員會編纂

　　　東京：農政調査会，1951．9

　　　5，6，1361，12p；27cm
　　　監修：農林省

　　　年表＝p1349－1357
　　　巻末：統計索引

　　　118108892　　　Tsuchiya＊＊IV＊2431＊＊

［K100－0081］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－OO82］
農地改革と協同組合／辻誠著

　　　東京：農地改革協議會，1947．8

　　　62p；19cm
　　　（農地委員テキスト；第6輯）

　　　記述は昭和22年12月再版［刷］による
　　　奥付：編輯兼號行者，農地改革協議會内，盛田定一

　　　118107846－　　Tsuchiya＊＊IV＊1409＊＊

農地調整法案に關する調査資料

　　　［東京］：貴族院事務局調査課，1938．2

　　　5，282，36p；21cm
　　　（参考資料；第6號）

　　　彙報附録

　　　118107311N　　Tsuchiya＊＊IV＊840＊＊

［K100－OO83］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－OO84］
農民便利建議；農民措置建議；開墾所分建言競進建白／若
狭彌兵衛編

　　　東京：若狭彌兵衛，1879．5

　　　2，49p；18cm

　　　118128360u　　　Tsuchiya＊＊lll＊891＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－0085］
農務顛末／［農商務省編］

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，［ユ8一］

　　　綴・26区画
　　　　　コ
　　　200字詰原稿用紙にペン書きの書写資料
　　　［3］：米国種二一［4］：英二二国種麦，玉蜀黍，媒助法，試験，

　　　男装，器械，参考

　　　118154266Y　Tsuchiya＊＊11＊1054＊＊1／穀3

　　　118154267Z　Tsuchiya＊＊ll＊1054＊＊1／穀4

農林關係法令年表／利光洋一，恩田芳彦編

　　　［東京］：日本農業研究所，1951．6

　　　95p；25cm
　　　（資料；11）

　　　大正14年4月1日一昭和14年末
　　　編者は序による

　　　謄写版

　　　118108629－　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊2157＊＊2

［KIOO－0086］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－OO87］
農林行政史／農林大臣官房総務課編

　　　東京：農林協会，1957－1976

　　　16冊；27cm
　　　第6巻以降の出版者：農林省大臣官房総務課
　　　1：農林行政機構，農地行政，耕地行政，肥料行政，農業団体

　　　行政
　　　2：農業金融行政，農業生産技術に関する行政，農村計画行政，

　　　農業経営に関する行政
　　　3：畜産行政，蚕糸行政
　　　4：食糧行政，水産行政，農林統計調査に関する行政

　　　5上：林業行政機構，民有林行政

　　　5下：国有林行政
　　　6：行政機構，予算・決算，農地，開拓・土地改良，肥料，農事

　　　指導
　　　7：畜産，蚕糸，農林金融，農業共済保険，農業委員会，農業

　　　会・農業協同組合

8：食糧，山林，水産，統計

9：行政機構編，予算決算編，試験研究編

10：農業委員会編，農業協同組合編，農業構造改善編，普及
教育編

11：農産編，肥料編，植物防疫編，農業機械編，農業共済編

12：農地開拓編，土地改良編，蚕糸編，食糧編

13：畜産編，園芸特産編，農林漁業金融編，統計編

14：水産編，林野（国有林）編，林野（民有林）編

118108894／

118108895＋
118108896％

1181088970
1181088981
1181088992
118108900S

Tsuchiya＊＊IV＊2433＊＊1

Tsuchiya＊＊IV＊2433＊＊2

Tsuchiya＊＊IV＊2433＊＊3

Tsuchiya＊＊IV＊2433＊＊4

Tsuchiya＊＊IV＊2433＊＊5／上

Tsuc卜lya＊＊IV＊2433＊＊5／下

Tsuchiya＊＊IV＊2433＊A＊4

農林計査委員會農村部會議事録

　　　東京：農林省農政局，1943．8

　　　89p；21cm

　　　118107945－　　　Tsuchiya＊＊IV＊1492＊＊

標準的品品山漁村行政調査／地方制度調査會

　　　東京：地方制度調査會，1937．8

　　　6，351p；26cm

　　　118156292Z　　　Tsuchiya＊＊ll＊2065＊＊

［KlOO－0088］

［K100－0089］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0090］
福島縣下に於ける更生事例：附福島縣實業教育振興會要覧

　　　［福島］：福島縣實業教育振興會，1934．6

　　　158p；22cm
　　　1181277790　　　Tsuchiya＊＊lll＊181＊＊

福島縣農政年史／庄司吉之助編著

　　　福島：福島縣農業會，1940．10

　　　99P；20cm
　　　118107643V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1198＊＊

［K100－OO91］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－0092］
普國布利特隣大王農政要略／スターゲルマン原著；和田維
四郎課述

　　　［東京］：［晶晶學協會］，1884．2

　　　2，4，182p；23cm

　　　118128340S　　　Tsuchiya＊＊lll＊869＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0093］
報徳社と農村振興：静岡縣榛原郡勝間田村に於ける振興事例
／齋藤榮一［調査］；協調會農村課編

　　　東京：協調會，［1930？］

　　　16丁・27cm　　　　　　サ
　　　謄写版，袋綴

　　　118107202H Tsuchiya＊＊IV＊738＊＊

本邦二期ケル農業團髄二關スル調査

　　　［東京］：農商務省農務局，1924．2

　　　5，100p；22cm

　　　1：L8128411R　　　Tsuchiya＊＊lll＊941＊＊

［KIOO－0094］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－OO95］
本邦農事の現況を諭して當局者及朝野有志諸君に質す／井
上甚太郎

　　　東京：井上甚太郎，1896，11

　　　38p；23cm

　　　118107834X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1398＊＊

503



K1103農業史・農民史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－OO96］
三重岡山両三下に於ける自作農創設維持資金貸付の概況：附
三重縣に於ける小作孚議／日本勧業銀行調査課［編］

　　　〔東京］：日本勧業銀行調査課，［1926］

　　　3，206p；23cm
　　　大正15年10月調査

　　　118098722　　　　Tsuchiya＊＊V＊3072＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0097】
宮城県ノ農業及農村事情ノ大勢並今後ノ農政二関スル考察／
伊藤悌藏述

　　　［仙台］：宮城縣三野，1927．11

　　　6，8，564p；23cm

　　　118107642U　　　Tsuchiya＊＊IV＊1197＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－0098］
明治前期農政史の諸問題／我妻東策著

　　　東京：壬生書院，1936．6

　　　200p；23cm
　　　118156246Y　　　Tsuchiya＊＊ll＊2024＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－OO99］
優良農村計査事例／増田昇一編

　　　東京：帝國農會，1933．3一

　　　冊；22cm
　　　（経済更生誹蓋資料；第8号）

　　　表紙：農林省経済更生部

　　　118128339－　　　Tsuchiya＊＊lIl＊868＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K100－0100］
悪説印度農業政策史／關嘉彦著

　　　東京：中央公論社，1941．9

　　　2，2，203p；22cm
　　　（太平洋問題研究叢書／太平洋協会編）

　　　118098106Y　　　Tsuchiya＊＊V＊2393＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIOO－0101］
我が國二於ケル肥料政策ノ沿革並二現状／高橋保［著］

　　　［出版地不明］：立憲政友會政務調査會，1935。7

　　　2，87p；22cm
　　　（肥料特別委員會資料／立憲政友會政務調査會［編］；其ノ

　　　1）

　　　118107917Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1465＊＊

K110＝農業史・農民史

維新農村社會史論／小野武夫著

　　　東京：三江書院，19322
　　　15，468，17p，図版16枚；23cm
　　　付：維新後に於ける農政経濟年表

　　　118107711R　　　Tsuchiya＊＊IV＊1262＊＊

維新農民蜂起諏／小野武夫編著

　　　東京：改造社，1930．7

　　　3，2，623p；23cm

　　　118107603R　　　Tsuchiya＊＊IV＊1157＊＊

［KIIO－0001】

［K110－OOO2］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KllO－0003］
維新変革における在村的諸潮流／鹿野政直，高木俊輔編著

　　　東京：三一書房，1972．11

　　　481p；23cm
　　　118107007P　　　Tsuchiya＊＊畳V＊616＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIIO－0004］
茨城県農業史／茨城県農業史研究会編

　　　水戸：茨城県農業史編さん会，1963－1973

　　　8冊；22cm
　　　118108963．　　　Tsuchiya＊＊IV＊2499＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIIO－0005］
寄生地主的土地所有の形成過程／大石慎三郎著

　　　東京：御茶の水書房，1958．6

　　　6，350p，図版1枚；22cm
　　　（封建的土地所有の解体過程；第1部）

　　　118109020M　　　Tsuchlya＊＊IV＊2558＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－OOO6］
薔佐賀藩ノ農民土地制度／小野武夫［著］；農商務省農務局
編纂

　　　東京：帝國農會，1922．8

　　　4，134p；23cm

　　　118156244W　　　Tsuchiya＊＊ll＊2022＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KIIO－0007］
近世作南農村史料／矢吹修編

　　　柵原町（岡山県）＝柵原町郷土文化研究会，1960－1971

　　　2冊；22cm
　　　第1巻の付録：旧名の変遷，行信村の領有関係，作州百姓一

　　　揆表

　　　118109051Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊2592＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－OOO8］
近世における商業的農業の展開／古島敏雄［著］

　　　東京：日本評論社：，1950．8

　　　176p；21cm
　　　（社會構成史体系；第1部．日本社會構成の號展）

　　　118106482V　　　Tsuchiya＊＊IV＊120＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－0009］
近世日本農業の構造／古島敏雄著

　　　東京：日本評論社，1943．7

　　　6，12，619，26p；22cm
　　　（日本歴史学大系；第3巻）

　　　118098158＋　　Tsuchiya＊＊IV＊1054＊B＊
　　　118107506T　　　Tsu（：hiya＊＊IV＊1054＊＊

　　　118107507U　　　Tsuchiya＊＊IV＊1054＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－0010］
近世日本農村経済史論：明治維新以後／小野道雄著

　　　東京：相原茂，1939．9

　　　236p；23cm
　　　経町學全集（改造二野）第59巻第2部別刷
　　　著者の肖像有
　　　印刷部数：250部

　　　118088433－　　Tsuchiya＊＊IV＊898＊B＊
　　　118107370s　　　Tsu（＝hiya＊＊IV＊898＊＊

　　　118107371T　　　Tsuchiya＊＊IV＊898＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIIO－0011］
近世日本農民経濟史研究／早稲田大學経濟史學會編

　　　東京：早稲田大學凹型史學會，1952．4

　　　2，2，514p；21cm

　　　：L18129635－　　　Tsu（：hiya＊＊lII＊2064＊＊
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近世農地証文の研究／盛田稔著

　　　青森：青森県農業総合研究所，1957．12

　　　167p；26cm
　　　118108828．　　　Tsuchiya＊＊lV＊2363＊＊

近代日本農史研究／津下剛著

　　　東京：光書房，1943．7

　　　6，498p；22cm
　　　著者年譜・業績：p489－493

　　　編者：寺尾宏二

　　　118107647Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1202＊＊

［KIIO－0012］

［KIIO－OO13］

［KIIO－0014］

現代日本農業史＝日本農業経濟の研究序論／鈴木良徳著

　　　東京：西ケ原刊行會
　　　東京：目黒書店（獲寅），1930．2

　　　4，4，249p；24cm

　　　118107539Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1086＊＊

現代日本農民分解の研究／伊藤喜雄著

　　　東京：御茶の水書房，1973．1

　　　4，517p；22cm

　　　1181070060　　　Tsuchiya＊＊IV＊615＊＊

［KIIO－OO15］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIIO－0016］

耕肥、拝借銀、頼母子

　　　大阪：関西大學
　　　大阪：関西大学出版部（発売），1956．7

　　　4，26，144p，図版2枚；21cm
　　　（大阪周忌の村落史料／關西大恥法制山畠會，關西大望高這

　　　學會経濟史研究室共編；第2輯）
　　　大阪周辺の村落史料目録2（関西大学図書館蔵）：p141－144

　　　118108970Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊2509＊＊2

五人組制度新論／西村精一著

　　　東京：岩波書店，1938，3

　　　8，237p；20cm

　　　118108967＋　　　Tsuchiya＊＊IV＊2507＊＊

［K110－0017］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－0018］

五人組帳

　　　大阪：関西大学出版部，1958．11

　　　167，16p，図版1枚；21cm
　　　（大阪山沿の村落史料／關西大畑法制史學會，關西大學経濟

　　　學會経濟史研究室共編；第4輯）
　　　解説：春原源太郎

　　　118108972．　　　Tsucbiya＊＊IV＊2509＊＊4

佐賀縣の稲作坪刈帳／早川孝太郎校

　　　東京：農業総合研究刊行會，1950．6

　　　1，2，331p，図版1枚；21cm
　　　坪刈帳4点の翻刻

　　　118108819．　　　Tsu（：hiya＊＊IV＊2352＊＊

［K110－0019］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－OO20］

宗門改帳；丁丁非人下陰坊宗門改帳

　　　大阪：関西大学出版部，1960．11

　　　2，188，16p，図版2枚；21cm
　　　（大阪周邊の村落史料／關西大學法制史學會，關西大學経濟

　　　學會経濟史研究室共編；第5輯）
　　　解説（春原源太郎）：巻末

　　　118108973　　　　Tsuchiya＊＊IV＊2509＊＊5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KllO－OO21］
謹文集；村役人

　　　大阪：関西大学出版部，1956．11

　　　2，20，203p，図版2枚；21cm
　　　（大阪周忌の村落史料／關西大學法制史學會，關西大學経濟

　　　學會経下馬研究室共編；第3輯）
　　　大阪周辺の村落史料目録3（関西大学図書館蔵）：p195－203

　　　118108971－　　　Tsuchiya＊＊IV＊2509＊＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－0022］
庄屋留書

　　　大阪：関西大学出版部，1955．9

　　　2，10，210p，図版1枚；21cm
　　　（大阪周邊の村落史料／關西大學法制史學會，關西大學経濟
　　　學會経濟史研究室共編；第1輯）
　　　大阪周辺の村落史料目録［1］（関西大学図書館蔵庄屋留書）：

　　　p197－210

　　　1181089690　　　Tsuchiya＊＊IV＊2509＊＊1

昭和初期における農民運動

　　　東京：日本評論新社，1959．6

　　　iv，　x，548p；22cm
　　　（日本農民運動史／青木恵一郎著；第4巻）

　　　118108794＄　　　Tsuchiya＊＊IV＊2324＊＊4

［K110－0023］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－0024］
関谷家稲刈覚帳の研究：一農家における文化七年以降の水田
生産力の変遷／岸英次著

　　　東京：農林省農業総合研究所，1947．11

　　　139p；21cm
　　　（農業総合研究所刊行物；第2号）

　　　（研究叢書；第1号）

　　　118088481＄　　　Tsuchiya＊＊V＊1721＊＊

戦後における農民運動

　　　東京：日本評論新社，1960．8

　　　xii，564p；22cm
　　　（日本農民運動史／青木恵一郎著；第5巻）

　　　118108795／　　　Tsuchiya＊＊IV＊2324＊＊5

仙垂藩農業史研究／野村岩夫著

　　　仙台：無一文館書店，1932．9

　　　7，244p；20cm

　　　118106459Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊98＊＊

祖先の農業／古島敏雄著

　　　東京：国民図書刊行会，1950．9

　　　4，145p；19cm
　　　（教室文庫）

　　　118107538Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊1085＊＊

［K110－0025］

［K110－0026］

［K110－0027］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIIO－0028］
績世界農業史論：第一次世界大戦と掲、英、米の農業／稲
田昌植，半澤耕貫共著

　　　東：京：西ケ原刊行会，1944，5

　　　8，179p；21cm
　　　参考書：p179

　　　1180888696　　　Tsu《：：hiya＊＊V＊2132＊＊

大正期における農民運動

　　　東京：日本評論新社，1959．3

　　　iv，・x，539p；22cm
　　　（日本農民運動史／青木恵一郎著；第3巻）

　　　118108793　　　　Tsuchiya＊＊IV＊2324＊＊3

［K110－OO29］
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Ki10－OO30］
大典記念帝国農業史要／左子清道編；三上参次閲

　　　東京：帝国農会，1915

　　　193，10p；22cm

　　　118156180V　　　Tsuchiya＊＊ll＊1972＊＊

寺西代官領における農山村の庶民生活史料

　　　福島：福島県教育委員会，1954．3

　　　238p，図版7枚；22cm
　　　（福島県文化財調査報告書；第3集）

　　　118108455X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1982＊＊

［K110－0031］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIIO－0032］
徳川後期に於ける農村人ロの一例（概論）：下野國都賀郡上
泉村／野村兼太郎著

　　　［東京］：［慶応義塾経理學會］，［1935．6］

　　　p31－69；23cm
　　　「三田学会雑誌」慶応義塾経済学会編第29巻6号の別刷

　　　118107500N　　　Tsuchiya＊＊IV＊1048＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－0033］
徳川時代に於ける農業経菅の諸類型：日本肥料史の一餉／戸

谷敏之著

　　　東京：アチックミユーゼアム，1941．4

　　　108P；22cm
　　　（アチックミユーゼアムノート；第18）

　　　118109486　　　　Tsuchlya＊＊IV＊3078＊＊

土地及び聚落史上の諸問題／牧野信之助著

　　　東京：河出書房，1938．10

　　　1，2，1，476p；23cm

　　　118099147！　　　Tsu（：hiya＊＊V＊3522＊＊

土地制度史研究／中村吉治編

　　　仙山：芳恵書房，1948．6

320p；22cm
118098760！ Tsuchiya＊＊V＊3113＊＊

［K110－0034］

［K110－0035］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－0036］
獅逸農民史／ヨハン・フォン・レールス著；永川秀男訳

　　　東京：東洋堂，1943。9

　　　256p；19cm
　　　118088700X　　　Tsuchiya＊＊V＊1947＊＊

日本古代前作史／鋳方貞亮著

　　　京都：大八洲出版，1948．10

186p；19cm

118107508V Tsuchiya＊＊IV＊1055＊＊

口（110－0037］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110一・0038］

日本資本主義の一構造：明治前期農業を中心として／金古
恒雄［著］

　　　［製作地不明］：［金古恒雄］，［19一］

　　　119p；25cm
　　　タイトルは題簸よる
　　　原稿用紙に手書きの書写資料
　　　袋仮綴じ

　　　118129617－　　　Tsuchiya＊＊lll＊2046＊＊

日本村落史概説／小野武夫著

　　　東京：岩波書店，1936．7

　　　2，7，483p；19cm

　　　118107511P　　　Tsuchiya＊＊IV＊1058＊＊

［K110－0039］

日本村落史考／小野武夫著

　　　東京：刀江書院，1926．5

　　　19，430p；19cm
　　　（農政叢書；第2輯）

　　　118108936．　　　Tsuchiya＊＊IV＊2469＊＊

日本農學史／古島敏雄著

　　　東京：日本評論社，1946．11

　　　6，5，563p；21cm

　　　118129469＋　　　Tsuchiya＊＊llI＊1926＊＊1

日本農学発達史／全国農業学校長協会編纂

　　　東京：農業図書刊行会，1943．5

　　　4，16，556p；22cm

　　　118129468／　　　Tsuchiya＊＊llI＊1925＊＊

［K110－OO40］

［K110－OO41］

［K110－0042］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－OO43］
日本農業経済史研究：小野武夫博士還暦記念論文集／小野
武夫博士還暦記念論文集刊行会編

　　　東京：日本評論社，1948．9－1949．10

　　　2冊；21cm

　　　118108797％　Tsuchiya＊＊lv＊2330＊＊下

日本農業史の研究／小林平左工門著

　　　東京：農業評論社，1952．11

　　　6，5，7，444p；21cm

　　　118108816Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊2349＊＊

［KIIO－0044］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KllO一・OO45］

日本農業小史／沼田頼輔著

　　　東京：明治書院，1904．2

　　　2，199p；23cm
　　　各種の實業學校の教科，参考のために編成されたもの

　　　118156275－　　　Tsuchiya＊＊騨＊2051＊＊

日本農業史論／石坂橘樹著

　　　東京：巌松堂書店，1926．5

　　　624p；23cm

　　　118107636X　　　TsuGhiya＊＊IV＊1191＊＊

日本農業畿達史／宮川三千藏著

　　　東京：生活社，1942．12

　　　6，15，596p；22cm

　　　118108945．　　　Tsuchiya＊＊IV＊2480＊＊

［KllO－OO46］

【K110－OO47］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－0048］
日本農業畿達史：明治以降における／農業爽達史調査會編

　　　東京：中央公論社，1953－1959

　　　12冊；23cm
　　　監修：東畑精一，盛永俊太郎

　　　別巻副書名：明治以降における農業生産力の地域的展開

118108867！

118108868＋
118108869％

118108870Y
118108871Z

118108872－
118108873．
118108874
118108875＄

118108876／

118108877＋

Tsuc卜iya＊＊IV＊2406＊＊1

Tsucbiya＊＊IV＊2406＊＊2

Tsu（：hiya＊＊IV＊2406＊＊3

Tsuchiya＊＊IV＊2406＊＊4

Tsu《＝hiya＊＊IV＊2406＊＊6

Tsuchiya＊＊IV＊2406＊＊7

Tsuchiya＊＊IV＊2406＊＊8

Tsuchiya＊＊IV＊2406＊＊9

Tsuchiya＊＊IV＊2406＊＊10

Tsuchiya＊＊IV＊2406＊＊別巻／上

Tsuchiya＊＊IV＊2406＊＊男11巻／下
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－OO49］
日本農耕文化の起原：考古學上より見たる日本原始農業の研
究／森本六爾著

　　　東京：葦牙書房，1941．8

　　　303p；19cm
　　　森本六二編著作書目：p302－303

　　　1180888674　　　Tsuchiya＊＊V＊2130＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－OO50］
日本農民運動史／青木恵一郎著

　　　東京：民主評論社，1947．11

　　　18，524p；18cm
　　　農民運動発展系図：p12－13

　　　118108878％　　　Tsuchiya＊＊IV＊2325＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－0051］
日本農民史／日本歴史地理學會編

　　　東京：日本算術普及會，1924．9

　　　375p；22cm
　　　（歴史地理／日本歴史地理學會編；第44巻第3號）

　　　118107503q　　　Tsuchiya＊＊IV＊1051＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－OO52］
日本農民史／柳田國男著

　　　東京：刀心書院，193ユ．12

　　　187，5p；19cm
　　　118107618】【　　　Tsuc卜「ya＊＊IV＊1172＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－OO53］
日本農民史／玉川治三著；辻善之助校閲

　　　東京：成美堂書店，1935．10

　　　2，2，7，506p；23cm

　　　118128059Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊468＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－OO54］
日本農民史語彙：日本農村の社会経済史に関する用語の通俗
的説明／小野武夫編

　　　東京：改造社，1925．10

　　　2，4，2，8，465，8p；19cm
　　　徳川時代に於ける各藩の石高表：巻末

　　　118107607V　　　Tsudliya＊＊IV＊1161＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KIIO－0055］
日本農民史料聚粋／小野武夫編

　　　東京：巌松堂，1941－1944

　　　冊；23cm
　　　118088483＋　　　Tsuchiya＊＊V＊1723＊＊4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－0056］

日本農民算置史／木村靖二著

　　　東京：臼出社，1930．1

　　　3，13，544p；23cm

　　　118107602Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊1156＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－OO57］
農學事始め：駒場雑話／安藤圓秀著

　　　東京：雄山閣，1946．1

　　　2，2，283p；19cm

　　　118107521Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊1068＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－0058］
農業技術発達略史

