
KO12：農村

農村問題入門／猪俣津南雄著

　　　東京：中央公論社，1937．4

501p；19cm

118129487＋ Tsuchiya＊＊1翻＊1935＊＊

農村問題入門／猪俣津南雄著

　　　東京：黄土社，1948．1

　　　24，376，14p：肖像；19cm

　　　118129488％　　　Tsuchiya＊＊lll＊2666＊＊

農村問題の解決／横田英夫著

　　　東京：白水社，1918．9

　　　4，4，2，7，481p；19cm

　　　118109411q　　　Tsuchiya＊＊IV＊2996＊＊

農村問題文化観／大森金五郎著

　　　東京：国史講習会，1922．12

　　　2，130p；19cm
　　　（文化叢書；第18編）

　　　118107790Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊1348＊＊

農村行詰の原因・現状・封策／高橋亀吉著

　　　東京：先進社，1931．6

　　　3，9，511p；19cm
　　　（日本農村経回の研究／高橋亀吉著；績）

　　　118108777／　　　Tsuchiya＊＊IV＊2307＊＊

［KO　12－0065］

［KO　12－0066】

［KO　12－OO67］

［KO　12－0068］

［KO　12－0069］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO　12－0070］
福井縣今立郡粟田部村二於ケル農村保健衛生状態實地調査報
告／内務省衛生局編

　　　東京：内務省衛生局，1922．3

　　　5，109，165p；23cm
　　　調査二島崎宗三ほか

　　　1180986291　　　Tsuchiya＊＊V＊2977＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO　12－0071］
福澤村に於ける母性並乳細見及村の経濟状態に關する調査／
神奈川縣方面委員聯盟，中央二丁事業協會社會事業研究所編

　　　東京：中央社會事業協會社會事業研究所，1940．10

　　　146p；22cm
　　　118107919．　　　Tsu（：hiya＊＊IV＊1467＊＊

福島縣農村状況

　　　［東京］：日本銀行調査局，1935．3

　　　6，165p；23cm
　　　（改；166）

　　　昭和9年12月福島支店調査

　　　118128105R　　　Tsuchiya＊＊lll＊578＊＊

佛猫白諸國農村の考察／笠森傳繁著

　　　東京：農村経濟研究會，1937．9

　　　5，2，292p；23cm

　　　118107710Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊1261＊＊

［KO　12－0072］

［KO12－0073］

［KO　12－0074］

佛猫白諸國農村の瞥見／笠森傳繁［著］；啓明會編

　　　東京：啓明會事務所
　　　［東京］：北台館（発売），1931。9

　　　113，17p；23cm
　　　（紀要／啓明會；10号）

　　　118107777＄　　　Tsuchiya＊＊IV＊1334＊＊

物価高の農山漁村に及ぼせる影響

　　　東京：中央農林協議会，1937．7

　　　2，2，10，448p；22cm

　　　118127730U　　　Ts1」chiya＊＊川＊139＊＊

報徳分度論／二宮尊親著

　　　中村町（福島縣）：大槻太郎，1915．2

　　　16，2，97p，図版1枚：肖像；19cm

　　　118129215U　　　Tsuchiya＊＊lll＊1700＊＊

村の経濟六十年史／岩田健治著

　　　東京：謡言農業社，1934．3

　　　6，10，319p；19cm

　　　118107887＋　　　Tsuchiya＊＊IV＊1432＊＊

村の辻を往く／小野武夫著

　　　東京：民友社，1926．2

　　　7，136p；19cm

　　　118156431U　　，Tsuchiya＊＊II＊2156＊＊

［KO　12－0075］

［KO　12－0076］

［KO　12－0077］

［KO　12－0078］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO　12－0079］　’
明治大正農村経閉の三遷／高橋亀吉著；東洋纒濟新報社研
究部編纂

　　　東京：東洋経済新報社出版部，1926．9

　　　6，4，10，292，165p；19cm

　　　118109052R　　　Tsuchiya＊＊IV＊2594＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO　12－OO80］
文部省主催郷土教育講習會岩手縣農村の實情＝附圖／鈴木
重男編

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1935］

　　　図版7枚二地図；22cm
　　　第4図：昭和10年2月20日，岩手縣農會調査
　　　第5図：昭和10年6月20日，縣調査に拠る

　　　118128104Q　　　Tsuchiya＊＊lll＊577＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO　12－OO81］
山口縣吉敷郡平川村二丁ケル農村保健衛生状態實地調査報告
／内務省衛生局編

　　　東京：内務省衛生局，1921．3

　　　247，225p；23cm

　　　1180986280　　　Tsuchiya＊＊V＊2976＊＊

山梨縣農村事情調査書

　　　［出版地不明］：山梨中興濟部，［1935．7］

　　　126p；23cm
　　　表紙：昭和10年6月山梨縣
　　　例言：昭和10年7月山梨縣経濟部

　　　118107743V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1298＊＊

優良農村視察記／村社新編輯

　　　［盛岡］：無手縣農會，1915．9

　　　254p，図版2枚：肖像；23cm

　　　118127744z　　　Tsuchiya＊＊lll＊155＊＊

理想之農村／山田太一郎著；山崎延吉閲

　　　東京：裳華房，1905．3

　　　7，385p；23cm

　　　118128483－　　　Tsuchiya＊＊日1＊1028＊＊

［KO　12－0082］

［KO12－0083］

［KO　12－0084］
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KO133農家

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO　12－0085］
若者制度の研究：若者條目を通じて見たる若者制度／下村
虎六郎編

　　　東京：大日本聯合青年團，1936．3

　　　3，4，508p；19cm

　　　118107236T　　　Tsuchiya＊＊IV＊768＊＊

　　　118107237U　　　Tsuch；ya＊＊IV＊768＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO　12－OO86］
我國農村機構ノ特質／社下局庶務課調査係［編］

　　　［東京］：社會局庶務課調査係，1934．12－1935．1

　　　合本1冊；27cm
　　　（調査資料／社會局庶務課調査係；第12－13號）

　　　第12號：農業経螢土地制度一第13號：農業経螢苛々
　　　謄写印刷，袋綴

　　　118107453U　　　Tsuchiya＊＊IV＊982＊＊

　　　　　　　　　　KO13＝農家

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO13－OOO　1］
愛知縣北設樂郡下津具村村松家作物二二／早川孝太郎校註

　　　東京：アチックミューゼアム，1936．4

　　　177p；23cm
　　　（アチックミユーゼアム彙報；1）

　　　118107771X　　　Tsu（：hiya＊＊ll＊2142＊A＊

　　　118156396／　　　Tsuchiya＊＊ll＊2142＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO　13－OOO2］

永続農家に関する研究

　　　東京：東亜農業研究所，1943．12

　　　110p；22cm
　　　（東農研参考資料経；第4号）

　　　118088480　　　　　Tsuchiya＊＊V＊1720＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO　13－0003］
越中五箇山及び飛騨白川地方に於ける家族構成の研究／小
山隆［著］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1933］

　　　43p；23cm
　　　表紙：「研究論集」第6巻第2號（昭和8年11月號行）所載

　　　118108831V　　　Tsuchiya＊＊IV＊2367＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KOi3－0004］
愛媛縣下農家ノ経濟及其生活現況資料：大正十三年三月

　　　［松山］：愛媛縣内務部農林課，1924．9

　　　126p；27×40cm
　　　118108228V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1745＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO　13－0005］

尾張百姓ことは稿本／柳人生［著］

　　　名古屋：安藤次郎，1937．7

　　　26p；24cm
　　　118156285．　　　Tsuchiya＊＊Il＊2059＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO13－OOO6］
神奈川縣下に於ける自作及小作農家四十六ヶ所の農舎及農地
に關する現状／神奈川縣農會編

　　　横浜：神奈川縣農会，1922．10

　　　1冊・27×39cm
　　　　　コ
　　　謄写印刷に彩色

　　　118107186X　　　Tsu（＝hiya＊＊IV＊725＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO13－OOO7］
山中雑談／佐久間義隣［著］

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，［1870序］

　　　2冊；28cm
　　　毛筆書きの書写資料
　　　題箋：「山中雑談前篇全」，「山中雑談後篇全」

　　　序：「明治三年庚午如月」，「明治三年庚午年初冬」

　　　書写者：二篇［丁1］に「宇佐神応賀」とあり

　　　和装，袋綴

　　　118152605T　Tsuchiya＊＊1＊575＊＊後

　　　118152610P　Tsuchiya＊＊1＊575＊＊前

静岡縣農業経螢事例／後藤藤平編輯

　　　七声：艀蘇州農會事務所，1917．9

　　　3，476，82p，図版1枚；22cm

　　　118107802S　　　TsucMya＊＊IV＊1363＊＊

［KO13－OOO8］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO　13－0009］
時局下農業経筒及び農家経濟の動向／帝國農會編

　　　東京＝帝国農会，1939．10

　　　2，3，430p；23cm

　　　1181303070　　　Tsuchiya＊＊lll＊2612＊＊

徳川時代の農家纒濟／小野武夫著

　　　東京：巌松堂書店，1926．6
　　　5，192p，図版7枚；19cm

　　　118107773Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1329＊＊

日本一の百姓となるまで／新井友吉著

　　　東京：明文堂，1927．2

　　　12，8，10，2，400，7p，図版3枚；23cm

　　　118108829　　　　Tsuchiya＊＊IV＊2364＊＊

日本農民論／高草喜謙著述

　　　矢掛村（岡山県）：佐伯忌門，1883．5

60p；19cm

118152636X Tsuchiya＊＊1＊604＊＊

農家訓／山名文成［著］

　　　大阪：柏原屋與左衛門，天明4［1784］

　　　2冊；24cm
　　　和装本

　　　118154382X　　　Tsuchiya＊＊ll＊1389＊＊1

　　　118154383Y　　　Tsuchiya＊＊lI＊1389＊＊2

農家経剤と個別経剤學／笠森傳繁

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，1934．1

　　　［17］p；22cm

　　　118156287＄　　　Tsuchiya＊＊ll＊2061＊＊

［KO　13－0010］

［KO　13－0011］

［KO13－OO12］

［KO　13－0013］

［KO　13－OO　14］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO　13－OO15］
農家生活状態二時テ／社會局庶務課調査係［編］

　　　［東京］：社三局庶務課調査係，1935．2

　　　2，94p；26cm
　　　（調査資料／社：會局庶務課調査係；第14號）

　　　第14號：農家経濟

　　　118107462U　　　Tsuchiya＊＊IV＊992＊＊
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KO133農家

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO　13－OO　16］

農家調査に現れたる埼玉縣の農家と其の特異性／田山貢［著］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［19一］

　　　10，12p；22cm

　　　118107564X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1111＊＊

農家得益辮／奈良専二著；岡松甕谷校

　　　東京：千鍾房，1885．2

43丁；23cm
和装，袋綴本

118150729Y Tsuchiya＊＊ll＊1325＊＊

［KO　13－0017］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO13－0018］
農家年中行事

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，［製作年不明］

　　　1冊；26cm
　　　タイトルは題籏より
　　　1：金澤圖正月田方2日より田畠育取一藍刈一2：七月田方
　　　草刈一来年乃米俵縄馬の沓莚織

　　　彩色，袋綴

　　　118108891。　　　Tsuchiya＊＊IV＊24・30＊＊1－2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO13－0019］

農家年中行事／谷本眞細細

　　　中里村（神奈川縣）：有終會雑誌陸行部，1912．1

　　　42p；19cm
　　　表紙：有終會雑誌部獲行

　　　118108229W　　　Tsuchiya＊＊IV＊1746＊＊

農家備州／河野剛著

　　　倉敷：黒金舎：小塩舎，1870．9

　　　5冊；25cm
　　　和装，秩入

118108205Q
118108206R
118108207S
118108208T
118：L358501」

［KO　13－OO20］

Tsuchiya＊＊IV＊1725＊＊前編／1

Tsuchiya＊＊IV＊1725＊＊前編／2

Tsuchiya＊＊IV＊1725＊＊前編／4

Tsuchiya＊＊IV＊1725＊＊前編／5

Tsuchiya＊＊IV＊1725＊＊前編／3

農家不経済の穴さがし：全／佐久間義隣

［出版地不明］

1綴；25cm
毛筆書き

和装

118128268．

：佐久間義隣，［1898．6序］

　Tsuchiya＊＊lll＊771＊＊

農家負債整理凶行事例／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1931．10

　　　480p；21cm
　　　附：農林審議会二封スル農林大臣ノ諮問事項

　　　代騰爲

　　　118156266－　　Tsuchiya＊＊11＊2043＊＊

農家負債整理に噂する参考資料

　　　東京：帝國農會調査部，1931．10

98p；23cm
謄写印刷

118128174X Tsuchiya＊＊lll＊671＊＊

［KO　13－0021］

［KO13－OO22］

［KO　13－0023］

農家負債調査

　　　東京：帝国農会，1931．5

　　　30P；23cm
　　　昭和6年4月
　　　謄写版

　　　118127782． Tsuchiya＊＊IV＊1440＊＊

農家負債調査中間報告／帝國農會［編］

　　　［東京］：帝國農會，［1929．6］

　　　10p；28cm
　　　序文：昭和4年6月末現在實情調査
　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118127781－　　　Tsuchiya＊＊Ill＊183＊＊

農家負債二尉スル調査／新潟野間會［編］

　　　［新潟］：新潟縣農政協會，［1932．6序］

　　　6，17⑱p；26cm

　　　118127783　　　　Tsuchiya＊＊Ill＊184＊＊

農家負携輕減に關する参考資料

　　　東京：帝國農會調査部，1931．10

　　　39p；23cm
　　　タイトルはカバーによる

　　　118155414U　　　Tsuchiya＊＊ll＊451＊＊

［KO13－0024］

［KO　13－0025］．

［KO13－OO26］

［KO13－0027］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO　13－0028］
農家勢働調査報告：井泉村農家経濟調査：自昭和七年四月
至昭和八年三月／松村勝治郎編輯

　　　東京：協調會，1934．3

　　　2，2，2，80p；26cm
　　　附録：農家勢働調査別表，農家勢働旬別分配状況圏表

　　　118107455w　Tsuchiya＊＊IV＊984＊＊前

農業経菅の新機構／石橋幸雄著

　　　東京：白伊勢，1941．3

　　　10，248p；22cm

　　　118107606U　　　Tsuchiya＊＊IV＊1160＊＊

農村社會に於ける部落と家／早川孝太郎

　　　東京：三江書院，［出版年不明］

　　　p151－241；23cm
　　　「村落牢固の研究法」別刷

　　　118156181W　　　Tsuchiya＊＊ll＊1973＊＊

農民離村の實護的研究／野尻重雄著

　　　東京：岩波書店，1942．11

　　　4，9，6，569p；22cm
　　　付：農村労働移動調査票

　　　118106657Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊276＊＊

［KO13－0029］

［KO　13－OO30］

［KO13－OO31］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO　13－0032］

福岡縣下農家月令／吉田昌七郎著．一訂正増補

　　　福岡：森岡書店，1893．2

　　　3，3，114，6p：挿図；19cm
　　　表紙：福岡農事協會蔵版

　　　表紙：訂正増補第2版

　　　1181564890　　　Tsuchiya＊＊lI＊2233＊＊
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KO203農業技術

本邦自作農の状況／三門農會［編］

　　　東京：三山二丁，1919．11

　　　8，229p；23cm
　　　（自作農調査／帝國農會［編］；第3巻）

　　　大正八年十月

　　　118107896＋　　　Tsuchiya＊＊IV＊1444＊＊1

［KO13－OO33］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO　13－0034］
山形縣に於ける農村の家族關係資料：労働力を中心として／
盛田定一

　　　［仙台］：［東北大学法学会］，［1935．12］

　　　p91－110，79－95，58－78；23cm

　　　「法學」第4巻第10－12號別刷

　　　118156397＋　　　Tsuchiya＊＊II＊2143＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO13－0035］
渡部家農事奨働會事業方法拉成績／渡部又八述

　　　福島：渡部又八，1915．4

　　　1，2，3，172p；22cm

　　　118128024a　　　Tsuchiya＊＊lII＊427＊＊

KO20＝農業技術

一粒万倍穂に穂／川合忠蔵［著］

　　　京都：小川多左衛門：林宗兵衛，1786．5

　　　65丁；23cm
　　　和装，袋綴
　　　巻末：備中國小田郡大江村川合忠藏元

　　　118152281T　　　Tsuchiya＊＊1＊256＊＊

老の涙牛馬耕の栞／飛松忠四郎著

　　　水戸；高木留吉，1905．9

　　　2，4，2，134，34p；21cm

　　　118106479．　　　Tsuchiya＊＊IV＊117＊＊

大阪鞭肥料市場沿革史／平野茂之著

　　　大阪：大阪府肥料卸商業組合，1941．4

　　　6，592p；23cm

　　　118087144Y　　　Tsuchiya＊＊V＊286＊＊

［KO20－OOO　1］

［KO20－0002］

［KO20－0003］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0004］
大阪府農業能率調査會報告／大阪府農業能率調査會編

　　　大阪：大阪府農業能率調査會，1930．4

　　　4，159p；27cm

　　　118128167z　Tsuchiya＊＊川＊665＊＊昭和5年4月
　　　118128168－　Tsuchiya＊＊川＊665＊A＊昭和5年4月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－OOO5］
各用第一藍製法／藤井徹［著述］

　　　東京：藤井徹，1877．7

　　　1枚；42×59cm（折りたたみ15cm）
　　　（絵入農業新話：静里園實験法）

　　　巻頭：各用第一藍製法上
　　　外袋：絵入農業新話静三園試験法静里園蔵版

　　　118：L54440S　　　Tsuchiya＊＊ll＊549＊＊

勧農殖産法／織田完之著述

　　　東京＝平山省齋，1884．5

　　　5丁；19cm
　　　発免：山城屋佐兵衛，須原屋伊八

　　　和装，袋綴

　　　：L18155402R　　　Tsudliya＊＊ll＊439＊＊

観農叢談／片山春耕編著

　　　東京：学友館，1896．5

　　　6，220p；19cm
　　　118098232Y　　　Tsuchiya＊＊V＊2568＊＊

［KO20－0006］

【KO20－0007］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－OOO8］
害虫研究成蹟

　　　豊田村（静岡県）：静岡縣農事試験場，1905．3－1906．5

　　　2冊；22cm
　　　118：L54992！　　　Tsuchiya＊＊ll＊85＊＊1

　　　118154993＋　　　Tsuchiya＊＊ll＊85＊＊2

害轟新論／福原恭輔編

　　　東京：忠愛社，1882．8

　　　4，3，4，105p；19cm

　　　118150744V　　　Tsuchiya＊＊lI＊1338＊＊

機械農塙成績書／蘇東機械農塙［編］

　　　起町（愛知県）：蘇東機械農場，1926．4

　　　35p；23cm
　　　大正14年度（第3次）機械農場成績

　　　118108822V　　　Tsuchiya＊＊IV＊2356＊＊

［KO20－0009］

［KO20－OO　10］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0011］
桑畑貸地廣告井二追加；桑畑小作概則；十八農塙概況井口追
加：同再追加／津田氏農務所［編］

　　　東京：［津田氏農務所］，［1889］

　　　8p；22cm
　　　「木内書店」スリップに「東京麹町匪津田農務所記録」とあり

　　　：L18154582z　　　Tsudliya＊＊II＊681＊＊

原動機篇／杉山治雄［ほか］執筆

　　　東京：新農林新聞社出版部，1942．5

　　　5，318p；19cm
　　　（最新農機具講座）

　　　118129467＄　　　Tsuchiya＊＊lll＊1924＊＊

［KO20－OO　12］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－OO　13］

耕転作業機械化の條件：岡山野川除村における／細野重雄著

　　　東京：農業総合硬究刊行會，1950．2

　　　8，1，111P；21cm

　　　118106463U　　　Tsuchiya＊＊IV＊102＊＊

廣益農工全書／宮崎柳條編

　　　東京：牧野善兵衛，1881．10

　　　5冊；23cm
　　　和装本

118154961一
：L18154962．

：L18154963
：1．：18154964＄

1ユ8154965／

：L18154966＋

118154967％

1ユ81549680
1181549691
118154970一

Tsuchiya＊＊ll＊45＊＊1

Tsuchiya＊＊lI＊45＊＊2

Tsuchiya＊＊ll＊45＊＊3

Tsuchiya＊＊ll＊45＊＊4

Tsuchiya＊＊II＊45＊＊5

Tsuchiya＊＊ll＊45＊A＊1

Tsuchiya＊＊囲＊45＊A＊2

Tsuchiya＊＊Il＊45＊A＊3

Tsuchiya＊＊II＊45＊A＊4

Tsuchiya＊＊ll＊45＊A＊5

［KO20－OO　14］
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耕作大恥傳：農家必用／中山忠道選述

　　　京都：丸屋善兵衛，天保10［1839］

　　　9丁：挿図；23cm
　　　柱：轄逸雄蔵板

　　　和装本

　　　118128359　　　　Tsuchiya＊＊lIl＊890＊＊

［KO20－0015］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0016］
耕作必用：一名培料製造法／ボンメル原著；小倉勝全，小倉
周藏全課；大郷穆校訂

　　　東京：大郷穆，1876．7

　　　2冊；23cm
　　　敢為堂蔵版
　　　髄免：出雲寺萬次郎（東京），石川治兵衛（東京），田中九兵

　　　衛（大阪）

　　　和装，袋綴

　　　118108284x　　　Tsuchiya＊＊IV＊1796＊＊1－2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－OO　17］
耕種概要篇／［滞洲國］垢面部臨時産業調査局編

　　　新京：滞洲國實業部臨時産業調査局，1937．6

　　　3，9，112，41p；21cm
　　　（産調資料／濡洲國實業部臨時産業調査局編；45／16．農
　　　村實態調査報告書；康徳元年度）

　　　118087294！　　　Tsuchiya＊＊V＊555＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－OO18］
甲部普通農事巡回教師船津傳次平農事問答筆記／［船津傳次
平述］；［島根縣］農商三編

　　　［松江］：島根縣，［1886．12］

　　　80P；20cm
　　　（島根縣二業雑報；第28號附録）

　　　奥付：嶋根引藏版

　　　118127893！　　　Tsuchiya＊＊lIl＊311＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－OO　19］
甲部普通農事巡回教師船津農商務技手演説筆記／［船津傳次
平述］