　　　［東：京］＝日本農業研究所，1951．7

　　　116p；25cm
　　　（資料；15）

　　　談：安藤廣太郎
　　　謄写版

　　　118108633V　　　Tsuchiya＊＊IV＊2161＊＊

農村産業機構史／我妻東策著

　　　東京：証文閣，1937．5

　　　3，1，14，494p；23cm

　　　118107519X　　　Tsuchlya＊＊IV＊1065＊＊

農村社會経濟史／木村靖二著

　　　東京：白揚社，1931．2

　　　7，15，653，5p；19cm

　　　118107531R　　　Tsuchiya＊＊IV＊1078＊＊

農村社會史論講／小野武夫著

　　　東京：巌松堂，1927．7

　　　2，14，335p；23cm

　　　118107515T　　　Tsuchiya＊＊IV＊1062＊＊

農村社會史論講／小野武夫二一増訂3版

　　　東京：巌松堂，1932．2

　　　2，16，380p；23cm

　　　118107516u　　　Tsuchiya＊＊IV＊1062＊A＊

農村史話／小出浦二三

　　　東京：輝文堂書房，1943．9

　　　6，248p；18cm

　　　118108776＄　　　丁suchiya＊＊IV＊2306＊＊

農民経濟史研究／小野武夫著

　　　東京：嚴松堂書店，1924．2

　　　2，5，14，485p；23cm

　　　118107520P　　　Tsuchiya＊＊IV＊1066＊＊

農民の歴史／稻村隆一著

　　　東：京：農村問題叢書刊行會，1926．4

　　　147p；19cm
　　　（農村問題叢書）

　　　118107791Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1349＊＊

［K110－0059］

［K110－OO60］

［KllO－0061］

［K110－OO62】

【K110－OO63］

［K110－OO64］

［KIIO－0065］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KllO－OO66］
農務顛末

　　　東京：農林省，1951．12。1959．7

　　　7冊；22cm
　　　農林省藏版
　　　農商務省の創立70年記念事業として農林省農業総合研究所
　　　に委託して公刊
　　　全六巻総目次（81p）の発行：農林省農業総合研究所

　　　全六巻総目次は農業総合研究所刊行物第189号

　　　118088852＋　　　Tsuchiya＊＊V＊2113＊＊1

　　　118088853Z　　　Tsuchiya＊＊V＊2113＊＊2

　　　1180888540　　　Tsuchiya＊＊V＊2113＊＊3

　　　1180888551　　　Tsuchiya＊＊V＊2113＊＊4

　　　1180888562　　　Tsuchiya＊＊V＊2113＊＊5

　　　1180888573　　　Tsuchiya＊＊V＊2113＊＊6

　　　1180888584　Tsuchiya＊＊V＊2113＊＊目次

幕末期における農民運動

　　　東京：日本評論新社，1959．10

　　　xi，548p；22cm
　　　（日本農民運動史／青木恵一郎著；第1巻）

　　　118108791－　　　Tsuchiya＊＊IV＊2324＊＊1

［K110－OO67］
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－0068］
藤田教授と豪農の研究／羽鳥卓也，山田舜［著］

　　　［福島］：［福島大學経済學會］，［1953．7］

　　　p111－138；21cm
　　　福島大學経済學會「商学論集」第22巻第2號（1953年7
　　　月）別刷

　　　118129613W　　　Tsuchiya＊＊lll＊2043＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－0069］
明治期における農民運動

　　　東京：日本評論新社，1958．12

　　　iv，　xiv，555p；22cm
　　　（日本農民運動史／青木恵一郎著；第2巻）

　　　118108792．　　　Tsuchiya＊＊IV＊2324＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－0070］
明治前期下絡牧場開懇關係史料集／農政調査會編

　　　［東京］：農政調査会，［1955序］

　　　580p；25cm
　　　謄写版

　　　1180988293　　　Tsuchiya＊＊V＊3186＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－0071］
明治前期に於ける畜産誌

　　　青森：青森縣學校図書館協議會，1952．2

　　　284p；22cm
　　　（青森縣叢書；第2編）

　　　118■07621R　　　Tsuchiya＊＊IV＊1175＊＊

　　　1i8107622S　　　Tsuchiya＊＊1V＊1175＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－0072］
明治前期に於ける肥料技術の獲達：魚肥を中心とせる／戸
谷敏之壬編著］

　　　東京：日本常民文化研究所，1943．9

　　　162p；21cm
　　　（日本常民文化研究所ノート；第28）

　　　118107929　　　　Tsuchiya＊室IV＊1477＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－OO73］
山梨農民運動史／竹川義徳著

　　　甲府：大和屋書店，1934．2

　　　2，6，390p；20cm

　　　1180887370　　　Tsuchiya＊＊V＊1987＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－0074］
倍役労働制の崩壊過程：伊那被官の研究／古島敏雄，関島久
雄著

　　　東京：育生社，1938．1

　　　3，5，433p；23cm
　　　（日本政治・経濟研究叢書；7）

　　　附録：宗門帳・検地帳・借屋御改帳，被官関係文書

　　　11810ブ903U　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊1451＊＊

　　　118107904V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1451＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K110－0075】
和田外五箇村關係入會林野整理顛末書

　　　和田村（山形縣）：和田外五ケ村關係入會整理祝賀協賛會，

　　　1920．10
　　　2，36p，図版1枚：地図；19cm
　　　稿者：森岩太郎

　　　118107692Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1248＊＊

K120＝凶作と二三

育子告諭／木更津縣臆［記］

　　　［木更津］：［木更津縣］，1872．5

　　　1枚；28×39cm
　　　木更津縣臆「壬甲五月」布告

　　　木版刷

　　　118154057W　　　Tsu（：hiya＊＊1＊981＊＊

［K120－0001］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0002］
育子編／江幡次郎右衛門［著］

　　　仙台：米屋喜東二，文政10［1827］

　　　4丁；25cm
　　　江幡次郎右衛門印行，寛政3年〔1791］の覆刻
　　　和装，袋綴

　　　118151987＋　　　Tsuchiya＊＊1＊61＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－OOO3］
稻作豊凶豫知新論／稲垣乙丙著

　　　東京：博文館，1907．10

　　　2，126p，図版3枚；23cm
　　　附録：関学士の洋流説（一節）

　　　118128470W　　　Tsuchiya＊＊lll＊1008＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0004】
巖手三型款之研究／橋田正男著

　　　［盛岡］：巖手直鹿島，1907．6

　　　8，2，5，162p；23cm

　　　118127651W　　　Tsuc卜iya＊＊1㌍＊62＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－OOO5］
岩手縣凶作ノ原因調／岩手縣編

　　　［盛岡］＝岩手縣，1934．10

　　　17p；27cm

　　　118107493Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊1023＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0006］
岡山縣ノ農業倉庫／岡山縣内務部［編］

　　　岡山：岡山縣内務部，1922．4

　　　187p；23cm
　　　折込み図：岡山縣農業倉庫分布圖

　　　岡山県産業叢書第53編

　　　118106471T　　　Tsuchiya＊＊IV＊110＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－OOO7］
家事経捌手／青木戦陣編述；羽山尚徳校正

　　　東京：同盟舎，1881．4

　　　2冊；23cm
　　　和装，袋綴

　　　1181523030　　　Tsuchlya＊＊1＊280＊＊1

　　　118152304P　　　Tsuchiya＊＊1＊280＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0008］
かて物／中條，笹戸［著］

　　　米沢：米沢図書館，1914．6
　　　［1］，27丁；19cm
　　　序：原版享和2年刊（市立米沢図書館所蔵）の複製

　　　和装

　　　118152077冒　　　Tsuchiya＊＊1＊111＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0009］
かて物／中條，苗戸［著］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，享和2［1802］

　　　27丁；19cm
　　　和装

　　　118152076V　　　　Tsuchiya＊＊1＊111＊＊
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旱魅ノ概況／鹿見島縣［編］

　　　［鹿児島］：鹿児島縣，1934．9

　　　56p；27cm
　　　118107490V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1021＊＊1

飢歳問答：全／高橋正作著

　　　東京：穴山篤太郎，1891．9

　　　3，40，2p；23cm

　　　118107911T　　　Tsuchiya＊＊IV＊1458＊＊

［K120－0010］

［K120－OO　11］

［K120－0012］

北津輕郡凶作誌

　　　［五所川原町］（青森県）：北津輕郡農會，1915．3

　　　151p；22cm
　　　タイトルは巻頭より

　　　目次：大正3年12月調査
　　　巻末：折込図1枚（稲作一覧図）

　　　118128108U　　　Tsuchiya＊＊lll＊582＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－OO13］
例年要録／福沢憲治著

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，天保7［1836］

　　　［3］，21丁；23cm
　　　題簸：比年要録完
　　　和装

　　　118108278－　　　Tsuchiya＊＊IV＊1785＊＊

救款暴要／櫟齋阿部旧任纂述

　　　江戸：鶴屋喜右衛門，天保4序［1833］

　　　2，11，15丁；18cm
　　　和装，袋綴
　　　見返：豊年三種，巴葬園蔵版

　　　118150715T　　　Tsuchiya＊＊ll＊1310＊＊

救荒誌

［福島］：福島県，1903

203p；23cm

118156690．
118156691

Tsuchiya＊＊ll＊2418＊＊

Tsuchiya＊＊ll＊2418＊A＊

救荒植物／白井光太郎著

　　　東京：嵩山房，1903

105p；22cm

118156171V Tsuchiya＊＊ll＊1964＊＊

救荒便覧／遠藤通著

　　　東京：有隣堂，1886．9

　　　3，60，50，85，53p；19cm
　　　（勘農叢書）

　　　118128269　　　　Tsuchiya＊＊Ill＊772＊＊

薔藩時代に於ける社倉制度

　　　［岡山］：岡山縣内務部，1915．5

　　　2，109p；23cm

　　　118128983＋　　　Tsuchiya＊＊lll＊1499＊＊

［K120・一〇〇14］

［K120－0015］

［K120－0016］

［K120－0017］

［K120－0018］

凶荒誌：全／梅森三郎編

　　　東京：東京書籍
　　　東京：有隣堂（発免），1893．2

　　　8，2，260p，図版2枚：地図；19cm

　　　118152364V　　　Tsuchiya＊＊1＊333＊＊

凶荒図録／小田切春江編；木村金壷画

　　　名古屋：愛知同好社，1885．5

　　　4，27丁；23cm
　　　和装

　　　118128469／　　　Tsuchiya＊＊1塵1＊1007＊＊

郷土の飢鰹もの／阿刀田令造著

　　　仙台：仙台郷土研究会，1943．10

　　　8，1164p；19cm

　　　1180887291　　　Tsuchiya＊＊V＊1979＊＊

子そだてくさ／小池貞景著

［出版地不明］

13丁；24cm
和装，袋綴

118154058X

：［出版者不明］，［1847序］

　Tsuchiya＊＊1＊980＊＊

［K120－0019］

［K120－OO20］

［K120－0021］

［K120－0022］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120ごOO23］
極貧書上：第四十六厘二画山邉郡上ミ谷新田邨

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，1873．3

　　　1冊；25cm
　　　「明治6年」日付入り毛筆書きの書写資料

　　　袋綴

　　　118156711V　　　Tsudliya＊＊Il＊2438＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0024］
濟急記聞＝全一巻／［旦暮庵野巣輯］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，天保7践［1836］

　　　3，29，3丁；23cm
　　　和装，袋綴

　　　118108281U　　　Tsuchiya＊＊IV＊1790＊＊

社倉解話
［K120－0025］

［出版地不明］：［出版者不明］，嘉永3［1850］

15丁；24cm
袋綴

118128266Z　　　Tsuchiya＊＊III＊769＊＊

社倉制度二丁スル調査

　　　［東京］：農商務省農務局，1915．10－1916．3

　　　2冊；23cm
　　　「続」は米価調節調査会［発行］

　　　118128981＄　　　Tsuchiya＊＊Ill＊1497＊＊

　　　118128982／　Tsuchiya＊＊lll＊1497＊＊続

［K120－0026］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0027］
昭和6年度に於ける東北・北海道の凶作に關する調査／長谷
川良二，小岩忠一郎［著］

　　　仙毫：齋藤報恩會・産業調査所，1932．8

　　　2，137p；22cm
　　　（調査報告；第三）

　　　118106470s　　　Tsuchiya＊＊IV＊109＊＊
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K120＝凶作と飢饅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－OO28］
昭和九，十年二於ケル水害被害状況：農林關係

　　　［東京］：帝國農會，1935．10

　　　11p；22cm
　　　例言：本資料ハ農林大臣官房統計課，当該府県，帝国農会ノ

　　　調査報告二三キ輯録セルモノナリ
　　　巻頭：昭和九，十年二於ケル水害被害総括農林関係

　　　118128175Y　　　Tsuchiya＊＊Ill＊672＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－OO29］
昭和九年水稲其他被害調査書：昭和9年10月10日現在／
青森縣［編］

　　　［弘前］：青森県，［1934．10］

　　　35p；23cm
　　　附：青森県水稲冷害歩合分布図，最近5ケ年稲作期間気温平

　　　年比較表

　　‘　118106467Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊106＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0030］
昭和九年度に於ける東北地方の凶作に就て／仙壷税務監督
局［著］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1935］

　　　p79－114；22cm
　　　抜刷

　　　118156450v　　　Tsuchiya＊＊ll＊2174＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－OO31］
昭和九年冷害による凶作に鑑みたる農業教育資料／岩手縣
教育會編

　　　盛岡：岩手縣教育會，1935．1

　　　3，137p，図版4枚：地図；19cm
　　　（郷土教材叢書／岩手縣教育會編；第7編）

　　　118156201P　　　Tsuchiya＊＊畳1＊2019＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0032］
昭和九年度岩手縣水稻凶作試料調査に基づく耕種封策／盛
岡高等農林銀牌［編］

　　　［盛岡］：盛岡高等農林學校，1935．3

　　　37p；27cm
　　　（凶作二關スル研究；第1報）

　　　118107468。　　　Tsuchiya＊＊IV＊999＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0033］
昭和九年度岩手縣水稻凶作試料調査表／盛岡高等農林學校
【編］

　　　［盛岡］：盛岡高等農林學校，1935．4

　　　49p；27cm
　　　（凶作二半スル研究；第1報附録）

　　　118107470T　Tsuchiya＊＊IV＊999＊＊1／附

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0034］
自給自足資料／中村寅一【著］

　　　［富村］（長野県）：［出版者不明］，［出版年不明］

　　　20丁；23cm
　　　謄写印刷，袋綴

　　　118127823X　　　Tsuchiya＊＊lll＊233＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0035］
實験農場に於ける水響町實験成績抜華／宮城實夫，盛岡高
等農林學校【編］

　　　［盛岡］：盛岡高等農林温血，1935．3

　　　32p；27cm
　　　（凶作二關スル研究；第1報別冊）

　　　118107469．　　　Tsuchiya＊＊IV＊999＊＊1／男明

仁風集覧／平塚清影編

　　　京都：村上勘兵衛，1867

1冊；26cm

118155094Y Tsuchiya＊＊ll＊169＊＊

高湿録／大蔵永常著；有坂北馬画

　　　大阪：河内屋長兵衛，文政13［1830］
　　　［1］，28丁；23cm

　　　和装

　　　118127618Z　　　Tsuchiya＊＊Ill＊33＊＊

［K120－0036］

［K120－0037］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0038］
堕胎間引の研究／中央社会事業協会社会事業研究所［編］

　　　東京：中央社会事業協会社会事業研究所，1936

　　　286p；22cm
　　　文献：各章末

　　　118156281X　　　Tsuchiya＊＊ll＊2056＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0039］
遠野町外十ニケ村経濟合同凶作封策要領／岩手縣［編］

　　　［盛岡］：岩手県，1934．10

　　　15p；27cm
　　　118107467z　　　Tsuchiya＊＊IV＊998＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－OO40］
東北凶作の歴史的研究：南部、津軽両藩に於ける凶作と其
の対策：盛田農民文化研究所調査／農業経済學會

　　　東京：農業経済島島
　　　東京：岩波書店（発売），1935。3

　　　48p；23cm
　　　「農業経済研究」號外回1號（昭和10年2月）

　　　118156482－　　　Tsuchiya＊＊II＊2227＊＊

　　　118156483．　　　Tsuchiya＊＊II＊2227＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－OO41］
東北振作論／伊東泰治著述；西川太次郎校閲批評

　　　甲府：伊東泰治，1898．6

　　　89p，図版2枚；20cm
　　　伊東蔵版

　　　1181566993　　　Tsuchiya＊＊II＊2425＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－OO42］
東北地方凶作の原因及稲作上将来注意すへき事項：臨時報告

　　　東京：農商務省農事試験場，1906．3

　　　2，15，7，2p，図版4枚；22cm

　　　118156403T　　　Tsuchiya＊＊II＊2148＊＊

　　　1181564b4U　　　Tsuchiya＊＊II＊2148＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0043］
東北地方官稲ノ凶作ヲ誘致スヘキ夏期低温ノ原因及之レカ豫
報二就キテ／安藤廣太郎［著］

　　　東京：農商務省農事試験場，1915．3

　　　2，61p，図版15枚；26cm
　　　（農事試験場特別報告；第30號）

　　　118156446－　　　Tsuc卜iya＊＊ll＊2171＊＊30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0044］
東北地方二於ケル郷倉ノ概況／社會局庶務課調査係［編］

　　　［東京］：社會局庶務課調査係，1935．2

　　　4，90p；26cm
　　　（調査資料／社一局庶務課調査係；第15號）

　　　第15號：農村封策

　　　118107461T　　　TsucMya＊＊iV＊991＊＊
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K130：山村・林業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－OO45］
東北地方二於ケル昭和九年ノ水稻凶作状況調査成績概要／農
林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1935．1

　　　142p；23cm
　　　（農事改良資料；第92號）

　　　謄写版

　　　118156481Z　　　Tsuchiya＊＊ll＊2226＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0046］
日本凶荒史科／西村真琴，吉川一郎編

　　　東京：丸善，1936．10

　　　暮£o羅易講m．

　　　118106969＋　　Tsuchiya＊＊IV＊567＊＊

　　　118106970X　　　Tsuchiya＊＊IV＊567＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0047］
日本近世凹凹志／小野武夫著

　　　東京：血忌社，1935．3

　　　448p；22cm
　　　118108404R　　　Tsuchiya＊＊IV＊1932＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－OO48］
日本食志＝一名日本食品滋養及沿革説／小鹿嶋果纂著

　　　東京：小鹿嶋果，1885．10

　　　2，12，6，510p；20cm

　　　118128048X　　　Tsuchiya＊＊川＊455＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－OO49］
日本震災凶国払／権藤成旧著

　　　東京：文芸春秋，1932．8

　　　395p；23cm
　　　118088474＋　　　Tsuchiya＊＊V＊1714＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0050］
農家凶防策／阿部泰次著

　　　東京：有隣堂，1896。11

　　　4，2，88p；19cm
　　　（勤農叢書）

　　　118128027U　　　Tsuchiya＊＊IlI＊430＊A＊

　　　1181299011J　　Tsuchiya＊＊IIl＊430＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0051］
農作物凶作状況調／岩手縣編

　　　［盛岡］：岩手縣，1934

　　　2，166p；27cm
　　　付：畑作物被害状況調

　　　袋綴

　　　118107491w　　　Tsuchiya＊＊IV＊1022＊＊S／9
　　　118107492X　　　Tsuchiya＊＊lV＊1022＊＊S／9／付

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0052］
農村救濟二関スル調査資料：昭和七年

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，［1932］

　　　1冊；28cm
　　　「農村負澹調査」「農村産業組合負債整理調査」「農村救濟緊急

　　　實転封八二就テ」等の合綴

　　　118130278V　　　Tsuchiya＊＊lll＊2585＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0053］
農村救曝書：全／南部興世編著一第3版

　　　杉上村（熊本県）：南部興世，1916．6

　　　113p；22cm
　　　118128338Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊867＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0054］
農村の窮乏状況に關する情報／内務省警保局保安課［編］

　　　［東京］：内務省警保局保安課，［19一］

　　　2，176p；21cm
　　　附：農村に於ける要望事項

　　　118155991／　　　Tsuchiya＊＊ll＊1878＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－OO55］
福島縣凶荒誌：全／福島縣［編］

　　　［福島］：福島縣，1910．3

　　　2冊；22cm

　　　118127673－　Tsuchiya＊＊lll＊88＊＊附録
　　　118127674．　　　Tsuchiya＊＊lll＊88＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－OO56］
明治三十八年福島縣凶作救濟概要／福島縣第一部庶務課［編］

　　　［福島］：福島県第一部庶務課，1906．7

　　　4，99p；22cm

　　　118106427U　　　Tsuchiya＊＊IV＊70＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0057］
明治三十八年凶作ノ概況及救濟ノ大要／福島縣第一部庶務
課［編］

　　　福島：福島縣第一部庶務課，1905．12

　　　4，68，9p；22cm

　　　118150743U　　　丁suchiya＊＊lI＊1337＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－OO58］
明治三十八年凶作ノ状況

　　　盛岡：岩手県農会，［1906］

　　　2，7，10p；26cm
　　　明治38年12，月10日調

　　　118128446Z　　　Tsu（：hiya＊＊111＊978＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K120－0059］
山形縣に於ける郷倉制度／山形縣経済部編

　　　山形：山形縣経済圏，19352

　　　2，89p；22cm
　　　（経濟更正資料；第8號）

　　　118155981＄　　　Tsudliya＊＊Il＊1869＊＊

　　　118155982！　　　Tsuchiya＊＊11＊1869＊A＊

　　　　　　　K130＝山村・林業

秋田縣官林調査沿革調／秋田螢林局［編］

　　　［秋田］：秋田螢林局，［19一］’

　　　402p；23cm
　　　118128131Q　　　Tsuchiya＊＊lll＊631＊＊

秋田藩林制正誌／月居忠熈著

　　　秋田：月居忠熈，1905．9

　　　6，4，334p；22cm

　　　118128154v　　　Tsuchiya＊＊lll＊652＊＊

［K130－0001］

［K130・一〇〇〇2］
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K130：山村・林業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130・一〇〇〇3］

安部井山田雨氏二本松藩林制意見書／安部井磐根，山田脩
［著］

　　　［出版地不明］：［二本松藩林制調査會］，［1911］

　　　12丁・24cm　　　　　　コ
　　　緒言：明治44年4月3日，二本松藩林制調査會
　　　巻末：明治44年3月7日，安部井磐根，山田脩
　　　袋綴

　　　118128089　　　　Tsuchiya＊＊lll＊526＊＊

入會關係整理事例

　　　［東京］：農林省山林局，1929。7

　　　46p；22cm
　　　118128162U　　　Tsuchiya＊＊lll＊659＊＊4

入會の研究／戒能通孝著

　　　東京：日本評論社，1943．9

　　　6，32，496p；22cm

　　　118088001R　　　Tsuchiya＊＊V＊1326＊＊

［K130－OOO4］

［K130－0005］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OOO6］
江戸時代に於ける造林技術の史的研究／徳川宗敬著

　　　東京：西ヶ原刊行会，1941．9

　　　1，8，2，373，6p；22cm

　　　1181298872　　　丁such羅ya＊＊翻量＊2312＊＊

江戸時代の林業思想／狩野亨二著

　　　静岡：狩野亨二，1963．9

　　　8，485p，図版1枚；22cm
　　　関係年表：p481－484

　　　118108975／　　　Tsuchiya＊＊IV＊2512＊＊

大阪木材市場

　　　［東京］：［農商務省山林局］，［1924．3］

　　　11，165p；23cm
　　　（山林彙報／農商務省山林局編；臨時増刊）

　　　118109535X・　　Tsu（：hiya＊＊IV＊3132＊＊

各藩林制二関スル調書

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［18一］

　　　22，31丁；23cm
　　　「山林局」の名入り罫紙に謄写印刷，袋綴

　　　118128153U　　　Tsuchiya＊＊lll＊651＊＊

［K130－OOO7］

［K130－0008］

［K130－0009］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0010］
紀州尾鷲地方森林開業法：全／土井八郎兵衛著