　　　［東京］：東京府農商課，［1888］

　　　49p；22cm
　　　118150749－　　　Tsuchiya＊＊Il＊1351＊＊

再種方＝一名二度稲之記／大蔵心血著

　　　東京：有隣堂，1886．2

　　　9，7丁；23cm
　　　（勧農叢書）

　　　和装，袋綴本

　　　118154378　　　　Tsuchiya＊＊lI＊1380＊A＊

［KO20。0020］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－OO21］
菜譜，3巻／貝原篤信虚血

　　　平安：書堂柳枝軒，享保19［1734］

　　　3冊；23cm
　　　見返し，序：諸臨地

　　　書面柳枝軒蔵版
　　　正徳4茨城多左衛門刊行，享保19再校とあり
　　　和装，袋綴

　　　118150740R　Tsuchiya＊＊II＊1334＊＊上
　　　118150741s　Tsuchiya＊＊ll＊1334＊＊中

　　　118150742T　Tsuchiya＊＊ll＊1334＊＊下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0022］
作業機工／田伏三作［ほか】執筆

　　　東京：新農林新聞社出版部，1942．10－1943．4

　　　2冊・19cm
　　　　　り
　　　（最新農機具講座）

　　　118129465．　　　Tsu（：hiya＊＊閥1＊1923＊＊2

　　　118129466　　　　Tsuchiya＊＊l11＊1923＊＊1

私家農業談／宮永正運著

　　　［製作地不明］：〔製作者不明L［1827］

　　　3冊；27cm
　　　タイトルは題簸より
　　　出版年は文中より

　　　毛筆書き
　　　和装，袋綴

　　　118107207R　　　Tsuchiya＊＊IV＊743＊＊1

　　　118107208S　　　Tsuchiya＊＊IV＊743＊＊2

　　　118107209T　　　Tsuchiya＊＊IV＊743＊＊3

［KO20－0023］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO20－OO24］
主要販責肥料二藍スル調査／農林省農務局［編】

　　　［東京］：農林省農務局，1926．9

　　　13，205p；23cm
　　　（農務局報／農商務省農務局［編］；第48號）

　　　118128187．　　　Tsuchiya＊＊猛1墨＊685＊＊

焼土肥料興農要録：完／静岡縣編

　　　東京：町村堂，1885．12

　　　3，2，58丁；23cm
　　　農事改良社蔵版
　　　和装

　　　118127724X　　　Tsuchiya＊＊醐1＊133＊＊

【KO20－0025］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0026］
自給肥料改良増産施肥改善模範實践部落調査／帝國農會編

　　　東京：帝國農會，1942．9

　　　140p；26cm
　　　昭和17年3月

　　　118129514U　　　Tsuchiya＊＊ll量＊1958＊＊

除蟷録／大蔵永常著

　　　［出版地不明］：［黄葉園］，［文政9］［1826］

　　　2，2，28丁；23cm
　　　黄葉園蔵
　　　和装，袋綴

　　　118150730Q　　　Tsuchiya＊＊lI＊1326＊＊

　　　118150731R　　　Tsuchiya＊＊Il＊1326＊A＊

除鰹録：全／大蔵永常著

　　　東京：有隣堂，1886．12－18872

　　　2冊：挿図；23cm
　　　（勤農叢書）

　　　和装，袋綴
　　　［前編］：黄葉園蔵，文政9［1826．2］の複製

　　　後編：天保15［1844．4］の複製

　　　118150732S　　Tsuchiya＊＊II＊1326＊B＊
　　　118150733T　Tsuchiya＊＊ll＊1326＊B＊後

人力籾摺機比較審査成績／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1928．3

　　　21，62，20p；26cm

　　　118107226s　　　Tsudliya＊＊IV＊758＊＊S2

［KO20－0027］

［KO20－0028】

［KO20－OO29］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0030］
水稻栽培二於ケル慣行施肥量及施肥期二關スル調査／農林
省農務重盗

　　　東京：農林省農務局，1931．3

　　　4，529p；23cm
　　　（農事改良資料；第31）

　　　1180988776　　　Tsuchiya＊＊V＊3239＊＊
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成形図説／曽繋［ほか］編

　　　東京：奎文社，1932．11－1934．12

　　　4冊；23cm
　　　鹿見島藩蔵版の複製

［KO20－0031］

第1巻：農事部（自1巻至7巻）一第2巻：農事部（自8巻
至14巻）一第3巻：五穀部（自15巻至20巻）一第4巻：
菜部（自21巻至30巻）

118109404s　　　Tsuchiya＊＊IV＊2989＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0032］

成形圖説／曽薬［ほか］編

　　　東京：國本出版社，1933－1934．12

　　　4冊；23cm
　　　鹿三島藩蔵版の複製
　　　第1巻：農事部（自1巻至7巻）一第2巻：農事部（自8
　　　巻至14巻）一同3巻：五穀部（自15巻至20巻）

　　　118109405T　　　Tsuchiya＊＊IV＊2989＊＊2

　　　118109406U　　　Tsuchiya＊＊IV＊2989＊＊3

　　　118109407V　　　Tsuchiya＊＊IV＊2989＊＊4

そたてくさ／久我真道述

［出版地不明］

5丁；23cm
和装，袋綴本

118108285Y

：［出版者不明］，［1869．9序］

　Tsuchiya＊＊IV＊1797＊＊

ソ聯の農業技術／小原謙一著

　　　東京：白揚社，1943．11

　　　4，3，335p；22cm

　　　118088440Y　　　Tsuchiya＊＊V＊1679＊＊

［KO20一・OO33］

［KO20－0034］

［KO20－OO35］

中國農書／ウィルヘルム・ワグナー著；高山洋吉訳

東京：生活社，1940．9－1942．6

2冊：地図；23cm
（東亜研究叢書；第8巻）

閲：天野元之助

118099144．　Tsuchiya＊＊V＊3519＊＊上

118099145　Tsuc卜iya＊＊V＊3519＊＊下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－OO36］
手間馬の慣行に關する調査：富山縣に於ける耕作馬賃貸借状
況／馬政局［編］

　　　［東京］：馬政局，1937．3

　　　168p；22cm

　　　118107827Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1388＊＊

東京肥料史

　　　東京：東京肥料史刊行會，1945，2

　　　3，7，7，407p；22cm

　　　118087147．　　　Tsudliya＊＊V＊289＊＊

［KO20・一〇〇37］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0038］

道府縣臨時配合肥料：昭和14年4月15日現在

　　　東京：過燐酸肥料製造業組合，1939．4

　　　616p；27cm
　　　表紙，標題紙：日本硫安株式会社，硫安肥料製造業組合，燐酸

　　　肥料配給株式会社
　　　奥付：暁印刷代謄写

　　　1181299660　　　Tsuchiya＊＊II1＊2364＊＊

動力農具普及状態一覧：昭和五年一月現在

　　　［新潟］：新潟縣内務部，［1931．3］

　　　108p；23×30cm
　　　表紙新潟縣
　　　緒言：昭和6年3月，新潟県内務部

　　　118108818－　　　Tsuchiya＊＊IV＊2351＊＊

［KO20－0039］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0040］
動力籾摺機試験成績／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1927．12

　　　2，75p；22cm
　　　大正14年度，昭和元年度富山県立農事試験場報告

　　　1181282010　　　Tsuchiya＊＊lll＊696＊＊

奈良縣生駒郡土壌肥料調査報告書

　　　生駒郡（奈良縣）：奈良縣生駒郡，1914．8

　　　8，208，232p；27cm

　　　118128176Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊673＊＊

南海農匪巡廻演説筆記／［品川忠道述］

　　　［東京］：［農商務省］，［1885．8］

　　　79P；19cm
　　　巻末：明治ユ8年8月

　　　118128509Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊1045＊＊

日本窒素肥料事業：大観／日本窒素肥料［編］

　　　大阪：日本窒素肥料，1937。7

　　　618p；31cm
　　　1180876941　　　Tsuchiya＊＊V＊1008＊＊

日本農業改良之方法

　　　［東京］：［日本経町會］，［1887．11］

　　　8，54，75p；19cm

　　　118150746X　　　Tsuchiya＊＊ll＊1344＊＊

日本農業の機械化／吉岡金市著一増訂版

　　　東京：白西社，1939．6

　　　11，282，10P；23cm

　　　118107513R　　　Tsuchiya＊＊IV＊1060＊＊

日本農具要覧／新農業新聞社編

　　　東京：新農業新聞社，1933．1

　　　736p；19cm

　　　118107641T　　　Tsuchiya＊＊IV＊1196＊＊

日本肥料沿革史／平野茂之著

　　　神戸：「日本肥料沿革史」編纂部，1943．2

　　　6，2，460p；22cm

　　　118087146－　　　Tsuchiya＊＊V＊288＊＊

［KO20－0041］

［KO20－OO42］

［KO20－OO43］

［KO20－0044］

［KO2070045］

［KO20－0046］

［KO20－0047］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0048］
日本肥料二二／農商務省農務局［編纂］．一増補

　　　［東京］：農商務省農務局，1914．5

　　　2，31p；26cm
　　　（農務悪寒／農商務省農務局；29）

　　　118107483X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1014＊＊
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日本肥料篇／高田喜三郎著

　　　東京：丸山舎書籍部，1903，10

　　　5，3，1，11，448p；23cm
　　　校閲：鈴木重禮，片山外美雄

　　　118128457．　　　Tsuchiya＊＊lll＊989＊＊

［KO20－0049］

［KO20－0050］

農益自在集／家城信七郎

　　　［出版地不明］：家城信七郎，天保11［1840］

　　　［10］丁：挿図；24cm

　　　和装，袋綴

　　　1181566041J　　　Tsuchiya＊＊ll＊2318＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－OO51］
農益轄馬車功用略説；撰種耕藝作画大憲傳書／中山丹宮忠
道選；黒沼庄司道継校

　　　洛東：轄泉舎，天保7［1836］

　　　7丁：挿図；23cm

　　　118108702S　　　Tsu（：卜iya＊＊lll＊467＊＊

農家益，［前編］3巻／［大物永常著］

　　　浪速：中川五兵衛，享和2［1802］

　　　3冊；26cm

　　　118154350S　Tsuchiya＊＊ll＊1360＊＊天
　　　118154351T　Tsuchiya＊＊ll＊1360＊＊地

　　　118154352U　Tsuchiya＊＊ll＊1360＊＊人

［KO20－OO52］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0053］
農家益：績篇，2巻／大巾永常著

　　　大坂：河内屋太助，嘉永7［1854］

　　　2冊；26cm
　　　和装

　　　118154353V　Tsuchiya＊＊ll＊1360＊＊続／乾

　　　118154354w　Tsuchiya＊＊II＊1360＊＊続／坤

　　　118154357Z　Tsuchiya＊＊ll＊1360＊A＊続／乾
　　　118154358－　Tsuc卜iya＊＊II＊1360＊A＊続／坤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－OO54］

農家益，後篇2巻／大国永常著

　　　大阪＝文金堂：芳山堂，［文化7序］［1810］

　　　2冊；23m
　　　受肝和蔵
　　　和装，袋綴

　　　118154355x　Tsuchiya＊＊ll＊1360＊＊後／乾

　　　118154356Y　Tsuchiya＊＊ll＊1360＊＊後／坤

　　　118154359．　Tsuchiya＊＊ll＊1360＊A＊後／乾

　　　118154360T　Tsuchiya＊＊ll＊1360＊A＊後／坤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0055］
二二業事，5巻／児島如水［著］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［寛政6序］［1794］

　　　5冊；23cm
　　　践文に1814（文化11）の刊記あり
　　　和装本，袋綴

118156042S
118156043T
118156044U
118156045V
118156046W

Tsuchlya＊＊ll＊1347＊＊1

Tsuchiya＊＊lI＊1347＊＊2

Tsuchiya＊＊ll＊1347＊＊3

Tsuchiya＊＊ll＊1347＊＊4

Tsuchiya＊＊ll＊1347＊＊5

農稼業事：後編／大蔵永常［編録］

　　　大阪：河内屋源七郎，文政13序［1830］

　　　5冊；22cm
　　　和装，袋綴
　　　「農稼業事児島如水著」（1793年刊）の続編

　　　118156047x　Tsuchiya＊＊ll＊1347＊＊後／1

［KO20－OO56】

118156048Y
118」．56049Z

118156050R
118156051S

Tsuchiya＊＊II＊1347＊＊後／2

Tsuchiya＊＊II＊1347＊＊後／3

Tsuchiya＊＊ll＊1347＊＊後／4

Tsuchiya＊＊ll＊1347＊＊後／5

農家矩／織田完之著

　　　東京：織田完之，1880．11

　　　3冊；23cm
　　　寅賓楼蔵版
　　　和装

　　　118108286Z　Tsuchiya＊＊IV＊1799＊＊上
　　　118108287－　Tsuchiya＊＊IV＊1799＊＊中

　　　118108288．　Tsuchiya＊＊IV＊1799＊＊下

農家心得草／大蔵永常著

　　　東京：有隣堂，1885．10

33丁；23cm
（勘農叢書）

和装

118150750S Tsuchiya＊＊lI＊1352＊＊

農家須知，2巻／宮地蘭寛夫著

　　　江都：須原屋茂兵衛，嘉永2［1849］

　　　2冊；23cm
　　　共同刊行：藤屋善七［ほか］

　　　和装，袋綴

　　　118128072U　Tsuchiya＊＊川＊507＊＊上

農家之燈／竹澤章編輯

　　　東京：丸山舎，1891．3

　　　2，4，63，7p；22cm

　　　118155420R　　　Tsuchiya＊＊II＊457＊＊

農稼肥培論／大蔵永常著

　　　東京：有隣堂，1888．3

　　　3冊；23cm
　　　（勧農叢書）

　　　和装，袋綴本

　　　118150664W　Tsuchiya＊＊ll＊1306＊＊上
　　　118150665x　Tsuchiya＊＊ll＊1306＊＊中

　　　118150666Y　Tsuchiya＊＊ll＊1306＊＊下

農學教授書／島邨泰著

　　　東京：有隣堂，1876．11

　　　22丁；23cm
　　　和装

　　　118153962－　　　Tsuchiya＊＊1＊889＊＊

［KO20－OO57］

［KO20－0058］

［KO20－OO59］

［KO20－OO60］

［KO20－0061］

［KO20－0062］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－OO63］
農學士佐久間除三郎三農話筆記／石盛辮司［著］

　　　二本松町（福島縣）：［出版者不明］，1894．5

　　　2，73p；22cm

　　　1181278971　　　Tsuchiya＊＊llI＊317＊＊

農業往来，一増訂

　　　東京：青松軒，18732

　　　28丁；19cm
　　　付：大日本国尽併改正府県
　　　和装，袋綴

　　　118128057X　　　Tsuchiya＊＊Ill＊466＊＊

［KO20－OO64］
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農業機械化圖説／吉岡金市著

　　　東京：白揚社，1943．3

　　　2，6，269p，図版9枚；22cm

　　　118098216。　　　Tsuchiya＊＊V＊2551＊＊

農業機械化の基本問題／吉岡金市著

　　　東京：白揚社，1941．1

　　　4，8，344，6p；23cm

　　　1181298861　　　Tsuchiya＊＊1閥＊2311＊＊

農業機械化論の分析／野間海造著

　　　東京：東晃社，1941．12

　　　17，10，371p；22cm

　　　118108946　　　　Tsuchiya＊＊IV＊2481＊＊

［KO20－0065］

［KO20－OO66］

［KO20－OO67］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－OO68］
農業機械の費用及其経済的応用の限界決定／上原轍三郎著

　　　［札幌］：［札幌農林学会］，［1916．4］

　　　57p；22日置
　　　「札幌農林学会報」33号別刷

　　　118128445Y　　　Tsuchiya＊＊l11＊976＊＊

農業三脚：馬衣伯連同法／津田仙著

　　　大阪：前川善兵衛
　　　東京：青山清吉，1874

　　　2冊；23cm
　　　和装本

　　　1181565790　　　Tsuchiya＊＊ll＊2323＊＊1

　　　118156580Z　　　Tsuchiya＊＊ll＊2323＊＊2

　　　118156581－　　　Tsuchiya＊＊ll＊2323＊A＊1

農業須知／池田日升三著

　　　東京：博文館，1892．2

　　　2，4，200p；23cm
　　　（岬町教育農業全書；第2編）

　　　1181539780　　　Tsuchiya＊＊1＊901＊＊

［KO20－0069］

［KO20－0070］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0071］
農業全書／宮崎安貞編録；貝原楽軒刑補．一再版

　　　京都：小川多左衛門（柳枝軒），天明7［1787］

　　　11冊；23cm
　　　初版：元禄10年（1697年）
　　　題簸：再板農業全書

　　　和装本

118154402Q
118154403R
118154404S
118154405T
118154406U
118154407V
118154408W

118154409×
118154410P

Tsuchiya＊＊ll＊1407＊＊1

Tsuchiya＊＊ll＊1407＊＊2

Tsuchiya＊＊ll＊1407＊＊3

Tsuchiya＊＊ll＊1407＊＊4

Tsuchiya＊＊ll＊1407＊＊5

Tsuchiya＊＊lI＊1407＊＊6

Tsuchiya＊＊lI＊1407＊＊9

Tsuchiya＊＊ll＊1407＊＊10

Tsuchiya＊＊Il＊1407＊＊11

農業全書／宮崎安貞著述；貝原樂軒補副

　　　東京：學旧館，1894．10

　　　9，5，368，2p；19cm

　　　118154412R　　Tsuchiya＊＊ll＊1407＊B＊

［KO20－0072］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0073］
農業全書／宮崎安貞編録；貝原楽軒刑補

　　　京都：小川多左衛門（柳枝軒），元禄9序［1696］

　　　3，6，7，6，54丁；27cm
　　　巻1：［農事総論］

　　　タイトルは巻頭より

　　　和装，袋綴

　　　118154411Q　　　Tsuchiya＊＊ll＊1407＊A＊1

農業と技術／吉岡金市著

　　　東京：白揚社，1941．12

　　　4，7，224，4p；22cm

　　　118108944－　　　Tsuchiya＊＊IV＊2479＊＊

［KO20－OO74］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0075］
農業道具壷

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，［製作年不明］

　　　1枚；38×26cm（折りたたみ19×13cm）
　　　色刷りの農具図絵

　　　118107916Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊1462＊＊

農業動力及改良農具／水野夏一著

　　　東京：帝國農會，1922．12－1925．1

　　　2冊；27cm

　　　118107234R　Tsuchiya＊＊IV＊766＊＊上

　　　118107235S　Tsuchiya＊＊IV＊766＊＊下

［KO20－0076］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0077］
農業用原動機と其の利用法／神奈川縣内務部活

　　　横浜：神奈川県内務部，1925．3

　　　2，75p；22cm

　　　：Lユ80988798　　　Tsuc卜iya＊＊V＊3242＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0078］
農業用小型発動機比較審査成績／農林省農務局［編］

　　　東京：農林省農務局　1931．3
　　　　　　　　　　　　，
　　　38p；27cm
　　　（農事改良資料；第22）

　　　1ユ8128200N　Tsuc卜iya＊＊lll＊695＊＊昭和5年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－OO79］
農業用小型発動機比較審査成績／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1882．4

　　　32p；23cm

　　　1181301121　Tsuchiya＊＊lll＊695＊＊大正14年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0080］
農業用トラクトルに穿て＝大正八年六月／［中村留二講演］
；農商務省農務局［編］

　　　［東京］：農商務省農務局，1919．9

　　　16p；23cm
　　　開墾及耕地整理主任官会議の講演記録

　　　118088680／　　　Tsuchiya＊＊V＊1926＊＊

農業励行辮／中川野業述

　　　江戸：星運堂（花屋久治郎），［出版年不明］

　　　44丁；23cm
　　　和装

　　　118128002N　　　Tsuchiya＊＊Ill＊405＊＊

［KO20－0081］
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農業勢働技術改善資料／帝國農會編

　　　東京：帝國農會，1941．3

　　　2，168p；21cm
　　　（農業共同作業叢書；第17輯）

　　　118098213X Tsuchiya＊＊V＊2548＊＊

［KO20・一〇〇82］ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0090］
農事試験塙成績：農具改良試験／愛知縣立農事試験幻

　　　安城町（愛知縣）：愛知縣立農事試験場，1921．3

　　　1冊；27cm

　　　118127682－　　　Tsuchiya＊＊翻1＊100＊＊

［KO20－0091］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0083］
農具並器械代債目録／［農務局農具製作所編］

　　　三田四國町（東京）：農務局農具製作所，1884．12

　　　30p；18cm

　　　118107918－　　　Tsuchiya＊＊IV＊1466＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0084］
農具便利論／大蔵永常著；横河陶山画

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，文政5［1822］

　　　3紐：挿図；25cm
　　　黄葉園蔵板
　　　和装

118152733V
118152734甘

118152735×
118152736Y
118152737Z

118152738一

Tsuchiya＊＊1＊687＊＊上

Tsuchiya＊＊1＊687＊＊中

Tsuchiya＊＊1＊687＊＊下

Tsuchiya＊＊1＊687＊A＊上

Tsuc卜iya＊＊1＊687＊A＊申

Tsuchiya＊＊1＊687＊A＊下

農具便利論，3巻／大蔵永常著

　　　大阪：前川源七郎，文政5序［1822］

　　　3冊：挿図；23cm
　　　前川文榮堂梓
　　　黄葉弓蔵
　　　和装，袋綴

　　　118152739．　Tsuchiya＊＊1＊687＊B＊上

　　　118152740T　Tsuchiya＊＊1＊687＊B＊中

　　　118152741U　Tsuchiya＊＊1＊687＊B＊下

［KO20－0085］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0086］
農工商知から草：全／萩原弥五兵衛［著］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，寛政3［1791］

　　　11丁；24cm
　　　袋綴

　　　118152075U　　　Tsuchiya＊＊1＊110＊＊

農商務技手船津傳次平農科筆記／山下篤愛編

　　　前橋：山下篤愛，1891．10

　　　54p，図版3枚；18cm

　　　118127894＋　　　Tsuchiya＊＊川＊312＊＊

［KO20－0087］

農事試験甲西／農務局假試験場農事部［編］

　　　東京：農商務省農務局，1892．3

　　　3，3，130p；23cm
　　　表紙：明治25年2月

　　　118127806Y　　　Tsuchiya＊＊IlI＊206＊＊1

農事説話集

　　　［静岡］：静岡県，1888。6

　　　194，90p；22cm

　　　118156005R　　　Tsuchiya＊＊ll＊1892＊＊

［KO20－OO92］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0093］
農事提要録／秋永常次郎（咬断）編．一第8版