　　　尾鷲町（三重県）：尾鷲町農會，1905．12

　　　7，211p；23cm’
　　　第五回内國渤業博覧下名魯金牌拝受
　　　題辞：清興奎吾一校閲：本多静六

　　　118129911X　　　Tsuchiya＊＊lll＊961＊A＊

　　　118129912Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊961＊＊

木曾御料林之造材運材

　　　［東京］：帝室林野管理局，1916．6

　　　2冊；22cm

　　　118128386　　　　Tsuchiya＊＊Ill＊913＊＊

　　　118128387＄　Tsuchiya＊＊lll＊913＊＊附図

［K130－0011］

木曾森林問答／松野［カン］，山本清十著述

　　　東京：紀川直治郎：松井忠兵衛，1881。5

　　　18p；19cm
　　　118128146W　　　Tsuchiya＊＊lll＊645＊＊

木曽山／徳川義親著

　　　東京：徳川義親，1915．11

　　　1，2，6，24，402，5p；23cm

　　　li8128142S　　　Tsuchiya＊＊lll＊641＊＊

［K130－OO12］

［K130－0013］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO14］
杞柳栽培製造法／モアトリエー著；曲木高配訳

　　　［東京］：内務省，1877．11

　　　1枚；54×68cm
　　　内務省蔵版
　　　田中芳男閲

　　　118128272W　　　Tsuchiya＊＊lll＊775＊＊

群馬縣の林業／群馬縣内務部勧業課編纂

　　　［前橋］：［群馬県内務部勧業課］，1912．8

　　　4，59p：地図；22cm
　　　編纂：大橋健吉

　　　118088602Y　　　Tsuchiya＊＊V＊1833＊＊

香葦培養圖解：参河北設樂郡／田中長嶺著

　　　東京：石川芝太郎，1892．9

　　　14丁；23cm
　　　和装，袋綴

　　　1ユ8156190W　　　Tsuchiya＊＊Il＊2009＊A＊

　　　118156191X　　　Tsuchiya＊＊ll＊2009＊＊

［K130－OO15］

［K130－OO　16］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0017］
皇太子殿下行啓記念巌手縣有模範林誌／巌手縣内務部山林
課［編］

　　　［盛岡］：豊山縣内務部山林課，1913．11

　　　3，132p，図版3枚：肖像，地図；23cm

　　　118108961Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊2496＊＊2

高知大林匪國有林経螢一斑

　　　［出版地不明］：［高知大林区署］，［19一］

　　　5，164p，図版12枚；22cm
　　　折込図：高知大林区管内国有林分布略図

　　　118128388／　　　Tsuchiya＊＊lll＊915＊＊

［K130－OO18］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0019］
公有林及共同幽暗：即入會關係／川瀬善太郎著

　　　東京：三浦書店，1912．11

　　　5，354p；23cm

　　　1ユ8128141R　　　Tsuchiya＊＊lll＊640＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO20］
國有林ト地方産業トノ目凹＝大正九年一月調

　　　［東京］：農商務省山林局，1920．1

　　　10，111p；22cm
　　　大正8年越での調査を収録
　　　「山林彙報」臨時増刊

　　　1ユ8128163v　Tsuchiya＊＊lll＊660＊＊大正9
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0021］
國有林野一班／農商務省山林局編纂

　　　［東京］：農商務省山林局，1920－1939

　　　冊；26cm
　　　第19次：農林省山林局編発行

　　　1180888281　　　Tsuchiya＊＊V＊2089＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO22］
國有林野事業規程：附諸案簿表調製方

　　　［東京］：農林省山林局，1926．5

　　　17，2，44p；23cm

　　　1181559984　　　Tsuchiya＊＊Il＊1886＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0023］
國有林野之経菅

　　　［東京］：［出版者不明］，［19一］

　　　126p；26cm
　　　久米金彌口述

　　　118128303R　　　Tsuc卜lya＊＊lll＊82：L＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO24］
御料地放／帝室林野局編纂

　　　［東京］：［帝室林野局］，1931．8

　　　165p；22cm
　　　複製本（200部印刷）
　　　序例：御料局属荘原和（明治28年1月）

　　　118128147x　　　Tsuchiya＊＊lll＊646＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO25】
佐賀藩林制沿革史／熊本大林厘署［編］

　　　熊本：熊本大林匪署，1922．4

　　　2，3，415p；22cm
　　　調査・編纂：水上仙太郎

　　　118128143T　　　Tsuchiya＊＊lIl＊642＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0026］
山村経濟の構造と解髄過程：青森縣猿邊村に於ける實例

　　　［東京］：［出版者不明］，1941．11

　　　4，3，6，94p；22cm
　　　代謄写

　　　118107836Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1401＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0027］
山村實態調査報告書

　　　［東京］：東京帝二大學農學部林政學教室，1935．3－1936．3

　　　2冊；23cm

　　　118128114R　　　Tsuchiya＊＊川＊589＊＊1

　　　118128115S　　　Tsu（：hiya＊＊踊1＊589＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0028］
山林行政年表

　　　［東京］：日本農業研究所，1951．7

　　　47p；25cm
　　　（資料；14）

　　　明治維新（慶応3年）一昭和25年

　　　謄写版

　　　118108634W　　　Tsuchiya＊＊IV＊2162＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0029］
山林栽殖利益之説：全／森脇孝三，重宗芦水，竹田忠槌［著］

　　　［錦見村］（山口縣）：［出版者不明］，［19852］

　　　23p；18cm
　　　118154019U　　　Tsuchiya＊＊1＊945＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0030］
山林助農之説／田島直之演述．一増補

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1884］

　　　22p；18cm
　　　表紙：愛心演述
　　　序：有愛林翁居焉翁蒲田島名直之

　　　118154017S　　　Tsuchiya＊＊1＊943＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO31】
山林制度論／グスタブ・マルヘット著；緒方道平課．山林
経濟論／緒方道平筆記

　　　［山形］：鳴時雨：，［18一］

　　　13，7丁；19cm
　　　和装
　　　表紙：マルヘット氏山林制度論
　　　版心の版元：山形鳴時社

　　　118088310U　　　Tsuchiya＊＊V＊1531＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0032］
山林説附公債／［周布公平詳］；内務省地理局錆

　　　［東京］：［内務省地理局］，1878．12

　　　22p；18cm
　　　（山林叢書；第7巻）

　　　118128285－　　　Tsuchiya＊＊llI＊796＊＊7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130一・OO33］
山林農務母子之説：全／田島直之著述

　　　［岩國］：［田島直之］，［1885．3］．

　　　12丁；18cm
　　　和装

　　　118154018T　　　Tsuchiya＊＊1＊944＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0034］
山林培養法／［緒方道平筆記］；内務省地理局錆

　　　［東京］：［内務省地理局］，1878．4

　　　35p；19cm
　　　（山林叢書；第1巻）

　　　118128279＄　　　Tsuchiya＊＊lll＊796＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0035］
山林本用論／［緒方道平筆記］；内務省地理局錆

　　　［東京］：［内務省地理局］，1878．5

　　　30p；18cm
　　　（山林叢書；第2巻）

　　　118128280V　　　Tsuchiya＊＊IIl＊796＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0036］
山林問答開講／［水谷贋判］；内務省地理局錆

　　　［東京］：［内務省地理局］，1878．11

　　　22p；18cm
　　　（山林叢書；第6巻）

　　　118128284Z　　　Tsuchiya＊＊瞳1＊796＊＊6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0037］
信濃山林誌／信濃山林会［編］

　　　長野：信濃山林會，1907。10

　　　6，144p，図版15枚：地図；19cm

　　　118128152T　　　Tsuchiya＊＊lll＊650＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0038］
種園苗園／［首藤諒謬］；内務省地理局編纂

　　　［東京］：［内務省地理局］，1879．1

　　　27p；18cm
　　　（山林叢書；第8巻）

　　　118128286．　　　Tsuchiya＊＊lll＊796＊＊8



K1303山村・林業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0039］
狩猶図説／農商務省編

　　　東京：東京博文館，1892．9

　　　190p；20cm
　　　118156701u　　　Tsuchiya＊＊回＊2428＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【K130－0040］
新宮木材誌／新宮木材商同業組合編

　　　新宮町（和歌山県）：新宮木材商同業組合，1929．2

　　　113p；19cm
　　　編纂：中澤正俊

　　　118088663＋　　　Tsuchiya＊＊V＊1903＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0041］
森林杞憂／高橋琢也著

　　　東京：高橋琢也，1888．9

　　　160p；19cm
　　　高橋氏蔵版

　　　118128373Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊905＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【K130－OO42］
森林制度革新論：附駁第十議會政府案／辻顯洲著

　　　東京：辻瀬洲
　　　東京：有斐閣書房（責捌），1897．3

　　　33，2，300，5p；22cm
　　　附：駁第十議會政府案

　　　118088731．　　　Tsuchiya＊＊V＊1981＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【K130－0043］
森林説／［吹田鯛六八寸］．轟生噛除法／［松野富麗課］；内
務省地理局編纂

　　　［東京］：［内務省地理局］，1878．8

　　　17p；18cm
　　　（山林叢書；第5巻）

　　　118128283Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊796＊＊5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【K130－0044］
森林培養；播種方法／［和田順吉課］；内務省地理局編纂

　　　［東京］：［内務省地理局］，1879．1

　　　43p；18cm
　　　（山林叢書；第9巻）

　　　118128287　　　　Tsuchiya＊＊lll＊796＊＊9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0045］
森林保護要略／ヴィダル著；和田順吉訳

　　　［東京］：内務省山林局，1881．2

　　　383p；19cm
　　　1181277411J　　　Tsuchiya＊＊lll＊151＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO46］
樹實採収及貯蓄法／［松野硝抄謬］．山林問答抄謬／［水谷
忍課］；内務省地理単三

　　　［東京］：［内務省地理局］，1878．5

　　　22P；18cm
　　　（山林叢書；第3巻）

　　　118128281W　　　Tsuchiya＊＊罪1＊796＊＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO47］
樹木作法早臥：第二編／内務省地理局編纂

　　　［東京］：［内務省地理局］，1879．5

　　　37p；18cm
　　　（山林叢書；第13巻）

　　　118128291X　　　Tsuchiya＊＊Ill＊796＊＊13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0048］
樹木作法初學；白桐栽培豫算／内務省地理局編纂

　　　【東京］：［内務省地理局］，1879．4

　　　38p；18cm
　　　（山林叢書；第12巻）

　　　118128290W　　　　Tsuchiya＊＊聾1＊796＊＊12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0049］
樹林學講義／首藤諒門下

　　　［東京］：内務省山林局，1881．1一

　　　冊；18cm

　　　ユ18156692＄　　　Tsuchiya＊＊ll＊2419＊＊1／1

　　　ユ18156693！　　　Tsuchiya＊＊ll＊2419＊＊1／2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO50］
純粋培養菌種接種法に依る椎茸，なめこ，榎茸人工栽培法／北
島君三二

　　　東京：中畑會，1937．11

　　　89p，図版16枚；23cm
　　　〈興林会叢書；第17號）

　　　ユ18107745Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊1300＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130・一〇〇51］
全國國有林野町村別調／農商務省山林局［編］

　　　［東京］：［農商務省山林局］，1920．10

　　　ユ95p；22cm
　　　（山林彙報／農商務省山林局編；臨時増刊）

　　　表紙：大正9年10月
　　　大正9年5月末日現在大林区署調査

　　　ユ18128140Q　　　Tsuchiya＊＊Ill＊639＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO52］
挿査吉野林業全書：完／森庄一郎著

　　　川上村（奈良県）：森庄一郎：伊藤庄一郎，1898．11

　　　3，8，10，441p；24cm
　　　発売元：伊藤盛尊堂他

　　　ユ18128302Q　　　Tsuchiya＊＊llI＊820＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0053］
千葉県の林政と林業／千葉県内務部編

　　　千葉：千葉県内務部，1931．6

　　　174，16p；地図；19cm

　　　ユ18088664％　　　Tsuchiya＊＊V＊1904＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO54］
地理局作業規纂

　　　【出版地不明］：［内務省地理局］，［1878］

　　　2冊；19cm
　　　第1心臓：地理局官林作業概規11年6月

　　　ユ18128144u　　　Tsuchiya＊＊lll＊643＊＊1

　　　ユ18128145V　　　Tsuchiya＊＊lll＊643＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO55］
天龍川流域の林業

　　　静岡：静岡縣内務部，1929．3

　　　6，176p；19cm

　　　118088661＄　　　Tsuchiya＊＊V＊1901＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0056］
土佐藩丁丁史／［高知下林局編］

　　　高知：高知営林局，1935．3

　　　195p；19cm
　　　巻首：菖土佐藩林政史門田齊遺稿

　　　118088662／　　　Tsuc卜liya＊＊V＊1902＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO57］
内外國山林書指謬／内務省地理局編纂

　　　［：東京］：［内務省地理局］，1879．6

　　　30，4p；18cm
　　　（山林叢書；第14巻）

　　　伐木ヲ論ズ，並木伐木ノ説，用材伐木ノ説，海松（パンマリ

　　　チーム）ノ説

　　　118128292Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊796＊＊14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0058］
名古屋木材市場発達史＝尾州材の生産を中心として

　　　［東京］：林業発達史調査會，1957．3

　　　235p；25cm
　　　（林業発達史資料；第63号）

　　　謄写版

　　　118108860X　　　Tsuchiya＊＊IV＊2397＊＊

新潟縣之林業／新潟縣山林會［編］

　　　静岡：新潟縣山林會，1917．7

　　　4，173，32p；23cm
　　　附録：越佐の樹木と歴史，法令

　　　118106776．　　　Tsuchiya＊＊IV＊386＊＊

苦竹，淡竹，孟宗竹栽培法／斎藤勝蔵著

　　　京都：京都府山林會，1910．6

　　　4，152p，図版11枚；22cm

　　　118155980　　　　Tsuchiya＊＊ll＊1868＊＊

日本山林副産物製造編／今川粛著

　　　東京：製紙分社1，1886．5

　　　10，133p；20cm

　　　118156527。　　　Tsuchiya＊＊ll＊2268＊＊

日本森林経濟論／村田重治［著］

　　　［東京］：［日本一陣會］，［1891．9］

71p；23cm

118128159一 Tsuchiya＊＊lll＊656＊＊

日本の山林大地主：

本和夫著

　　　東京：青銅社，1954。6

　　　304p；19cm
　　　118098209　　　　Tsuchiya＊＊V＊2542＊＊

［K130－0059］

［K130－OO60］

［K130－OO61］

［K130－OO62］

　　　　　　　　　　　　［K130－OO63］
その生いたちと実態の解剖を中心に／福

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0064］
日本林業発達史：明治以降の展開過程／林業発達史調査会編

　　　東京：林野庁，1960．3

　　　779，5p；22cm

　　　118087258／　Tsuchiya＊＊V＊513＊＊上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO65］
日本林野割替制度の研究／奥田或

　　　［札幌］：［北海道帝國大學］，［1932］

　　　88p；23cm
　　　（肇北帝國大學理農學部農業経濟學教室研究資料；第5號）

　　　表紙：北海道帝國大學教授法學博士農學博士高岡熊雄先生在

　　　職三十五年紀念論文集別刷

　　　118107580V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1ユ31＊＊

人吉藩画嚢沿革史／熊本大林厘署［編］

　　　［熊本］：熊本大林医署，1922．4

　　　2，4，2，328p；22cm

　　　118128165X　　　Tsuchiya＊＊lll＊662＊＊

福岡縣の林業

　　　［福岡］：福岡町内務部林務課，1931．8

　　　4，224p，図版1枚：地図；22cm

　　　118128161T　　　Tsuchiya＊＊Ill＊658＊＊

福岡縣有林事業経過報告／福岡縣内務部［編］

　　　［福岡］：福岡縣内務部，1929．3

　　　107p；23cm
　　　1181074020　　　Tsuchiya＊＊IV＊927＊＊

［K130－OO66］

［K130－0067］

［K130－0068］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO69］
府縣郡市有林調／農商務省山林局［編］

　　　東京：農商務省山林局，1921．2

　　　2，136p；22cm
　　　（山林彙報／農商務省山林三編；附録）

　　　118128164W　Tsuchiya＊＊lll＊661＊＊大正9

普國森林大學校法則及附属品／［松野燗課］
條款／［小出拙藏繹］；内務省地理局編纂

　　　［東京］：［内務省地理局］，1879．3

　　　40p；18cm
　　　（山林叢書；第11巻）

　　　118128289／　　　Tsuchiya＊＊lll＊796＊＊11

［K130－0070］

佛國山林學校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO71］
佛國林制概暑／［片山直人筆述］；内務省地理局錆

　　　［東京］：［内務省地理局］，1878．6

　　　16p；18cm
　　　（山林叢書；第4巻）

　　　118128282X　　　Tsuc卜iya＊＊Ill＊796＊＊4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0072］
佛蘭西森林法・森林法執行命令：附・参考／黒田綱彦訳；荒
川省吾等校

　　　［東京］：農商務省山林局，1881。3

　　　3，8，103，92，46p；23cm

　　　118128459＄　　　Tsuchiya＊＊lII＊991＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO73］
部落有林野統一事例／農商務省山林局［編］

　　　［東京］：農商務省山林局，1913．6－1923．3

　　　冊；17－22cm
　　　大正9年1月，大正10年9月は「山林彙報」臨時増刊

　　　118128155w　Tsuchiya＊＊lll＊653＊＊大正9

　　　118128156x　Tsuchiya＊＊lll＊653＊＊大正10

本邦林産物ノ商況

　　　［東京］：農商務省山林局，1910．4

　　　2，31p；22cm

　　　118128151S　　　Tsuchiya＊＊lll＊649＊＊

本邦林野入會の沿革／佐々木茂枝著

　　　東：京：帝國森林會，1927．10

　　　2，171p；22cm
　　　附録・入會に画する判決例＝p122－171

　　　118128166Y　　　Tsuchiya＊＊朋1＊663＊＊

［K130－OO74］

［K130－0075］
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K130：山村・林業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0076］
三方原入會地沿革参考書／田中秀著

　　　曳馬村（静岡縣）：中村太郎三郎，1901．11

　　　3，31p；22cm

　　　118107830T　Tsuchiya＊＊IV＊1394＊＊参

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0077］
三極培養新説／野原寛重著

　　　東：京；有隣堂，1881．2

　　　2，24丁；23cm
　　　和装
　　　題簸：三極培養新説全

　　　118129907　　　　Tsuchiya＊＊目1＊840＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0078］
身延久遠寺山林史：完／監澤健［編纂］

　　　［身延村］（山梨県）：身延久遠寺，1922．11印刷

　　　92，13p；27cm
　　　折込図：久遠寺寺有林施業予定図

　　　：L18128304S　　　Tsuchiya＊＊lll＊822＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO79］
宮城縣ノ林業

　　　［出版地不明］：［宮城縣内務部］，［1916．9］

　　　132p；22cm
　　　［序］：大正5年9月宮城縣内務部
　　　目次：宮城縣林業の現勢

　　　118128157Y　　　Tsuc卜iya＊＊lIi＊65今＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO80］
宮城縣林業資料／宮城縣［編］

　　　［仙台］：宮城縣，1915．5

　　　1，25，76p；22cm

　　　118128160S　　　Tsuchiya＊＊lIl＊657＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO81］
明治大正林業史年表／農村更生協會編

　　　東京：農村更生協會，［1937．6はしがき］

　　　2，48p；23cm
　　　（山村研究；第2輯）
　　　編者：小野道雄

　　　118128149Z　　　Tsu（：hiya＊＊lIl＊647＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO82］
明治林業逸史／大日本山林會編

　　　東京：大日本山林會，1931。5

　　　2冊；23cm
　　　118109049X　　　Tsuchiya＊＊IV＊2590＊＊

　　　118109050P　　　Tsuchiya＊＊IV＊2590＊＊続編

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0083］
明治林業史要／松波秀實著

　　　東京：大日本山林會，1919－1924

　　　2冊；23cm
　　　林学博士松波秀實遺稿

　　　118087402V　　　Tsudliya＊＊V＊682＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0084］
木材取引の饗遷／東京材木問屋同業組合編輯

　　　東京：東京材木問屋同業組合，1930．11

　　　2，3，136p，図版2枚；19cm

　　　1181092110　　　Tsuchiya＊＊IV＊2786＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0085］
木材保護ノ術／［片山直人筆述］．官林責却研究／［小出拙
藏課］；内務省地理局編纂

　　　［東京］＝［内務省地理局］，1879．2

　　　20p；18cm
　　　（山林叢書；第10巻）

　　　1ユ8128288＄　　　Tsuchiya＊＊llI＊796＊＊10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO86］
吉野山林／戸水寛人著

　　　東京：有斐閣書房，1899．7

　　　2，48，4p；22cm
　　　（法理論叢；第5編）

　　　1ユ8128389＋　　　Tsuchiya＊＊lil＊916＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0087］
林業回顧録／中村彌六口述；吉田義季筆記・編

　　　東京：大日本山林会，1930．7
　　　2，8，2，8，221，39p，図版7枚；19cm

　　　1ユ8128278　　　　Tsuchiya＊＊lll＊795＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO88］
林業概観

　　　東京：日本勧業銀行調査部，1949

　　　2冊；26cm
　　　（調査彙報；第11－12號）

　　　1ユ8108861Y　Tsuchiya＊＊IV＊2398＊＊後篇

　　　118108862Z　Tsuchiya＊＊IV＊2398＊＊前篇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0089］
林業方針

　　　［盛岡］：岩手縣，［1932］

　　　4，66p；27cm

　　　118128098　　　　Tsuchiya＊＊ill＊566＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO90］
林業要覧

　　　［埼玉］：埼玉縣内務部，1914．3

　　　6，138，48p，図版4枚：地図；19cm
　　　緒言：埼玉縣林業要覧

　　　118128158Z　　　Tsuchiya＊＊llI＊655＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－0091］
林産・畜産・水産／大西俊夫著

　　　東京：白揚社，1937，9

　　　9，320p；18cm
　　　（日本産業経済全書；9）

　　　118107609X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1163＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO92］
林産物集散及債格調査書／農商務省山林局［編］

　　　［東京］：農商務省山林局，1918．2

　　　1，271，256p；23cm
　　　（山林公報；臨時増刊）

　　　118098721．　　　Tsuchiya＊＊V＊3071＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K130－OO93］
林政五十年：一林業技術者の歩ゆんだ道／早尾丑麿著

　　　東京：日本林材新聞社，1963．7

　　　7，575p；22cm
　　　著者の肖像あり
　　　論説編年表・略歴表：p558－575

　　　1：L8108376z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1901＊＊
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K1403漁村・漁業・製塩業

林野調査報告書

　　　［大阪］：大阪府産業部，［1922．3序］

33Fら22cm

118128150R Tsuchiya＊＊lll＊648＊＊

［K130－0094］

　　　　　K140＝漁村・漁業・製塩業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0001］
秋田郡邑魚心／武藤鐡城編著

　　　東京：アチックミューゼアム，1940．4

　　　6，355p；21cm
　　　（アチックミユーゼアム彙報；第45）

　　　118109511R　　　Tsuchiya＊＊IV＊3106＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140・一〇〇〇2］

秋田縣之水産

　　　［秋田］：秋田縣，1925，3

　　　4，168p，図版1枚：地図；17cm
　　　目次：秋田縣水産要覧

　　　118108948／　　　Tsuchiya＊＊IV＊2483＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OOO3］
安藝三津漁民手記／進藤松司著

　　　東京：アチックミューゼアム，1937．12
　　　6，11，354p，図版13枚；22cm
　　　（アチックミユーゼアム彙報；第13）

　　　付：地図4枚袋入り

　　　118109503S　　　Tsuchiya＊＊IV＊3095＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0004］
赤穂塩業誌／赤穂塩田支部編

　　　赤穂町（兵庫県）：金谷真六，1899．1

　　　3，3，326p；22cm

　　　1180888753　　　Tsuchiya＊＊V＊2138＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OOO5］
赤穂監田勢働事情／大阪地方職業紹介事務局［編］

　　　大阪：大阪地方職業紹介事務局，1930．1

　　　43p；22cm
　　　118107817Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊1378＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OOO6］
淺草海苔／岡村金太郎著

　　　東京：博文館，1909．12

　　　4，2，374，7，9p；23cm
　　　附：東京府従多摩川至江戸川海苔採場実測図

　　　118099101U　　　Tsuchiya＊＊V＊3470＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OOO7］
有明海干潟利用研究報告

　　　［福岡］：福岡縣水産試験場，1929．8

　　　7，20，715p；27cm
　　　藤森三郎等調査

　　　118107428W　　　Tsuchiya＊＊IV＊953＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0008］
安房郡水産沿革史／岸上鎌吉編