　　　東京：國三光社，1902．11

　　　2，10，408，44，12p；19cm

　　　1181507181J　　　Tsuchiya＊＊ll＊1313＊＊

農塙作付

　　　［出版地不明］

　　　12p；25cm

　　　118128517Y
　　　118128518Z

：［出版者不明］，1893．10

　Tsuchiya＊＊lll＊1053＊＊

　Tsuchiya＊＊llI＊1053＊A＊

［KO20－OO94］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0095］
農政全書，60巻／［（明）徐光啓撰］

　　　［上海］：上海求學齊局，1909

　　　8冊；21cm
　　　タイトルは巻頭による
　　　和装，秩入
　　　道光一卯（1843年）重刊曙海槙蔵板を2段組に改めて刊行

　　　したもの
　　　石印本
　　　序，巻尾，封面，題簸の書名は巻頭に同じ

118128293Z

118128294。
118128295．
118128296
118128297＄
：L18128298！

118128299＋
1181283000

Tsuchiya＊＊闘1＊811＊＊1

Tsuchiya＊＊IIl＊811＊＊2

Tsuchiya＊＊111＊811＊＊3

Tsuchiya＊＊111＊811＊＊4

Tsuchiya＊＊lll＊811＊＊5

Tsuchiya＊＊lll＊811＊＊6

Tsuchiya＊＊lll＊811＊＊7

Tsuchiya＊＊lll＊811＊＊8

【KO20－0088］

農書要覧／勧農局報告課編纂

　　　東京：穴山篤太郎，1878

　　　18丁；19cm
　　　和装本（帳入り）

　　　118152028s　　　Tsuc卜前ya＊＊1＊79＊＊

　　　118152029T　　　Tsuc卜1iya＊＊1＊79＊A＊

　　　118152030L　　Tsudliya＊＊1＊79＊B＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0089］
農事試験塙技師試補石山騰太郎中耳技手船津二次平二二話
筆記

櫻井村（長野縣）：二二農家一致結合南佐久郡集談會，1896，3

184p：挿図；19cm

118127895％　　　Tsuchiya＊＊1瞬＊313＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO20－0096］
農談筆記／船津傳次平［述］；岐阜縣勧業課編輯

　　　［岐阜］：岐阜県勧業課

　　　東京：金港堂（発売），1882．7

　　　2冊；22cm
　　　和装

　　　118108283w　Tsuchiya＊＊IV＊1794＊＊上

　　　118136548．　Tsuchiya＊＊IV＊1794＊＊下

農用器具学／西村栄十郎著

　　　東京：博文館，1900．12

　　　4，2，6，310p；24cm
　　　（帝國百科全書；第61編）

　　　118128067Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊492＊＊

［KO20－0097］
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0098］
農用器具機械鑑定試験成績／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1936．3

　　　3，318p；26cm
　　　（農事改良資料；113）

　　　1180988800　　　Tsuchiya＊＊V＊3243＊＊

農用器具機械協議會要録／農林省農務局編

　　　［東京］：農林省農務局，1928．7

　　　2，115p；23cm
　　　表紙：昭和3年6月

　　　1181082210　　　Tsuchiya＊＊IV＊1740＊＊

［KO20－OO99］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0100］

農用和牛の利用と特性／羽部義孝述

　　　東京：日本有畜機械農業協會，1944．6

　　　1，28p；19cm
　　　講演「牛の役利用に就て」概要，昭和18年12月於東京

　　　118106477Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊115＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0101］
農林省指定紫雲英刈取機試験成績／石川縣立農事試験場［編］

　　　東：京：農林省農務局，1933．3

　　　31p，図版4枚；23cm
　　　試験：渡邊春三

　　　118128173W　　　Tsuchiya＊＊Ill＊670＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0102］
農林省指定農具共用利用組合調査成績

　　　［新潟］：新潟縣内務部，［1929］

　　　41p；22cm

　　　118108821u　Tsuchiya＊＊lv＊2355＊＊昭和3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0103］
百姓傳記

　　　東京：有隣堂，1885．2

　　　3冊；18cm
　　　（勤農叢書）

　　　巻10－15の奥付に明治17年2日出版お届けとあり

　　　118127938／　　　Tsuchiya＊＊lll＊359＊＊1－5

　　　118127939＋　　　Tsuchiya＊＊lll＊359＊＊6－9

　　　118127940X　　　Tsuchiya＊＊lll＊359＊＊10－15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0104］

百姓嚢／貝原益軒著

　　　浪速：宋榮堂，享保16序［1731］

　　　15，14，13，11，13丁；23cm
　　　題簸：百姓袋
　　　見返し：益軒貝原先生著，士農工商通用百姓袋

　　　巻1－5
　　　和装，袋綴

　　　118128073V　　　Tsuchiya＊＊lll＊508＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0105］
肥料改良奨働協議會要録／農林省農務局編

　　　東京：農林省農務局，1927．8

　　　2，202p；23cm
　　　大正15年9月開催

　　　118107913v　Tsuchiya＊＊IV＊1460＊＊大正15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0106］
肥料貸付の趣旨及規則／大日本海陸海産會社編

　　　［出版地不明］：大日本海陸海産會社，1889．10

　　　11p；22cm
　　　1：18087465／　　　Tsuchiya＊＊V＊744＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0107］
肥料償値一覧圖説明書／中村義太郎編輯．一再版

　　　東京：池田商店，1896．6

　　　3，4，5，233p，図版3枚；22cm
　　　初版：明治29年1月刊
　　　第四回内国勧業博覧会有功三等賞受領

　　　118128334v　　　Tsuchiya＊＊lll＊859＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0108］
肥料概況／北海道臆勧業部［編］

　　　札幌：北海道鷹勧業部，1911．11－1922．2

　　　冊；27cm
　　　大正元年一大正9年の編・発行：北海道鷹内務部

118107472V
118107473W
118107474×
118107475Y
118107476Z

118107477－
118107478．
118107479
118107480U
118107481V
118107482U

Tsuchiya＊＊IV＊1003＊＊M／43

Tsuchiya＊＊IV＊1003＊＊M／44

Tsuchiya＊＊lV＊1003＊＊T／1

Tsuchiya＊＊lV＊1003＊＊T／2

Tsuchiya＊＊lV＊1003＊＊T／3

Tsuchiya＊＊IV＊1003＊＊T／4

Tsuchiya＊＊IV＊1003＊＊丁／5

Tsuchiya＊＊IV＊1003＊＊T／6

Tsuchiya＊＊IV＊1003＊＊T／7

Tsuchiya＊＊IV＊1003＊＊T／8

Tsuchiya＊＊IV＊1003＊＊T／9

府縣老農名簿

　　　［東京］：農商務省農務局

　　　東京：神澤社（発売），1882．6

　　　5，2，4，159p；19cm

　　　118127813W　　　　Tsuc卜iya＊＊Ill＊225＊＊

仏印・泰・ビルマの農機具／二瓶貞一著

　　　東京：新農林社，1943．7

190p；19cm

1180886997 Tsuchiya＊＊V＊1946＊＊

普通作物論／本田幸介講述，木村徳太郎編

　　　東京：岡本活版所，1892．11

　　　11，330p；23cm
　　　表紙：換謄窩

　　　118128466．　　　Tsuchiya＊＊lll＊1003＊＊

［KO20－0109］

［KO20－0110］

［KO20－0111］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0112］
普通農事改良軸部演筆記：完／［船津伝次平述］

　　　［前橋］：群馬県第一部農商課，1889．2

　　　6，12，44，80，2p；19cm

　　　118150745W　　　Tsu（：hiya＊＊ll＊1340＊＊

豊稼録／大蔵山岳著

　　　東京：有隣堂，1887

　　　26丁；23cm
　　　（勧農叢書）

　　　和装，袋綴

　　　118150752U　　　Tsu（：hiya＊＊ll＊1353＊A＊

豊稼録：全／大蔵永常著．一再板

　　　［出版地不明］：［黄葉園藏］，文政9［1826］

　　　13丁；23cm
　　　奥書：文政九丙戌年号板黄葉園藏
　　　柱書：豊稼録黄葉園藏
　　　和装，袋綴

　　　118150751T　　　Tsuchiya＊＊ll＊1353＊＊

［KO20－0113］

［KO20－0114］
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北方農業機具解説／常松榮著

　　　東京：北方文化出版社，1943．7

　　　170，62p；22cm
　　　附録：満州開拓と北海道農具

　　　1180986796　　　Tsuchiya＊＊V＊3029＊＊

本邦二於ケル畜力利用状況

　　　［東京］：農林省畜産局，1926．11

　　　5，110p，図版2枚；22cm
　　　（畜産当逃／農林省畜産局［編］；第2號）

　　　118108216S　　　Tsuchiya＊＊IV＊1736＊＊

本邦農業機械化の特質／深谷進著

　　　［：東京］：［帝國農會］，［1938］

　　　69p；22cm
　　　「帝國農時報」第28巻10－12號抜刷

　　　1180985863　　　Tsuchiya＊＊V＊2927＊＊

［KO20－0115］

［KO20－0116］

［KO20－0117］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0118］

満作往来／霞川山岡述

　　　江戸：山口屋藤兵衛，天保7［1836］

　　　13丁・17．5×11．5cm
　　　　　　，
　　　刊本
　　　書名は巻頭より見返しも同じ
　　　刷り題簸の書名：新撰滝壷頭書万作往来：都鄙通鑑：食用
　　　三蔵（「新撰丁丁頭書」部分は三行書き）

　　　平心の書名：万作
　　　著者名は巻末より
　　　刊記に「天保七丙申年季秋吉日焚行」，「地本錦給問屋山口

　　　屋藤兵衛版」とあり

　　　四周単辺5行内幽幽：15．5×102cm平仮名付訓
　　　練色表紙（原）

　　　巻頭に墨印2面あり
　　　頭書に「喰事心得種」あり（挿絵入）

　　　118128263W　　　Tsuchiya＊＊IlI＊763＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0119］

漏洲ノ在來農具／南満洲鐵道株式會社産業試験場編

　　　［大連］：南滞洲鐵道株式會社産業試験場，1917．4

　　　2，2，7，134p；23cm
　　　（産業試験場彙報；第2號）

1180986774　　　Tsuchiya＊＊V＊3027＊＊

明治前期勧農事蹟輯録／農林省農務局編

　　　東京：大日本農會，1939．3

　　　2冊；23cm

　　　118099142z　Tsuchiya＊＊V＊3517＊＊上
　　　118099143－　Tsuch盲ya＊＊V＊3517＊＊下

［KO20－0120］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0121］

有畜農業経螢事例

　　　東京：農林省畜産局，1940．3－9

　　　2冊；21cm
　　　（畜産彙纂／農林省畜産局［編］；第94－95號）

　　　118107400H　　　丁suchiya＊＊IV＊925＊＊

　　　118107401N　Tsuchiya＊＊IV＊925＊＊続

有畜農業纒螢事例

　　　［神戸］：兵庫縣内務部農務課，1934．3

　　　77p，図版1枚；23cm
　　　（有畜農業資料；第3輯）

　　　表紙：昭和9年3月兵庫縣
　　　凡例：昭和9年3月兵庫縣内務部農務課

　　　118127864　　　　Tsu（：hiya＊＊Ill＊263＊＊

［KO20－0122］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［XO20－0123］
有畜農業講義録

　　　福島：福島縣経濟部，1937．3

　　　118p；22cm
　　　（有畜農業資料；第1輯）

　　　「有畜農業講習会」講演要旨（昭和12年1月27日・28日於
　　　郡山市開催）輯録

　　　118128439．　　　Tsuchiya＊＊lll＊972＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0124］
優良農用器具機械二關スル調査

　　　［東京］：農林省農務局，1924．3一

　　　冊；19cm
　　　昭和4年：農事改良奨励資料第1
　　　大正13年3月，12月掛発行者：農商務省農務局

　　　118128195－　Tsuchiya＊＊lll＊694＊＊大正13／3

　　　118128196．　Tsuchiya＊＊lll＊694＊＊大正13／12

　　　118128197　　Tsuchiya＊＊lll＊694＊＊大正15／5

　　　118128198＄　Tsuchiya＊＊III＊694＊＊昭和4／4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO20－0125］
輸出農機具二關スル資料／大日本農機具輸出組合［編］

　　　［東京］：大日本農機具輸出組合，1938．2

　　　127枚；26cm
　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118156441V　　　Tsuchiya＊＊ll＊2166＊＊

老農置土産／［風鶴著］

［出版地不明］

1冊・25cm　　，
和装

1181079790

：［出版者不明］，［1785序］

　Tsuchiya＊＊IV＊1512＊＊

老農茶話／大蔵永常著

　　　東京：有隣堂，1886．2

29丁；23cm
（勘農叢書）

和装，袋綴

118150747Y Tsuchiya＊＊ll＊1345＊＊

老農夜話／須田正芳蘭郷著

　　　下毛（栃木県）：［須田正芳］，［1827序］

　　　1冊；23cm
　　　見返し：周八角主人述，須田氏蔵板

　　　回書：周監齋蔵

　　　和装

　　　118129832Z　　　丁suchiya＊＊IV＊1724＊＊

我国農業の機械化に関する参考資料

　　　［出版地不明］：帝国農会農政部，1938．11

　　　45p；22cm
　　　（其の一）農機具の利用に関するもの

　　　118107190S　　　Tsuchiya＊＊IV＊729＊＊1

和洋農具圖解／谷村久松著

　　　東京：有隣堂，1891．5

　　　1，1，6，112p；19cm
　　　（勧農叢書）

　　　118128066X　　　Tsu（：hiya＊＊III＊490＊＊

［KO20－0126］

［KO20－0127］

［KO20－0128］

［KO20－0129］

［KO20－0130］
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　　　　　　　　　　　KO30＝米

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OOO1］
秋田米二關スル調査：大正十年八月調／日本銀行調査局［編］

　　　［東京］：日本銀行調査局，［1921］

　　　6，88p；23cm

　　　118156038X　　　Tsuchiya＊＊II＊1935＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OOO2］
石川福井富山三縣二於ケル米穀：金澤支店調査／日本銀行
調査局［編］

　　　［東京］：日本銀行調査局，1917．7

　　　75，14p；23cm

　　　118：L56012P　　　Tsuchiya＊＊II＊1898＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OOO3］
稲作経替集約化の分析

　　　東：京：帝國農會，1935．2

　　　24p；23cm
　　　118156706Z　　　Tsuch盲ya＊＊ll＊2432＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0004］
稻作作業別丁働に關する調査／帝國農會調査部［編］

　　　東京：帝国農會，1938．6一

　　　冊；25cm
　　　凡例：昭和16年度の成績
　　　昭和12－14年度の編者：帝國農會経済部
　　　昭和15－16年度の編者：二二農會調査部

　　　118129539＄　Tsuchiya＊＊川＊1972＊＊昭和15

　　　118129540v　Tsuc卜iya＊＊lll＊1972＊＊昭和12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OOO5】
稻作施肥量に帯する調査／帝國農會調査部編

　　　東京：帝出藍會，1941．3

　　　冊；25cm
　　　118107433s　　　Tsuchiya＊＊IV＊958＊＊S／15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OOO6］
稻作の社会／中島健一，関根鎮彦共著

　　　東京：稲門堂出版部，1949．9

　　　3，251p；21cm
　　　　（早大地理学会論文集；第2巻）

　　　118108796＋　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊2329＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0007］
稲田二野調査／全國農事會［編］

　　　東京：全国農事会，［1902．11］

　　　4，228p；26cm

　　　118107429X　　　Tsuchiya＊＊IV＊954＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0008］
稻ノ乾燥方法二丁スル調査／農務局調査

　　　［東京］：臨時國民経濟調査會，1919，2

　　　4，58p；23cm
　　　調査：見波定治

　　　118106478－　　　Tsuchiya＊＊IV＊116＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－6009］

越中米ノ来歴／富山縣内務部

　　　［富山］：富山縣内務部，［1911．7］

　　　118，66p；22cm
　　　明治44年7月調査

　　　118155983＋　　　Tsudliya＊＊lI＊1870＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO30－OO10】
江戸幕府ノ米州調節／本庄榮次郎著

　　　京都：京都群群會
　　　東京：有斐閣（発売）　1916
　　　　　　　　　　　　　，
　　　318p；23cm
　　　（法律學経濟學研究叢書；第19冊）

　　　118156265Z　　　Tsuchiya＊＊lI＊2042＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO　11］
近江米同業組合：全／近江米同業組合［編］

　　　［大津］：［近江米同業組合］，［1903．2序］

　　　2，80p；23cm
　　　折込表：玄精米輸出先調査表
　　　裏表紙：近江新報社印行

　　　118128103P　　　Tsuchlya＊＊lII＊571＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO12］
改良日本米作法／酒匂常明著　　　　　　　　　「

　　　東京：耕読舎
　　　東京：有隣堂（発売），1887．10

　　　4，2，186p；19cm
　　　明治20年9月版権免許，明治20年10月出版

　　　118128481Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊1026＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0013］
加州に於ける米作／手島寅雄著

　　　［鳥取］：鳥取高等農業学校，1924．10

　　　2，166，2p；22cm

　　　118128023q　　　Tsuchiya＊＊lll＊426＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0014］
外地米統制問題／陳逢源著

　　　壷北：壷湾経濟研究所，1924．9

　　　3，142p；19cm
　　　（研究叢書；第1輯）

　　　1ユ8107690X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1246＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0015］
外米二關スル調査

　　　東京：農商務省，1920．3

　　　10，217，2p；23cm
　　　大正9年3月
　　　調査：小松修爾

　　　1ユ8098176＋　　　Tsuchiya＊＊V＊2500＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO16］
機械力二依ル田地ノ床締二野テ／栃木門経濟部耕地課

　　　［宇都宮］：［栃木縣経濟部耕地課］，1936．3

　　　139p；23cm
　　　タイトルはカバーによる

　　　1ユ8108832W　　　Tsuchiya＊＊IV＊2368＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0017］
現行食糧國家管理制度の成立過程とその推移

　　　東京：食糧臆，1951．3

　　　361p；21cm
　　　（日本食糧政策史の研究／［松田延一著］；第3巻）

　　　食糧庁の委託による
　　　付：参考文献

　　　1ユ8108951Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊2484＊＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0018］
穀債ノ研究：穀債構成上二野ケル關税及ビ定期取引ノ作用／
河田嗣郎著

　　　京都：京都法三三，1917

　　　2，1，268p；22cm
　　　（法律學経町學研究叢書；第20冊）

　　　118156295　　　　Tsuchiya＊＊ll＊2067＊＊
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米／東畑精一著

　　　東京：中央公論社，1940

339p；20cm
118107996％ Tsuchiya＊＊IV＊1532＊＊

米／鈴木富治著述．一改訂

　　　東京：有隣堂，1914．2
　　　3，6，165，23p，図版4p；23cm
　　　校閲：横井時敬，菊池謹彌，林熊治郎

　　　巻末附録：稻乾燥室に關する調査書

　　　118109047V　　Tsuc卜iya＊＊IV＊2588＊＊

［KO30－0019］

［KO30－OO20］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0021］
米：世界、特に東南亜に於ける米作状況並びに、米穀貿易の
経済地理的研究／P．ブランケンブルク著；高山洋吉訳

　　　東京：科学主義工業社，1943．2

　　　4，2，24，513p；22cm
　　　参考文献：p483－504

　　　118109046u　　　Tsuchiya＊＊IV＊2587＊＊

米生産費調査資料／帝富農會［編］

　　　東京：細浦義塾，1926．7

195p；23cm

118107853Y Tsuchiya＊＊IV＊1416＊＊

米生産費に關する調査／帝国農會編

　　　東京：帝国農会，1937－1950

　　　冊；26cm
　　　118107430P　　　Tsuchiya＊＊IV＊955＊＊S／12

　　　118107431Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊955＊＊S／13

　　　118107432R　　　Tsuchiya＊＊IV＊955＊＊S／14

［KO30－0022］

［KO30－0023］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0024］
米生産費の研究：二二二二米穀生産費の分析的考察について
／櫛田民蔵著

　　　東京：櫛田克巳，1935．2

　　　97，29，11p；23cm
　　　著者の肖像あり
　　　附録：「米穀生産費の分析的考察」昭和9年6月，帝國農會

　　　発行
　　　巻末：櫛田民蔵著作目録，大原社会問題研究所編

　　　118109384z　　　Tsuchiya＊＊IV＊2968＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0025］
米二關スル調査

　　　東京：農商務省農務局，1912．9－1915．8

　　　2冊：地図；26cm
　　　（農務彙纂／農商務省農務局；第33，53）

　　　118156080u　Tsuchiya＊＊ll＊1947＊＊増補
　　　118156081v　　　Tsuchiya＊＊ll＊1947＊＊日本

　　　118156082u　　　Tsuchiya＊＊置1＊1947＊A＊日本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO26］
米に關する文獄解説：鈴木米穀文庫蔵書／鈴木直二著

　　　東京：嚴松堂書店，1939．6

　　　4，8，256，22p；20cm

　　　118107981－　　　Tsuchiya＊＊IV＊1514＊＊

米ノ運賃諸掛二關スル調査／帝國農會［編］

　　　［東京］：帝三農會，［19一］

　　　8，28P；22cm
　　　各県農会の調査を纏めたもの

　　　謄写版

　　　118108400罵　　　Tsuchiya＊＊IV＊1928＊＊

［KO30－OO27］

米の経濟／田ロ晋吉著

　　　東京：大日本實業學會，1898．9

　　　3，222p；23cm

　　　118127793＄　　　Tsuchiya＊＊lll＊192＊＊

［KO30－0028］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0029］
米の調査／守屋雀開

　　　和歌山：和歌山高等商業艶陽産業研究部，1934．11

　　　222p；23cm
　　　（産業研究／和歌山高等商業學校産業研究部；第2輯）

　　　118098660＄　　　Tsuchiya＊＊V＊3012＊＊

最新定期米秘録／虎龍庵主人著

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1890］

　　　66，441p；18cm
　　　合綴：「米相場考」（巻首：明治23年）

　　　118156274Z　　　Tsuchiya＊＊ll＊2050＊＊

酒田米券倉庫由円周現況

　　　［酒田］：酒田米穀取引所，1911．9－1915．8

　　　2冊；23cm

　　　118106472u　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊111＊＊

社還米制度

　　　［京城］：朝鮮縮督府中橿院，1933．7

　　　2，504p；22cm
　　　（菖慣制度調査書）

　　　記述：麻生武亀

　　　118099075／　　　Tsudliya＊＊V＊3443＊＊

【KO30－0030］

［KO30－0031コ

［KO30－0032］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0033］
主要穀物ノ増収及改良二關スル現時ノ施設及將來ノ方針