　　　北條町（千葉県）：安房郡水産組合，1914．3

　　　2，9，294，11p；27cm
　　　折込み図；安房漁村地図

　　　118107415s　　　Tsuchiyρ＊＊IV＊940＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0009］
勇魚取絵詞／［小山田與清著］

　　　［出版地不明］：［出版者不明L文政12抜［1829］

　　　2冊；34cm
　　　タイトルは耳蝉による
　　　折本，秩入

　　　118128472Y　Tsuc卜iya＊＊lll＊1011＊＊下

　　　118128473z　Tsuchiya＊＊lll＊1011＊＊上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0010］
茨城縣霞ヶ浦北浦漁業基本調査報告

　　　［那珂湊］：茨城縣水産試験場，1912．11－1913．11

　　　2冊；27cm
　　　附録：霞ヶ浦北浦深度圖
　　　目次頁および第2巻の見出しタイトル：霞ヶ浦北浦漁業基本
　　　調査報告書

　　　118107413q　　　Tsuchiya＊＊IV＊938＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO　11］
茨城縣水産會報／茨城県水産会

　　　1（明31．6）一

　　　水戸

　　　請求記号3Tsuchiya＊＊lll＊906＊＊

　　　所蔵年次31899－1899
　　　所蔵巻次32

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0012］
置網日下戸に於ける薔漁業聞書／櫻田勝徳著

　　　東京：アチックミューゼアム　1936．9
　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　60p；23cm
　　　（アチックミユーゼアムノート；第8．土豫漁村採訪旅行報
　　　告；1）

　　　118109487＄　　　Tsuchiya＊＊IV＊3080＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0013］
煎海鼠製造概説／水野早酢，下啓助編述

　　　［東京］：農商務省水産局，1887．3

　　　2，51p；24cm

　　　118128127V　　　Tsuchiya＊＊llI＊623＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0014］
いわし漁業調査／岸上鎌吉著

　　　東京：農商務省水産局，1908．1

　　　p71－110；26cm
　　　水産調査報告（農商務省水産局）第14巻第3冊

　　　118107427v　　　Tsuchiya＊＊IV＊952＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO15］
岩手縣水産業是

　　　［盛岡］：岩手縣，1932．9

　　　36p；27cm
　　　118108883　　　　Tsuchiya＊＊IV＊2422＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO　16］

宇和島藩吉田藩漁村経濟史料／小野武夫編

　　　東京＝アチックミューゼアム，1938．9－1938．10

　　　2冊；21cm
　　　（アチックミユーゼアム彙報；第26，第27）

　　　補遺の編者：愛媛縣北宇和郡役所

　　　118109490X　　　Tsuchiya＊＊IV＊3083＊＊

　　　118109491Y　Tsuch盲ya＊＊IV＊3083＊＊補遺
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K140：漁村・漁業・製塩業

塩業諮問會紀事／農商務省農務局

　　　［東京］：農商務省農務局，1884．7

191周置23cm

1181571000 Tsuchiya＊＊ll＊1318＊＊

盛業組織調査書

　　　［東京］：專責局，［1913．10？］

　　　4，1212p；27cm

　　　118128464Z　　　Tsuc卜iya＊＊llI＊1001＊＊

藍業通鑑／中井貞吉編

　　　東京：有隣堂，1913．1

　　　6，194，72p；22cm
　　　校閲：奥健蔵

　　　118107268Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊799＊＊

近江國野洲川簗漁業史資料／祝宮静編著

　　　東京：アチックミューゼアム，1937．8

　　　3，238p；22cm
　　　（アチックミユーゼアム彙報；第18）

　　　118109508X　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊3102＊＊

［K140－OO17］

［K140－0018］

［K140－0019］

［K140－OO20］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO2iユ
岡山縣水産一班／岡山縣内務部商工水産課［編］

　　　岡山：岡山縣内務部商工水産課，1931．5

　　　4，329p：地図；19cm

　　　118098653＋　　　Tsuchiya＊＊V＊3005＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO22］
隠岐島前漁村採訪記／櫻田勝徳，山ロ和雄著

　　　東京：アチックミューゼアム，1935．12

　　　3，186p；23cm
　　　（アチックミユ一壷アムノート；第3．隠岐調査報告；1）

　　　118109510Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊3105＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0023］
隠岐島前に於ける糸満漁夫の聞書／櫻田勝徳著

　　　東京：アチックミューゼアム，1935．11

　　　32，3p；23cm
　　　（アチックミユ一丁アムノート；第4．隠岐調査報告；2）

　　　118107266W　　　Tsuchiya＊＊IV＊797＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0024］
沖縄縣水産概況／沖縄縣内務部［編］

　　　［那覇］：［沖縄縣内務部］，1926．4

　　　4，38p；23cm

　　　1180987270　　　Tsuchiya＊＊V＊3077＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0025］
海国日本／帝国海事協会，大日本水産会編

　　　東京：国定教科書共同販売所，1916．5

　　　4，1，1，442p；22cm

　　　118128370V　　　Tsuchiya＊＊lll＊902＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【K140－OO26］
海産論／シモントス著；浜野定四郎，伊東茂右衛門訳

　　　［札幌］：開拓使，1881．12

　　　7，3，626p；19cm

　　　118154008s　　　Tsuchiya＊＊1＊934＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0027］
樺太の漁業制度：平岡樺太廃長官談話／［樺太協會編］

　　　［東京］：［樺太協會］，［19一］

　　　2，24p；23cm
　　　（植民問題研究資料；其1）

　　　118152360R　　　Tsuchiya＊＊1＊328＊＊

概観日本水産史／桑田透一著

　　　東京：海と空社，1943．3

　　　211，31p；18cm

　　　118088616＄　　　Tsuchiya＊＊V＊1847＊＊

［K140－0028］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO29］
薔藩時漁業裁許例／大日本水産會編

　　　［東京］：大日本水産會，1895．4

　　　2，9，228p；22cm
　　　農商務省水産調査所調査

　　　118128371H　　　Tsuchiya＊＊lll＊903＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0030］
薔藩時代の漁業制度調査資料／農林省水産局［編］

　　　東京：農業と水産社，1934．3－1935．3

　　　2冊；23cm
　　　（水産調査資料／農林省水産局編；第3輯一第4輯）
　　　第2編：豊浦郡水産史料（楠美一陽著）

　　　118107526V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1073＊＊1

　　　118107527W　　　Tsuchiya＊＊IV＊1073＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO31］
近世越中灘浦壷網漁業史／山ロ和雄編著

　　　東京：アチックミューゼアム，1939．12

　　　2冊：地図；23cm
　　　（アチックミユーゼアム彙報；第31）

　　　117002559u　Tsuchiya＊＊IV＊3098＊＊図表
　　　118109505U　　　Tsuchiya＊＊IV＊3098＊＊

近代漁業発達史／岡本信男著

　　　東京：水産社，1965．3

　　　18，614p；22cm
　　　付録：日本水産通史年表
　　　付録：参考文献
　　　付図：近代漁業発達概要図

　　　118108954．　　　Tsuchiya＊＊IV＊2489＊＊

漁家副業二關スル調査／農商務省農務局［編］

　　　［東京］：農商務省農務局，1920．9

　　　2，2，308p；22cm
　　　（副業参考資料；5）

　　　118107698＋　　　Tsuchiya＊＊IV＊1254＊＊

　　　118107699％　　　Tsuchiya＊＊IV＊1254＊A＊

漁業椛制度二關スル資料

　　　［東京］：農林省水産局，1931．3

　　　2，70p；23cm

　　　118107822U　　　Tsuchiya＊＊IV＊1382＊＊

漁業誌：全／長崎縣編纂

　　　長崎：鶴野麟五郎　1896．1
　　　　　　　　　　　ヲ
　　　1，1，168p，図版83枚：地図；19cm

　　　118127833Y　　　Tsuchiya＊＊闘1＊241＊＊

［K140－0032］

［K140－0033］

［K140－OO34］

［K140－0035］
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K140：漁村・漁業・製塩業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO36］
漁業制度資料目録／日本常民文化研究所編

　　　東京：日本常民文化研究所，1950－1953

　　　冊；25cm
　　　謄写刷
　　　第1集：全国篇1一第2集：内海篇1一第3集：全国篇2
　　　一第5集：内海篇2一第6集：全国篇4一第7集：内海篇
　　　3一第8集：全国篇5一第9集：全国篇6

1：L8108082T

118108084V
118108085V

118108086×
118108088Z

118108089一

Tsuchiya＊＊IV＊1599＊＊5

Tsuchiya＊＊IV＊1599＊＊3

Tsuchiya＊＊IV＊1599＊＊2

Tsuchiya＊＊IV＊1599＊＊1

Tsuchiya＊＊IV＊1599＊A＊1

Tsuchiya＊＊IV＊1599＊A＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO37］
漁業ト森林トノ義血調査／農商務省水産局［編］

　　　〔東京］：農商務省水産局，1911．3

　　　1冊；22cm
　　　118128274Y　　　Tsuchiya＊＊Ill＊791＊＊

漁業畿達史／岡本正一著

　　　東京：霞ケ關書房，1944．9

　　　46，1272，114p；22cm
　　　巻末：蟹罐詰年表

　　　1180989250　　　Tsuchiya＊＊V＊3288＊＊

漁産一斑／大蔵省記録局編

　　　東京：博聞社，1884．1

　　　3，328，2p；21cm
　　　大蔵省蔵版

　　　118128372X　　　Tsuchiya＊＊lll＊904＊＊

漁村教育論文集／武津爲世編輯

　　　和田町（千葉縣）：安房郡水産組合，1921．8

　　　10，156p；23cm
　　　表紙：千葉縣安房郡水産組合

　　　118128448．　　　Tsuchiya＊＊lll＊980＊＊

漁村生活事情に關する調査

　　　［千葉］：千葉縣社會事業協會，1930．9

　　　8，191p；23cm
　　　（資料；第14輯）

　　　118107824個日　　Tsuch；ya＊＊IV＊1385＊＊

［K140－0038］

［K140－OO39］

［K140－0040］

［K140－0041］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0042］
魚名に關する若干の考察／澁澤敬三著

　　　東京：日本常民文化出版所，1943．2

　　　2，7，329p，図版5枚；21cm
　　　（日本常民文化研究所彙報；第59．日本魚名集覧／澁澤敬

　　　三園；第3部）

　　　118108218U　　　Tsuchiya＊＊lV＊1738＊＊3

漁網集覧／伊吹群作編．一増補改訂版

　　　小樽市：左文字書房，1927．4

　　　5，11，254，8p；20cm
　　　序文：藤村信吉

　　　118108939／　　　Tsuchiya＊＊IV＊2473＊＊

九十九里薔地曳網漁業／山ロ和雄著

　　　東京：アチックミューゼアム，1937，7

　　　2，8，335p；23cm
　　　（アチックミユーゼアム彙報；第12）

　　　118109498＋　　　Tsuchiya＊＊IV＊3091＊＊

［Ki40－0043］

［K140－0044］

工船蟹漁業の話／三宅好美，松谷三郎共著

　　　東京：日本水政新報社，1928．8

　　　11，6，239，44p；20cm
　　　附録：工船漁業の必要知識

　　　118088484％　　　Tsuchiya＊＊V＊1724＊＊

［K140－0045］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0046］
湖沼漁業史研究：氷上漁業について／竹内利美著

　　　東京：水産事情調査所，1948．7

　　　8，158p；21cm

　　　118109132Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊2684＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0047］
古代日本の漁猟生活：考古學及び化石動植物學上より見たる
日本原始漁猟生活の研究／直良信夫著

　　　諏訪：葦牙書房，1946。12

　　　2，302p；19cm

　　　118087255．　　　Tsuchiya＊＊V＊510＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0048］
古代の漁猟：考古學及び化石動植物學上より見たる日本古代
の食糧と漁狸の話／直良信夫著

　　　東京：葦牙書房，1941．9

　　　12，302p；19cm

　　　118088475％　　　Tsuchiya＊＊V＊1715＊＊

江州堅田漁業史料／喜多村俊夫編著

　　　東京：アチックミューゼアム，1942．2

　　　2，25，586p；22cm
　　　（アチックミユ四四アム彙報；第46）

　　　118109519Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊3116＊＊

坂出監業改善一班／坂出地方專費局編

　　　坂出：坂出地方専売局，1930．3

　　　8，379p；23cm
　　　御大禮記念

　　　118107532S　　　Tsuchiya＊＊IV＊1079＊＊

［K140－OO49］

［K140－OO50］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0051］
さんご漁業調査報告／北原多作［著］

　　　［東京］：農商務省水産局，1904。3

　　　24p，図版5枚；26cm
　　　題簸：さんご漁業調査全
　　　欄外：水産調査報告
　　　図版欄外lJour．　Fish．　Bureau　Vbl．13，　No．3

　　　118128504U　　　Tsuchiya＊＊llI＊1038＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO52］
三陸方面及北海道東南岸鮭鱒沖取漁業調査報告書

　　　［東京］：農林省水産局，1934．3

　　　12，276p；26cm
　　　鮭鱒漁業之部（昭和七年度雇有井重治復命書），鮭鱒習性之

　　　部（昭和七年度雇加印達也復命書）

　　　118109082丁目　　Tsuchiya＊＊IV＊2628＊＊

監二丁スル参考表／專下局［編］

　　　東京：專費局，1928。9

　　　4，105p；26cm

　　　118107426U　　　Tsuchiya＊＊IV＊951＊＊7

［K140－0053］
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0054］
静岡縣漁塙圖解説書／静岡縣水産組合聯合會編

　　　［沼津］：静岡縣水産組合聯合會，1906．11

　　　88丁，図版26枚：地図；23cm
　　　和装，袋綴

　　　118152384X　　　Tsuchiya＊＊1＊435＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0055］
静岡縣水産誌／静岡縣漁業組合取締所編

　　　静岡：静岡縣漁業組合取締所，1894．2－1894．9

　　　4冊；23cm
　　　活字，和装，袋綴

　　　118128343V　　　Tsuchiya＊＊lll＊872＊＊1

　　　1181283441J　　　Tsuchiya＊＊Ill＊872＊＊2

　　　118128345X　　　Tsu（：hiya＊＊lll＊872＊＊3

　　　118128346Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊872＊＊4

澁澤漁業史研究室報告／澁澤漁業史研究室編

　　　東京：アチツクミューゼアム，1941．6

　　　279p；21cm
　　　（アチックミユーゼアムノート；第19）

　　　118109517X　Tsuchiya＊＊IV＊3113＊＊1輯

下総行徳監業史／揖西光速著

　　　東京：アチックアミューゼアム，1941．10

　　　2，4，311，5p；21cm
　　　（アチックミユーゼアム彙報；第49）

　　　118109580X　　　Tsuchiya＊＊IV＊3171＊＊

水産解説摘要

　　　［出版地不明］：［花田牧太郎］，1883．5

　　　7，44，22，66p；19cm
　　　共同刊行：鐡傳七，中司通明，西森頼治

　　　118129910W　　　Tsuchiya＊＊睦1＊922＊＊

水産援張意見／松原新之助編輯

　　　東京：大日本水産會，1891．1

50p；22cm

118152654X Tsuchiya＊＊1＊620＊＊

水産行政年表／杉浦保吉，利光洋一編

　　　［東京］：日本農業研究所，1951．7

　　　44p；25cm
　　　（資料；21）

　　　明治8年一昭和20年8月
　　　編者は序による
　　　謄写版

　　　118108588／　　　Tsuchiya＊＊IV＊2114＊＊

水産集談會日誌

　　　［千葉］：千葉縣農商課，1883。6

　　　190，2p；22cm

　　　118127990　　　　Tsuchiya＊＊lll＊394＊＊

水産事項特別調査／農商務省農務上編

　　　［東京］：農商務省，1894．3

　　　574，731p；26cm

　　　118128465－　　　Tsuchiya＊＊lll＊1002＊＊

［K140－OO56］

［K140－0057］

［K140－OO58］

［K140－OO59］

［K140－0060］

［K140－OO61］

［K140－0062］

水産實業録／室伏治郎兵衛著

　　　［東京］：［大日本水産会］，1895．12

　　　2，4，130p；22cm

　　　118088870＋　　　Tsuchiya＊＊V＊2133＊＊

水産圖解／藤川三渓著

　　　神戸：井上丑松，1889．10

　　　2冊；27cm
　　　和装本（秩入り）

　　　118152383w　Tsuchiya＊＊1＊434＊＊上・下

［K140－OO63］

［K140－OO64］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0065］
蜴圖解一覧／河原田盛美著；田中芳男閲；中島仰山圖

　　　東京：大日本水産會，1884．4

　　　1枚；53×70cm（折りたたみ18×14cm）
　　　河原田盛美撰

　　　118155498％　　　Tsuchiya＊＊ll＊532＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO66］
豆州内浦漁民史料／澁澤敬三編著

　　　東京：アチックミユーゼアム，1937．8－1939．12

　　　4冊；23cm
　　　（アチックミユーゼアム彙報；20，24，33，42）

　　　発売：丸善，雄松堂書店

　　　118109513T　Tsuchiya＊＊IV＊3109＊＊上
　　　118109514U　　Tsuchiya＊＊IV＊3109＊＊中／1

　　　118109515v　　Tsuchiya＊＊IV＊3109＊＊中／2

　　　118109516w　Tsuchiya＊＊lv＊3109＊＊下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO67］
世界漁業／日本常民文化研究所編

　　　東京：日本常民文化研究所，1951．7

　　　173p；25cm
　　　（漁業制度資料目録／日本常民文化研究所編；第4集）

　　　118108083U　　　Tsuchiya＊＊IV＊1599＊＊4

壷溝の製三業

　　　［壷北］：毫溝総督府市費局，1905．3

　　　4，52p；23cm

　　　1180888720　　　Tsuchiya＊＊V＊2135＊＊

大日本水産史／片山房吉著

　　　東京：農業と水産社，1937．10

　　　18，1102，9p；23cm

　　　118087285／　　　Tsuchiya＊＊V＊545＊＊

筑豊沿海志：大典記念／筑豊水産組合編

　　　［福剛；筑豊水産組合，1917．11

　　　37，714p；22cm

　　　118106927Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊525＊＊

千葉縣の漁港／千葉三編

　　　千葉＝千葉縣，1928．7

　　　1，4，214p；23cm
　　　附図：震災地漁港圖，震災地以外漁港圏

　　　118106744W　　　Tsuchiya＊＊IV＊357＊＊

［K140－OO68］

［K140－0069］

［K140－OO70］

［K140－0071］
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K140：漁村・漁業・製塩業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0072］
中國漁業史／李士豪，屈若奉著；王雲五，傳緯平主編

　　　上海：商務印書館，1937．4

　　　1，11，4，235，2p；19cm
　　　　（中耳文化史叢書；第2輯）

　　　118107608V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1162＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0073］
朝鮮の水産業

　　　　［京城］：朝鮮総督府農林局，1924．12一

　　　冊；21－23cm
　　　大正13年の編者：朝鮮総督府殖産局

　　　118107820s　Tsuchiya＊＊IV＊1381＊＊大正11
　　　118107821T　Tsuchiya＊＊IV＊1381＊＊大正12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0074］
帝國水産會沿革誌：創立二十周年記念

　　　東京：帝國水産會，1943．1

　　　432p；21cm
　　　水産年表：p343－407

　　　　118098テ832　　　Tsuchiya＊＊V＊3140＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0075］

土佐鰹漁業聞書／伊豆川淺画因

　　　東京：アチックミュ下樋アム，1936．11

　　　53p；23cm
　　　　（アチックミユーゼアムノート；第10．土豫漁村採訪旅行
　　　報告；3）

　　　　118109502R　　　Tsuchiya＊＊IV＊3094＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0076］

土佐捕鯨史／伊豆川淺吉著

　　　　東京：日本常民文化研究所，1943．5

　　　2冊；21cm
　　　　（日本常民文化研究所彙報；第53，第54）

　　　　118087241w　Tsuchiya＊＊v＊420＊＊上

　　　　118087242X　Tsuchiya＊＊V＊420＊＊下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0077］

土佐室戸浮津組捕鯨史料／アチックミューゼアム編

　　　　東京：アチックミューゼアム，1939．4

　　　　3，2，19，371p；22cm
　　　　（アチックミユーゼアム彙報；第36）

　　　　118109506v　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊3099＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0078］

土佐室戸浮津組捕鯨實録／吉岡高吉著

　　　　東京：アチックミューゼアム，1938．12

　　　　2，4，60，3p；23cm
　　　　（アチックミユーゼアム彙報；第35）

　　　　118109507w　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊3101＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0079］
、富山縣之水産／富山縣水産組合聯合會［編］

　　　　富山：富山縣水産組合聯合會，1916．1

　　　　5，275p；19cm

　　　　1180986561　　　Tsuchiya＊＊V＊3008＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO80］
富山溝漁業の史的獲展／羽原又吉［著］

　　　　［東京］：［歴史學研究會］，［1939］

　　　　1冊；21cm
　　　　「歴史學研究」第8巻12號，第9巻1－3號抜刷

　　　　118107814V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1376＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO81］
内溝漁制通考／織田完之編

　　　東京：木崎東一郎，1903．4

　　　228p；22cm
　　　118107823V　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊1383＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO82］
長崎縣水産誌／長崎縣水産會［編］

　　　長崎：長崎縣水産會，1936．10

　　　7，339，64p；23cm
　　　附録：長崎県水産関係諸規程

　　　1180987562　　　Tsuchiya＊＊V＊3109＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO83］
南豆水産誌／静岡縣賀茂郡教育會編

　　　下田町（静岡県）：静岡縣賀茂郡教育會，1920．3

　　　8，4，［285］p，図版5枚；22cm

　　　118107962Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1507＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO84］
日西海疎／松浦厚著

　　　東京：水産書院，1908．7

　　　6，2，5，287，13p；26cm
　　　標題紙表示：第二回關西九州府縣聯合水産共進會之私見

　　　118127992／　　　Tsuchlya＊＊lll＊396＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0085］
日本藍業改良の始末／井上甚太郎［著］

　　　［高松］：［井上録太郎］，1887．2

　　　115p；20cm
　　　表紙：代謄写以活字
　　　裏表紙：印刷讃岐高松浜之丁新居活版所

　　　118128126U　　　Tsuchiya＊＊llI＊622＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0086］
日本海監製造論／［オ・コルセルト，肥田密三述；農商務省
地質調査所編］

　　　［東京］：［農商務省地質調査所］，［1884．6緒言］

　　　506p；22cm

　　　1180887381　　　Tsuchiya＊＊V＊1988＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO87］

日本漁業経済史／羽原又吉著

　　　東京：岩波書店，1952－1955

　　　4冊；22cm

　　　118106649－　Tsuchiya＊＊IV＊269＊＊上

　　　118106650S　Tsuchiya＊＊IV＊269＊A＊上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0088］

日本漁業経昏惑研究／山ロ和雄著

　　　東京：北隆館，1948．5

　　　5，380p；22cm

　　　118087337　　　　Tsuchiya＊＊V＊607＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO89］

日本漁業史／山盛和雄著

　　　東京：東京大学出版会，1957．5

　　　2，351，7p；22cm

　　　118130340L　　　Tsuchiya＊＊lll＊2636＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－OO90］

日本漁業史／山盛和雄著

　　　東京：生活社：，1947．12

　　　2，349p；21cm

　　　118130341M　　　Tsuchiya＊＊V＊1725＊＊
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日本漁業史論考／木島甚旧著