　　　［東京］：農商務省，1910．11

　　　2，32p；22cm
　　　表紙：農商務省調

　　　118152502P　　　Tsuc卜iya＊＊1＊483＊＊

　　　118152503q　　　Tsuc卜iya＊＊1＊483＊A＊

主要食糧農産物改良増殖奨励事業要覧

　　　東京：農林省農務局，193L3
　　　4，114，4p；23cm
　　　（農事改良資料；第25）

　　　巻末：農事改良資料目録

　　　118128364Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊897＊＊

［KO30。0034］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO35】
荘内米券倉庫の脚達と地方慰顔／仙垂税務監督局［著］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［出版年不明］

　　　P620－637：挿図；23cm
　　　抜棚

　　　118106413P　　　Tsuchiya＊＊IV＊52＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0036］
食糧管理特別會計の沿革／［金城順隆，利光洋一編］

　　　［東京］：日本農業研究所，1951．7

　　　37p；25cm
　　　（資料；22）

　　　謄写版

　　　118108591Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊2118＊＊
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KO30：米

食糧増産の基本問題／稲村順三著

　　　東京：橘書店，1941．9

　　　3，290p；22cm

　　　118088444　　　　Tsuchiya＊＊V＊1683＊＊

［KO30－0037］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO38］
時局に対する農業上の注意事項：臨時報告

　　　［滝野川村］（東京府）1農商務省農事試験場，1904．3

　　　62p；23cm
　　　表紙：明治37年2月

　　　118154972　　　　Tsuchiya＊＊11＊48＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0039］
水稻直播に關する調査並試験成績／三重縣立農事試験場編

　　　白子町（三重縣）：三重縣立農事試験場，1923．1

　　　41p；23cm
　　　118107489＄　　　Tsuchiya＊＊IV＊987＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0040］
水稻直播器／小野崎研造，福田實［編］

　　　琴似村（北海道）：北海道農事試験場，1932．11

　　　27p，図版15枚；23cm
　　　（北海道農事試験場彙報；第53號）

　　　118107914W　　　Tsuchlya＊＊IV＊1461＊＊

　　　118107915X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1461＊A＊

大正以後二於ケル米債拉米量調節

　　　［東京］：農商務省食糧局，1924．2

　　　3，141p；23cm
　　　（食糧調査資料；號外）

　　　118156030P　　　丁suchiya＊＊II＊1931＊＊

［KO30－OO41］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0042］
地方産米騰勢スル調査／農林省米穀部編纂一［増補訂正］

　　　東京：帝国農会，1933．3

　　　604，16p；23cm
　　　昭和5年農林省農務局編纂の増補訂正

　　　118156187　　　　Tsuchiya＊＊ll＊1979＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO43］
天地人三田論：無水岡田開閣法附録／岡田明義著

　　　東京：大和屋喜兵衛，1870

　　　8丁目23cm
　　　和装

　　　118151969＋　Tsuchiya＊＊1＊46＊B＊附

田圃害轟略説：全

　　　［水戸］：茨城縣勘業課，1884．8

　　　11p；22cm
　　　（茨城縣勧業報告；臨時報）

　　　118156018V　　　Tsuchiya＊＊ll＊1920＊＊

［KO30－0044］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0045］
東京深川市場二於ケル正米取引二關スル調査／日本銀行調
査局［編］

　　　［東京］：日本銀行調査局，1919．10

　　　6，89p；23cm
　　　（調活；105）

　　　118129049Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊1561＊＊

　　　118129050R，　　Tsuchiya＊＊l11＊1561＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO46］
東京米穀商品取引所主催米債調節調査會顛末／東京米穀商
品取引所［編］

　　　東京：東京米穀商品取引所，1918．4

　　　4，6，106p；22cm

　　　118088942＋　　　Tsuchlya＊＊V＊2216＊＊

徳川時代二死ケル大阪米穀取引／中谷高著

　　　［製作地不明］：［中谷了］，1932．9

　　　172丁；25cm
　　　裏表紙見返し：東京晶晶大山経濟科中谷了
　　　巻頭：（三）（昭和七年度）とあり

　　　附：摂州大阪大絵図写
　　　袋綴，原稿用紙にペン書

　　　118106833V　　　Tsuchiya＊＊IV＊445＊＊

栃木縣水稻作耕種改善要諦

　　　［宇都宮］：栃木縣経濟部，1940．3

　　　2，3，110p，図版6枚：地図；27cm
　　　（農務時報；第6號）

　　　代手爲

　　　118129544Z　　　Tsuchiya＊＊llI＊1977＊＊

［KO30－0047］

［KO30－0048］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0049］
道府縣二於ケル米奏品種改良事業成績概要／農林省農務局
［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1926．1

　　　327p；23cm
　　　袋綴じ

　　　118i56000M　　　Tsuchiya＊＊■1＊1888＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0050］
動力籾摺選別機比較審査成績／農林省農務巨編

　　　［東京］：農林省農務局，1930一

　　　冊；26cm
　　　（農事改良資料；第15，112）

　　　118108239X　Tsuchiya＊＊IV＊1758＊＊昭和4
　　　118108240P　Tsuchiya＊＊IV＊1758＊＊昭和10

内外解悟辮覧

　　　東京：鈴木卯之吉，［1889］

　　　1冊：挿図；10x14cm
　　　タイトルは題箋より

　　　巻末：明治22年6月
　　　発行兼出版人：鈴木卯之吉
　　　責置所：東京三田育種場

　　　彩色図に解説

　　　118156121q　　　Tsuchiya＊＊1＊1087＊＊

［KO30－OO51］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0052］
内國米ノ金融二部スル調査書／日本勧業銀行調査課［編］

　　　［東京］：［日本開業銀行調査課］，［1919．7］

　　　3，98p；23cm

　　　118156036V　　　Tsuchiya＊＊Il＊1933＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0053］
内地米生産不足ノ場合二藍ケル臨時高慮策参考資料／臨時
甲唄経濟調査會［編］

　　　［東京］：臨時國民経濟調査會，［1919？］

　　　15，199p；26cm

　　　118107188Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊727＊＊
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KO303米

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO36－oo54］

内地米生産不足ノ場合二於ケル臨時封癒策説明

　　　［東京］；［臨時國民経濟調査會］，［19一］

　　　2，8p；26cm

　　　118107224q　　　Tsuchiya＊＊IV＊727＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0055］
新潟山形二野二型ケル米二關スル調査／長野縣農會［編］

　　　長野：長野縣農會，19ユ0．7

　　　5，253p；22cm

　　　1181559861T・・chiya＊＊llr1873＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0056］
日本食糧政策史の研究／［松田延一著］

　　　東京：食糧臆，1951．3

　　　3冊；21cm
　　　食糧庁の委託による

　　　付：参考文献

　　　118108949＋　　　Tsuchlya＊＊IV＊2484＊＊1

　　　118108950X　　　Tsu（：hiya＊＊IV＊2484＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO57］
日本内地二丁ケル米需要供給ノ現在三二來二關スル調査資料
：農務局調査

　　　［東京］：臨時國民経濟調査會，［1919？］

　　　48p；23cm
　　　（臨時國民経濟調査會参考資料；第15號）

　　　1181087991　　　Tsu（：hiya＊＊lV＊2333＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0058］
日本米債饗動史／中沢弁次郎著

　　　東京：明文堂，1933．1

　　　5，14，552p；22cm
　　　米価年表：p103－532一参考書目：p543－551

　　　118108451T　　　Tsuchiya＊＊IV＊1978＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO59］
農業倉庫二丁スル調査

　　　［東京］：農商務省農務局，1915．10

　　　1，4，112p；27cm
　　　（農務晶晶／農商務省農務局；第55）

　　　118106547X　　　Tsuchiya＊＊IV＊177＊＊

　　　118106548Y　　　Tsudliya＊＊IV＊177＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0060］

農業年中行事：附稲作栽培法：完／松村弥平著述；鏡保之
助校閲

　　　萩間村（静岡県）：松村弥平，1895．2

　　　4，34，28P：挿図；23cm
　　　見返：松村氏蔵版
　　　題画：農業年中行事附稲作栽培法全
　　　和装，袋綴

　　　活字

　　　118156582．　　　Tsuchiya＊＊ll＊2325＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0061］

肥後の米券倉庫：全／山崎豊吉著

　　　東京：農村振興会，1923．12
　　　4，2，3，3，2，12，239p，図版3枚；19cm

　　　附：産米販売時期の研究

　　　118128028v　　　Tsuchiya＊＊Ill＊431＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO62］

米価ヲ平準ニスル方案

　　　［東京］：大蔵省主計局，1892．8

　　　80p；22cm
　　　118156021P　　　Tsuchiya＊＊ll＊1923＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO63］
米債及米穀日誌／農林省米穀局［編］

　　　［東京］：農林省米穀局，1934．9一

　　　冊；22cm

　　　118128205s　　Tsuchiya＊＊lll＊700＊＊M44－S9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0064］
米債常平制度ノ梗概／［東京税務監督二心］

　　　［東京］：［東京税務監督局］，1915．5

　　　2，79p；23cm
　　　表紙：丹羽税務監督局事務官調査

　　　118156010N　　　Tsuchiya＊＊ll＊1896＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0065］
米債封策としての郷倉及義倉制度の話／東武［著］

　　　［出版地不明］1［出版者不明］，［1933．12序］

　　　4，2，50p；19cm

　　　118127962．　　　Tsuc卜iya＊＊llI＊385＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0066］
米償調節調査會録事／米債調節調査會［編］

　　　［東京］：米償調節調査會，1916．3一

　　　冊；23cm

　　　118108196Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1712＊＊1－2

　　　118108：L97－　　　Tsuchiya＊＊IV＊1712＊A＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO67］
米券倉庫視察報告／垂漕繕督府民政部財務局編

　　　壷北：公訴総督府民政部財務局，1915．9

　　　3，145p；26cm

　　　118109376－　　　Tsuchiya＊＊IV＊2960＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO68］
米町倉庫之丁丁／岡本龍二丁

　　　東京：博文館，1913．1

　　　2，3，3，2，5，212p；23cm
　　　（通俗産業叢書；25）

　　　校閲：大塚由成

　　　118106473v　　　Tsuchiya＊＊IV＊112＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO69】

米穀／大日本米穀会

　　　195号（昭4．8）一285科目昭11．12）；31年1號（昭12．1）一

　　　東京：大日本米穀會，1929一

　　　請求記号3Tsuchiya＊＊ll＊1966＊＊

　　　所蔵年次：1932－1932
　　　所蔵巻次3234

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－00701
米穀自治管理法解説／角田八郎著；田村浩監修

　　　東京：雄松堂書店，1937．3

　　　4，254p；19cm

　　　118107689＋　　　Tsuchiya＊＊IV＊1245＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO71］

米穀生産費の分析的考察／帝國農會著

　　　東京：帝國講評，1934．7

　　　29p；23cm
　　　1181563990　　　Tsuchiya＊＊ll＊2145＊A＊

　　　118156400Q　　　Tsuchiya＊＊ll＊2145＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30。0072］
米穀調査會議事録

　　　［東京］：［米穀調査会］，［1930］

　　　冊；26cm
　　　第1巻巻末：米価ノ趨勢一覧表（昭和4年1月）他1枚一
　　　第3巻巻末：率勢米価説明図他3枚

　　　118129553Z　　　Tsudliya＊＊lll＊1986＊＊1

　　　118129554－　　　Tsuchiya＊＊llI＊1986＊＊2

　　　118129555．　　　Tsuc卜iya＊＊1瑚＊1986＊＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO73］
米國テキサス州に於ける米作に關する報告／山脇春樹［著］

　　　［東京］：［農商務省商工局］，［1905．3］

　　　24p；23cm
　　　118128016S　　　Tsuchiya＊＊lll＊419＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO74】
米穀統制法案議事録：貴族院関係：附第六十四回帝國議会
二於ケル米穀問題

　　　［東京］：農林省米穀部，1933．3

　　　4p，　p391－853；26cm
　　　（米穀資料／農林省農務局編；第14號）

　　　118129552Y　　　Tsudliya＊＊lll＊1985＊＊

米穀統制法論係法規

　　　［東京］：帝國農會，1934．6

　　　1，37p；22cm
　　　代謄爲

　　　118156185－　　　Tsuchiya＊＊腿＊1977＊＊

米穀配給の研究／鈴木直二著

　　　東京：松山房，19412

356p；23cm

118107615U Tsuchiya＊＊IV＊1169＊＊

［KO30－OO75］

［KO30－0076］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO77］
米穀法運用の岬町に關する調査／大阪商科大學経濟研究所
編；西澤基一著

　　　大阪：大阪商科大学経済研究所，1930．9

　　　12，258，15p；22cm
　　　（調査彙報；第3輯）

　　　118098654Z　　　Tsuchiya＊＊V＊3006＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO78］
米穀法制定の経緯資料／河合良成閲；鈴木直二編

　　　東京：巖松堂書店，1938．7

　　　2，6，382，67p；23cm

　　　118099154　　　　Tsuc卜iya＊＊V＊3530＊＊

米穀法の沿革／農林省農務局編．一増補

　　　［東京］：農林省米穀部，1933．8

　　　349p；22cm
　　　（米穀資料／農林省農務局編；12）

　　　118127751X　　　Tsuchiya＊＊1翻＊161＊＊

米穀問題参考資料

　　　〔東京］：帝國農會調査部，1933．2

　　　2，27p；22cm
　　　謄写版

　　　118156037W Tsuchiya＊＊ll＊1934＊＊

［KO30－0079］

［KO30－0080］

米作の研究／鈴木直二著

　　　東京：巌松堂書店，1940．3

　　　2，6，392，16p；23cm

　　　118108498／　　　Tsuchiya＊＊IV＊2023＊＊

［KO30－0081］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0082］
北海道の水稻栽培法／北海道農業教育研究會編．一再版

　　　札幌：淳文書院，1944．9

　　　14，213p；19cm
　　　「再版に際して」の記述あり

　　　118088441Z　　　Tsuchiya＊＊V＊1680＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO83］
本邦二面ケル稲作主要期間ノ気温島山照二關スル調査資料／
農務局調査

　　　［東京］：臨時國民経濟調査會，1919．2

　　　2，88p，図版2月置26cm

　　　118156085Z　　　Tsuch；ya＊＊ll＊1950＊＊

　　　118156086－　　　Tsuchiya＊＊ll＊1950＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－0084］
満洲の水田．一改訂版

　　　［大連］：南満洲鉄道株式会社地方部農務課，1932．7

　　　2，7，188p＝地図；23cm
　　　（産業資料；其14）

　　　編纂：黒澤謙吾

　　　1180989823　　　Tsuchiya＊＊V＊3345＊＊

漏洲ノ陸稲

　　　［大連］：南滞洲七道農事試験場，1919．6

　　　2，84p；23cm
　　　（農事試験場彙報；第6號）
　　　編述担当：三谷長充

　　　1180989812　　　Tsuchiya＊＊V＊3344＊＊

明治四十二年米債低落問題二関スル調査書

　　　［東京］：農務局，［1909］

　　　40，5丁；23cm
　　　謄写印刷，袋綴

　　　118128348－　　　Tsuchiya＊＊網1＊878＊＊

明治年間米債調節沿革史

　　　〔東京］：大蔵省理財局，1919．11－1919．12

　　　2冊；22cm

　　　118127757＄　　　Tsuchiya＊＊lll＊164＊＊

　　　118127758／　Tsuchiya＊＊Ill＊164＊＊附録

［KO30－OO85］

［KO30－0086］

［KO30－OO87］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO88］
明治年間米誌放任時代に於ける面面事情（遺稿）／井上文之著

　　　［東京］：［帝國農會］，［1934．5］

　　　34p；22cm

　　　118156248－　　　Tsuchiya＊＊開＊2026＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO30－OO89］
籾摺機の種類が玄米貯蔵に及ぼす影響

　　　小牛田町（宮城縣）：宮城縣立齋藤報恩農業館，1931．3

　　　97p；27cm
　　　（斉藤報恩農業館報／宮城県立斉藤報恩農業館報；第3號）

　　　：L18107627X　　　　Tsu（：hiya＊＊IV＊1180＊＊
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籾貯藏試験成績／京都府立農事試験場編

　　　京都：京都府立農事試験場，1929．12

　　　157p；27cm

　　　118088625＄　　　Tsuchiya＊＊V＊1858＊＊

老農林遠里米作改良講話筆記

　　　福島：福島県内務部第二課，1891．10

　　　64p；22cm

　　　118156445Z　　　Tsuchiya＊＊囲＊2170＊＊

［KO30。0090］

［KO30－0091］

　　　　　　KO40＝米以外の諸作物等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0001］
愛知縣枇杷島青物市場調査／岡村精次［著］

　　　［岐阜］：岐阜高等農林學校，1930．3

　　　110，5p；26cm
　　　（各務研究報告；第8號）

　　　巻末英文要約あり

　　　118087692Z　　　Tsuchiya＊＊V＊1006＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40。0002］
阿波國藍作法．一再版

　　　東京：農商務省農事試験場，1901．3
　　　2，3，45P：挿図；21cm
　　　緒言：農商務省農事試験場

　　　調査：吉川祐輝

　　　1181559894　　　Tsudliya＊＊Il＊1876＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OOO3］
巌手縣の産牛／山田喜平［調査報告］

　　　盛岡：岩手県内務部，1922．6

　　　63p，図版3枚；23cm
　　　畜産統計表：p55－63

　　　118152548Z　　　Tsuchiya＊＊1＊518＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OOO4］
園藝農産物改良八四二四スル協議會要録／農林省農務局［編］

　　　東京：農林省農務局，1934．3

　　　141p；23cm
　　　（農事改良資料；80）

　　　118156008U　　　Tsuchiya＊＊lI＊1894＊＊

　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　［KO40－0005］

大阪府の柑橘／小田鬼八著

　　　［大阪］：大阪府農會，1928．5

　　　3，83p；22cm
　　　代謄爲

　　　118156186．　　Tsuchiya＊＊11＊1978＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0006］
大島之畜産／鹿兇島縣大島支晦［編］

　　　［名瀬］：鹿見島縣大島支晦，1932．3

　　　43，9p；23cm
　　　替謄写

　　　1180889091　　　Tsuchiya＊＊V＊2176＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OOO7］
小國産馬沿革誌／山形縣種畜幻編

　　　［出版地不明］：山形縣種畜場，［1906．5緒］

　　　15p；19cm

　　　118088900Z　　　Tsudliya＊＊V＊2167＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OOO8］
尾張の読菜と市場

　　　名古屋：名古屋鐡道局，1929．3

　　　4，212，38p；23cm
　　　（産業案内；其の7）

　　　昭和4年3月調

　　　118106436U　　　Tsuchiya＊＊lV＊79＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［XO40－0009］
「温室葡萄」物誘／岡長平著

　　　岡山：初平，1940．6

　　　4，24p；19cm
　　　お國自慢叢書第1編

　　　118106462T　　　Tsuchiya＊＊IV＊101＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OOIO］
柿及其ノ加工品ノ生産取引状況調査／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1930．3

　　　6，189p；23cm
　　　（副業参考資料；39）

　　　謄写印刷，袋綴

　　　1180986594　　　Tsuchiya＊＊V＊3011＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO　11］
家禽業二等スル調査

　　　［東京］：農商務省農務局，1910．3

　　　2，21，89p；26cm
　　　（農務丁丁／農商務省農務局；第15）

　　　118108890－　　　Tsudliya＊＊IV＊2429＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0012］
鹿児島縣畜産史／九州聯合第二回馬匹第一回畜産共進會協
賛會編

　　　鹿児島：九州聯合第二回馬匹第一回畜産共進會協賛會，

　　　1913．10
　　　冊；23cm

　　　1180888966　Tsuc卜iya＊＊V＊2163＊＊上
　　　1180888977　Tsuchiya＊＊V＊2163＊＊中

　　　1180888988　Tsuchiya＊＊V＊2163＊＊下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0013］
家畜文化史／加茂儀一著．一複刻版

　　　東京：改造社，1947
　　　2冊；19cm
　　　巻末：参考文献

　　　1180886874　Tsuchiya＊＊V＊1933＊＊上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0014］
上閉伊郡産馬誌

　　　［遠野町］（岩手県）：上閉伊郡下馬組合，1911．4

　　　60p；19cm
　　　118088901－　　　Tsuchiya＊＊V＊2168＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO40－0015］
甘藷

　　　保土ケ谷町（神奈川県）：神奈川縣立農事試験場，1913．4

　　　6，112p；25cm
　　　’1180888865　　　Tsuchiya＊＊V＊2152＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO16］

紀州柑橘録

　　　東京：農務局，［1882．11］

　　　2，127p，図版40p；23cm
　　　農商務省農務局蔵版
　　　緒言：内務省御用掛福羽乱人

　　　118128505V　　　Tsuchiya＊＊ll置＊1039＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0017］
紀州蜜柑／守屋守，三上利三郎著

　　　和歌山：和歌山高等商業學校産業研究部，1934．7

　　　98p；22cm
　　　（産業研究／和歌山高等商業學校産業研究部；第1輯）

　　　1180986583　　　Tsuchiya＊＊V＊3010＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO　18］
京都府二面ケル果樹疏菜調査／東京直心會［編］

　　　東京：東京府営會，1910．11

　　　106p；23cm
　　　118156175Z　　　Tsuchiya＊＊ll＊1968＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0019］
桐二關スル調査書／農林省山林局編

　　　［東京］：農林省山林局，1932．8

　　　133p；22cm
　　　118107463V　　　Tsuchiya＊＊IV＊993＊＊

牛馬蕃殖飼養法要略／農商務省編

　　　東京：有隣堂，1887．5

　　　16丁；23cm　’
　　　活字，和装，袋綴本

　　　118128317w　　　Tsuchiya＊＊lll＊841＊＊

興業殖産富國救民兎飼養書／山田芳三著

　　　神田村（兵庫県）：山田芳三，1888．9

　　　15，91p；19cm

　　　118156700T　　　Tsu（：hiya＊＊ll＊2426＊＊

［KO40－OO20］

［KO40－0021］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO22］

國産綿之説／小澤佐助述

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，1877．10

　　　4丁；19cm
　　　118128081U　　　Tsuchiya＊＊lll＊513＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0023］
葡蕩の奨め／埼玉縣内務部［編］