　　　東京：工船書閣，1944．2

　　　17，314p；19cm

　　　1180884850　　　Tsuchiya＊＊V＊1726＊＊

日本漁業法註解井二判例／星四郎著

　　　東京：有斐閣，1933．3

　　　2，2，1，1，1，10，278，44，5p；23cm

　　　118127960Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊383＊＊

日本漁民伝／宮城雄太郎著

　　　東京：いさな書房，1964．1

　　　3冊；18cm

　　　118108923X　Tsuchiya＊＊IV＊2457＊＊上
　　　118108924Y　Tsuchiya＊＊IV＊2457＊＊中

　　　118108925Z　Tsuchiya＊＊IV＊2457＊＊下

日本魚名面懸／澁澤敬三著

　　　東京：アチックミューゼアム，1942．3

　　　1，2，2，12，490p；21cm
　　　（アチックミユーゼアム彙報；第52）

　　　118108220N　　　Tsuchiya＊＊IV＊1738＊＊1

日本魚名集覧／澁澤敬三著

　　　東京：生活社，1944．10

　　　358p；．21cm
　　　（日本常民文化研究所彙報；第58）

　　　118108219V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1738＊＊2

日本魚名の研究／澁澤敬三著

　　　東京：角川書店，1959．10

　　　364p；22cm

　　　118087116X　　　Tsuchiya＊＊V＊171＊＊

日本古代漁業経済史／羽原又吉著

　　　東京：改造社，1949．6
　　　334P（図版共）；22cm

　　　118088225Z　　　Tsudliya＊＊V＊1449＊＊

日本鮭鱒養殖誌／松原新之助著

　　　［東京］：農商務省水産講習所，1912．2

　　　44p，図版2枚；26cm

　　　118107414R　　　Tsuchiya＊＊IV＊939＊＊

日本水産行政沿革史／［日本農業研究所編］

　　　［東京］：［日本農業研究所］，1954．6

　　　228p；25cm
　　　担当：片山房吉
　　　謄写版

　　　1180889844　　　Tsuchiya＊＊V＊2259＊＊

日本水産史／日本常民文化研究所編

　　　東京：角川書店，1957．11

　　　329p；19cm
　　　澁澤敬三還暦記念

　　　118087338＄　　　Tsuchiya＊＊V＊608＊＊

［K140－0091］

［K140－0092］

［K140－0093］

［K140－OO94］

［K140－OO95］

［K140－OO96］

［K140－0097］

［K140－0098］

［K140－0099］

［K140－0100］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0101］
日本水産史／農商務省水産局編

　　　［東京］：［農商務省水産局］，［1900．3緒言］

　　　p9－13；23cm
　　　雑誌抜刷

　　　118127991＄　　　Tsuchiya＊＊llI＊395＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0102］
日本水産製品誌／農商務省水産局編纂

　　　東京：農商務省水産局，1913．11－1916。3

　　　5冊；23cm
　　　118128395　　　　Tsuchiya＊＊lIl＊924＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0103］
日本釣漁技術史小考／渋沢敬三著

　　　東京：角川書店，1962．11

　　　226p；19cm
　　　118108518X　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊2046＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0104］
日本帝國水産一班

　　　［出版地不明］：農商務省水産局，1901．12

　　　89p；23cm
　　　118155401Q　　　Tsuchiya＊＊11＊438＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0105］
日本捕鯨叩扉／服部飛騨

　　　東京：大日本水産会，1888．5

　　　109，210p：地図；22cm
　　　前後編合冊

　　　118128276－　　　Tsuchiya＊＊lll＊793＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0106］
兵庫縣水産概要

　　　神戸：兵庫縣内務部商工課，1930．5

　　　3，101p；23cm
　　　昭和4年12月末日現在

　　　118098630－　　　Tsロchiya＊＊V＊2978＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0107］
琵琶湖の小鮎と移殖；濱名湖と渥美の養鰻；佐久地方の稲田
養鯉／名古屋鐵道局［編］

　　　［名古屋］：名古屋鐵道局，［1928．5］

　　　3，2，62，2，32，2，38p：挿図，地図；23cm

　　　（産業案内；其の6）

　　　表紙：昭和3年5月

　　　118108817Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊2350＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0108］
福島縣石城郡水産誌

　　　［出版物不明］：福島縣石城郡役所，1917．10

　　　4，234p；23cm

　　　118128385．　　　Tsuchiya＊＊lll＊912＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0109］
富津漁業史／織本泰編著

　　　富津町（千葉縣）：富津文庫編纂所，1911．5

　　　4，252p，図版2枚；20cm

　　　118128128w　　　Tsuchiya＊＊lIl＊624＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140一・0110］
編年水産十九世紀史／藤田幽幽著

　　　東京：汀鴎會出版部
　　　東京：水産社（発売），1930．5

　　　12，211p；19cm
　　　範囲：寛政12年（1800）一明治32年（1899）

　　　118107393X　　　Tsuchiya＊＊IV＊920＊＊
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K140＝漁村・漁業・製塩業

北越河漁調査報告／松原新之助編

　　　東京：松原新之助，1892。11

　　　4，106p：地図；26cm

　　　118128502S　　　Tsuc卜iya＊＊lil＊1036＊＊

捕鯨志／大日本水産會編

　　　東京：嵩山房，1896．5

　　　4，4，298，10p；22cm

　　　118128416W　　　Tsuchiya＊＊1開＊946＊＊

　　　1：L8128417X　　　Tsuchiya＊＊Ill＊946＊A＊

捕鯨圖識／藤川三渓著

　　　神戸：井上神港門，1889．9

　　　3冊；23cm
　　　活字，和装，袋綴本

　　　118128091V　Tsuchiya＊＊Ill＊542＊＊上

　　　118128092v　Tsuchiya＊＊Ill＊542＊＊下

北海水産實鑑／高雄道徳著

　　　東京：有隣堂，1896，5

　　　3，16，323p，図版5枚：地図；23cm
　　　表紙、標題紙には高雄北軒著とあり

　　　118128351U　　　Tsuchiya＊＊lll＊881＊＊

北海道水産調査報告

　　　［札幌］：北水協會事務所，1896．1

　　　2，6，204，3p；26cm

　　　調査：和田健三

　　　118107416T　　　Tsuchiya＊＊IV＊941＊＊1

［K140－0111］

［K140－0112］

［K140－0113］

［K140－0114］

［K140－0115］

巻之1：鱈漁業一巻之2：鰻漁業一巻之3：昆布採取業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0116］
北海道幌別漁村生活誌／佐藤三次郎著

　　　東京：アチックミユーゼアム，1938．7

　　　7，8，222，11p，図版8枚；23cm
　　　（アチックミユーゼアム彙報；第19）

　　　発売：丸善

　　　118109504T　　　Tsuchiya＊＊IV＊3097＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0117］
まぐろ延縄漁業の話／栗田要吉編

　　　［富山］＝富山縣水産會，1930．4

　　　122p；22cm
　　　118107818Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1379＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0118］
美保ノ關安藝三津伊豫大三島漁村見聞記／櫻田勝徳，山ロ和
雄共著

　　　東京：アチックミューゼアム，1936．1

　　　21P；23cm
　　　（アチックミユーゼアムノート；第5）

　　　118109488／　　Tsuchiya＊＊IV＊3081＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0119］
宮城縣漁具圖解／宮城縣農商課編撰

　　　石巻村（宮城縣牡鹿郡）：山口徳之助，1888．4

　　　40，32p；20cm
　　　付：水産物略図

　　　118127726Z　　　Tsuchiya＊＊III＊135＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0120］
明治前期を中心とする内房北部の漁業と漁村経済：見聞記／
山ロ和雄著

　　　東京：アチックミューゼアム　1935．10－1936．3
　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　2冊；23cm
　　　（アチックミユーゼアムノート；第2）

　　　118107815W　Tsuchiya＊＊IV＊1377＊＊上

　　　118107816x　Tsuchiya＊＊IV＊1377＊＊下
　　　118109492z　Tsuchiya＊＊IV＊1377＊A＊下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【K140－0121］
山ロ県下に於ける塩田小作慣行調査

　　　〔山口］：山口県，［19一］

　　　217p；26cm
　　　謄写版

　　　118156776％　　　Tsuchiya＊＊ll＊2511＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140囑一〇122］
山ロ縣の水産

　　　［山口｝：［山口縣内務部］，［1925。4］

　　　2，6，206p，図版16枚：地図；18cm
　　　緒言；大正14年4月山口縣内務部

　　　118127614V　　　Tsuchiya＊＊lll＊28＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0123］
養魚法一覧／關澤明清閲；金田鍋逸撰；溝ロ耕一査

　　　東京：穴山篤太郎，1878．12

　　　1枚；37×52cm（折りたたみ19cm）
　　　勧農局蔵版

　　　118152026q　　　Tsuchiya＊＊1＊77＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0124］
鯉魚繁殖法／黒田傳太著

　　　東京：有隣堂，1889．3

　　　27丁；23cm
　　　（勘農叢書）

　　　和装

　　　118109044s　　　Tsuchiya＊＊IV＊2585＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0125］
漁政例規集／［農林省水産局編］

　　　［東京］：農林省水産局，1927．3

　　　33，428p；23cm

　　　118107825X　　　Tsud℃iya＊＊IV＊1386＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0126］
和歌山縣田邊市江川における漁業の實態／服部一馬等著

　　　東京：日本常民文化研究所，1951．1

　　　70p；25cm
　　　（水産経済調査資料；第1）

　　　謄写版

　　　118108081S　　　Tsuchiya＊＊IV＊1598＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K140－0127］
吾輩は金鱈である／大郷房次郎著

　　　東京：新大郷組事務所，1935．5

　　　5，225p；20cm

　　　118087421W　　　Tsuchiya＊＊V＊700＊＊
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：LO113社会政策

　　　　　　　　　LO11＝社会政策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［ム011－OOO　1］

泉尾三軒家方面に於ける居住者の生活状況

　　　大阪：大阪市社會部調査課，1929．4

　　　82p；22cm
　　　（社会部報告；第89號）

　　　1180985762　　　Tsuchiya＊＊V＊2916＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0002］

印刷職工の生計状態調査／豊原又男稿

　　　［出版地不明］：［秀英舎］，［1912］

　　　10p；23cm
　　　附：物慣と賃銀
　　　巻頭：秀英舎に在勤する印刷職工の明治44年（1911）一ケ

　　　年間に於ける生計費の調査

　　　118129187　　Tsuchiya＊＊lll＊1673＊＊明治44

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0003］

岡山縣社會事業史／守屋濫淫

　　　京都：大雅堂，1945．9

　　　6，4，6，532p；22cm

　　　118106671v　Tsuchiya＊＊IV＊291＊＊上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0004］

回顧三十五年／今出茂吉述；金子二二編

　　　神戸：兵庫縣清和會，1936，8

　　　102p；19cm
　　　1180889530　　　Tsuchiya＊＊V＊2227＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－OOO5］
下層社會研究／八濱徳三郎著

　　　東京：文雅堂，1920．3

　　　2，10，295p；20cm

　　　118129245X　　　Tsuchiya＊＊1量1＊1735＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－OOO6］

技術と社會政策／鶴田三千主著

　　　東京：光書房，1941．8

　　　9，264p；22cm

　　　1180986976　　　Tsuchiya＊＊V＊3047＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－OOO7］

健康保瞼事業沿革史

　　　東京ヒ社会局保険部，1937．3

　　　8，356p，図版11枚；22cm

　　　118109639　　　　Tsuchiya＊＊IV＊3233＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－OOO8］

健全生活の道／宗像逸郎著

　　　東京：中央公論社，1937．3

　　　1冊；20cm
　　　1180878875　　　Tsuchiya＊＊V＊1206＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－OOO9］
厚生新編／ノエル・ショメール原著；馬場貞由［ほか］訳

　　　静岡：厚生新編刊行会，1937．8

　　　7，28，38，886p；27cm
　　　解説：P1－21

　　　1180878853　　　Tsuchiya＊＊V＊1204＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－OO10］
細民集団地区調査／社會局第二部編

　　　東京：社會局第二部，1923．3

　　　2，82p，図版14枚；22cm

　　　118129160T　　　Tsuchiya＊＊lll＊1647＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0011］
細民生計状態調査／社国崎第二部［編］

　　　［東京］：四二局第二部，1923．3

　　　6，3，117，18p；22cm

　　　118098244。　　　Tsuchiya＊＊V＊2581＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－OO12］
支那事婁下に於ける中小商工業の現状拉に其の封策／衆議
院調査部［編］

　　　［東京］：衆議院調査部，193＆8

　　　4，169p；21cm
　　　（調査資料；第19輯）

　　　衆議院公報附録

　　　118109382X　　　Tsuchiya＊＊IV＊2966＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1」011－OO13］

社会外の社会類句非人／柳瀬地崩著；権藤震二編

　　　東京：大学舘，19012

　　　114p；22cm
　　　118129199＋　　　Tsuchiya＊＊lll＊1686＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0014］

社会事業史／大阪市社会部庶務課編

　　　［大阪］：大阪市社会部庶務課，1924．4

　　　258p；22cm
　　　118109363W　　　Tsuchiya＊＊邑V＊2949＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、011－0015］

社會政策概論／北岡壽逸著

　　　東京：有斐閣，1942。6

　　　4，9，434p；22cm

　　　118109000K　　　Tsuchiya＊＊IV＊2537＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－OO16］
社會政策資料展覧品解説

　　　［東京］：協調会，［発行年不明］

　　　3，158p；23cm

　　　118129171V　　　Tsuchiya＊＊Ill＊1657＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－OO17］
社会政策の基本問題／大河内一男著

　　　東京：日本評論社，1940．7

　　　7，4，476p；23cm

　　　118098249X　　　Tsuchiya＊＊V＊2586＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0018］
社會政策要論／森耕二郎著

　　　東京：弘文堂書房，1935．8

　　　2，502，6p；23cm

　　　118109249Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊2831＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－OO19］
社會問題講座／大宅壮一編

　　　東京：新潮社，1926－1927

　　　14冊；23cm
　　　附録：科外講話・雑録・圖表

　　　118088372　　　　Tsuchiya＊＊V＊1609＊＊1

　　　118088373＄　　　Tsuchiya＊＊V＊1609＊＊2

　　　118088374／　　　Tsuchiya＊＊V＊1609＊＊3

　　　118088375＋　　　Tsuchiya＊＊V＊1609＊＊4

　　　118088376Z　　　Tsuchiya＊＊V＊1609＊＊5

　　　1180883770　　　Tsuchiya＊＊V＊1609＊＊6

　　　1180883781　　　Tsuchiya＊＊V＊1609＊＊9

　　　1180883792　　　Tsuchiya＊＊V＊1609＊＊10

　　　118088380．　　　Tsuchiya＊＊V＊1609＊＊11

　　　118088381　　　　Tsuchiya＊＊V＊1609＊＊12

　　　118088382＄　　　Tsuchiya＊＊V＊1609＊＊13
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LO11：社会政策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－OO20］
消費組合之話：一名購買組合／石川旭山著

　　　：東京：平民社，1904．5

　　　2，2，130p；15cm
　　　（平民文庫）

　　　1181295970　　　Tsuchiya＊＊llI＊2029＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0021］
女性中心と同性愛

　　　東京：アルス，1919。11

　　　2，6，256p；19cm
　　　「女性中心説」はLester　F．　Ward著「Pure　Sociology」中の

　　　一編の解説課述
　　　「同性の愛」は「T与eintermediate　sex」からの翻訳

　　　118087880＋　　　Tsuchiya＊＊V＊1199＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－0022］
水上生活者調査／大阪府御伽両社霜融［編］

　　　［大阪］：大阪府學務部社會課，1937．8

　　　6，59p；27cm

　　　1181291981　　　Tsuchiya＊＊lll＊1685＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、011－0023］
水平運動批判／佐野一男著

　　　東京：敬愛会，1924．12

　　　3，6，217p；19cm

　　　118129175Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊1662＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0024］
生計費問題／六甲政策學會編

　　　東京：同文館，1913．8

　　　3，292，53，4p；22cm
　　　（社會政策學會論叢；第6冊）

　　　118129625Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊2054＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0025］
千住宿娼妓規約

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1887．9］

　　　4丁；23cm
　　　巻末：明治20年9月24日
　　　袋綴

　　　118108405S　　　Tsuchiya＊＊IV＊1933＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－OO26］
「全髄主義＝職業身分的」社會政策理論構想の課題：猫逸社町
政策論史断片／服部英太郎

　　　［東京］：［岩波書店］，［1935］

　　　p86－215；23cm
　　　東北帝二大學経済学會「研究年報経済学」第3號抜刷

　　　118109379＄　　　Tsuchiya＊＊IV＊2963＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1，011－0027］
谷町方面に於ける居住者の生活状況

　　　大阪：大阪市社會部調査課，1929．5

　　　83p；22cm
　　　（社会部報告；第95號）

　　　昭和3年10月末から12月初旬に亘って…實地踏査せる
　　　もの

　　　118129140R　　　Tsuchiya＊＊llI＊1631＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0028］
大仙毫都市計画街路圖／都市計画宮城地方委員會［製作］

　　　東京：阿部彦三郎（彫刻印刷），［出版年不明］

　　　地図1枚：多色刷；55×80cm
　　　縮尺1：20000

　　　118107243R　　　Tsuchiya＊＊IV＊774＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－OO29］
堕胎問題：聲學的，法律的及國民経濟的見地より論ず／プ
リードリヒ・レンネ著；竹田武男解説

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1927．10例言］

　　　51p；23cm
　　　118109080S　　　Tsuchiya＊＊IV＊2625＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0030］

中小企業政策の史的研究／由井常彦著

　　　東：京：東洋経済新報社，1964．11

　　　viii，364p；22cm

　　　118098246＄　　　Tsuchiya＊＊V＊2583＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0031］

東京港を中心とする海上生活者調査／東京市役所編

　　　東京：東京市役所，1936．8

　　　4，114p；23cm

　　　118129139Z　　　Tsuc卜iya＊＊lll＊1630＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－OO32］
東京市内細民の入質に遣する調査

　　　［東京］：東京市社會局，1921．3

　　　4，83p；22cm
　　　（東京市社會局叢書；3）

　　　118129159．　　　Tsuchiya＊＊lIl＊1646＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1．011－0033］
東京市内に於ける棄見の調査／東京市社會局［編］

　　　東京：東京中社會局，1937．3

　　　2，2，74p；22cm
　　　表紙：東京市役所

　　　118098572＋　　　Tsuchiya＊＊V＊2911＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＝LO　11－0034］

東京市養育院感化部井之頭學校紀要／東京市養育院感化部
井之頭學校［編］

　　　東京：東京市養育院感化部井之頭學校，1934．3

　　　2，81p；23cm

　　　118109383Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊2967＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1，011－OO35］

東京府三部調濟制度二關スル調査／東京市臨時市域披張部
［編］

　　　［東：京］＝東京市役所，1932．2

　　　8，205p；27cm
　　　（市域按張調査資料／東京市役所編）

　　　附：大阪府・神奈川県・広島県・京都府二於ケル三部経済面

　　　度廃止情況調

　　　118107103M　　　Tsuchiya＊＊IV＊694＊＊

　　　118107104N　　　Tsuchiya＊＊IV＊694＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、011－0036］

特殊部落史／高橋貞樹著

　　　京都：更生閣，1924．10

　　　341p；20cm
　　　118107611Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊1165＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－OO37］
特殊問題研究／戸田海市著

　　　京都：弘文堂書房，1925．9

　　　512p；22cm
　　　（著作集／戸田海市著；4巻）

　　　118107905W　　　Tsuchiya＊＊IV＊1452＊＊
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：LO11：社会政策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－0038］
特色ある貧民部落板橋匪岩の坂／東京市板橋厘編

　　　東京：東京市板橋匪，1936．3

　　　60p，図版4枚；23cm
　　　表紙＝三二事業参考資料

　　　118108036S　　　Tsuchiya＊＊IV＊1565＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－0039］
都市下層社會：明治前期労働事情／西田長壽編

　　　東京：生活社，1949

　　　277p；21cm
　　　118109598Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊3189＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－OO40］
都市計査及住宅政策／渡辺鉄藏著．一再版

　　　東京：修文館，1923．12

　　　2，4，345p；22cm

　　　118130315N　　　Tsuc卜iya＊＊lll＊2619＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－OO41］
同胞詣和の道／三好伊平次著

　　　東京：隆文館，1923．8

　　　6，2，8，282p；19cm

　　　118109261T　　　Tsuchiya＊＊lV＊2845＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0042］
内職に関する調査／東京市社會局［編］

　　　東京：東京市社會局，1921，5一

　　　冊；19－22cm

　　　118129149－　Tsuchiya＊＊lll＊1637＊＊大正10

　　　118129150S　Tsuchiya＊＊lll＊1637＊A＊大正10
　　　118129151T　Tsuchiya＊＊lll＊1637＊＊大正13－14

　　　118129152u　Tsuchiya＊＊III＊1637＊＊昭和7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－OO43］
西野田方面に於ける居住者の生活状況

　　　大阪：大阪市社會部調査課，1929．9

　　　90p；22cm
　　　（社会部報告；第108號）

　　　1180985751　　　Tsuchiya＊＊V＊2915＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0044］
日本社會政策史／風早八十二著

　　　東京：日本評論社，1937．12

　　　5，11，497，13p；22cm
　　　日本社会政策史年表：p［479］一497

　　　118130393T　　　Tsuchiya＊＊Ill＊2686＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－0045］
日本之下層社會／横山源之助著

　　　東京：教文館，1899．4

　　　6，2，7，2，345，53，4，2，2p；23cm
　　　付：日本の社會運動

　　　118129153V　　　Tsuchiya＊＊lll＊1640＊＊

　　　118129154W　　　Tsuchiya＊＊lIl＊1640＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0046］
日本の都市下層社会／津田真激著

　　　京都：ミネルヴァ書房，1972．10

　　　9，282p；22cm

　　　118107043P　　　Tsudliya＊＊IV＊617＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－0047］
塵娼之急務／島田三郎，木下尚江合著

　　　東京：博文館，1900．10

　　　10，4，100p；23cm
　　　博文館蔵版

　　　118129177．　　　Tsuchiya＊＊ill＊1664＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－OO48］
播磨に於ける特殊部落成立の伝説／藤本政治著

　　　兵庫：伝説研究会，1924．7

　　　8，165p；19cm

　　　118129174Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊1661＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0049］
貧困原因に關する調査研究資料

　　　東京：中央埴輪事業協心社會事業研究所，1936．6

　　　175p；22cm
　　　118087022T　　　Tsuchiya＊＊V＊75＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1」011－0050］
貧民救助論／土田弘敏編述

　　　淺舞々（秋田県）：土田弘敏
　　　東京：静思堂（発売）：有斐閣（発売）　1902．10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　1，3，5，298p；23cm

　　　118129178　　　　Tsuchiya＊＊lll＊1667＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0051］
浮浪者金園食物に關する調査／東京市社會局編

　　　東京：東京市社会局，1923．3

　　　145p；22cm
　　　118129136W　　　Tsuchiya＊＊lll＊1626＊＊

　　　118129137X　　　Tsuchiya＊＊lll＊1626＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1二LO　11－0052］
浮浪者に関する調査／東京市［編】

　　　［東京］：東京市，1926．3

　　　2，4，100p；23cm
　　　標題紙：東京市統計課

　　　118129162V　　　Tsuchiya＊＊llI＊1649＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－OO53］
部落解放と弾直樹の功業／高橋梵仙報告

　　　東：京：中央社会事業協野幌會事業研究所，1936．3

　　　2，65p；23cm
　　　（社會事業研究所報告；第1輯）

　　　弾直樹の肖像あり

　　　118109381w　　　Tsuchiya＊＊IV＊2965＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、011－0054］
部落産業経濟概況／中央融和事業協會［編］

　　　［出版地不明］：中央融和事業協會，［19322凡例］

　　　7，289p；24cm
　　　謄写版

　　　118109258Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊2840＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、011－0055］
本邦救貧制度概要／社會局幽幽部［編］

　　　［東京］：社會局白虹部，1926．9

　　　46p；23cm
　　　118098580／　　　Tsuchiya＊＊V＊2920＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－0056］
本邦社會事業／小河滋次郎，杵淵義房共著

　　　東京：冬夏社，1921．2

　　　402p；20cm
　　　（現代吐出問題研究／日本社會學院調査部［編輯］；第8巻）

　　　1ユ8109262U　　　Tsuchiya＊＊IV＊2849＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、011－0057］
本邦社會事業概況

　　　［：東京］：簡潔局良馬部，1928．12

　　　10，278p；22cm

　　　118088652＄　　　Tsuchiya＊＊V＊1892＊＊
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LO12＝労働問題・労働運動・労務管理・失業問題・社会運動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0058］
明治以後の解放運動／山本正男著