　　　［浦和］：埼玉縣内務部，［1928］

　　　1枚；46×32cm
　　　「昭和3年12月現在の相場で計算すると…」とあり

　　　118129866％　　　Tsuchiya＊＊IV＊1313＊＊d

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0024］
栽茶説／杉田晋著；衣笠轟轟校

　　　東京：有隣堂，1884．5

　　　4冊；23cm
　　　（勤農叢書）

　　　和装

　　　118154696＋　　　Tsuchiya＊＊ll＊782＊＊1

　　　118：L54697Z　　　Tsu（：hiya＊＊Il＊782＊＊2

　　　1181546980　　　Tsuchiya＊＊ll＊782＊＊3

　　　1181546991　　　Tsuchiya＊＊ll＊782＊＊4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO25］
砂糖甜菜根耕作法：完／［グラント著］；峯源次郎謬

　　　E東京］：［大蔵省］，1877．11

　　　51，47，38p；18cm
　　　上中下篇合本
　　　大蔵省藏版

　　　1181566892　　　Tsuchiya＊＊ll＊2413＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO26］
島根縣大原郡産牛沿革史．一訂正増補

　　　大東村（島根県）：大原郡産牛馬組合事務所，1908．7

　　　70p；22cm
　　　1180888955　　　Tsuchiya＊＊V＊2162＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0027］
主要集散地二於ケル藁工品取引状況調査

　　　【東京］：農商務省農務局，1922．6

　　　7，227p；22cm
　　　（副業参考資料；10）

　　　ユ18087662＄　　　Tsuchiya＊＊V＊970＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0028］
食用家禽飼養法要略／［植木音太郎著］

　　　東京：有隣堂，1888．4

　　　ユ8p，図版15枚；22cm
　　　農商務省農務局降版

　　　118128327X　　　Tsuchiya＊＊lIl＊851＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0029］
實用家禽書／ウイリヤム・エム・レウイス著；高橋昌訳．一

4版

　　　東京：大日本農会，1890．4

　　　4，26，310，112p；22cm
　　　農商務省農務局蔵版
　　　附録：英国最良点ノ表準（テゼット・メイア著「家禽書」抄録）

　　　118152125Q　　　Tsuchiya＊＊1＊149＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO30］
相州蜜柑：附・柑橘栽培法／神奈川県農工銀行著

　　　横浜：神奈川県農工銀行，1907．5

　　　75，19p，図版6枚：地図；22cm
　　　柑橘栽培法：高橋久四郎述

　　　118107700P　　　Tsuchiya＊＊IV＊1255＊＊

疏菜収利：全／谷村久松著

東京：有隣堂，1890．6

2，3，94p；19cm
（勧農叢書）

1ユ8128458　　　　Tsuchiya＊＊lll＊990＊＊

煙草栽培

［東京］：農商務省，1888，2

53p；22cm
報告者：チャレス・シ・ジョルジソン
「農商工公報」号外

118152481V　　　Tsuchiya＊＊1＊455＊＊

煙草製造創業三十年誌

　　　東京：専売局，1935．11

58p；22cm

118098275＋ Tsuchiya＊＊V＊2614＊＊

［KO40－OO31］

［KO40－0032］

［KO40一・0033］
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0034］
大豆其他ノ豆類二關スル調査／農商務省農務局［編］

　　　［東京］：農商務省農務局，1919．3

　　　3，16，305p；27cm
　　　（農務彙纂／農商務省農務局；第74號）

　　　118156083X　　　Tsuchiya＊＊ll＊1948＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO35］
畜牛に歯する市場用語／辰巳盛太郎［著］

　　　吉和村（広島県）：尾道常設家畜市場，1933．5

　　　84，9p；19cm
　　　参考図書：p83
　　　［附］：尾道常設家畜市場諸規程

　　　118087221U　　　Tsuchiya＊＊V＊399＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO36］
茶業沿革及統計

　　　［出版地不明］：茶業組合中央會議所，［1905．8緒言］

　　　134p；22cm
　　　118107753X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1310＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO37］
茶事試験報告／農商務省農務局［編］

　　　東京：龍渓書舎商務省農務局，1897一

　　　冊；23cm
　　　第1次の発行者は有斐閣

　　　118127903w　Tsuchiya＊＊lll＊326＊＊1次

　　　118127904X　Tsuchiya＊＊lll＊326＊A＊1次
　　　1181299761　Tsuchiya＊＊lll＊326＊＊2次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0038］
茶樹耕種梗概／農林省農務局編

　　　東京：農林省農務局，1933．3

　　　2，234p；22cm
　　　（農事改良資料；第54）

　　　1180886795　　　Tsuchiya＊＊V＊1924＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0039］
茶の科學／加藤博著

　　　東京：河出書房，1943．2

　　　4，250p；19cm
　　　（科學新書；43）

　　　1180988282　　　Tsuchiya＊＊V＊3185＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0040］
朝鮮牛／守田道敏著

　　　東京：大日本農會，1923．2

　　　8，3，4，80p；22cm
　　　校閲：横井時敬，望月龍三

　　　118088906＋　　　Tsuchiya＊＊V＊2173＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0041］
楮樹栽培實況／［戸埼孝編］

　　　［東京］：農商務省農務局，1882．6

　　　268，15p；22cm
　　　118155276－　　　Tsuchiya＊＊lI＊358＊＊　‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［XO40－OO42］
苧麻／農林省農務局［編］

　　　［東京］＝農林省農務局，1935．3

　　　65，15，4p，図版8枚；23cm
　　　（農事改良資料；第101）

　　　1181559883　　　Tsuchiya＊＊ll＊1875＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO43］
天津棉花と物資集散事情／大島譲次著

　　　天津：大島譲次，1930．8

　　　14，278p；24cm

　　　1180987630　　　Tsuchiya＊＊V＊3116＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0044］
東京市二於ケル鶏卵ノ消費状況：中央卸費市場建設資料調査

　　　［東京］：東京市商工課，［1925．12］

　　　4，109p，図版12枚：地図；26cm
　　　凡例：大正14年12月

　　　118107628Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊1181＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0045］
東京府茶山誌

　　　［東京］：［東京府茶業組合聯合會議所］，［1919．9］

　　　180P；22cm

　　　1180876660　　　Tsuchiya＊＊V＊974＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40一・0046］
東北地方の疏菜畑

　　　［仙台］：仙壷税務監督局，1929．7

　　　28p；23cm
　　　（税務調査叢書；第8）

　　　1181560110　　　Tsuchiya＊＊ll＊1897＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO47］
鳥取縣畜産沿革誌，附名所及蒼蹟／鳥取縣産牛馬組合聯合
會編

　　　鳥取：鳥取縣産牛馬組合聯合會，1908．10

　　　38，41p；21cm

　　　1180888944　　　Tsuchiya＊＊V＊2161＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0048］
鳥取縣の畜産／鳥取縣内務部編

　　　鳥取：鳥取縣内務部，1922．10

　　　8，187，86p：地図；22cm

　　　118088903　　　　Tsuchiya＊＊V＊2170＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0049］

菜種及菜種油二関スル調査／農林省農務局編

　　　東京：農林省農務局，1939．3

　　　158p；26cm

　　　118156102P　　　Tsuchiya＊＊ll＊1957＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO40－0050］
日本奏圃鑑／梅原寛重編

　　　東京：有隣堂，1892．1

　　　1，1，2，1，22丁；23cm
　　　（渤農叢書）

　　　和装，袋綴

　　　1181280030　　　Tsuchiya＊＊lll＊406＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40一つ051］

日本牧羊問答／辻正章著

　　　東京：有隣堂，1905．5

　　　178p；22cm
　　　118087708／　　　Tsuchiya＊＊V＊1023＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO52］
農業会記／田代俊二編

　　　［京都］：京都府牧畜場，1876

　　　29丁；22cm
　　　附：合衆国農業会社規則
　　　蛛入，和装，袋綴

　　　118155115S　　　Tsuchiya＊＊ll＊188＊＊
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KO403米以外の諸作物等

農事資考

　　　［松江］：島根縣内務部，［1912｝

　　　冊；23cm
　　　第8：大正2年12月

　　　1181282100　　　Tsudliya＊＊lll＊706＊＊8

蜂蜜一覧／丹波修治編撰；溝ロ月耕圖画

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，1876

　　　1枚；38×52cm（折りたたみ19×9cm）
　　　（教草；第24）

　　　明治五年冬丹波修治編撰，溝口月耕圖画
　　　明治九年春小林平賀校訂
　　　服部雪一手

　　　118151965．　　　Ts』lchiya＊＊1＊43＊＊

鳩奏即ち慧政仁の効用

　　　東京：三田育種場，1885．11

10p；22cm

118128471X Tsuchiya＊＊111＊1009＊＊

［KO40－0053］

［KO40－0054］

［KO40－OO55］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0056］
馬匹改良説：全／ヘンリー・フォン・シーボルト著；松見
斧次郎訳

　　　東京：大日本農会，1887．4

　　　159p；23cm
　　　農商務省農務局蔵版

　　　1181278960　　　Tsuchiya＊＊Ill＊314＊＊

稗叢書／農村更生協会編

　　　東京：農村更生協会，1939

　　　1冊；19cm
　　　分冊出版シタモノヲ1冊二合本シタモノ

　　　118107787！　　　Tsuchiya＊＊IV＊1345＊＊

稗と民俗／早川孝太郎著

　　　東京：農村更生協会，1939．6

　　　34p；19cm
　　　（稗叢書／農村更生協会編；第6輯）

　　　118107780x　　　Tsuchiya＊＊IV＊1338＊＊

［KO40－OO57］

［KO40－OO58］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0059］
飛騨國畜産史／岡村利平著

　　　［高山町］（岐阜県）：飛騨國大野郡協賛會，1914．9

　　　23p；19cm
　　　118088902．　　　Tsuchiya＊＊V＊2169＊＊

廣澤牧場要覧：開牧五拾年記念／廣澤春彦編

　　　三澤村（青森県）：三三牧場，1922．9

　　　8，4，8，81p；19cm
　　　付：牧老人廣澤先生小傳

　　　118088910－　　　Tsuchiya＊＊V＊2177＊＊

福岡縣畜産要覧

　　　［福岡］：福岡縣内務部，1928．10

　　　7，189p，図版2枚；19cm
　　　タイトルは巻頭より

　　　118128427Y　　　Tsuchiya＊＊llI＊955＊＊

［KO40－0060］

［KO40－OO61］

福島縣二二概要

　　　［出版地不明］

　　　86p；22cm
　　　118088905／

．［出版者不明］，［1907頃］

　Tsuchiya＊＊V＊2172＊＊

福島縣田村郡産馬之沿革

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1912頃］

　　　（三春町（福島県）：石橋活版所）

　　　8丁；24cm
　　　和装

　　　118088904＄　　　Tsuchiya＊＊V＊2171＊＊

富士梨之概要／新井誠一郎編輯

　　　加島村（静岡縣）：加島村農會，1919．6

　　　3，2，5，388p，図版6枚；23cm

　　　118107747－　　　Tsuchiya＊＊IV＊1304＊＊

［KO40－0062］

［KO40－0063］

【KO40－OO64］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO65］
藤野牧塙沿革誌／藤野四郎兵衛著

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1902．10序］

　　　90p：地図；26cm

　　　118087413X　　　Tsuchiya＊＊V＊692＊＊

葡萄高説：全／高野正誠著

　　　祝村（山梨県）：高野正誠，1890．12

　　　5，4，9，391p；23cm
　　　校閲：前田正名

　　　118128397！　　　Tsuchiya＊＊lll＊929＊＊

本邦二於ケル乳製品ト肉製品

　　　［東京］：農商務省農務局，1919．3

　　　7，58p，図版4枚；26cm
　　　（農務彙纂／農商務省農務局；第75）

　　　118128450U　　　Tsuchiya＊＊IV＊2608＊＊

［KO40－0066］

［KO40－0067］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO68］
本邦二於ケル乳製品ト肉製品／農商務省農務局［編］

　　　［東京］：臨時國民経濟調査會，1919。3

　　　7，58p，図版4枚；26cm
　　　巻頭：農務彙纂第75本邦二於ケル乳製品ト肉製品

　　　118128449　　　　Tsuchiya＊＊lll＊981＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0069］
本邦に於ける棉花の需給：附・満洲に於ける棉花／東亜経
濟調査局編

　　　東京：東亜経濟調査局，1932．7

　　　2，3，163p；23cm
　　　（経済資料；通巻第181．資源研究；第3）

　　　118108195Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊1711＊＊

本邦ノ牛肥育事業

　　　［東京］：農林省畜産局，1938．3

　　　2，154p；26cm
　　　（畜産彙纂／農林省畜産局［編］；第87號）

　　　118108857＄　　　Tsuchiya＊＊IV＊2394＊＊

本邦ノ養豚

　　　東京：農林省畜産局，1931．3

　　　2，145p；23cm
　　　（畜産彙纂／農林省畜産局［編］；第40號）

　　　1180889080　　　Tsuchiya＊＊V＊2175＊＊

　　　1180985874　　　Tsuchiya＊＊V＊2175＊A＊

［KO40－OO70］

［KO40－0071］
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KO403米以外の諸作物等

牧畜雑誌

　　　1号（明21）一350号（大3．12）

　　　東京：牧畜雑誌社

　　　請求記号3Tsuchiya＊＊1＊332＊＊

　　　所蔵年次；1891－1891

　　　所蔵巻次369

牧畜論／セット・カスツ著；緒方道平訳

　　　［東京］：填國博覧會事務局，［出版年不明］

　　　20丁；23cm
　　　和装，袋綴

　　　118156114S　　　Tsuchiya＊＊1＊1086＊＊

［KO40－0072］

［KO40－0073］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO74】
蜜柑乃紀州

　　　［和歌山】：和歌山県農会，1912．4

　　　4，256p，図版10枚；23cm
　　　選果検査合格標章ひな形1枚，和歌山県農会報臨時増刊

　　　118128090u　　　Tsuc卜iya＊＊Ill＊532＊＊

無水岡田開闘法／岡田明義著

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，1868

　　　15丁；23cm
　　　扉：無水岡田開開法官許
　　　育民堂造
　　　和装

　　　118151970】【　　Tsuchiya＊＊1＊46＊C＊

　　　118151971Y　　　Tsuchiya＊＊1＊46＊＊

　　　118151972Z　　　Tsuchiya＊＊1＊46＊A＊

［KO40－0075］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO76］
無水岡田開聞法／岡田明義著

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，1870．3

　　　2，15丁；23cm
　　　序：明治庚午三月

　　　和装

　　　118151968！　　Tsuchiya＊＊1＊46＊B＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0077］
宮城縣に於ける緬羊飼育

　　　仙台：斉藤報恩会産業調査所，1935．6

　　　169p；23cm
　　　（斉藤報恩会産業調査報告；第7）

　　　1：L8107734w　　　Tsuchiya＊＊馨V＊1289＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0078］
宮崎縣の産牛

　　　［宮崎町］（宮崎県）：宮崎縣内務部，1923．3

　　　108p；23cm
　　　118088907％　　　Tsuchiya＊＊V＊2ユ74＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0079］
奏其他雑穀二關スル調査／農商務省農務局［編纂］

　　　東京：大日本農會，1915．10

　　　33，674p：地図；26cm
　　　（農務彙纂／農商務省農務局；第54）

　　　118107446W　　　Tsuchiya＊＊IV＊973＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO80］
綿花二關スル調査／農商務省農務局［編纂］

　　　［東京］：農商務省農務局，1913，3

　　　14，504p；25cm
　　　（農務彙纂／農商務省農務局；38）

　　　118156078．　　　Tsuchiya＊＊lI＊1946＊＊

棉花二關スル調査／農商務省農務局編

　　　［東京］：生産調査會，1913．3

　　　14，504p；26cm

　　　118156079　　　　Tsuchiya＊＊麗＊1946＊A＊

棉花の需要供給／蜷川親志編著

　　　東京：有隣堂，1914

　　　230，18p；22cm

　　　1：L81559872　　　Tsuchiya＊＊ll＊1874＊＊

棉業論／井上甚太郎著

　　　東京：井上甚太郎，1895．12

　　　2，，11，4，2，250，2，4，94p；23cm

　　　附：米國棉作風三論

　　　118127742X　　　Tsuchiya＊＊lll＊153＊＊

綿圃要務3巻／大蔵永常著

　　　江戸：丁子屋平兵衛，天保4［1833］

　　　2冊；23cm
　　　引高：綿甫要務
　　　嵩山房梓
　　　和装，袋綴

　　　118128330R　Tsuchiya＊＊lll＊855＊＊上

　　　118128331s　Tsuchiya＊＊lll＊855＊＊下

［KO40－OO81］

［KO40－0082］

［KO40－0083］

［KO40－OO84】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO40－OO85］
盛岡地方華果二関スル調査／岩手縣縣農會［編】

　　　［盛岡］：岩手縣縣農會，［1900］

　　　52丁；24cm
　　　出版年は本文（丁35）による
　　　「娼婦質種園」の名入罫紙に毛筆書き

　　　和装，袋綴じ

　　　118128313s　　　Tsuchiya＊＊ll瞳＊835＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0086】
山藍新書：全／石井清吉，岸精一著

　　　東京：大木敬太郎，1890．2

　　　10，50p；21cm
　　　序文：立木鎌善，岸三郎

　　　118127963　　　　Tsuchiya＊＊111＊386＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－OO87］

輸出農産物としての除二二／細野重雄著

　　　東京：農業総合研究刊行會，1950．2

　　　243p；21cm
　　　発売：協同組合通信社

　　　118107620Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊1174＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0088］
輸入品牛馬系統取調書／農商務省農務局畜産課［編］

　　　［東京］：農商務省，1888．7

　　　36，99p；22cm
　　　（農商工公報；号外明治21年）

　　　118128095z　　　Tsuchiya＊＊lll＊546＊＊

養豚明野／ハリス原本；日新社中合謬

　　　東京：大和屋喜兵衛，1871．2－1872．1

　　　2冊；19cm
　　　和装，袋綴

　　　118128434W　Tsuchiya＊＊川＊965＊＊初編
　　　118128435X　Tsuchiya＊＊lll＊965＊＊2編

［KO40－0089］
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KO503農村副業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0090］
酪農提要：東京北辰社蔵版／［ウィルリアムユーアット著］
；知識四郎訳

　　　東京：前田喜代松
　　　東京：有隣堂（発売）：丸善（発売），1886．12

　　　154p；22cm
　　　118128203q　　　Tsudliya＊＊lll＊699＊＊

　　　118128204R　　　Tsuchiya＊＊lll＊699＊A＊

和牛の調査／農商務省編

　　　東京：中央畜産會，1918．3

　　　5，215p；26cm
　　　118087414Y　　　Tsu（：hiya＊＊V＊693＊＊

［KO40－0091］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO40－0092］

棉の説／中出哲述

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，［1891．5］

　　　1冊；23cm
　　　巻末：明治24年5月田中芳男氏ノ委嘱二因リ伊勢神苑會農
　　　産業館ノ為メニ編述ス
　　　罫紙に毛筆書きの書写資料
　　　和装，袋綴

　　　118154365Y　　　Tsudliya＊＊ll＊1371＊＊

KO50＝農村副業

青森縣冬期間に於ける農家副業調査

　　　青森：青森縣農会，19102

　　　19，225p；22cm

　　　118107761W　　　Tsuchiya＊＊IV＊1317＊＊

茨城縣の農家副業

　　　［水戸］：茨城縣農會，1915．10

　　　188p，図版1枚；23cm

　　　118107746z　　l　Tsuchiya＊＊IV＊1303＊＊

岩手縣ノ副業一般調査

　　　［盛岡］：巌手縣内務部，1923．5－1924．3

　　　2冊；23cm
　　　（巖手縣の副業；第4輯，第5輯）

　　　118107751V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1308＊＊5

　　　118107752W　　　Tsuchiya＊＊IV＊1308＊＊4

関東の副業：関東各府県副業部調査

　　　東京：日本産業協会
　　　［東京］：関東府県聯合副業共進会，1928．10

　　　99，200p，図版10枚；19cm

　　　118107726X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1281＊＊

九州の副業

　　　東京：日本産業協會，1928．4

　　　48，5，171p，図版6枚；19cm
　　　表紙：日本産業協會版

　　　118107722T　　　Tsuchiya＊＊IV＊1277＊＊

［KO50－0001］

［KO50－0002］

［KO50－0003］

［KO50－0004］

［KO50一・0005］

京都府ノ副業／京都府内務部門

　　　［京都］：京都府内務部，1926．4

　　　3，132P；23cm

　　　118088313X　　　Tsuchiya＊＊V＊1534＊＊

群馬縣副業一班

　　　［出版地不明］：群馬縣内務部，1929．3

　　　1，2，122p，図版4枚；19cm

　　　1ユ8107733V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1288＊＊

埼玉縣副業關係法規

　　　［浦和］：埼玉縣内務部，［19一］

　　　26p；19cm
　　　（副業資料；第4）

　　　換二二

　　　1181298692　　　Tsuchiya＊＊IV＊1313＊＊

四國の副業／日本産業協会編

　　　東京：日本産業協会，1928．10

　　　154p；19cm
　　　118107724v　　　Tsuchiya＊＊IV＊1279＊＊

静岡縣農家副藝一斑／静岡留山會編

　　　静岡：静岡縣農會事務所，1917．9

　　　7，361p；23cm

　　　118106458Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊97＊＊

島根縣の副業

　　　［松江］：島根縣内務部，1929．3

　　　80p；22cm
　　　表紙：副業資考

　　　118107756－　　　Tsuchiya＊＊IV＊1314＊＊

主トシテ副業生産品ヲ取扱縣下出荷團髄概要

　　　［静岡］：［静岡縣内務部］，［1929．11］

　　　26p；22cm
　　　（副業参考資料）

　　　緒言：昭和4年11月静岡縣内務部
　　　表紙：副業参考資料

　　　118107770W　　　Tsuchiya＊＊IV＊1326＊＊

［KO50－OOO6］

［KO50－OOO7］

［KO50－0008］

［KO50－0009］

［KO50－0010］

［KO50－0011］

【KO50－OO12］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO50－0013］
主要市場二三ケル草履表ノ取引状況調査／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1927．9

　　　9，131p；22cm
　　　（副業参考資料子21）

　　　118107768＄　　　Tsuchiya＊＊IV＊1325＊＊

　　　118107769／　　　Tsuchiya＊＊IV＊1325＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO50－OO14］
製茶機械使用法講習會講義録／静岡縣茶業組合聯合回議所
［編］

　　　［静岡］：艀岡野口業組合聯合會議所，［1918．2序］

　　　67p；23cm
　　　1：L80988787　　　Tsuchiya＊＊V＊3240＊＊

全國副業展覧會報告／松川俊治編輯

　　　東京：日本産業協會，1926．8

　　　4，62，192，104p，図版4枚；22cm

　　　118107766．　　　Tsuchiya＊＊IV＊1323＊＊

［KO50－OO　15］
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澤庵漬血忌スル調査／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，［1932．2凡例］

　　　110p；23cm
　　　（副業参考資料；44）

　　　118107740T　　　Tsuchiya＊＊IV＊1295＊＊

［KO50－0016］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO50－OO17］

蕃叢予習細縣立農事試験場茶業部鯛縣茶業船聯合

　　　静岡：静岡県茶業組合聯合会議所，1915．9

　　　10，352p；23cm

　　　118107562V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1108＊＊

茶業二丁スル調査／農商務省農務局編

　　　東京：大日本農会，1912．3

　　　23，576p，図版9枚：地図；26cm

　　　118127681Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊99＊＊

中國の副業

　　　東京：日本産業協會，1928．10

　　　51，4，224p；20cm

　　　118107728Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1283＊＊

東海の副業／山中省二編輯

　　　東京：日本産業協会，1928．3

　　　126，47p；19cm

　　　118107721S　　　Tsuchiya＊＊IV＊1276＊＊

東北の副業／日本産業協会編

　　　東京：日本産業協会，1927．9

　　　118，45p；19cm

　　　118107723U　　　Tsuchiya＊＊lV＊1278＊＊

［KO50・一〇〇18］

［KO50－OO19］

［KO50－0020］

【KO50－OO21］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO50－OO22］
徳島縣之副業

　　　［徳島］：徳島縣内務部，［1927．3］一

　　　冊；23cm
　　　（副業参考資料；1，2）

　　　記述は［昭和2年版］による
　　　［昭和4年版］のタイトル：徳島縣の副業

　　　118107759＄　Tsuchiya＊＊IV＊1319＊＊昭和2

　　　118107809Z　Tsuchiya＊＊IV＊1319＊＊昭和4

長野縣の農家副業

　　　［長野］：長野縣農會，1919．4

　　　1，3，237P；22cm

　　　118107762X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1318＊＊

長野縣の副業／細川吉次郎編輯

　　　長野：長野縣農會，1920．5

　　　1，2，183p；22cm

　　　118107735X　　　Tsuchlya＊＊IV＊1290＊＊

新潟縣の副業

　　　［新潟］：新潟縣内務部農務課，1930．3

　　　6，208p；19cm

　　　118107755Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1312＊＊

［KO50－0023］

［KO50－0024］

［KO50－0025］

新潟縣副業一般

　　　［新潟］：新潟縣内務部農務課，1925．3

　　　7，143p，図版1枚；19cm

　　　118107708X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1256＊＊

日本茶業會報告／多田元吉著

　　　東京：日本茶山會中央本部，1894．2

　　　99P；22cm
　　　臨時特報1：米国派遣員報告

　　　118127902V　　　Tsuchiya＊＊1疑＊325＊＊

農家家内諸工業の饗遷過程／三瓶孝子著

　　　東京：伊藤書店，1944．3

　　　5，4，224p；21cm

　　　118107298．　　　Tsuchiya＊＊IV＊827＊＊

［KO50－OO26］

［KO50－OO27］

［KO50－0028］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO50－OO29］
農家の副業と其方法：致冨新論／豊田席次，井関十二郎合著

　　　東：京：修幽幽書店，1906．4

　　　22，276p；23cm
　　　（新撰百科全書；第105編）

　　　118107739．　　　Tsuchiya＊＊IV＊1294＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO50－OO30］
農家副業調査書

　　　［山形］：山形縣，1914．6

　　　2，27p；22cm
　　　目次：副業調査書

　　　大正2年調査

　　　118107763Y　Tsuchiya＊＊IV＊1320＊＊大正2

農家副業二二スル調査／農商務省農務局［編］

　　　［東京］：農商務省農務局，1912．9

　　　2，259p；26cm
　　　（農務彙纂／農商務省農務局；第32）

　　　118107460S　　　Tsuchiya＊＊IV＊990＊＊

［KO50－OO31］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO50－OO32］
農工調和に揺する基本調査報告書／農商省総務局［編］

　　　［東京］：農商省総務局，［1944．6序］

　　　126p；21cm
　　　茨城縣豊浦町の部，東亜農業研究所（東農研中間報告第1號

　　　昭和19年2月）

　　　118107954－　　　Tsuchiya＊＊IV＊1501＊＊

・農山漁家副業指針

　　　［東京］：農林省，1932．12

302p；23cm

1181078980 Tsuchiya＊＊IV＊1446＊＊

農村工業調査／東京工業大學工業調査部著

　　　東京：東京工業大學，1941．3

　　　4，286p；26cm

　　　118087721Z　　　Tsuc卜iya＊＊V＊1036＊＊

農村工業地理／尾原信彦著

　　　東京：東廟社，1938．11

　　　2，10，226，6p；23cm
　　　参考文献：p98－99，222－226

　　　118108947＄　　　Tsuchiya＊＊IV＊2482＊＊

［KO50－0033］

［KO50－0034］

［KO50－OO35］
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農村工業に關する調査／農事電化協會編

　　　［東京］：農事電化協會，1937．6

　　　22，101p；23cm
　　　118087293＄　　　Tsuchiya＊＊V＊554＊＊

［KO50－0036］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO50－OO37］
農村工業要覧／岩手縣経濟部［編］

　　　［盛岡］：岩手縣経舌面，［1935］一

　　　冊；22cm
　　　118107707H　Tsuchiya＊＊IV＊1258＊＊昭和10

農村の機械工業／大河内正敏著

　　　東京：科学主義工業社，1938．6

191p；19cm
118107987Z Tsuchiya＊＊IV＊1519＊＊

農村副業問題／小平権一著

　　　東京：日本差出社，1926．10

　　　5，8，374p；20cm
　　　（農村問題大系；第9編）

　　　1181280300　　　Tsuchiya＊＊lII＊433＊＊

農村向き小工業の研究資料

　　　［名古屋］：愛知縣副業調査會，［1930．3］

　　　120p；22cm
　　　奥付：（換謄寓）昭和5年3月印刷

　　　1181087890　　　Tsuchiya＊＊IV＊2321＊＊

播州素麺及伊勢素麺二關スル調査

　　　［東京］：農林省農務局，1930．3

　　　60p；22cm
　　　（副業参考資料；36）

　　　謄写版

　　　118107767　　　　Tsuchiya＊＊IV＊1324＊＊

［KO50－0038］

［KO50－0039】

［KO50－0040］

［KO50－OO4乳］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO50－0042］

備後表／河地大輔編輯

　　　［福山］：河地大輔，1931．5

　　　288p，図版1枚；22cm
　　　奥付：編輯兼発行人河地大輔（廣島縣立尾道商業學校）

　　　118107754Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊1311＊＊

福井県の副業／福井県副業組合聯合会編
　　　福井：福井県副業組合聯合会，1929．4

　　　276p，図版2枚；20cm

　　　118107727Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊1282＊＊

副業加工及農村工業團髄二關スル調査

　　　［東京］：農林省経濟更生部，1939．3

　　　4，126p，図版1枚；26cm
　　　（副業参考資料；51）

　　　謄写版

　　　118108225S　　　Tsuchiya＊＊IV＊1743＊＊

　　　118108226T　　　Tsuchiya＊＊IV＊1743＊A＊

副業経螢資料

　　　［松江］：島根縣内務部，［1926以降］

　　　2，56p；23cm
　　　表紙：副業資料
　　　p53：移入出状況（大正15年）

　　　118107757．　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊1315＊＊

［KO50－OO43］

［KO50－0044］

［KO50－0045］

副業調査

　　　［川越］：埼玉縣農會，1919－1922

　　　3冊；23cm

　　　118107758　　　　Tsuchiya＊＊IV＊1313＊＊1

　　　1181298670　　　Tsuchiya＊＊IV＊1313＊＊4

　　　1181298681　　　Tsuchiya＊＊IV＊1313＊＊3

［KO50－0046］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO50－0047］
副業調査書／長野縣［編］

　　　［長野］：長野縣，1926．4一

　　　冊；27cm
　　　第1こ口巻頭：長野縣副業調査書
　　　第2編のタイトル；副業調査
　　　第1編：現況調査一三2編：加工的副業，工賃副業概況

　　　118107198－　　　Tsuchiya＊＊IV＊736＊＊1

　　　118107199．　　　Tsuchiya＊＊IV＊736＊＊2

副業としての稲田養鯉

　　　［長野］：長野縣商工課，1924。4

　　　2，2，23p；22cm

　　　118107750u　　　Tsuchiya＊＊lV＊1307＊＊

［KO50－0048］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO50－0049］
副業二關スル優良組合事例／農商務省農務局［編］

　　　［東京］：農商務省農務局，1925．3

　　　6，441p；23cm
　　　（副業参考資料；16）

　　　118106431P　　　Tsuchiya＊＊IV＊74＊＊

　　　118106432q　　　Tsuchiya＊＊IV＊74＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO50－0050］
分業的小工業二關スル調査／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1931．3

　　　242p；23cm
　　　（副業参考資料；40）

　　　118107731T　　　Tsuchiya＊＊IV＊1285＊＊

北陸の副業

　　　東京：日本産業協會，1929．8

　　　174p；19cm
　　　118107725v　　　Tsuchiya＊＊IV＊1280＊＊

宮城縣を主とせる農村副業に關する調査

　　　仙台：斉藤報恩会産業調査所，1934．5

　　　244p；23cm
　　　（斉藤報恩会産業調査報告；第5）

　　　118156524X　　　Tsuchiya＊＊ll＊2265＊＊

山形縣農家ノ冬期間二於ケル副業調査

　　　［山形］：山形縣農會，1910．12

　　　6，9，270p；22cm

　　　118107697／　　　Tsuchiya＊＊lV＊1253＊＊

山形縣農家ノ副業調査書

　　　［山形］：山形縣内務部，［1915．12］一

冊；22cm

付は「大正4年12月」

なし

118107764Z

118107765一

［KO50－0051］

［KO50－OO52］

［KO50－0053］

［KO50－0054］

［大正3年］版：汎例は「大正4年11月山形縣内務部」，奥

［大正5年］版：汎例は「大正7年3月山形縣内務部」，奥付

Tsuchiya＊＊IV＊1320＊＊大正5

Tsuchiya＊＊IV＊1320＊＊大正3
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山形縣副業状態調査／山形縣内務部［編］

　　　［山形］：山形縣内務部，1923．3

　　　3，62p；22cm
　　　大正10年ノ状態

　　　118107517V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1063＊＊

　　　118107518w　　　Tsuchiya＊＊IV＊1063＊A＊

鯨剰勢力調査事例／農商務省農務局編纂

　　　東京：國産時報社，1921．3

　　　1冊；26×38cm
　　　（副業参考資料；6）

　　　大正7年鳥取県農会調査

　　　118107062Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊663＊＊

藁製品袖無スル調査

　　　［東京］：農林省自重更正部，1935．3

　　　4，588p；23cm
　　　（副業参考資料；46）

　　　118107741u　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊1296＊＊

［KO50－OO55］

［KO50－0056］

【KO50－0057］

　　　　　　　　　KO60＝養蚕業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0001］
石川縣盤業沿革史：大典紀念

　　　［金沢］：石川縣内務部，1915．12

　　　4，18，6，254，32p；26cm
　　　輯録：盟原縮次郎，小田吉之丈

　　　118106549Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊178＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OOO2］
維新以後慧種製造取締沿革／轟木長著

　　　東京：轟木長，1891．1

　　　20p，図版1枚；22cm
　　　巻頭：維新以後政府力奮種製造取締ノ為メ實施セシ政務ノ

　　　梗概

　　　118i56471Y　　　Tsuchiya＊＊II＊2196＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0003］
’伊予蚕業沿革史／村上心志著

　　　大淵町（愛媛県）：伊予蚕業沿革史刊行会，1926．12

　　　2，6，434p，図版2枚；23cm

　　　118109849＋　　　Tsuchiya＊＊lll＊17＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OOO4］
各縣有志董業集談會筆記／宮崎有親編輯

　　　前橋町（群馬県）：廣聞社，1883．3

　　　40，5丁；23cm
　　　和装

　　　118154242s　　　Tsuchiya＊＊Il＊1028＊＊

　　　118154243T　　　Tsuchiya＊＊ll＊1028＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0005］
鹿児島縣蚕業史實の片影

　　　［鹿見島］：鹿三島縣養意業組合聯合會，1933．11

　　　70p；22cm
　　　118127655－　　　Tsuchiya＊＊IIl＊66＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0006］
共同繭倉庫及共同乾繭装置助成関係規則／農林省蚕糸局編

　　　東京：農林省蚕糸局，1930．1

　　　65p；22cm
　　　118109058x　　　Tsuchiya＊＊IV＊2603＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OOO7】
熊本県翼業史／大日本鱈綜會熊本支會編

　　　［熊本］：大日本竃二品熊本支會，1916．10

　　　7，4，69，508，38p；24cm

　　　118127639　　　　Tsuchiya＊＊llI＊51＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OOO8］
栽桑實験録／［船津傳次平著］

　　　［東京］：農商務省農務局，1883．6

　　　46p，図版25枚；23cm
　　　発売：有隣堂

　　　118154390冒　　　Tsuchiya＊＊Il＊1398＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0009］
竃業一斑：附甲信上奥四州實業見聞記／井上馬太郎述

　　　東京：井上三太郎，1893。12

　　　2，111，11，4p，；22cm

　　　118128398＋　　　Tsu（：hiya＊＊1曇1＊930＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OOlO］
慧業改良説／田島浩造著

　　　東京：有隣堂，1887．8

　　　3，1，53p；19cm
　　　（勤農叢書）

　　　118128399こ口　　Tsuchiya＊＊111＊931コ口

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO60－OO　11］
覇業試験場報告／農林省翼業試験場編

　　　東京：農林省竃業試験場
　　　東京：成美掌（発売），1932．8－34．12

　　　冊；27cm

　　　118088624　　　　Tsuchiya＊＊V＊81＊＊8／6

　　　118088640－　　　Tsuchiya＊＊V＊81＊＊8／10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60一・OO　12］

慧業の電化／佐藤雅著

　　　東京：農事電化二三，1927．4

　　　2，198p；19cm

　　　118108966！　　　T＄uchiya＊＊IV＊2506＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0013］
慧業膝栗毛／百瀬清吉戯作

　　　東京：有隣堂，1896．2－1900．3

　　　2冊；22cm
　　　118156468！　　　Tsuchiya＊＊ll＊2193＊＊1

　　　118156469＋　　　Tsuchiya＊＊ll＊2193＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0014］
産繭虜理状況調査／日本中央翼綜會［編］

　　　［東京］：［日本中温温綜會］，1935．3

　　　69p；23cm
　　　118127654z　Tsuchiya＊＊lll＊55＊＊昭和9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0015］
産繭取引合理化奨励春慧成績

　　　［愛知］：愛知縣薫綜業聯盟會，［1933］

　　　38P；27cm＋補遺（12P；27cm）
　　　表紙：昭和8年6月
　　　補遺：昭和8年8月

　　　118109141q　　　Tsuchiya＊＊IV＊2715＊＊
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翼史／大塚良太郎編

　　　東京：大塚良太郎，1900．7

　　　2冊；23cm
　　　冨桑園減版

　　　118109850x　Tsuchiya＊＊lll＊18＊＊前編

　　　118127601R　Tsuchiya＊＊lll＊18＊＊後編

［KO60－0016］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0017］
零種規則附録書

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1870．10序］

　　　1，12丁　；23cm
　　　［序］：「庚午10月太政官」，「庚午9月大蔵省」

　　　本文頭：寛種製造規則書附録

　　　和装本

　　　118127659／　　　Tsuchiya＊＊111＊71＊＊

零種商法／吉田屋表二郎述

　　　東京：上州屋惣七：吉田屋清兵衛，1869．4

　　　32丁；19cm
　　　（開物新書；第1集附録下）

　　　和装

　　　118154388＄　　　Tsuchiya＊＊ll＊1396＊＊

［KO60。0018］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60一・OO19］
二種製造者注意事項：附蟹二三除法／福島縣内務部［編］

　　　［福島］：福島縣内務部，［1904］

　　　13p；14cm
　　　［序］：明治37年5月
　　　表紙：以印刷換謄写

　　　118153449－　　　Tsuchiya＊＊llI＊564＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OO20］
翼種製造者ノ経螢二關スル調査／農林省翼綜局編

　　　東京：全國藪種業組合聯合會，1935．3

　　　9，234p；27cm
　　　昭和8年現在

　　　1180886391　　　Tsuchiya＊＊V＊1875＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OO21］
二種製造之二二布告；全規則

　　　東京：紀伊國屋下兵衛，1870，8

　　　15，2丁；23cm
　　　出版年は「御布告」末尾の記述「庚午八月」による

　　　袋綴

　　　118157052U　　　Tsuchiya＊＊lIl＊69＊A＊

　　　118157053V　　　Tsuchiya＊＊lll＊69＊＊

翼種説／柳河春三課

　　　東：京：吉田屋，［1869庫］

　　　2，4，17丁；19cm
　　　（開物新書；第1引上）

　　　吉田屋藏板
　　　和装，袋綴

　　　1180992861　　　Tsuchiya＊＊ll＊1762＊＊

翼事摘要／佐々木長淳著

　　　［東京］：宮内省，1885．5

　　　2，5，34p，図版8枚；28cm
　　　（栃木縣渤業報告；第28號附録）

［KO60－OO22］

［KO60－0023］

繭綜織物陶漆器共進會参考品青山御所養薫館調製

118154781－　　　Tsuchiya＊＊ll＊972＊＊

翼桑古典集成／猪坂直一，可見良夫校訂

　　　上田：童桑古典集成刊行会，1928．1

　　　13，423p；23cm

　　　1181088891　　　Tsuchiya＊＊IV＊2428＊＊

翼桑二二

　　　［彦根］：彦根藩，［1871．1］

　　　26丁；26cm
　　　和装，袋綴

　　　118152487．　　　Tsuchiya＊＊1＊461＊＊

翼桑生理問答／田島武平質問；練木喜三答述

　　　東京：有隣堂，1884．4

　　　72p；22cm
　　　農商務省農務局蔵版

　　　118127636z　　　Tsuchiya＊＊lIl＊48＊＊

翼桑長策：完／尾高藍香著

　　　東京：尾高次郎
　　　東京：丸善（発売），1889．8

　　　2，89p，図版5枚；22cm
　　　龍門社蔵版
　　　岡鹿門序

　　　118128400P　　　Tsuchiya＊＊lll＊932＊＊

三丹二業郷土史／郡上製塩株式会社調査課編

　　　綾部（京都）：三巴製綜株式会社，1933．8

　　　2，4，12，16，399，254p；23cm

　　　118156741Y　　　Tsuc卜iya＊＊ll＊2468＊＊

翼病試験三蹟／農商務省［編］

　　　東京：有隣堂，1888．12

　　　68p，図版3枚；28cm
　　　（農商工公報；号外明治21年）

　　　118152524T　　　Tsuchiya＊＊1＊500＊＊5

翼務問答／佐々木長延著

　　　東京：佐々木長淳，1887．10－1889．12

　　　3冊；23cm
　　　和装

　　　118150646W　　　Tsuchiya＊＊ll＊1258＊＊1

　　　118150647X　　　Tsuchiya＊＊Il＊1258＊＊2

　　　118150648Y　　　Tsuchiya＊＊ll＊1258＊＊3

［KO60－OO24］

［KO60－0025］

［KO60－0026］

［KO60－0027］

［KO60－0028］

［KO60－0029］

［KO60－OO30］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0031］
翼二二／佐々木二二報知；近藤眞琴編輯

　　　［出版地不明］：［二丁博覧會事務局］，［1875？］

　　　11丁・22cm　　　　　　り
　　　和装，仮綴（袋綴）

　　　118128087－　　　Tsuchiya＊＊IIl＊523＊＊

信濃二業沿革史料／高島諒多著

上田（長野県）

286p；22cm

118127650V

：吉田金次郎，1892。8

Tsuchiya＊＊lll＊61＊＊

［KO60－0032］
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秋翼研究録／尾高惇忠，稗乗園同纂

　　　東京：尾高惇忠，1896．7

　　　2，32p；22cm

　　　118128138X　　　Tsuchiya＊＊Ill＊637＊＊

新撰養翼秘書／塚田與右衛門著

　　　東京：須原屋平左衛門，寳暦7［1757］

　　　45丁；32cm
　　　題簸：養童秘書

　　　和装

　　　118156189／　　　Tsuchiya＊＊ll＊2008＊＊

［KO60－OO33］

［KO60－OO34］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0035］
蒸繭方法告諭書／［大蔵省編］．海軍兵學寮自費生徒入寮布
告／海軍省［編］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1873］

　　　1冊：挿図；22cm
　　　蒸繭方法告諭書序：明治6年5月
　　　酒壷方法告諭書：大蔵省より各府県管内へ達

　　　海軍兵山鼠自費生徒入寮布告：第165號海軍省より若松縣

　　　へ達
　　　和装

　　　118127662Y　　　Tsuchlya＊＊lll＊75＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OO36］
桑園経濟調査資料／長野縣農會［編］

　　　［長野］：長野縣農會，1905－1907．4

　　　3冊；23cm
　　　2：南佐久，小縣，上伊那，西筑摩，南安曇，ノ五郡分

　　　3：北佐久，北安曇，上高井，上水内，ノ五郡分

　　　118127942Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊363＊＊2

　　　118127943－　　　Tsuchiya＊＊II1＊363＊＊3

桑園混作試験成績／農林省翼野川［編］

　　　［東京］：農林省奮一局，1936．1

　　　2，317p；22cm
　　　謄写版

　　　118087267／　　　Tsuchiya＊＊V＊523＊＊

［KO60－0037］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OO38］
桑園二關スル調査／農林省翼綜局［編］