　　　東京：中央融和事業協会，1930．1

　　　81p；19cm
　　　（融和問題叢書；第6編）

　　　118109268－　　　Tsudliya＊＊IV＊2847＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO11－OO59］
融和事業概論／三好伊平次述

　　　東京：中央融和事業協会，1928．11

　　　80p；19cm
　　　（融和資料；11輯）

　　　118109260S　　　Tsuchiya＊＊IV＊2842＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－0060］

融和事業研究／中央融和事業協會

　　　1輯（［昭3．7］）一60輯（昭15．12）

　　　東京：中央融和事業協會，1928．7一［1940］

　　　請求記号3Tsuchiya＊＊IV＊2068＊＊

　　　所蔵年次：1931－1935
　　　所蔵巻次：17，34

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－OO61］
融和事業年鑑

　　　東京：中央融和事業協会，1926．7一

　　　冊；22cm

　　　118129094Z　Tsuchiya＊＊lll＊1600＊＊昭和2

　　　118129095－　Tsuchiya＊＊lll＊1600＊＊昭和6
　　　118129096．　Tsuchiya＊＊川＊1600＊＊昭和7

　　　118129097　　Tsuchiya＊＊川＊1600＊A＊昭和7
　　　118129098＄　Tsuchiya＊＊川＊1600＊＊昭和8

　　　118129099／　Tsuchiya＊＊lll＊1600＊＊昭和9
　　　118129100N　Tsuchiya＊＊lll＊1600＊＊昭和10

　　　1181291010　Tsuchiya＊＊Ill＊1600＊＊昭和11
　　　118129102P　Tsuchiya＊＊Ill＊1600＊＊昭和12
　　　118129103Q　Tsuchiya＊＊lll＊1600＊＊昭和13

　　　118129104R　Tsuchiya＊＊lll＊1600＊＊昭和14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－OO62］

融和問題に關する歴史的考察／喜田貞吉述．一寸4版

　　　東京：中央融和事業叩肉，1931．4

　　　79P；19cm
　　　（融和問題叢書；第2編）

　　　「融和資料」第6輯として刊行されたが第3版より「融和問
　　　題叢書」第2編となる

　　　118109269．　　Tsuchiya＊＊IV＊2846＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1．011－OO63］

融和問題の社會心理學的研究／下地寛令著

　　　東京：中央融和事業協會，1931．3

　　　2，4，132p；19cm
　　　（融和問題研究叢書；第3篇）

　　　118129176－　　　Tsuchiya＊＊lll＊1663＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　11－OO64］

融和問題論叢／中央融和事業協會編

　　　東京：中央融和事業協会，1929．3

　　　3，4，287p；19cm

　　　118107315R，　　Tsuchiya＊＊IV＊843＊＊

　　　118107316S　　　Tsuchiya＊＊IV＊843＊A＊

LO12＝労働問題・労働運動・労務管理・失

　　　　　　　　業問題・社会運動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－0001］
英國危瞼業取締規則其ノ他ノ命令千九百十一年印度工場法／
農商務省商工局［編］

　　　［東京］：農商務省商工局，1915．11

　　　277p；23cm
　　　118108191U　　　Tsu（＝hiya＊＊IV＊1706＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－OOO2］
英國製造所及工場條例／［農商務省商工局編］

　　　［東京］：［農商務省商工局］，［1887．2］

　　　27，207p；22cm

　　　118129128X　　　Tsuchlya＊＊llI＊1618＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0003］

英國娩近ノ螢働問題一班／日本銀行調査局編

　　　［東京］＝日本銀行調査局，［1920．12序］

　　　3，11，360p；23cm
　　　調査：下村如道

　　　118087026X　　　Tsuchiya＊＊V＊79＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0004］
英国労働者ノ生計状態：英国商務院調査／イギリス通商産
業省原編；　　　　　生産調査会編［訳］

　　　［東京］：生産調査会，1912

　　　432p；22cm

　　　118155016S　　　Tsuchiya＊＊ll＊110＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0005］
歌米諸國に於ける最低賃銀法／ヴァーリル原著；農商務省
商工局［訳］

　　　東京：国産時報社，1919．3

　　　6，430p；23層目
　　　ヴァーリル氏著「北米合衆国及ひ諸外国に於ける最低賃銀
　　　法」の翻訳

　　　118129164X　　　Tsuc卜iya＊＊llI＊1651＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【LO12－OOO6］
海員労働事情一斑／協調会労務課編

　　　東京：協調会，1922．9

　　　2，39p；23cm
　　　（労働事情調査報告；3）

　　　118129220q　　　Tsuchiya＊＊lll＊1706＊＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－OOO7］
解雇・退職の法律學的研究／後藤清［著］

　　　東京：南郊社，1935．7

　　　3，6，414p；23cm

　　　118087640Z　　　Tsuchiya＊＊V＊948＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0008］

廻瀾始末／平松理英著

　　　東京：哲学書院，1890．2

　　　195，11p；19cm
　　　香雨書室蔵版

　　　118129231s　　　Tsuchiya＊＊lll＊1720＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－OOO9］
化学工業労働事情概要／協調会労務課編

　　　東京：協調会，1922．9

　　　2，41p；23cm
　　　（労働事情調査報告；4）

　　　118129221R　　　Tsuchiya＊＊lll＊1706＊＊4
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－OO10］
各工場二於ル職工救濟其他慈恵的施設二關スル調査概要／農
商務省商工局［編］

　　　［東京］：農商務省商工局，1903．4

　　　93，33p；26cm

　　　118129148Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊1636＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－OO　11］
各種工場徒弟に關する調査／中央職業紹介事務局編

　　　東京：中央職業紹介事務局，1926．3

　　　1，1，163p；23cm
　　　大正14年11月現在の調査

　　　118129240S　　　Tsuchiya＊＊lll＊1731＊＊

　　　118129241T　　　Tsuchiya＊＊Ill＊1731＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0012］
過剰螢務問題の本質と構造：経螢螢務調査報告／商工省総
務局勢働課経螢螢働實勢調査室編

　　　東京：商工會，1948．6

　　　75p；21cm
　　　118087419＄　　　Tsuchiya＊＊V＊698＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－OO13］
各國の雇用・失業及び完全雇用政策／［国際労働事務局編］；
労働省大臣官房労働統計調査部訳

　　　東京：印刷授産協会，1950．10

　　　345p；21cm
　　　118109415U　　　Tsuchiya＊＊IV＊3001＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0014］
各国労働界の情勢／協調会調査課編

　　　東京：協調会，1926一

　　　冊；19cm
　　　附：当該年海外勢揃日誌

　　　118109124R　　　T5uchiya＊＊IV＊2675＊＊1926

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、012－0015］
家内工業二於ケル螢働事情／社會局［編］

　　　［東京］：［社會局］，1927．3

　　　1，7，244p；22cm

　　　118108645Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊2173＊＊

　　　118133734V　　　Tsuchiya＊＊IV＊2173＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0016］
華府総會ヨリ第三回繕會二至ル勢働時間制ノ趨勢／協調会編

　　　東京：協調会，1922．7
　　　［1］，4，69p；23cm
　　　（社会政策資料；No．28）

　　　118108655Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊2182＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－0017］
川ロ鋳物業に於ける労働運動十年史／東京鉄工組合川ロ支
部編

　　　川口：東京鉄工組合川口支部，1934．10－1934．11

　　　2冊；23cm
　　　謄写印刷

　　　118129773＄　Tsuchiya＊＊川＊2201＊＊上

　　　118129774／　Tsuchiya＊＊川＊2201＊＊下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－OO18］
監獄部屋の眞相／白石俊夫著

　　　東京：誠山堂，1929．10

　　　7，4，394p；19cm

　　　118108650U　　　Tsuchiya＊＊IV＊2178＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0019］
完全雇用に関する答申参考資料／雇用審議会編

　　　［東京］：雇用審議会，1959．5

　　　353p；25cm
　　　謄写版

　　　118108531S　　　Tsuchiya＊＊IV＊2059＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－0020］
管内各職業紹介所震災慮急事業報告／東京地方職業紹介事
務局［編］

　　　東京：東京地方職業紹介事務局，1924．5

　　　4，70p，図版1枚；22cm

　　　118109118U　　　Tsudliya＊＊IV＊2667＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－0021］
管内仲仕螢働事情／福岡地方職業紹介事務局［編］

　　　［福岡］：福岡地方職業紹介事務局，1927．11

　　　4，69p；23cm
　　　（労働調査；二）

　　　118129226W　　　Tsuc卜iya＊＊l11＊1713＊＊

　　　118129227X　　　Tsuc卜iya＊＊lll＊1713＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－OO22］
管内勢働移動事情調査／大阪地方職業紹介事務局［編］

　　　大阪：大阪地方職業紹介事務局，1929．1

　　　87p；23cm
　　　118109168Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊2733＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、012－OO23］
管内螢働事情／大阪地方職業紹介事務局［編］

　　　大阪：大阪地方職業紹介事務局，1928．3一

　　　冊；22cm

　　　1ユ8109154U　　　Tsuchiya＊＊lV＊2727＊＊1

　　　1ユ8109163U　　　Tsuchiya＊＊IV＊2727＊＊2

　　　1ユ8109164v　　　Tsuchiya＊＊IV＊2727＊＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1．012－OO24］
外国工場法規

　　　［東京］：農商務省工務局，1910．12

　　　2「364p；23cm

　　　lt8129115T　　　Tsuchiya＊＊Ill＊1606＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0025］
硝子工場ノ衛生状況蛇従業者ノ身髄二關スル調査

　　　［東京］：社會局，［1923］

　　　2，51p；23cm
　　　表紙：代謄爲
　　　p40：大正11年及12年度ノ身体検査…

　　　1181300640　　　Tsuchiya＊＊lll＊2460＊A＊

　　　118130065P　　　Tsuchiya＊＊lli＊2460＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1．012－OO26］
硝子製造從業者の螢働と生活／大阪市社會部調査課編

　　　大阪：大阪市社會部調査課，19252

　　　116p；22cm
　　　（勢働調査報告；第33號）

　　　1ユ8129155X　　　Tsuchiya＊＊IIl＊1641＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、012－OO27］
機械工業／中央職業紹介事務局［編］

　　　［東京］：中央職業紹介事務局，1927．8

　　　4，169p；23cm
　　　（職業別勢働事情／中央職業紹介事務局；3）

　　　118109165W　　　Tsuchiya＊＊IV＊2730＊＊

528



正0123労働問題・労働運動・労務管理・失業問題・社会運動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0028］
機械工業内面事情概観／協調會［労務課編］

　　　［東京］：協調會，［1922．8はしがき］

　　　51p；23cm
　　　（労働事情調査報告；1）

　　　実査：草間時光

　　　118129219Y　　　Tsu（：hiya＊＊lIl＊1706＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0029］
求職婦人の環境調査／東京府學務部社會課編

　　　東京：東京府軍務部社會課，1931．2

　　　．2，74p；22cm
　　　（社会調査資料；第15輯）

　　　118098154．　　　Tsuchiya＊＊V＊2476＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LOユ2－0030］
技術及び技能管理：多量生産への韓換／相川春喜著

　　　東京：東洋書館，1944．1

　　　3，5，272，4p；22cm

　　　118098732＄　　　Tsuchiya＊＊v＊3082＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－003i］
銀行・會社の福利施設／東京銀行集會所編

　　　東京：東京銀行集會所，1942．6

　　　6，200p；21cm

　　　118109653Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊3248＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、012－0032］
群馬縣下に於ける養田螢働事情／中央職業紹介事務局［編］

　　　［東京］：中央職業紹介事務局，1929．3

　　　2，104p；22cm
　　　（勢働移動調査；第2輯）

　　　118109166X　　　Tsuchiya＊＊IV＊2731＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－0033］
経濟施設

　　　［東京］：内務省社会局労働部，1934．3

　　　160，35p；23cm
　　　（工場鑛山の福利施設調査／社会局労働部［編］；第2）

　　　118098137　　　　Tsuchiya＊＊V＊2456＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0034］
京阪神に於ける日傭一働紹介の現況と其の實務／大阪地方
職業紹介事務局編

　　　大阪：大阪地方職業紹介事務局，1930．3

　　　159p；22cm
　　　118109133R　　　Tsuchiya＊＊IV＊2687＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、012－OO35］
藝娼妓酌婦紹介業に鳴する調査／中央職業紹介事務局編

　　　東京：中央職業紹介事務局，1926．10

　　　7，140p；22cm
　　　調査：草間八十雄

　　　118098229／　　　Tsuchiya＊＊V＊2565＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1，012－0036］
現下の職業問題／熊谷憲一講演

　　　：東京：啓明會事務所，1938．12

　　　35，22p；23cm
　　　（啓明會講演集；87同）

　　　昭和13年10月1日於日本工業倶樂部

　　　118087615．　　　Tsuchiya＊＊V＊922＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、012－OO37］
現下我國に於ける日傭勢働者共濟施設概況／厚生省職業部編

　　　東京：厚生省職業部，［1938．6はしがき］

　　　4，236p；22cm

　　　118109160R　　　Tsuchiya＊＊IV＊2700＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－OO38］
工業疲螢二關スル調査／農商務省商工局［編］

　　　［東：京］：農商務省商工局，1918．12一

　　　冊；22cm
　　　（工場資料；第7輯，第17輯）

　　　118129121Q　　　Tsuchiya＊＊lll＊1614＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1．012－0039］
工業篇第二冊

　　　東京：後藤新平，1898．1

　　　3，353p；22cm
　　　シェーンベリヒ氏経済書中工業篇の訳

　　　118088627＋　　　Tsuc｝1iya＊＊V＊1862＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－OO40］
工業労働者問題／Werner　Sombart著；農商務省商工局附則

　　　東京：農商務省商工局，1919．5

　　　3，165p；23cm
　　　（工場資料；9輯）

　　　118129179＄　　　Tsuchiya＊＊lll＊1668＊＊

　　　118129180V　　　Tsuchiya＊＊lli＊1668＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0041］
鑛業螢働事情調書

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1924］

　　　1冊；27cm
　　　福岡高山監督局，東京仙壼鑛山監督局，札幌鑛山監督局

　　　出版年は本文「大正13年11月」による
　　　謄写版

　　　118129170U　　　Tsuchiya＊＊llI＊1656＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0042］
鑛山二割ケル保安二關スル規定型心得書

　　　東京：日本糠雨協會，1929．12

　　　313p；26cm
　　　（日本一山協會資料；第9輯）

　　　118109109U　　　Tsuchiya＊＊IV＊2661＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－OO43］
工場安全規則集／社會局螢働部編

　　　東京1社會局勢働部，1929．3

　　　2，209p；23cm
　　　（労働保護資料；第32輯）

　　　118087629％　　　Tsuchiya＊＊V＊937＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0044］
工場及職エニ調スル鷹画面令／［農商務省工務局編］

　　　［東京］：農商務省工務局，1910，11

　　　6，4，308p；23cm

　　　118150513P　　　Tsuchiya＊＊ll＊1577＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0045］
工場救済組合二關スル調査／農商務省商工局［編］

　　　東京：農商務省農務局，1919

　　　87p；22cm
　　　（工場資料；8）

　　　118129186．　　　Tsuchiya＊＊l11＊1672＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0046］

工場鑛山二於ケル業務上ノ不具慶疾者ノ現状二四スル調査／
社會局勢働部監督課［編］

　　　［出版地不明］：社會局勢働部監督課，1926．8

　　　2，73p；23cm
　　　（労働保護資料；第22輯）

　　　1180985784　　　Tsuchiya＊＊V＊2918＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0047］
工場法案意見答申／農商務省工務局［調査］

　　　［東京］：生産調査会，1910．11

　　　117p；22cm
　　　118129037W　　　Ts亀」chiya＊＊Ill＊1549＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－OO48］
工場法案ノ説明／農商務省工務局［編］

　　　［東：京］：農商務省工務局，［19一］

　　　38p；27cm
　　　巻末：「第26議會二提出シタル工場法案」（参照）

　　　118129038X　　　Tsuchiya＊＊lll＊1550＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－OO49］
工場法精義／塚本明癬著

　　　東京：巌松堂書店，1917．5

　　　3，1，12，630，3，10p；23cm

　　　118129052T　　　Tsuchiya＊＊lll＊1563＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0050］

工場法論／岡實著．一改訂増補3版

　　　東京：有斐閣，1917．9
　　　4，2，5，4，2，5，28，16，1152，16p，図版3枚；23cm

　　　118129124T　　　Tsuchiya＊＊Ill＊1615＊＊

　　　118129125U　　　Tsuchiya＊＊lll＊1615＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0051］

工場螢働雇傭面面／大阪市社薗部調査課編

　　　京都：弘文堂書房，1923．7

　　　10，388p；22cm
　　　（勢働調査報告；No．22）

　　　118129156Y　　　Tsuchiya＊＊lII＊1642＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0052］
交通勢働運動の過現／長尾桃郎，桑田次郎著

　　　東京：クラルテ社，1926．6

　　　8，9，654p；19cm
　　　日本交通憶病総聯盟確立記念出版

　　　118098608＋　　　Tsuchiya＊＊V＊2952＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1」012・一〇〇53］

神戸に於ける三菱勢働紛議／三菱造船株式三社，三菱内燃機
製造株式會社，三菱電機株式會社共編

　　　東京：三菱造船，1921．9

　　　2，16，74，90p；22cm

　　　118087625　　　　Tsuc卜iya＊＊V＊933＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、012－0054】
國際勢働會議と日本／朝日新聞社［編］

　　　大阪：朝日新聞社，1924．4

　　　16，501p；19cm
　　　附：参考資料

　　　118108647－　　　Tsuchiya＊＊IV＊2175＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1．012－OO55］
國際勢三二議に關する報告書／松井文太郎著

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1920頃］

　　　107p；23cm
　　　118088911．　　　Tsuchiya＊＊V＊2178＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、012－OO56］
國際勢官爵議に關する報告書／武藤山治［著］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1920．1］

　　　102p；23cm
　　　裏表紙：以印刷代謄写

　　　118129193Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊1679＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－OO57］
國際螢働絡會報告書

　　　［東京］：外務省，1922．7一

　　　冊；22－26cm
　　　第8回以降の出版者：社會局
　　　英文併記

　　　118087626＄　　　Tsuchiya＊＊V＊934＊＊11

　　　118088860！　　　Tsuchiya＊＊V＊934＊＊8

　　　118088861＋　　　Tsuchiya＊＊V＊934＊＊13

　　　118098227　　　　Tsuchiya＊＊V＊934＊＊9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0058］
國有鐵丁丁働運動史／運輸省鐵道総局職員局［編］

　　　［東京］：運輸省野道総局職員局，［1948．3序］

　　　2，156p；21cm

　　　118098131V　　　Tsudliya＊＊V＊2450＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0059］
雇傭制限約款蛇に退職重役の不正競業に關する調査／日本
工業倶楽部調査課［編］

　　　［東京］1日本工業倶警部調査課，1931．1

　　　85p；23cm
　　　（調査報告；第23輯）

　　　118129196　　　　Tsuchiya＊＊lIl＊1682＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1．012－0060］
護誤工場の災害防止／社會局勢働部編

　　　東京：社會局勢働部，1928．5

　　　3，172p；22cm
　　　（労働保護資料；第31輯）

　　　118098218　　　　Tsuchiya＊＊V＊2553＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－OO61］
最近の社章運動：創立10周年記念出版／協調會編

　　　東京：協調會，1929．12

　　　78，1422，79p；27cm

　　　118098136．　　　Tsuchiya＊＊V＊2455＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－OO62］
最近労働組合運動史

　　　［大阪］：協調会大阪支所，［1927．10］

　　　12，607p：23cm
　　　協調会大阪支所創設五周年記念

　　　118129163W　　　Tsuchiya＊＊lll＊1650＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0063］
最近勢働孚議顛末／大阪市社會部調査課編

　　　京都：弘文堂書房，1923．4一

　　　冊；23cm
　　　（勢働調査報告；no．20，29）

　　　118098607／　　　Tsuchiya＊＊V＊2951＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－0064］
産業合理化と弓田政策／ラウエツケル著：協調會謬

　　　東京：協調會，1928．3

　　　1，144p；19cm

　　　118129607Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊2038＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0065］
産業能率と生産技術及組織問題／日本経済聯盟会調査課編

　　　東京：山海堂，1944．12

　　　4，2，551p；19cm

　　　118129883＋　　　Tsuchiya＊＊lll＊2303＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、012－OO66］
産業民主主義：現代の労使関係／民主社会主義研究会議産
業民主主義研究委員会編

　　　東京：ダイヤモンド社，1963．10

　　　xii，425p；22コ組
　　　産業民主主義に関するヨーロッパ諸国の法令集；p［345］一417

　　　参考文献：p419－425

　　　118088807＋　　　Tsuchiya＊＊V＊2063＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12・一〇〇67］
産業努働時報＝Bulletin　of　Sangyo　Rodo　Chosasyo／産業勢

働調査所

　　　1巻1號（1925，8）一1巻4號（1925，11）＝通巻1號（1925．8）

　　　一通巻4號（1925．11）；5號（1926．1）一；1巻創刊號（昭4．6）

　　　一1巻7號（昭4，12）；No．8（昭5．2）一

　　　東京：産業勢働調査所，1925。
　　　タイトルは題字欄による
　　　JP／MARCによる巻次年月次：一no．49（1933．4）

　　　請求記号3Tsuchiya＊＊lll＊2685＊＊

　　　所蔵年次31930。1930
　　　所蔵巻次316

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0068］
在京朝鮮人螢働者の現状／東京府三門三社會課編

　　　東京：東京府學務部社會課，1929．4一

　　　冊・22cm
　　　　コ　　　（社會調査資料；第7輯，第25輯）
　　　代謄写

　　　118087344－　　　Tsuchiya＊＊V＊614＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1．012－0069］
市町村會議員総選言に於ける螢働者拉小作人の運動／社會
局第一部勢働課［編］

　　　’［東京］：社會局第一部劣働課，［192一］

　　　54p；22cm
　　　118107322P　　　Tsuchiya＊＊IV＊849＊＊

［LO　12－OO70］

失業者の丁丁に關する調査／東京府三三丁丁工面［編］

東京：東京府學務部社會課，1931．12

2，4，110p；23cm
（社會調査資料；第16輯）

118129109W　　　Tsuchlya＊＊lll＊1603＊＊

1181291100　　　Tsuchiya＊＊lll＊1603＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－OO71］
失業封策に關する諸資料：東京府管内施行失業救濟事業概況
：海外失業封策資料／東京地方失業防止委員會，東京府學務
部社會課編

　　　［東京］：東京地方失業防止委員會＝東京府學務部社會課，

　　　1933
　　　12，561p；23cm

　　　118129079　　　　Tsuchiya＊＊Ill＊1594＊＊

失業問題研究／北岡壽四二

　　　東京：有斐閣，1942．3

　　　6，8，6，569p；21cm
　　　参考文献：p543－569

　　　118098231X　　　Tsuchiya＊＊V＊2567＊＊

社会保険／［逓信省］郵便貯金局編

　　　［東京］：［逓信省］郵便貯金局，1912．1

　　　2，132，64p；23cm

　　　118108194X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1709＊＊

［LO　12－0072］

［1、012－OO73］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－0074］
社内勢働者二關スル規則集／三菱合資會社資料課［編］

　　　［東京］：三菱合資會社資料課，［1922．5巻頭］

　　　11，276p；22cm
　　　1：造船、電機、内燃機
　　　表紙：第9號

　　　118098139／　　　Tsuchiya＊＊V＊2458＊＊

酒造螢働事情／中央職業紹介事務局編

　　　東京：中央職業紹介事務局，1929．3

　　　2，146p；22cm
　　　（勢働移動調査；第3輯）

　　　118109167Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊2732＊＊

［LO　12－0075］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0076］
商業使用人ノ螢働時間及休日二關スル各國法令／［内務省］
社會局［編］