　　　［東京］：農林省舞綜局，1928．10一

　　　冊；23cm

　　　118107957＄　Tsuchiya＊＊IV＊1504＊＊昭和8

　　　118107958／　Tsuchiya＊＊IV＊1504＊＊昭和11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60一・OO39］

第四回官業報告書

　　　［平野村］（長野県）：岡谷乾繭委託株式會社，［1932．1］

　　　13p；19cm
　　　自昭和6年1月1日至昭和6年12月31日
　　　昭和7年1月一p2
　　　118127620S　　　Tsuchiya＊＊lll＊36＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0040］

大日本翼史／佐野瑛著

　　　東京：大日本童史編纂事務所，1898

　　　2冊；23cm
　　　佐野瑛纂訂・速水堅曹補修

　　　118156068－　Tsuchiya＊＊ll＊1938＊＊現業史

　　　118156069．　Tsuchiya＊＊ll＊1938＊＊正史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0041］
伊達の二種業／谷津市之介編

　　　伊達郡（繧嶋縣）：伊達郡意種同業組合事務所，1908．4

　　　84p：地図；18cm

　　　118150713R　　　Tsuch署ya＊＊II＊1309＊＊

　　　118150714s　　　Tsuchiya＊＊ll＊1309＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OO42］
稚翼共同飼育所二關スル調査／農林省翼綜局［編］

　　　東：京：農林省意綜局，1935。3一

　　　冊；26cm

　　　118109096Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊2648＊＊1

　　　118109097－　　　Tsuchiya＊＊置V＊2648＊＊3

　　　118109098．　　　Tsuchiya＊＊IV＊2648＊＊4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OO43］
秩父郡の蚕業

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1907．10緒言］

　　　2，71，15，5p；23cm
　　　緒言：齋藤直蔵（埼玉県大宮蚕病予防事務所長）

　　　118127667＄　　　Tsuchiya＊＊llI＊83＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OO44］
地方翼業試験場長協議會第三部門（試験研究の施行に關する
件）委員會記録／開業試験場［編］

　　　［東京］：農林省意業試験場，1934．1－1936．1

2冊；23cm
（甲）委員会記録，（乙）試験成績説明要旨

開催：昭和9年1月17－19日，昭和11年1月18－21日
以印刷代謄写

118127653Y　Tsuchiya＊＊lll＊64＊＊昭和8
118129900V　Tsuchiya＊＊II置＊64＊＊昭和10

凍害豫防法井善後策協議會録事

　　　［東京］：東京章業講習所，1906。12

　　　151p：地図；26cm

　　　118087332X　　　Tsuchiya＊＊V＊602＊＊

富山縣翼業史

　　　［富山］：富山縣内務部，1908．4

　　　4，112p；22cm
　　　表紙：富山縣
　　　付図：富山潮岬業地圖（折畳）

　　　117002513K　Tsuchiya＊＊lll＊81＊＊附図

　　　118127664－　　　Tsuchlya＊＊lll＊81＊＊

［KO60－0045］

［KO60一・0046］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OO47］
長田村に於ける養蚕保険に就いて／根岸勉治調査

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1929］

　　　15丁；27cm
　　　謄写版
　　　和装

　　　118128058Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊64＊＊

日本頚業革進策／大森順造，岩田次郎合著

　　　高野村（茨城県）：童業之燈社，1899．5

　　　2，3，417p；22cm

　　　118156470X　　　Tsuchiya＊＊ll＊2195＊＊

日本蚕業由来史／大北寿晶晶．一2版

　　　機殿村（三重）：神宮御機殿顕賞會，1913

　　　26p；21cm
　　　初版は明治38年刊行

　　　118156537．　　　Tsuchiya＊＊ll＊2276＊＊

［KO60－OO48］

［KO60－0049］
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比企翼業逸史／山下正人著

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，1933．12

　　　2，16p；24cm
　　　巻頭：山下夢漢著とあり

　　　袋綴

　　　118156464－　　　Tsuchiya＊＊ll＊2189＊＊

微粒子病試験報告／農商務省［編］

　　　［東京］：農商務省

　　　東京：有隣堂（発売），1886．9

　　　2，71p，図版7枚；22cm
　　　雑誌「農商工公報」號外

　　　報告者：練木喜三

　　　118152513R　　　Tsuchiya＊＊1＊490＊＊

福島縣託種業一班／久保和三郎著

　　　福島町（福島県）：福島出版協會，1903．8

　　　2，2，84p；23cm
　　　タイトルは序文より

　　　118128097．　　　Tsuchiya＊＊lll＊565＊＊

福島縣養慧研究會日誌

　　　［福島］：［福島縣養慧研究會］，1883．4

　　　76p；18cm
　　　118127892＄　　　Tsl」chiya＊＊lll＊310＊＊

［KO60－OO50］

［KO60－0051］

［KO60－0052】

［KO60－0053］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OO54］
不伴性油翼ノ遺傳學的研究／田中義磨，松野正一編

　　　東：京：農林省薫業試験場，1929．3

　　　p305－423；26cm
　　　（章業試験場報告；第7巻．第8號）

　　　118087027Y　　　Tsuchiya＊＊V＊81＊＊7／8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0055］
本邦に於ける一代交雑盤種の畿祥史／加藤集次編輯

　　　松本：一代交雑意種號祥記念會，［1928序］

　　　2，3，80p，図版9枚：肖像；23cm

　　　118108815x　　　Tsuchiya＊＊IV＊2348＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OO56］
繭移動及虜理状況並特約養翼組合二關スル調査／農林省慧
綜局［編］

　　　［東京］：農林省露綜局，1930．1

　　　4，161p；27cm
　　　表紙：昭和4年12月
　　　内容：昭和3年現在

　　　1180886470　　　Tsuchiya＊＊V＊1885＊＊

繭債低落封策経過

　　　［出版地不明］

　　　102P；22cm

　　　118127638．

：愛知縣，1931．3

　Tsuc卜iya＊＊llI＊50＊＊

繭切歩検定法

　　　［長野］：長野縣内務乱心三二，1930．4

　　　20p，図版2枚；22cm

　　　118128137w　　　Tsuchiya＊＊Ill＊636＊＊

［KO60－0057］

［KO60－0058］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0059］
繭検定鑑定成績：附繭検定所概況及諸規程／茨城縣繭検定
所［編］

　　　［土浦］：［茨城縣繭検定所］，［1935．3序］

　　　104，34p：地図；23cm
　　　表紙：代謄写

　　　118128135U　Tsuchiya＊＊lll＊634＊＊昭和9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OO60］
繭検定成績／岐阜縣二二定所［編］

　　　岐阜：岐阜縣丁丁定所，1933．4

　　　62p，図版1枚；26cm

　　　118109095Y　Tsuchiya＊＊IV＊2646＊＊昭和7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60・一〇〇61］

三市場に關する調査／農林省二二局［編］

　　　［東京］：農林省意下局，1931．5－

　　　v．・26cm
　　　　シ
　　　謄写版

　　　118109092v　Tsuchiya＊＊IV＊2643＊＊昭和6

　　　118109093H　Tsuchiya＊＊IV＊2643＊A＊昭和6
　　　118109094X　Tsuchiya＊＊IV＊2643＊＊昭和10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0062］
繭虜理並特約取引二關スル調査／農林省翼綜局［編］

　　　［東京］：農林省露綜局，1934．3

　　　4，262p；27cm

　　　118109090T　　　Tsuchiya＊＊IV＊2641＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OO63］
繭相場調／農林省翼綜局［編］

　　　［東京］：農林省竃綜局，1933．3

　　　92p；26cm
　　　謄写版，袋綴

　　　118088646％　Tsuchiya＊＊V＊1884＊＊昭和7

繭相場蚊産繭虜理状況調査

　　　［東京］：日本中央蚕糸会，1933．3－1934．3

　　　2冊；23cm

　　　118087266＄　　　Tsuchiya＊＊V＊522＊＊

養灘家必携：全

　　　［水戸］：茨城縣勤業課，1881．6

　　　33p；20cm
　　　表紙：茨城縣勧業課蔵版
　　　巻末：茨城縣勧業課出仕北山正太郎誌

　　　118156019w　　　Tsuchiya＊＊lI＊1921＊＊

［KO60－0064］

［KO60－OO65］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OO66］
二二二二と備荒施設の現状／全國養三業組合聯合會編

　　　［東京］：全國養童業組合聯合會，［1935．3］

　　　4，274p；22cm

　　　118098140W　　　Tsuchiya＊＊V＊2459＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OO67］
二二二二態様別経濟調査

　　　東京：日本中央童綜會，1933－1937

　　　冊；27cm

　　　118109059Y　Tsucbiya＊＊IV＊2604＊＊昭和8
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－OO68］
養翼経螢調査成績／農林省翼練局編纂

　　　東京：大日本意縣會，1934．3－1936．3

　　　15冊；31cm
　　　第2編第1分冊：山形・福島・茨城・群馬・埼玉一第2分
　　　冊：東京・新潟・山梨・長野・岐阜一第3分冊：静岡・愛
　　　知・三重・京都・鳥取一第4分冊：岡山・徳島・愛媛・熊
　　　本・宮崎

1181299772
1181299783
1181299794
118129980＄

118129981／

118：L29982＋

118129983％

1181299840
1181299851
1181299862
1181299873
1181299884
1181299895
118129990！
11812999：L＋

Tsuchiya＊＊Ill＊2376＊＊S7／1

Tsuchiya＊＊Ill＊2376＊＊S7／2／1

Tsuchiya＊＊lll＊2376＊＊S7／2／2

Tsuc卜iya＊＊Ill＊2376＊＊S7／2／3

Tsuchiya＊＊l11＊2376＊＊S7／2／4

Tsudliya＊＊lll＊2376＊＊S8／1

Tsuc卜iya＊＊111＊2376＊＊S8／2／1

Tsuchiya＊＊Ill＊2376＊＊S8／2／2

Tsudliya＊＊Ill＊2376＊＊S8／2／3

Tsuchiya＊＊lll＊2376＊＊S8／2／4

Tsuchiya＊＊1量1＊2376＊＊S9／1

Tsuchiya＊＊lll＊2376＊＊S9／2／1

Tsuchiya＊＊III＊2376＊＊S9／2／2

Tsudliya＊＊lll＊2376＊＊S9／2／3

Tsuc卜iya＊＊lll＊2376＊＊S9／2／4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0069】
養翼書解題並慧業狡達史：晶晶共進會記念／福島縣人著；
福島縣立覇業學校同窓會編

　　　福島：田附卯一郎，1926．11

　　　119p；19cm
　　　118156467＄　　　Tsuchiya＊＊II＊2192＊＊

養董新書／白井篤治著

　　　［磐城］：白井篤治，1870

　　　2，36，3丁；23cm
　　　出版事項は，見返及び駿による

　　　和装，袋綴

　　　118150660s　　　Tsuc卜iya＊＊Il＊1272＊＊

養蚕新論／田嶋邦旧著

　　　東京：出雲寺万次郎，1872一

　　　冊；23cm
　　　績の版制：桑三園蔵板

　　　和装

　　　118127713v　Tsuchiya＊＊lll＊130＊＊乾坤

　　　118127714H　Tsuc卜iya＊＊lll＊130＊＊続1
　　　118127715x　　　Tsuchiya＊＊Ill＊130＊＊続2

　　　118127716Y　Tsuchiya＊＊lll＊130＊＊続3

［KO60－OO70］

［KO60－OO71】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0072］
養翼實行組合二關スル調査／農林省翼綜局［編］

　　　［東：京］：農林省蚕糸局，1934．6

　　　36p；23cm
　　　昭和8年12月
　　　謄写版

　　　118128247Y　　　Tsuchiya＊＊111＊748＊＊

養翼實業問答／市瀬善治述；田村義克記

　　　飯田町（長野県）：原勇馬，1890．12

　　　3，8，4，39，2丁；23cm
　　　和装

　　　118151934x　　　Tsuchiya＊＊1＊16＊＊

［KO60－0073］

養蚕手引／［米沢藩］慧桑方［編］

　　　［山形］：［米沢藩］璽三方，文化3［1806］

　　　14丁；18cm
　　　タイトルは巻頭より

　　　巻末：文化3丙寅春，意駒方蔵

　　　袋綴

　　　118127656．　　　Tsuchiya＊＊llI＊68＊＊

養頚二關スル組合調査／農商務省農務局［編］

　　　［東京］：農商務省農務局，1924．12

　　　55p；23cm
　　　118156097　　　　Tsuchiya＊＊腿＊1954＊＊

　　　118156098＄　　　Tsuchiya＊＊lI＊1954＊A＊

［KO60－0074］

［KO60－0075］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0076］
養翼二歩スル参考資料

　　　［東京］：農林省奮三局，1933．1－1939．3

　　　2冊；21cm

　　　118128139Y　Tsuc卜iya＊＊l11＊638＊＊昭和8

養慧の教：勧業樗母関連／船津傳次平臥

　　　廣瀬村（埼玉県）：暢業社製綜場，1880．1

　　　6丁；18cm
　　　和装，袋綴，活字

　　　118150645v　　　Tsuchiya＊＊1重＊1257＊＊

［KO60－0077］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0078】
養翼秘録：扶桑國第一産／上垣守國［著］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，享和2政［1802］

　　　3冊；26cm
　　　和装

　　　1181541210　Tsuc卜iya＊＊1＊1036＊＊上
　　　118154122P　　　Tsuchiya＊＊1＊1036＊＊中

　　　118154123Q　Tsuchiya＊＊1＊1036＊＊下

KO70＝製糸業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OOO1］
神戸生州検査所事業成績報告／農林省神戸生綜検査所編

　　　神戸：農林省神戸二二検査所，1933．8一

　　　冊；26cm

　　　118088641．　Tsuchiya＊＊V＊1877＊＊昭和7
　　　118088642　　Tsuc卜iya＊＊V＊1877＊＊昭和8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0002］
神戸生線瞼査所調査報告／農林省神戸生締検査所編

　　　神戸：農林省神戸二藍検査所，1934．3一

　　　冊；26cm

　　　118087013T　Tsuchiya＊＊V＊65＊＊昭和7／下
　　　118088643＄　Tsuchiya＊＊V＊65＊＊昭和8／上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OOO3］

愛知縣之董綜業／芝荒雄編

　　　［名古屋］：愛知縣寛糸業共進會，1928．11

　　　242，104p；19cm
　　　附録：明治大正二於ケル蚕糸業年鑑，蚕糸業視察案内

　　　118106557Y　　　Tsuchiya＊＊lv＊186＊＊

　　　118106558Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊186＊A＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0004］

愛知縣之董綜業／愛知縣桑苗同業組合連合会編

　　　名古屋：愛知県桑苗同業組合連合会，1923．11

　　　6，144p：地図；19cm

　　　118127626Y　　　Tsuchiya＊＊Ill＊42＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0005］

二二郡翼二業史

　　　［京都］：京都府何鹿郡蚕糸同業組合精算事務所，1933．3

　　　3，4，483p，図版5枚；23cm

　　　昭和8年2月
　　　118127609Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊22＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OOO6］

石川縣絹詫言

　　　［金沢］：石川県織物検査所，1937．12－1951．8

　　　2冊；23－27cm
　　　績編の標題紙：History　of　the　silk　industory　of　Ishikawa

　　　pre罫ec七ure

　　　績編の発行所：石川県繊維協会
　　　石川県生糸検査所創立三十年・石川県織物検査所創立十年

　　　記念

　　　118108692－　　　Tsuchiya＊＊IV＊2219＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OOO7］

茨城縣歯面業組合申合規約

　　　［出版地不明］：茨城縣意融業組合取締所，1886．4

　　　21p；19cm
　　　1181560200　　　丁suchiya＊＊II＊1922＊＊

茨城縣之翼練業／大日本翼綜會茨城支會［編］

　　　水戸：大日本意綜會茨城二四，1929．3

　　　6，227，76p：地図；19cm
　　　巻頭：茨城の鱈興業

　　　118106553U　　　Tsuchiya＊＊lV＊182＊＊

［KO70－0008］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0009］

碓氷社事業報告／［碓氷社編］

　　　原市町（群馬県）：碓氷社，1904．4一

　　　冊；19cm
　　　大正2－3年度表紙：有限責任信用販費組合聯合會碓氷社（上

　　　野國碓氷郡原市町）

118109833Y
118109834Z

118109835－
118109836．
118109837

Tsuchiya＊＊lll＊1＊＊明治36

Tsuchlya＊＊Ill＊1＊＊明治38

Tsuchiya＊＊lll＊1＊＊明治39

Tsuchiya＊＊lll＊1＊＊大正2

Tsuchiya＊＊川＊1＊＊大正3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1く070－0010］

碓氷社第四年度：財産目録貸借封照表事業報告書面出金面分
方法／［碓氷軽愚］

　　　［原市町］（群馬県）：碓氷社，1914．4

　　　35，11，12p；19cm
　　　有限責任信用販売組合聯合碓氷社の「財産目録」「貸借対照
　　　表」「事業報告書」「剰余金処分方法」

　　　付：第四回総会資料

　　　1：L8109839！　　　丁suchiya＊＊lll＊6＊＊

愛媛縣の翼罷業／大日本鱈綜會愛媛支下野

　　　［松山］：大日本璽綜會愛媛支會，1927．4

　　　317p；20cm
　　　118127627Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊43＊＊

［KO70－0011］

沿革誌／宮崎有敬著；上毛繭綜改良會社［編］

　　　前橋：上毛繭綜改良會社，1891．5

　　　224，101，86，41p；22cm

　　　118127647．　　　Tsuchiya＊＊lll＊59＊＊

沿革と現状／五十鈴社

［出版地不明］

14p；20cm

118128245W

：五十鈴社，1929．1

　Tsuchiya＊＊Ill＊746＊＊

［KO70－0012］

［KO70－0013］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO14］
海外諸國二尊ケル絹業事情／農林省翼綜局［編］

　　　［東京］：農林省蚕糸局，1934．7

　　　401p；22cm
　　　謄写版

　　　118087268＋　　　Tsuchiya＊＊V＊524＊＊

改正繰締賃銀計算法

　　　［綾部町］（京都府）：郡下製綜，1927．4

　　　1枚；39×54cm（折りたたみ20・x　llcm）

　　　118129085Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊1575＊＊

管内製練女工調査

　　　東京：東京地方職業紹介事務局，1925．10

　　　4，5，192，2，38p；23cm
　　　大正13年5月31日現在調査
　　　附録：新潟門下に於ける女工保護組合概況

　　　118087616　　　　Tsuchiya＊＊V＊923＊＊

　　　1180985795　　　Tsuchiya＊＊V＊923＊A＊

生糸／Eva　Flugge著；日本貿易研究所訳

　　　東京：栗田書店，1943．10

　　　168p；22cm
　　　（世界貿易産業研究叢書）

　　　118087282。　　　Tsuchiya＊＊V＊542＊＊

［KO70－0015］

［KO70－OO　16］

［KO70－0017］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0018］
生糸改會社規則／生糸改會社［編］

　　　［若松］（福島県）：［生糸改隔心］，1873

　　　［26］丁；24cm
　　　生糸改會社規則［序］：明治6年1月

　　　附：達第102号租税係より若松縣へ明治6年3月
　　　附：達第105号租税係より若松縣へ明治6年4月
　　　附：達第107号大蔵省より若松縣へ明治6年4月
　　　附：達第120号若松縣より各区長へ明治6年3月
　　　附：達第122号若松縣より各区長へ明治6年4月
　　　和装，袋綴じ

　　　118127660W　　　Tsuchiya＊＊lll＊72＊＊

生糸恐慌対策史／森本宋著

　　　横浜：横浜貿易新報社：，1931．3

　　　4，19，559，120p；23cm
　　　附：生糸貿易史年表

　　　118109027T　　　Tsuchiya＊＊IV＊2569＊＊

［KO70－OO19］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0020］
生綜金融調査：調査部第七回報告／東京高等商業學校［編］

　　　東：京：東京高等商業學校，1915．9

　　　2，1，1，5，105p；23cm
　　　生縣金：融参考書類：p104－105

　　　118128825－　　　　Tsuchlya＊＊lll＊1338＊＊

　　　118128826．　　　Tsuchiya＊＊lll＊1338＊A＊
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生綜検査所關係法規

　　　［横浜］：生綜検査所，1928．11

　　　76p；16cm
　　　表紙：昭和3年11月

　　　118128246X　　　Tsuchiya＊＊lll＊747＊＊

［KO70－0021］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0022］
生糸検査所研究報告／農林省生糸検査所

　　　1巻1号（昭4．9）一5巻2号（昭38．3）；19号（昭39．3）一34

　　　号（昭55。3）

　　　［東京］：農林省生糸検査所，1929－1980

　　　責任表示変更：農林省生糸検査所（1巻1号～1巻3号）→
　　　農林省横浜生糸検査所（1巻4号～1巻5号）→農林省神戸
　　　生糸検査所（2巻1号）→農林省横浜生糸検査所・農林省神
　　　戸生糸検査所（2巻2号一）

　　　請求記号3Tsuchiya＊＊IV＊2491＊＊

　　　所蔵年次＝1934－1934
　　　所蔵巻次31（5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO23］
生練國内消費増進方策座談會要記／日本中央翼糸會［編］

　　　東京：日本中画意六諭，1933．12

　　　63p；23cm
　　　118128136V　　　Tsuchlya＊＊lll＊635＊＊

生綜商戦史／一戸正侯著

　　　横浜：意綜貿易通信社，1927．3

　　　5，7，190p；22cm
　　　巻頭：大正十五年，昭和元，二年生綜商戦史

　　　奥付：大正十五年，昭和元年生綜商戦史

　　　118156437－　　　Tsuchiya＊＊ll＊2163＊＊

生綜製造取締規則

　　　［出版地不明］：［大蔵省］，［1873．6］

　　　［7］丁；23cm

　　　和装

　　　118156001N　　　Tsuchiya＊＊ll＊1889＊＊

　　　1181560020　　　Tsuc卜iya＊＊囲＊1889＊A＊

［KO70－OO24］

［KO70－0025］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0026］
生糸年報

　　　［横浜］：製糸団結開明会社，［1885］一［1886］

　　　2冊；20cm
　　　第4次巻頭：明治17年生糸商況一第5次巻頭：明治18年
　　　蚕糸商況

　　　118128513U　　　Tsuchiya＊＊lll＊1050＊＊4

　　　118128514v　　　Tsuchiya＊＊lll＊1050＊＊5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO27］
生絡羽二重商慣習及荷造法／面諭商業學校編纂