　　　［東京］：社會局，1931．11

　　　5，229p；22cm
　　　1：英吉利，佛蘭西，猫逸，伊太利，白耳義，填太利，波蘭，瑞

　　　典，諾威，丁抹

　　　118109536Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊3134＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－OO77］
商業二二ケル二業時間制限及休日二．關スル調査概要／社會
局勢働部［編］

　　　［東京］＝二三局勢働部，1931。9

　　　6，158p；23cm

　　　118109610R　　　Tsuchiya＊＊IV＊3201＊＊

商業勢二二關スル調査／東京府［編］

　　　［東京］：東京府，［1924．3巻頭］

　　　18p；23cm

118129224U

［LO　12－0078］

Tsuchiya＊＊lll＊1711＊＊大正12／8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LOi2－OO79］
昭和五年中に於ける道府回外出稼者に関する調査概要／中
央職業紹介事務局

　　　東京：

　　　184p；27cm

　　　118127747

中央職業紹介事務局，［19一］

Tsuchiya＊＊lV＊1183＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－OO80］

昭和七年中に於ける道府回外出稼者に関する調査概要／中
央職業紹介事務局

　　　東京：中央職業紹介事務局，1935．3

　　　229p；27cm
　　　118127746．　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊1182＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－OO81］
諸外国労働者待遇事例／ギルマン等著；農商務省鉱山局抄訳

　　　［東京］：農商務省鉱山局，1907．11

　　　52p；27cm

　　　118098134Z　　　Tsuchiya＊＊V＊2453＊＊

職業指導用智能検査（第二）手引

　　　［東京］：厚生省勤笏局，1943．3

　　　2，77p；21cm

　　　118108654Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊2181＊＊

［LO　12－OO82］
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職業紹介事業豪勢／中央職業紹介局編

　　　東京：中央職業紹介局，1922．3

　　　6，111p；23cm
　　　自大正9年6月至大正10年6月
　　　118129161U　　　Tsuchiya＊＊lll＊1648＊＊

職業婦人調査／中央職業紹介事務局編

　　　東京：中央職業紹介事務局，1926．3一

　　　冊；22cm
　　　118129158－　　　Tsuchiya＊＊Ill＊1645＊＊

［LO12－OO83］

［LO　12－OO84］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0085］
職工解雇ノ場合二於ケル待遇概要／東京府商工課［編1

　　　［東京］：東京府商工課，［1921．9序］

　　　10，62p；22cm
　　　表紙：代謄写

　　　118129216V　　　Tsuchiya＊＊lll＊1703＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔LO　12－OO86］
職工規則／［陸軍省大阪砲兵工廠編］

　　　［大阪］：［陸軍省大阪砲兵工廠］，［1890，10］

　　　1綴・23cm
　　　　　リ
　　　タイトルは最初の書類より

　　　窪手第3號：明治23年10月2日，大阪砲兵工廠…
　　　裏表紙に「弾丸製造所」とあり

　　　廠甲第3號（職工規則），廠毒蛇4號（職工雇入規則），廠甲

　　　5號（職工懲戒規則），廠甲第6號（職工賞罰取扱規則），廠

　　　甲第9號（職工出頭退出心得），職工身元保謹金規則，廠甲

　　　第10號（工具貸渡規則）の三二
　　　袋綴

　　　118108264V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1784＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0087］

職工取扱二關スル調査：官業西堺之部：調査部第三回報告
／［東京高等商業學校調査部編］

　　　東京：東京高等商業晶出，1912．9

　　　11，6，190p；22cm

　　　118129：L85－　　　Tsuchiya＊＊lll＊1683＊＊

職工取扱二関スル調査：調査部第1回報告

　　　東京：東京高等商業学校，1911．5

　　　8，121p；23cm
　　　118129184Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊1671＊＊

職工保健に制する調査

　　　大阪：大阪市役所社會部調査課，1922。3

　　　8，249p；22cm
　　　（勢働調査報告；第13號）

　　　1181292171J　　　Tsuchiya＊＊lIl＊1704＊＊

［LO12－OO88】

［1．012－0089］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1，012－0090］
資料労働運動史／労働省編

　　　東京：労務行政研究所，1951一

　　　冊；26cm

　　　118106865－　　　Tsuchiya＊＊IV＊475＊＊S20－21

　　　118106866．　　　Tsuchiya＊＊IV＊475＊＊S22

　　　118106867　　　　Tsuchiya＊＊IV＊475＊＊S23

　　　118106868＄　　　Tsuchiya＊＊IV＊475＊＊S24

　　　118106869／　　　Tsuchiya＊＊IV＊475＊＊S25

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、012－OO91］
時局ノエ場之職工二及ホシタル影響／［農商務省商工局工場
課編］

　　　［東京］：臨時國民経濟調査會，1919．3

　　　97，19p；26cm

　　　118130303K　　　Tsuchiya＊＊lIl＊2609＊＊

重工業の賃金と生活／森喜一著

　　　東京：民族科學社，1944．4

154p；21cm

118098155 Tsuchiya＊＊V＊2477＊＊

自由勢働者に賦する調査／東京市社町局［編］

　　　［東京］：東京市社寺局，1923．3

　　　1，5，3，172p；22cm

　　　118130062M　　　Tsuchiya＊＊lll＊2458＊＊

上越の酒造出稼人／高田税務署編輯

　　　高田：上越酒造研究上，1930．6

　　　290p；23cm
　　　上越酒造研究會員名簿：p187－290

　　　1181091210　　　Tsuchiya＊＊IV＊2671＊＊

［LO　12－0092］

［LO12－OO93］

［1」012－0094］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12・一〇〇95］

常傭勢働者の生活／大阪市役所社會部調査課［編］

　　　［大阪］：大阪市役所社會部調査課，1922．3

　　　2，205p；23cm
　　　（飾罫調査報告；No．16）

　　　118129218X　　　Tsuchiya＊＊lll＊1705＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0096］
女給生活の新研究：大阪市に於けるカフェー女給調査／大
林宗嗣著

　　　東京：巌松堂＝書店　1932．1
　　　　　　　　　　　，
　　　2，5，253p；23cm
　　　（高野博士還暦祝賀記念叢書；11）

　　　118129503U　　　Tsuchiya＊＊lli＊1944＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－OO97］
女工供給（保護）組合調査／中央職業紹介事務局編

　　　東京：中央職業紹介事務局，1928

　　　139p；23cm
　　　118109152S　　　Tsuchiya＊＊IV＊2724＊＊

女子勢働者概況／中央職業紹介事務局［編］

　　　［東京］：中央職業紹介事務局，［1928．2］

　　　29丁；27cm
　　　謄写版印刷，仮綴じ

　　　118129614X　　　Tsuchiya＊＊lll＊2044＊＊

［工、012－OO98］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－OO99］
女子勢働に關する報告：昭和研究會資料／昭和研究會事務
局編

　　　東京＝昭和研究會，1940．11

　　　2，1，43p；23cm

　　　118129197＄　　　Tsuchiya＊＊l11＊1684＊＊

人事管理に就て／秋山斧助編

　　　東京：二二産業二二聯合會事務局　1933．9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　2，110p；21cm
　　　（産業経済資料；第22輯）
　　　講演者：津田秀榮，井本定祐

　　　118129122R　　　Tsuchiya＊＊lll＊1612＊＊

水上勢働者と寄子の生活／草間八十雄著

　　　東京：文明協会，1929．5

　　　4，164p；19cm
　　　（文明協會ライブラリ）

　　　118108651V　　　Tsuchiya＊＊IV＊2179＊＊

［五〇12－0100］

［LO　12－0101］
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0102］
住友別子鑛山並働運動の顛末／住友別子鑛山株式會社螢働
課著

　　　愛媛：住友別子離山株式會社勢働課，1929．10

　　　11，652，165p：地図；23cm

　　　118129749％　　　Tsuchiya＊＊lll＊2179＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0103］
生産力と流れ作業／佐久間一郎［著］；日本學術振興會［編］

　　　東京：大日本工業學會，1934．4

　　　2，34p；26cm
　　　（調査研究報告／日本弓術振興會學術部工業改善研究第16
　　　特別委員會［編］；第7輯）

　　　標題紙：工業改善研究第16特別委員會第3分科會

　　　118129541W　　　Tsuchiya＊＊lll＊1973＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0104］
瀬戸地方に於ける陶磁器工業勢働事情

　　　名古屋：名古屋地方職業紹介事務局，1929．3

　　　1，4，142p；23cm

　　　118087347＄　　　Tsuchiya＊＊v＊618＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0105］
戦時労働配置論／エフ・バイエル［著］；松原直雄訳

　　　東京：伊藤書店，1943．6

　　　190，7p；22cm
　　　付：引用文献目録

　　　118098135－　　　Tsu（：hiya＊＊V＊2454＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0106］
大正十年に於ける從業員の疾病調査／高峰下編

　　　［東京］：東京市電氣局調査課，［1923．3序］

　　　2，9，104p；23cm
　　　（能率及保健調査資料）

　　　118087355　　　　Tsuchiya＊＊V＊631＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0107］
知識階級就職に益する資料／社會局社會部［編］

　　　［東京］：［内務省］社會局丁丁部，1937．8－1940．5

　　　4冊；22cm
　　　昭和12年度の出版者：厚生省社会局
　　　昭和13，14年度の編者及び出版者：厚生省職業部

　　　118109158Y　Tsuchiya＊＊lv＊2698＊＊昭和13年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0108］
地方人夫部屋に関する調査／［東京市社会局］編

　　　東京：東京市社会局，1923．5

　　　78p；22cm
　　　118108059X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1577＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0109］

中小商工業の組合運動／磯部喜一著

　　　東京：甲文堂，1939．5

　　　2，5，217p；19cm

　　　118130041J　　　Tsuchiya＊＊lll＊2439＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0110］

庁府県工場及職工取締二関スル規則

　　　［東京］：農商務省商工局工務課，1902．12

　　　9，316p；23cm
　　　118129114S　　　Tsuchiya＊＊lIl＊1605＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0111］

賃金制度の話／日本経済新聞社編

　　　東京：日本経済新聞社，1972。10

　　　196p；18cm
　　　（日経文庫；196）

　　　118107009R　　　Tsuchiya＊＊IV＊619＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0112］
鐵道運送仲仕螢働事情／福岡地方職業紹介事務局編

　　　福岡：福岡地方職業紹介事務局，1928。11

　　　43p；22cm
　　　（労働調査；第4）

　　　118129225V　　　Tsuchiya＊＊lll＊1712＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－0113］
鐡道螢働事情概要／協調會編

　　　東京：協調会，1922．10

　　　2，45p；22cm
　　　（労働事情調査報告；5）

　　　118129222S　　　Tsuchiya＊＊lll＊1706＊＊5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0114］
転失業封策資料／衆議院調査部［編］

　　　［東京］：［衆議院調査部］，［1938．12］

　　　3，384p；22cm
　　　（調査資料；第25輯）

　　　衆議院公報附録

　　　118129093Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊1599＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1．012－0115］
出稼者調査／中央職業紹介事務局編

　　　［東京］：中央職業紹介事務局，1927．8

　　　2，55p；23cm

　　　118128188　　Tsuchlya＊＊lll＊687＊＊大正14

　　　118128189＄　Tsuchiya＊＊lll＊687＊A＊大正14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0116］
丁稚制度の研究／丸山侃堂，今村南史共著

　　　東京：政教社，1912．5

　　　9，4，2，4，4，2，5，178p；19cm

　　　118129201P　　　Tsucbiya＊＊lll＊1688＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0117］
東京大阪両市に於ける職業婦人調査：タイピスト・事務員・
交換手・店員／中央職業紹介事務局編

　　　東京：中央職業紹介事務局，1927．3

　　　2，231p；22cm

　　　118088880Z　　　Tsuchiya＊＊V＊2144＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－0118］
東京市及ひ其の附近に於ける家内工業の情態／東京商工會
議所［編］

　　　［東京］：東京商工會議所，［1928．4緒言］

　　　5，102p；22cm
　　　（商工調査；第10號）

　　　1：L8098582％　　　Tsuchiya＊＊V＊2923＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0119］
東京市失業者生活状態調査／東京市社會局［編］

　　　［東京］：東京市社會局，1933．3

　　　3，8，14，141，127，7，45，7，45p，図版17枚；27cm

　　　118129249．　　　Tsuchlya＊＊Ill＊1739＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0120］
東京市二於ケル興銀頭刎状況調／中央職業紹介事務局［編］

　　　［東京］：中央職業紹介事務局，1925．5

　　　1冊；27cm
　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118129119X　　　Tsuchiya＊＊lIl＊1609＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［工Oi2－0121］
東京府下工場共濟組合要覧

　　　［出版地不明］：東京府工務課，［1920．1］

　　　8，10，263，13p；23cm
　　　凡例：大正9年1月
　　　表紙：引臼爲

　　　118109170S　　　Tsuchiya＊＊IV＊2742＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0122］
道理乎無理乎：労働中尉公判日記／岩崎吉勝編纂

　　　東京：淡海書房，1920．3

　　　10，2，246，49p；19cm
　　　附：彼の国際労働会議観

　　　118129244W　　　Tsuchiya＊＊llI＊1734＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－Oi23］
内外國工業勢働者八時間三二ノ二二ト眞相／［猫逸統計院勢
働統計局調査］；鐵道院総裁官房保健課［編］

　　　［東京］：鐵道院総裁官房保健課，［19一］

　　　58p；23cm
　　　（勢働問題研究資料；第7輯）
　　　歯舞統計院劣働統計局（1919年5月刊）「濁逸勢働公報第

　　　5號」p386－392による

　　　118129126V　　　Tsuchiya＊＊lll＊1616＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0124］
長崎騎働組合運動史／長崎縣地方勢働委員會事務局編

　　　長崎：勢働問題懇談會，1952．2－1954

　　　冊；22cm
　　　績の発行所：長崎県地方労働委員会

　　　1181073300　　　Tsuchiya＊＊IV＊857＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－0125］
荷役現場を守る人々：荷役改善実例集／平原庫著

　　　東京：荷役研究所，1954．9

　　　341p；19cm
　　　118108568　　　　Tsuchiya＊＊IV＊2095＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－0126］
日本工場法と響町保護／神田孝一著

　　　東京：同文館，1919．9

　　　2，4，309p；23cm

　　　118129246Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊1736＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1，012－0127］
日本賃労働史論：明治前期における労働者階級の形成／隅
谷三喜男著

　　　東京：東京大学出版会，1955．7

　　　5，328p；18cm
　　　（東大学術叢書；9）

　　　118098224Z　　　Tsuchiya＊＊V＊2560＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0128］
日本的労資関係の研究：「企業別組合」の構造と機能を中心と
して／高橋禁門

　　　東京：未來社，1965．1

　　　309p；22cm
　　　118088424－　　　Tsuchiya＊＊V＊1661＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－0129］
日本に於ける會社職工保護の現状大要／山内正瞭編

　　　［東京］：［秀英社］，［19一］

　　　44p；22cm
　　　代謄写

　　　118129172W　　　Tsuchiya＊＊Ill＊1658＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0130】
日本に於ける勢使協議制の史的展開／金萬錫著

　　　［東京］：［明治大学］，1962．1

　　　303p；25cm
　　　「明治大学」の名入原稿用紙にペン書き

　　　袋綴

　　　118098241Y　　　Tsuchiya＊＊V＊2578＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0131］
日本乃社会／戸田海市著

　　　東京：博文館，1911．6

　　　3，5，606p；23cm

　　　1180989621　　　Tsuchiya＊＊V＊3325＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0132］
日本の労働運動／片山潜，西川光二郎著

　　　東京：労働新聞社，1901．5

　　　2，8，268，40p；19cm

　　　118129145V　　　Tsuchiya＊＊lll＊1634＊＊

　　　118129146X　　　Tsuchiya＊＊Ill＊1634＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0133］
日本綿業労働論／進藤竹次郎著

　　　東京：東京大学出版会，1958

　　　531p；22cm
　　　118109733X　　　Tsuchiya＊＊IV＊3333＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0134］
日本劣働運動野達史／赤松克麿著

　　　東京：文化學會出版部，1925．3

　　　2，190p；19cm
　　　（社会問題叢書；第3篇）

　　　118098211V　　　Tsuchlya＊＊V＊2544＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、012－0135］
日本勢働孚指揮／村山重忠著．一増訂

　　　東京：霞ケ関書房，1947．10

　　　247p；19cm

　　　1180884951　　　Tsuchiya＊＊V＊1737＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0136］
日本労働年鑑／法政大学大原社会問題研究所編

　　　東京：東洋経済新報社，1956－1962．12

　　　冊；22cm

　　　118087174．　　　Tsuchiya＊＊V＊324＊＊35

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1．012－0137］
日本螢働立法の獲展／菊池勇夫著

　　　東京：有斐閣，1942。5

　　　9，10，476，9p；21cm
　　　（社會・経濟法論集；第2巻）

　　　118088655Z　　　Tsuchiya＊＊V＊1895＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0138］
日本勢農二千年史／河瀬下北著

　　　東京：表現社，1924．10

　　　4，12，494p；19cm

　　　118087237．　　　Tsuchiya＊＊V＊416＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0139］
日本労務管理史研究：経営家族主義の形成と展開／間宏著

　　　東京：ダイヤモンド社，1964．6

　　　x，692，24p；22cm

　　　118098245　　　　Tsuchiya＊＊V＊2582＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LOユ2－0140］
年少労働の諸問題／労働省婦人少年局［編］

　　　東京：労働省婦人少年局，1950．10

　　　327p；21cm
　　　附録：年少労働課作成啓蒙教育資料一覧表，年少労働に関す

　　　る文献抄録

　　　118098250Y　　　Tsuchiya＊＊V＊2587＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0141］
農業螢働者組合の概要／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1932．12

　　　2，36p；23cm
　　　昭和6年9月調査，代謄写

　　　1180985740　　　Tsuchiya＊＊V＊2914＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0142］
農漁村ノ勢力移動状況調査

　　　［東京］：農林省農務局，1929．3

　　　4，160p；23cm
　　　（副業参考資料；33）

　　　118129214T　　　Tsuch；ya＊＊Ill＊1695＊＊

　　　118129917＄　　　Tsuchiya＊＊lll＊1695＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO12－0143］
日傭勢働者の疾病傷害に關する調査／東京市社會局編

　　　東京：東京市役所，1927．7

　　　3，3，69p；23cm

　　　118098581＋　　　Tsuchiya＊＊V＊2922＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【LO　12－0144］
府下各工場二於ケル職工待遇二關スル各種施設概要／東京
府臨時産業調査課［編］

　　　［東京］：［東京府臨時産業調査課〕，1919．3

　　　268p；22cm
　　　大正8年1目付調査
　　　表紙代謄写
　　　118129138Y　　　Tsuchiya＊＊11量＊1628＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0145］
府下各工場二於ケル職エノ福利増進施設概要／東京府商工
課［編］

　　　［東京］1［東京府商工課］，1921，3

　　　14，204p；23cm
　　　大正10年2月15日現在
　　　表紙：代謄写

　　　118129133T　　　Tsuchiya＊＊lll＊1625＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0146］
福岡、佐賀、長崎、熊本各閣下二於ケル勢働事情／中央職業
紹介事務局［編］

　　　［東京］：中央職業紹介事務局，1925．3

　　　2，304p；23cm
　　　118129111P　　　Tsuchiya＊＊Ill＊1604＊＊

　　　118129112Q　　　Tsuchiya＊＊lll＊1604＊A＊

　　　118129113R　　Tsuchiya＊＊田＊1604＊B＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0147］
婦人勢働に直する文獄抄録

　　　［東京］：［日本労働科学研究所］，［1941．9序］

　　　57，222p；26cm
　　　（日本労働科学研究所報告；第3輯）

　　　118109111N　Tsuchiya＊＊IV＊2659＊＊欧文の部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0148］

婦人労働に関する文献抄録

　　　［東京］：［日本労働科学研究所］，［1940．12－1941．9序］

　　　2冊；26cm
　　　（日本労働科学研究所報告；第1，3輯）

　　　118109110M　Tsuchiya＊＊IV＊2659＊＊邦文の部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0149］
仏国労働者ノ生計状態：英国商務院調査／イギリス通商産
業省原編；生産調査会［訳］

　　　［東京］：生産調査会，1912

　　　312p；22cm
　　　118155018U　　　Tsuchiya＊＊ll＊112＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、012－0150］
浮浪勢働者の群がら／伊藤佐太郎著

　　　東京：ルテール社，1920．3

　　　4，4，220p；19cm

　　　118098230W　　　Tsuchiya＊＊V＊2566＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0151］
部落産業経濟の概況／中央融和事業協會［編］

　　　［出版地不明］：中央融和事業協會，［1929］

　　　5枚；25cm
　　　謄写印刷，袋綴

　　　118109259－　　　Tsuchiya＊＊IV＊2841＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0152］
米国の労働法制と労資関係：ワグナー法を中心として／中
山三郎著

　　　東京：新書出版社，1946．10

　　　130p；19cm
　　　118129509－　　　Tsuchiya＊＊lll＊1950＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0153］
米国労働者ノ生計状態：イギリス商務院［調査］／生産調査
会編［訳］

　　　［東京］：生産調査会，1912

　　　939p；22cm
　　　118155017T　　　Tsuchiya＊＊Il＊111＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0154］
別府的ケ濱事件三相／的ケ濱隠士著

　　　京都：平民世界社，1922．5

　　　35p，図版1枚目23cm

　　　118129629＄　　　Tsuchiya＊＊lll＊2058＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1，012－0155］
白耳義国工場法令及其施行二関スル規程／農商務省商工局
工務課編

　　　東京：農商務省商工局工務課，1904．3

　　　5，296p；22cm

　　　118108119U　　　Tsuchiya＊＊IV＊1633＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1．012一・0156］

報告號外工場法案調査資料／東京商業會議所［編］

　　　［東京］：東京商業會議所，1903．1

　　　141p；24cm
　　　118129167－　　　Tsuchiya＊＊lll＊1654＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、012－0157］
報告號外工場法案調査資料（罵）／東京商業會議所［編］

　　　［東京］：［東京商業會議所］，［1903．1］

　　　53丁；28cm
　　　「財公法人龍門社」の名入用紙にタイプカーボン複写

　　　118129168．　　　Tsuchiya＊＊lll＊1654＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0158］
北海道鯨漁業螢働事情

　　　［東京］：東京地方職業紹介事務局，1928．11

　　　210p；23cm
　　　118108653X　　　Tsuchiya＊＊IV＊2176＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0159］
本市に於ける家内工業の勢働事情：セルロイド加工／大阪
市社会部庶務課編

　　　［大阪］：大阪市社会部庶務課，［1935］

　　　63p；22cm
　　　（社会部報告；第202号）

　　　118087619＋　　　Tsu（＝hiya＊＊V＊926＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0160］
本市に於ける呉服店員の生活と労働

　　　［大阪］：大阪市社會部調査課，1928．3

　　　207p；22cm
　　　（社会部報告；第72号）

　　　118109609Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊3200＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0161］
本市に於ける二業商店員の生活と劣働／大阪市社會部調査
課編

　　　大阪：大阪市社會部調査課，1928．12

　　　102p；23cm
　　　（社會部報告；第82號）

　　　118109540T　　　Tsuchiya＊＊IV＊3138＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0162］
本邦工業に於ける利益分配拉に類似制度に關する調査

　　　［東京］：日本工業戯曲部調査課，1930．6

　　　2，100P；22cm
　　　（調査報告；第20輯）

　　　利益分配制に関する本邦主要文献：p96－99

　　　：L18129195．　　　Tsuchiya＊＊lll＊1681＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0163］
本邦工場榮養食の概況／口窄局螢働部［編］

　　　［東京］；社會局勢働部，1937．6

　　　2，52p；23cm
　　　（労働保護資料；第四十三號）

　　　調査編纂：塚田治作

　　　118087628＋　　　Tsuchiya＊＊V＊936＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0164］
本邦工場開山職長制度概要／協調会編

　　　東京：協調会，1929．9

　　　2，158p；19cm
　　　（労働者教育資料；No．14）

　　　118109134S　　　Tsuchiya＊＊IV＊2688＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0165］
本邦人ロの現在及将来／高野岩三郎著

　　　東京：通俗大宮會，1916．10

　　　1，3，188p；15cm
　　　（通俗大払文庫；第8編）

　　　118129234V　　　Tsuchiya＊＊lII＊1723＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、012－0166］
本邦製三業二二事情／中央職業紹介事務局編

　　　東京：中央職業紹介事務局，1928．2

　　　4，198p；22cm
　　　（職業別二二事情／中央職業紹介事務局；4）

　　　118109153T　　　Tsuchiya＊＊IV＊2726＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0167］
本邦労働運動調査報告

　　　［東京］：協調会情報課，［1922．7］一

　　　冊；22cm

　　　118129207v　Tsuchiya＊＊ll量＊1694＊＊大正11／12

　　　118129208w　Tsuchiya＊＊Ill＊1694＊A＊大正11／7
　　　118129209x　Tsuchiya＊＊Ill＊1694＊＊大正11／7

　　　118129210P　Tsuchiya＊＊Ill＊1694＊＊大正12／3

　　　118129211Q　Tsuchiya＊＊lll＊1694＊A＊大正12／12
　　　118129212R　Tsuchiya＊＊lll＊1694＊＊大正12／12

　　　118129213s　Tsuchiya＊＊Ill＊1694＊＊大正13／12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0168］
本邦努働者及農民事情／大原社會問題研究所編

　　　東京：栗田書店，1935．1一

　　　冊；23cm
　　　日本労働年鑑第1部

　　　1180888641　Tsuchiya＊＊V＊2125＊＊昭和9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1：LO　12－0169］
紡績業労働事情

　　　［出版地不明］：［協調會］，1922．10

　　　2，93p；23cm
　　　（労働事情調査報告；No．6）

　　　118129223T　　　Tsuchiya＊＊lll＊1706＊＊6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0170］
紡績勢働婦人調査／中央職業紹介事務局［編］

　　　東京：中央職業紹介事務局，1929．2

　　　2，71p；23cm
　　　（職業別勢働事情／中央職業紹介事務局；5）

　　　118129616Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊2725＊＊5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0171］
紡績螢働婦人調査／中央職業紹介事務局［編］

　　　東京：中央職業紹介事務局，1928．1

　　　28丁；27cm
　　　折込：労働婦人調査票
　　　謄写印刷，袋綴

　　　118129615Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊2045＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0172］
マツチ工業心事女工ノ生活状態調査

　　　［神戸］：神戸市社會課，1930，10

　　　13，262p；22cm
　　　昭和5年9月
　　　1180981791　　　Tsuchiya＊＊V＊2503＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12・一〇173］

見習工の採用並養成方法：第7回全国研究会速記録／日本
工業協会編

　　　大阪：日本工業協会，1935．9

　　　186p；21cm
　　　（工場管理資料；第7号）

　　　118108652W　　　Tsuchiya＊＊1V＊2180＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0174］
綿紡績工場の女子労働者：実態調査報告／労働省婦人少年
局編

　　　東京：労働省婦人少年局，1952．4

　　　8，159p；25cm
　　　（婦人労働調査資料；第12号）

　　　118098228＄　　　Tsuchiya＊＊V＊2564＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0175］
友愛會創立5週年史

　　　東京：友愛會，1917．4

　　　36p，図版2枚：肖像；23cm

　　　117002512J　Tsuchiya＊＊IV＊2183＊＊付録
　　　118108656－　　　Tsuchiya＊＊IV＊2183＊＊
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：LO12：労働問題・労働運動・労務管理・失業問題・社会運動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、012－0176］

諮鋼炉の火は消えたり：闘争三十三年の記／浅原健三著

　　　西巣鴨町（東京府）：新建社，1930．2

　　　6，10，476p；19cm

　　　1：L8130399Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊2692＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0177］

臨時工問題の研究

　　　東京：労働事情調査所，1935．6

　　　4，5，162，65p；22cm
　　　（労働事情調査報告／労働事情調査所編；第1輯）

　　　付録：臨時工問題に関する法規違反の判決例他2篇

　　　118129237Y　　　Tsuchiya＊＊Ill＊1728＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、012－0178］
臨時職工及人夫二三スル調査／社會局勢働部［編］

　　　［東京］：［内務省社會局勢働部］，1935．3

　　　2，79p；23cm
　　　118087617＄　　　Tsuchiya＊＊V＊924＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［L，012－0179］
鐵接作業ノ人命一遇ホス影響二關スル調査／［原田彦輔著］

　　　［東京］：姦曲局，1924．1

　　　2，1，23p；22cm
　　　（労働保護資料；第4輯）

　　　118130063N　　　Tsuchiya＊＊lll＊2459＊＊

勢働運動概況：大正十二年／社會局第一部

　　　［東京］：社會局第一部，1924．1

　　　268p；27cm
　　　第3冊：小作運動編
　　　謄写版
　　　和装，袋綴

　　　118156557＄　　　Tsuchiya＊＊ll＊2296＊＊3

［1、012－0180］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0181］

努働階級の解放：ラードの學説／足利定九郎編

　　　東京：谷田徳造
　　　東京：文光堂書店（発売），1920．9

　　　2，39，3，155p；18cm
　　　（プロレタリア叢書；第1編）

　　　118109712u　　　Tsuchiya＊＊IV＊3311＊＊

螢働協約理論史／後藤清著

　　　東京：有斐閣，1935．6

　　　4，3，368p；21cm

　　　118087238　　　　Tsu（：hiya＊＊V＊417＊＊

労働行政史／労働省編

　　　東京：労働法令協会，1961。1982

　　　3冊；27cm

　　　118108727Z Tsuchiya＊＊IV＊2255＊＊1

労働組合及労働争議統計

　　　東京：協調会，1933．6

105p；23cm

1180888630 Tsuchiya＊＊V＊2123＊＊

［1」012－0182］

［LO　12－0183］

［LO　12－0184］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［】L．012－0185］

勢働組合に關する各國法制摘要／日本工業倶樂部調査課［編］

　　　［東京］：日本工業倶樂部調査課，1930．6

　　　19p；22cm
　　　（調査報告；第21輯）

　　　参考書目：巻頭

　　　118129194一・　　　Tsuchiya＊＊Ill＊1680＊＊

螢働組合法案の沿革

　　　［東京］：社會局，1931．1

104P；22cm

118087627／ Tsuchiya＊＊V＊935＊＊

［LO　12－0186］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、012－0187］
螢働組合法に減する調査

　　　［東京］：東京商工會議所，1930．2

　　　251p；22cm
　　　（商工調査；第28號）
　　　附録：「大正9年農商務省労働組合法案」ほか18編

　　　代謄写

　　　118087618／　　　Tsuchiya＊＊V＊925＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［五〇12－0188］
螢働者災害扶助法案に關する意見蛇参考資料／日本工業倶
楽部調査課［編］

　　　［東京］：日本工業倶楽部調査課，［1930］

　　　16，157，565p；23cm
　　　（調査報告；第22輯）
　　　附：労働者扶助法案要綱，労働者扶助法案に対する当倶楽部
　　　の意見，労働者災害扶助法案及衆議院の修正案，法案に対す

　　　る貴衆両院に於ける審議経過

　　　118088862％　　　Tsuchiya＊＊V＊2122＊＊

螢働紹介／豊原又男著

　　　東京：丁未出版社，1920．12

　　　4，2，6，15，358p；23cm

　　　118129243V　　　Tsuchiya＊＊lll＊1733＊＊

労働時間ト生産高並労働者ノ健康

　　　東京：農商務省工務局，1920．4

　　　109p；23cm
　　　（工場資料；第14輯）

　　　118129247Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊1737＊＊

勢働見手調査／東京府學務部社町課

　　　［東京］：東京府學務部社會課，［1931］一

　　　冊；22cm
　　　（社會調査資料；第14，20輯）

　　　118087348／　　　Tsuchiya＊＊V＊619＊率2

　　　118098132X　　　Tsuchiya＊＊V＊619＊＊1

　　　118098133Y　　　Tsuchiya＊＊V＊619＊A＊2

螢働争議二關スル各國法令／社会局編

　　　東京：社：会局，1924．9

　　　10，860p；22cm

　　　118129242U　　　Tsuchiya＊＊川＊1732＊＊

［LO　12－0189］

［LO　12－0190］

［LO　12－0191］

［LO　12－0192］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、012－0193］
勢働調査報告／大阪市役所調査係［編］

　　　［大阪］：大阪市役所調査係，1919．10一

　　　冊；22cm
　　　第4輯：大阪市役所勢働調査課一第9，11，12輯：大阪市役
　　　自社會部調査課

　　　118130060K　　　Tsuchiya＊＊lll＊2457＊＊1

　　　118130061L　　　Tsuchiya＊＊量II＊2457＊＊3

勢働の理論と政策／風早八十二著

　　　東京：時潮社，1938．10

　　　4，6，292p；19cm

　　　118088002S　　　Tsuchiya＊＊V＊1327＊＊

［LO　12－0194］
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0195］

労務管理／藻利重隆編

　　　東京：巌松堂書店，1956．6

　　　3，5，387p；22cm
　　　（経営学講座／佐々木吉郎，古川榮一責任編集；第5）

　　　1180888876　　　Tsuchiya＊＊V＊2153＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【LO　12－0196］

勢務者共濟に關する施設概況／中央職業紹介事務局［編］

　　　［東京］：中央職業紹介事務局，1928．8

　　　1，117p；23cm
　　　附録：p97－117

　　　118109079－　　　Tsuchiya＊＊IV＊2624＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0197］
わが国雇用，失業の現状分析：第一回雇用小委員会報告書／
産業構造研究会［編］

　　　［東京］：産業構造研究会，1954．7

　　　68p；25cm
　　　謄写版

　　　118108590x　　　Tsuchiya＊＊IV＊2117＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO　12－0198］

我國二於ケル勢働時間ノ概況／社會局勢一部［編］

　　　［東京］：［内務省］社會局勢三部，1931．3

　　　53p；23cm
　　　（労働保護資料；第三十六輯）

　　　118129127冒　　　Tsuchiya＊＊lll＊1617＊＊

我国労働組合の研究／渡部道太郎著

　　　東京：勢働事情調査所，1930．12

　　　12，338p；19cm
　　　付：主要勢働團髄一覧表

　　　118129202q　　　Tsuchiya＊＊lll＊1689＊＊

LO20＝社会主義

［LO　12－0199］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－0001］
イギリスにおける螢働者階級の状態／Friedrich　Engels著；
森下修一繹

　　　東京：社会主義著作刊行会，1949．9

　　　7，234p；15cm

　　　118087449Z　　　Tsuchiya＊＊V＊728＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－0002】
ヴァルが理論をめぐる討論

　　　［東京］：世界経済研究所，［1947頃］

　　　139p；18cm
　　　（所内研究資料）

　　　副書名：ヴァルが著「第二次世界大戦の結果としての資本主

　　　義経済の諸変化」をめぐる討論（1947年5月）

　　　118129602u　　　Tsuchiya＊＊川＊2033＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1．020－0003］

階級闘孚の進化／ハインドマン著；山川菊榮課

　　　東京：白揚社，1925．4

　　　2，3，392p；20cm
　　　原著「革命の進化」より抜粋

　　　118087360Y　　　Tsuchiya＊＊V＊640＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－0004］
階級闘孚の必然性と其の必然的轄化／河上肇著

　　　東京：弘文堂書房，1926．4

　　　2，85p；20cm
　　　（マルキシズム叢書／河上肇編纂；第3冊）

　　　118140739Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊2702＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－OOO5］
家族・私有財産及び國家の起源：リユイス・エチ・モルガン
の研究に因みて／フリードリヒ・エンゲルス著；内藤吉之
助謬

　　　東京：有斐閣（販売），1922。1

　　　380p；20cm
　　　原著第8版1900年刊の翻訳
　　　れしな荘版［践：”東京，れしな荘にて”とあり］

　　　118130379X　　　Tsuchiya＊＊lll＊2677＊＊

家庭の教育／堺枯川著

　　　東京：内外出版協会
　　　東京：言文社，1902．8

　　　p451－537；19cm
　　　（家庭の新風味／堺枯川著；6）

　　　118129301Q　　　Tsuchiya＊＊lll＊1787＊＊6

家庭の親愛／堺枯川著

　　　東京：内外出版協会
　　　東京：言文社，1902．6

　　　p279－356；19cm
　　　（家庭の新風味／堺枯川著；4）

　　　118129299Z　　　Tsudliya＊＊lI置＊1787＊＊4

家庭の事務／堺枯川著

　　　東：京：内外出版協会

　　　東京：言文社，1901．10

　　　p97－190；19cm
　　　（家庭の新風味／堺枯川著；2）

　　　118129297！　　　Tsuchiya＊＊lll＊1787＊＊2

家庭の文学／堺枯川著

　　　東京：内外出版協会
　　　東京：言文社，1901．12

　　　p191－277；19cm
　　　（家庭の新風味／堺枯川著；3）

　　　118129298＋　　　Tsuchiya＊＊lll＊1787＊＊3

家庭の和楽／堺枯川著

　　　東京：内外出版協会
　　　東京：言文社，1902．6

　　　p357－450；19cm
　　　（家庭の新風味／堺枯川著；5）

　　　118129300P　　　Tsuc卜iya＊＊lll＊1787＊＊5

［LO20－0006］

［1．020－OOO7］

［LO20－0008］

［LO20－0009］

［LO20－0010］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－0011］
共産党が政権を握ったら／日本共産党宣伝教育部編

　　　東京：日本労農通信社，1949．1

　　　2，5，119p；18cm

　　　118130355R　　　Tsuchiya＊＊lll＊2652＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－0012］
基督教の起源：其唯物史観的研究／カール・カウツキー著；
近藤宗男課

　　　東京：啓明社，1928．3－6

　　　2冊；20cm
　　　1908年9月ケイ・カウツキー序

　　　118087823　Tsuchiya＊＊V＊1142＊＊上
　　　118087824＄　Tsuchiya＊＊V＊1142＊＊下

基督抹殺論／幸徳傳次郎著

　　　東京；丙午出版社，1911

　　　4，4，148p；23cm

　　　118156116U　　　Tsuchiya＊＊1＊1083＊＊

［LO20－0013］

［LO20－0014］

技術論技術史／岡邦雄［ほか］著

　　　東京：三元社，1949．3

　　　263p；22cm
　　　（社會主義講座／回国主義教育協會編；14．技術）

　　　118130335P　　　Tsuchiya＊＊111＊2631＊＊

［LO20－0015］

経濟學自盛／リヤシチエンコ著；平館利雄訳．一増補

東京：叢文閣，1936．3

3，1，1，4，618p，図版1枚；22cm
巻末附録：対照歴史年表

118140736V　　　Tsud浦ya＊＊1闘＊2699＊＊

経濟學批判の方法論／福本和夫著．一増補版

　　　東京：白揚社，1926．10

　　　2，1，7，482p；23cm

　　　118140755H　　　Tsudliya＊＊Ill＊2718＊＊

経済的史観／パウル・バルト著；山田一郎訳

　　　東京：日本評論社，1932．6

　　　2，274p；20cm
　　　（社中文庫；第12冊）

　　　118108108s　　　Tsuchiya＊＊IV＊1623＊＊

［LO20－OO16］

［LO20－0017］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－0018］
現下の国際情勢とコミンテルンの戦略戦術：コミンテルン執
行委員会第十回総会に於ける中心問題／産業労働調査翻訳編

　　　東京：マルクス書房，1929．12

　　　311p；19cm
　　　1180879887　　　Tsuc卜iya＊＊V＊1313＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1、020－0019］
現代自然科學の僻護法による反省／伊豆公夫著

　　　東京：同人社，1931．5

　　　6，3，299p；20cm

　　　118130396W　　　Tsuchiya＊＊lIl＊2689＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－OO20］
現代日本研究：マルクシズムの立場より／猪俣津南雄著

　　　東京：改造社，1929．9

　　　1，14，608p；19cm

　　　118088404Y　　　Tsuchiya＊＊V＊1641＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－0021］
現代日本ブルヂョアジーの政治的地位／猪俣津南雄著

　　　東京：南宋書院，1927．12

　　　146p；19cm
　　　118130388X　　　Tsuchiya＊＊lll＊2681＊＊

幸徳事件の全貌／渡辺順三著

　　　東京：社叢書房，1947．8

191p；18cm
118098159Z Tsuchiya＊＊V＊2481＊＊

［LO20－0022］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－OO23］
コミンテルン・ドキュメント／ジェーン・デグラス編著；荒
畑寒村，大倉旭，救仁郷飾車

　　　東京：現代思潮社，1969－1972．10

　　　3冊；22cm
　　　1：1919－1922－2：1923－1928－3：1929－1943

　　　118106900q　　　Tsuc｝董iya＊＊1V＊511＊＊1

　　　118106901R　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊511＊＊2

　　　118106902S　　　Tsuchiya＊＊IV＊511＊＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【LO20一・OO24］
サッコ・ヴァンゼッチ事件の眞相／佐々木孝，荒川諦念共編

　　　東京：南宋書院，1927．9

　　　1，2，50p；19cm
　　　序文：資料は主として「The　story　of　the　case　of　Sacco＆

　　　Vanzetti」による

　　　118108522S　　　Tsuchiya＊＊IV＊2050＊＊

左翼の闘孚／山川均著

　　　東京：白揚社，1927。2

　　　217p；20cm
　　　118108102M　　　Tsuchiya＊＊IV＊1617＊＊

［LO20－OO25］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－0026］
産業社会における階級および階級闘争／R．ダーレンドルフ
著；富永健一訳

　　　東京：ダイヤモンド社，1964．6

　　　xxvii，454，34p；22cm
　　　ダーレンドルフ著作目録：巻末p15－17
　　　文献目録：巻末p19－34

　　　118109433U　　　Tsuchiya＊＊IV＊3019＊＊

財政／武田隆夫編

　　　東京：弘文堂，1958．5

　　　319p；22cm
　　　（現代日本資本主義大系；5）

　　　118108617】【　　Tsuchiya＊＊IV＊2141＊＊5

［LO20－0027］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－0028］
史學概論／ブイコフスキー著；西雅雄課．一増補版

　　　東京：白比論，1935．10

　　　8，6，239p；23cm
　　　文献目録：p193。200
　　　附録：考古學と政治，カール・マルクスと考古學，考古學的

　　　用語法の改訂のために，エヌ・ヤー・マルの地固的活動の四

　　　十五年に寄せて

　　　118130366T　　　Tsuchiya＊＊lll＊2662＊＊

史學概論／ブイコフスキー著；西雅雄詳

　　　東京：白揚社，1934．5

　　　8，6，200p；22cm
　　　文献目録：p193－200

　　　118130367U　　　Tsuchiya＊＊V＊1869＊＊

［LO20－0029］

［LO20－OO30］

思想家、人間、革命家としてのカール・マルクス／［リヤザ
ノフ編纂］；秋田篤訳

　　　東京：希望閣，1931．6

　　　1，6，2，243p；20cm
　　　執筆：Engelsほか

　　　118140745V　　　Tsuchiya＊＊lll＊2708＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－OO31］
史的唯物論／アー・メドヴェージエフ，エム・シルヴィント
編；木村賢吉訳

　　　東京：共生閣，1932．4

　　　5，5，650p；20cm

　　　1181304001　　　Tsuchiya＊＊lll＊2698＊＊

史的唯物論／レーニン著；小島京一謬

　　　東京：木星社書院，1932．5

　　　10，156p；19cm

　　　118152582x　　　Tsuchiya＊＊IV＊2052＊＊

［LO20－0032］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－OO33］
史的唯物論教程／フィンゲルト，シルヴィント共著；プロレ
タリア科学研究所，ソヴエート科学研究会訳

　　　東京：共生閣，1931．1

　　　2，4，4，368，31，3，2p；21cm
　　　「史的唯物論の簡略な教程」改訂第5版（1930年，レーニン
　　　グラード，プリボイ社）の全訳

　　　118130391R　　　Tsuchiya＊＊lll＊2684＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－OO34］
支那ソヴエート運動の研究／東亜経済調査局編

　　　東京：東亜経済調査局，1934．12

　　　8，459p，図版3枚：地図；22cm
　　　（経済資料；別冊）

　　　執筆者：野竹栄之
　　　ソヴエート区に関する資料文献：p355－459

　　　1181090220　　　Tsuchiya＊＊IV＊2562＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－OO35］
資本主義の最高段階としての帝國主義／N．しenin著；和田
哲二課

　　　東京：希望閣，1930．12

　　　泌03，2P；20cm

　　　118129593＄　　　Tsuchiya＊＊Ill＊2027＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－OO36］
資本の蓄積と帝國主義／パウエル著；向坂逸郎謬

　　　東京：濡文閣，1928．5

　　　66p；21cm
　　　（社會科學叢書）
　　　「Die　neue　Zeit，31　Jahrg．1．　Bd．　Nr．23／24」掲載論文の

　　　翻訳
　　　附録：アントン・パンネケーク著「資本の蓄積」

　　　118108523T　　　Tsuchiya＊＊IV＊2051＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－0037］
資本論／カール・マルクス［著］；［フリードリヒ・エンゲル
ス編］；向坂逸郎訳

　　　東京：岩波書店，1967

　　　4冊；22cm

　　　118108620R　　　Tsuchiya＊＊IV＊2148＊＊1

資本論／カール・マルクス著；高畠素之訳

　　　東京：改造社，1927．10－1928．4

　　　冊；20cm

118140749Z
118140750R
118140751S
118140752T
118140753U

Tsuchiya＊＊lll＊2712＊＊1／1

Tsucbiya＊＊lll＊2712＊＊1／2

Tsuchiya＊＊llI＊2712＊＊2

Tsuchiya＊＊lll＊2712＊＊3／上

Tsuchiya＊＊川＊2712＊＊3／下

［1、020－0038］

資本論解説／向坂逸郎著

　　　東京：北斗書院，1946。4

　　　63p；18cm
　　　附：社旗科學文献解題

　　　118108520q　　　Tsuchiya＊＊IV＊2048＊＊

資本論研究／向坂逸郎，宇野弘蔵編

　　　東京：至誠堂，1958．4

　　　481p；19cm
　　　研究参加者：向坂逸郎他11名
　　　1948－49年河出書房刊の再版

　　　118108558．　　Tsuchlya＊＊IV＊2087＊＊

　　　118108559　　　　Tsuchiya＊＊IV＊2087＊A＊

［LO20－OO39］

［LO20－OO40］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1，020－OO41］
社會主義社會學／アーサー・．リユウス著；高畠素之謬

　　　東京：三田書房，1920．6

　　　2，4，260p；20cm

　　　118129238Z　　　Tsuchiya＊＊Ill＊1729＊＊

社台主義神髄／幸徳秋水著；高面面

　　　上海：商務印書館，1933．12

　　　73p；16cm
　　　（東方文庫／東方雑誌動画；第26種）

　　　東方雑誌20週年紀念刊物

　　　118087641－　　　Tsuchiya＊＊V＊949＊＊

社會主義神髄／幸徳秋水著

　　　東京：漉油社，1903．7

　　　3，2，147p；23cm

　　　118129157Z　　　Tsudliya＊＊lll＊1644＊＊

社會主義ト日本國民／戸田海市［著］

　　　東京：博文館，1911．2

72p；21cm

118153903V TSI」chiya＊＊1＊827＊＊

［1，020－OO42］

［1．020－0043］

［LO20－0044］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－0045］
社會主義とは何か／社會主義教育協會編

　　　東京：三元社，1948．5

　　　224p；22cm
　　　（社會主義講座／社會主義教育協會編；第1巻．思想）
　　　執筆者：伊藤好道ほか

　　　118087333Y　　　Tsuchiya＊＊V＊603＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LO20－0046］
社会主義の立場から：デモクラシーの煩悶／山川均著

　　　東京：三田書房，1919

　　　275p；19cm
　　　発売：三徳社

　　　118087359％　　　Tsudliya＊＊V＊634＊＊

社會民主蕪建設者ラサール／幸徳秋水著

　　　東京：平民社，1904．9

　　　2，137p：肖像；15cm
　　　（平民文庫）

　　　118130362P　　　Tsuchiya＊＊l11＊2658＊＊

［LO20－0047］
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