　　　［横浜］：自証商業學校，［19・一］

　　　54p；22cm
　　　118109619－　　　Tsuchiya＊＊IV＊3210＊＊

生練貿易之婁遷／橋本重兵衛著

　　　東京；丸山舎本店，1902．12

　　　7，225p；22cm

　　　118130155P　　　Tsuchiya＊＊lll＊2529＊＊

　　　118130156Q　　　Tsuch；ya＊＊1囲＊2529＊A＊

　　　118130157R，　　Tsuchiya＊＊Ill＊2529＊B＊

［KO70－OO28］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO29］
器械製練の起り：信州松代に於ける／長野縣工場課

　　　長野：長野縣工場課，1927．6

　　　1冊；24cm
　　　（労働福利資料；第4號）

　　　謄写印刷
　　　和田英子筆記（明治42年）

　　　11808879工0　　　丁suchiya＊＊V＊2046＊＊

危機に立てる日本の一締業／加藤知正著

　　　［出版地不明］：［出版社不明］，1931．1

　　　5，150p；23cm

　　　118127663Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊76＊＊

起原及沿革事業一斑

　　　［二本松］（福島県）：［隻松館］，［1920．10］

　　　22p；22cm
　　　表紙：隻松館

　　　118109685＄　　　Tsuchiya＊＊IV＊3282＊＊

［KO70－0030］

［KO70－OO31］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0032］
近代蚕糸業発達史：蚕糸業の発達と其の政策／明石弘著

　　　東京：明文堂，1939．8

　　　2，11，638亜目23月置

　　　118107403P　　　Tsuchiya＊＊IV＊929＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0033］
組合製綜工場事業成績表：大正十三年調査／長野縣内務部
籔練課［編］

　　　長野：長野縣内務尊意綜課，［1924］

　　　1枚；58×40cm（折りたたみ15×11cm）

　　　118128124S　　　　Tsuchiya＊＊lll＊620＊＊

郡是四十年小史：創立四十年記念

　　　綾部町（京都府）：郡是製糸，1936．5

　　　6，170p，図版19枚；22cm
　　　略年表：p156－169

　　　118127641V　　　Tsuchiya＊＊lll＊53＊＊

　　　118127642w　　　Tsuchiya＊＊lll＊53＊A＊

群馬縣猶主業沿革調査書／群馬縣内務部［編］

　　　［前橋］：群馬縣内務部，1903．9

　　　11，616p；23cm

　　　118127611S　　　Tsuchiya＊＊lll＊26＊＊

群馬県蚕糸業現況調査書

　　　［前橋］：群馬県内務部，1904．9

　　　2，4，506p：地図；22cm

　　　118127640U　　　Tsuchiya＊＊Ill＊52＊＊

［KO70－OO34］

【KO70－0035］

［KO70－OO36］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO37］
群馬県蚕糸業史／群馬県蚕糸業史編纂委員会編

　　　前橋：群馬県蚕糸業協会，1954－1955

　　　2冊；26cm

　　　118108690Y　Tsuchiya＊＊IV＊2217＊＊上
　　　118108691Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊2217＊＊下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO38］
交水社沿革

　　　［前橋］：［交水社］，［1911－1912］

　　　2冊；19cm
　　　巻末：有限責任信用販売組合交水社定款

　　　118127612T　　Tsuchiya＊＊川＊27＊＊明治44

　　　118127613U　Tsuchlya＊＊lll＊27＊＊大正1
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1二KO70－OO39］

神戸生練市場史／神戸市立生綜検査所編

　　　神戸：神戸市立生綜検査所，1927．7

　　　10，196，12p，図版3枚；23cm

　　　118109114Q　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊2663＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0040］
三遠玉綜製造同業組合成績

　　　豊橋：三遠玉綜製造同業組合事務所，1930．6

　　　49p，図版7枚；19cm

　　　118130309Q　　　Tsuchiya＊＊llI＊2614＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0041】
産業組合製綜／日本銀行調査局［編］

　　　［東京］：日本銀行調査局，1929．6

　　　2，8，150p；23cm
　　　（改；第109號）
　　　折込図：長野縣略圖

　　　昭和4年3月松本支店調査

　　　118127648　　　　Tsuchiya＊＊lll＊60＊＊

　　　118127649＄　　　Tsuc｝1iya＊＊IIl＊60＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0042］
翼綜及「レーヨン」内地消費状況調査／農林省翼練局［編］

　　　東京：農業と水産社，1933．3

　　　4，92p；26cm

　　　1180886380　Tsuchiya＊＊V＊1873＊＊昭和4－5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0043］

翼紙生綜の説

　　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［187。］

　　　13丁；22cm
　　　柱：大蔵省
　　　袋綴

　　　118127661X　　　Tsuchiya＊＊lII＊73＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［K：070－OO44］

慧絡業組合中央部月報

　　　1號（M19。6）一

　　　東京：灘綜業組合中央部，1886一

　　　請求記号3Tsuchiya＊＊111＊292＊＊

　　　　所蔵年次31886－1887
　　　　所蔵巻次31－13

慧綜業経濟講話／早川直瀬著

　　　東京：同文館，1923，4

　　　3，14，506p；20cm

　　　118127672Z　　　Tsucbiya＊＊111＊87＊＊

翼綜業資本主義史／森泰吉郎著

　　　東京：森山書店，1931．4

　　　4，7，4，238p；20cm
　　　年表：p231－238

　　　118129927／ Tsuchiya＊＊lIl＊2326＊＊

翼綜業封策調査資料

　　　［東京］：日本経済聯盟会調査課，1934．10

　　　4，6，230p；22cm
　　　（調査彙報；第21號）

　　　118108864．　　　Tsuchiya＊＊IV＊2401＊＊

［KO70－0045］

［KO70－OO46］

［K：070－0047］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO48］
慧綜業封策要綱

　　　仙台：斉藤報恩会産業調査所，1934．10

　　　90か；23cm
　　　（斉藤報恩会産業調査報告；第6．農村対策資料；1）

　　　118156288／　　　Tsuchiya＊＊ll＊2062＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0049］
董綿業調査課第1次調査委員會報告書

　　　東京：日本中央蚕糸会，1935．3

　　　503p；23cm

　　　118109108T　　　Tsuchiya＊＊IV＊2658＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0050］
翼糸業調査報告／埼玉縣翼生業組合聯合協會［編］

　　　［出版地不明］：［埼玉縣類綜業組合聯合協會］，［1921］

　　　248p；19cm
　　　118128080T　　　Tsu（：hiya＊＊III＊512＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0051］
翼練業同業組合中央會要覧

　　　［東京］：意綜業同業組合中央會，1924．5－1929．3

　　　冊；15－23cm

　　　118127852Z　　　Tsuchiya＊＊Ill＊259＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO52］

鑑繰業二關スル参考資料／農務局調

　　　［東京］：生産調査會，［19一］

　　　6，155p；22cm

　　　118156535Z　　　Tsuchiya＊＊ll＊2274＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0053］
翼絡業二恩スル同業組合二二聯合會設置三二

　　　［東京］：意二業同業組合中央會，1921．8

　　　2，85p；22cm
　　　附録：關係法規

　　　118128451V　　　Tsuchiya＊＊111＊982＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0054］
盤締業口開スル道府縣施設概要／農林省翼綜局［編］

　　　［東京］：農林省竃綜局，1928一

　　　冊；23cm
　　　昭和3－5，7，9年度の表紙：澱綜業二關スル道府縣ノ施設概要

　　　謄写版

　　　118127630T　Tsuchiya＊＊川＊47＊＊昭和4
　　　118127631u　Tsuc卜iya＊＊Ill＊47＊＊昭和5

　　　118127632v　Tsuchiya＊＊lll＊47＊＊昭和7
　　　118127633w　Tsuchiya＊＊lll＊47＊＊昭和9

　　　118127634X　Tsuc卜iya＊＊lll＊47＊A＊昭和7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0055］
翼縣業要覧／農林省翼繰局

　　　　［東京］：農林省覚綜局，1931．10一

　　　冊；23cm

　　　118127602s　Tsuchiya＊＊lll＊20＊＊昭和6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0056］

翼綜業要覧／農林省翼繰局編集

　　　東京：農業と水産社，1933．12。

　　　冊；23cm

　　　　118127603T　Tsuc卜iya＊＊lll＊20＊＊昭和8

　　　　118127604U　Tsuchiya＊＊lll＊20＊＊昭和9

　　　　118127605v　Tsuchiya＊＊lll＊20＊A＊昭和9

　　　　118127606w　Tsuchiya＊＊lll＊20＊＊昭和10
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童綜二關スル参考資料

［出版地不明］

49p；23cm
118127643X

：帝國農會，1935．10

　Tsuchiya＊＊Ill＊54＊＊

［KO70－OO57］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0058］
猛綜年鑑

　　　一昭和51年（昭51）
　　　東京：日本中央章綜會，一1975

　　　記述は昭和7年版（昭和7年12月発行）による
　　　昭和7年版には（1931－1932）と併記されている
　　　出版者変更：→日本蚕糸新聞社（一昭和51年）

　　　請求記号：Tsuchiya＊＊lll＊973＊＊

　　　所蔵年次：1931－1935
所蔵巻次37－8，10

翼綜之横濱／横島麓綜貿易商同業組合

　　　横濱：横濱意綜貿易商同業組合，1926．4

　　　7，211p；22cm
　　　118127675　　　　Tsuchiya＊＊Ill＊89＊＊

［KO70－OO59］

［KO70－0060］

三州玉綜／三遠玉綜製造同業組合編

　　　豊橋：三遠玉里製造同業組合事務所，1928．11

　　　43p；19cm
　　　118130308P　　　Tsuchiya＊＊IIl＊2613＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO61］
簸綜要鑑：創立三十五週年記念刊行／大日本翼綜會編

　　　東京：大日本奮綜會，1926．9

　　　9，380p；23cm
　　　118098752＋　　　↑suc卜iya＊＊V＊3104＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO70－0062］

坐繰製綜私論／阿蘇町平著

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1882．11序］

　　　23p；18cm
　　　表紙：座繰製綜私論績編全

　　　118128328Y　Tsuchiya＊＊lll＊852＊＊続

座繰製母法：全／眉橋十五繊史著

　　　東京：丸山舎書籍部，1900．5

　　　5，37p；23cm
　　　118156473－　　　Tsuchiya＊＊Il＊2199＊＊

　　　118156474．　　　Tsuchiya＊＊ll＊2199＊A＊

［KO70－0063］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0064］
綜債安定施設組合史／綜債安定施設組合清算事務所編

　　　東京：綜債安定施設組合清算事務所，1941．9

　　　3，6，305p；22cm

　　　118129324v　　　Tsuchiya＊＊Ill＊1809＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0065］

綜償及生綜日誌

　　　［東京］：［農林省］，［1915］

　　　13p；22cm
　　　自大正4年1月至大正4年6月
　　　謄写印刷，袋綴

　　　118128410Q　Tsuchiya＊＊川＊619＊＊大正4

静岡県蚕糸業沿革史

　　　静岡：静岡県蚕業取締所，1912．6

　　　2，16，349，150，74p，図版15枚；23cm

　　　118108718Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊2245＊＊

［KO70－0066］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0067］
支那の麓糸業と生糸貿易／大阪市役所商工課［編］

　　　［大阪］：大阪市役所商工課，1924．9

　　　6，176p；23cm
　　　（支那貿易叢書；第参輯）

　　　1180889451　　　Tsuchiya＊＊V＊2219＊＊

下野之猛綜業／大日本翼練會下野国際［編］

　　　宇都宮：大日本意縣會下野支會，1926．10

　　　2，102p：挿図（7図）；26cm

　　　118127644Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊56＊＊

　　　118127645Z　　　Tsuc卜iya＊＊llI＊56＊A＊

社業談／萩原錬太郎ロ述

　　　原市町（群馬県）：碓氷社，1910．6－1912．6

　　　冊：肖像；22cm
　　　筆記：小菅寅之輔（碓氷社書記）

　　　垂々の奥付：著作兼発行人萩原錬太郎
　　　団々の記述は再版（1912．8）による

　　　118127890．　　　Tsuchiya＊＊IlI＊308＊＊

［KO70－0068］

［KO70－OO69］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO70－OO70］
就業案内

　　　平野村（長野県）：金山製綜株式會社本部工場，1926

　　　28p；19cm
　　　雇傭契約書案，就業規則，賃金算出規程，賞与金規程，職工任

　　　意貯蓄金管理規程，職工扶助規則

　　　118129089＄　　　Tsuc卜giya＊＊lll＊1588＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0071］
就業案内

　　　平野村（長野県）：合名會社林組本店工場，1926

　　　27p，図版2枚；19cm
　　　附：雇傭契約書案，就業規則

　　　折込図：林組工場所在地略図

　　　118129090V　　　Tsudliya＊＊IIl＊1589＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO72］
就業案内

　　　平野村（長野県）：合資岡谷製綜會社製綜工場，［1926］

　　　28p；19cm
　　　附：雇傭契約書案，就業規則

　　　118129088　　　　Tsuc卜iya＊＊III＊1587＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0073］
就業案内

　　　平野村（長野県）：小口組製随所，［1926］

　　　1枚；38×54cm（折りたたみ19×14cm）
　　　附：就業規則（本則ハ大正15年7月1日ヨリ…）
　　　附：職工任意貯蓄金管理規程（大正15年10月23日附…）

118129086－　　　Tsuchiya＊＊III＊1576＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0074］

就業案内：就業規則

　　　小諸町（長野県）：株式會社純水館丸純工場，1926

　　　1枚；20×50cm
　　　118129087．　　　Tsuchiya＊＊Ill＊1586＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO75］
就業規則

　　　平野村（長野県）：山即製綜株式會社大六製縣所，1926

　　　29P；19cm
　　　附：工場委員会規程，職工任意貯蓄金管理規程，扶助規則

　　　118129082w　　　Tsuchiya＊＊lll＊1558＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO76］
就業規則

　　　［出版地不明］：［山丸組製縣場］，［1926］

　　　2枚；26×54cm（折りたたみ26×19cm）
　　　第31條：本則ハ大正15年7月1日ヨリ…

　　　118129084Y　　　丁suchiya＊＊Ill＊1560＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0077］
職工就業規則

　　　［出版地不明］：［片倉製綜紡績株式會社平野製綜所］，［192一］

　　　［4］丁；25cm
　　　附則（第40條）に「大正15年7月1日ヨリ之ヲ施行ス」と
　　　あり

　　　118129083X　　　Tsuchiya＊＊IIl＊1559＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO78］

信州乃翼綜業／深井千代吉著

　　　長野：大日本琶綜會信濃支會，1908．9

　　　78p；23cm
　　　：L18156538　　　　Tsuchiya＊＊ll＊2277＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO79］
實地新験生糸平方指南／舘三郎著

　　　東京：吉田屋清兵衛，1874．3

　　　45，6丁；22cm
　　　（養童輯要／玉井市郎治述；舘三郎補；補後編）

　　　和装本

　　　118128004P　　　Tsuchiya＊＊III＊407＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO80］
實用製書置：全／吉田建次郎著

　　　東京：有隣堂，1890．4

　　　104p；19cm
　　　（勤農叢書）

　　　118155962　　　　Tsuchiya＊＊ll＊1846＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO81】
製糸家要覧

　　　水戸（茨城県）：茨城縣勧業課，1884。6

　　　4，34p；22　cm
　　　（勧業雑誌；第25號附録）

　　　118156017U　　　Tsuchiya＊＊ll＊1919＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO82］
製綜金融調査成績／農林省翼綜局編纂

　　　東京：大日本翼綜會，1932，3

　　　2，4，16，219，16p；31cm

　　　118088645＋　　　Tsuchiya＊＊V＊1881＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0083］
製糸金融二関スル調査／農林省農務局編

　　　［東京］：農林省農務局，1927．3

　　　75p；22cm
　　　118108779Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊2309＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0084］
製糸技術小史／中川英夫稿

　　　［製作地不明］：中川英夫，［1941．10］

　　　2，151枚；26cm
　　　原稿用紙にペン書きの書写資料

　　　1180986910　　　Tsuchiya＊＊V＊3041＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO85］
製糸業心得／島根縣農商課編纂

　　　松江：博三社，1889．9

　　　87p；21cm
　　　118155938＋　　　Tsuchiya＊＊ll＊1842＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO86］
製綜業實態調査成績／農林省翼締局編纂

　　　東京：大日本覚綜會，1932．3

　　　2，3，28，404p，図版3枚；31cm

　　　118129964＋　Tsuchiya＊＊IU＊2362＊＊昭和5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0087］
製練業法關係法規

　　　［東京］：農林省童綜局，1934．3

　　　2，134，11p；19cm

　　　118108903V　　　Tsuchiya＊＊IV＊2442＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0088］
製綜工場概況：女工紹介資料／新潟縣女工保護組合聯合會編

　　　［新潟］：新潟縣女工保護組合聯合會，1933．12

　　　5，161p；23cm
　　　昭和8年11月調査

　　　118129：L23S　　　Tsuchiya＊＊1置1＊1613＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0089］
製綜工場調／長野縣翼縣課編

　　　長野：長野縣章綜課，［1933凡例］一

　　　冊；18cm

　　　118087311U　Tsuchiya＊＊V＊574＊＊昭和7
　　　118098180－　Tsuchiya＊＊V＊574＊＊昭和8
　　　118098181．　Tsuc卜iya＊＊V＊574＊＊昭和9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0090］
製糸工場の概況1女工紹介資料

　　　新潟：中野財團，1930．11

　　　5，5，248p；22cm

　　　118088242Y　　　Tsuchiya＊＊V＊1466＊＊

　　　118098157／　　　Tsuchiya＊＊V＊1466＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO91］
製綜女工虐待史／佐倉啄二著

　　　東京：解放社，1927．3

　　　255p；19cm
　　　（解放群書；18）

　　　118155919／　　　Tsuchiya＊＊II＊1802＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0092］
製綜女工と奴隷／林廣吉著

　　　長野：信濃毎日新聞社出版部，1926．2

　　　4，2，115p；19cm

　　　118129203R　　　Tsuchiya＊＊lll＊1690＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO93］
製糸二関スル調査／農林省蚕糸局〔編〕

　　　［東京］：農林省蚕糸局，1927

　　　77p；23cm
　　　騰写版
　　　和装

　　　118155935　　　　Tsuchiya＊＊ll＊1819＊＊

　　　118155936＄　　　Tsuchiya＊＊ll＊1819＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO94］
世界之糞綜業蚊人造絹綜業

　　　［東京］：農商務省農務局，1912－1916．2

　　　冊；26cm
　　　（農務彙纂／農商務省農務局；第26，57）

　　　118109142R　　　Tsuchiya＊＊IV＊2709＊＊
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KO703製糸業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0095］
占領下の翼糸行政／日本農業研究所［編］

　　　［東京］：日本農業研究所，1955．1

　　　59p；25cm
　　　（資料／日本農業研究所；6）

　　　謄写版

　　　118109412R，　　Tsuchiya＊＊IV＊2997＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0096］
全世界生肝大勢／星野長太郎編

　　　東京：星野長太郎，1892．5

　　　70p，図版1枚；22cm
　　　類縁振興同盟會蔵版

　　　118128314T　　　Tsuchiya＊＊川＊826＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－OO97］
大正三、四年翼融業救濟の顛末／河杉信勇編

　　　営門：河州信勇，1917．7

　　　3，122p；22cm
　　　附：自大正三年一月至大正五年五月横濱生糸相場高低表

　　　118」．08625iJ　　　Tsuchiya＊＊IV＊2153＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0098］
大正九、十年第二次翼綜業下町の顛末／河杉信勇編

　　　横浜：河田信勇，1924．12

　　　8，664，3，121p；23cm
　　　付：大正三、四年童二業救濟の顛末

　　　118129908＄　　　Tsuchiya＊＊lII＊864＊A＊

　　　118129909／　　　Tsuchiya＊＊lIl＊864＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0099］
第六十五回帝國議会非常時警策貿綜問題／加藤知正編

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，1934．4

　　　189p；19cm
　　　代謄写
　　　印行：加藤文明社

　　　118087265　　　　Tsuchiya＊＊V＊521＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0100］
調査時報／農林省神戸刷了検査所

　　　1號（昭9．1／昭9．6）一22號（昭14）；昭和14年7月號（昭
　　　14．7）一

　　　神戸：農林省神戸生綜検査所，1934一
　　　昭和14年7月號の編者：横濱生綜検査所・神戸生綜検査所

　　　請求記号＝Tsuchiya＊＊lll＊1345＊＊

　　　所蔵年次：1934－1935
　　　所蔵巻次31，5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0101］
東京府ノ産業：調練業

　　　［東京］：東京府，1926．10

　　　11，145p；23cm

　　　118156536－　　　Tsuchiya＊＊ll＊2275＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0102］
長野縣翼練業一班／長野縣内務部貿綜課［編］

　　　［長野］：長野縣内務二二綜課，1928．5

　　　4，133p；19cm

　　　118106455V　　　Tsuchiya＊＊IV＊94＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0103］
新潟縣の翼内業／大日本翼旧暦新潟開平［編］

　　　新潟：大日本六二會新潟支會，1925．10

　　　4，182p；19cm

　　　118106454U　　　Tsuchiya＊＊lV＊93＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0104］
日本絹二二締要論／風間金八著；風間種子編

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1933．1］

　　　2，82，17p；23cm　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　皇后陛下御台覧の光栄を賜る
　　　筆記：伊藤彌市

　　　118130305M　　　Tsuchiya＊＊lll＊2610＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0105］
日本生糸製造者二二螢業者へ進呈スルノ忠告書

　　　［横浜］：［出版者不明］，［1881．9］

　　　14p；18cm
　　　出版事項はp。10の記述による

　　　1181278690　　　Tsuchiya＊＊llI＊268＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0106］
日本麺業畿達史／今井五介著．一再版

　　　東京：片倉製綜紡績，1927．7

　　　4，2，120p；23cm
　　　年表：p100－120

　　　118129591．　　　Tsuchiya＊＊lll＊2025＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0107］
日本翼綜協會報告

　　　1号（明17．5）一

　　　東京：日本翼綜協會，1884一

　　　請求記号；Tsuchiya＊＊ll＊1646＊＊

　　　所蔵年次31884－1886
　　　所蔵巻次：1－23

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0108］
日本蚕糸業史／大日本蚕糸会編纂

　　　東京：大日本蚕糸会，1935．2－1936．12

　　　5冊；23cm
　　　第5巻：学術史，年表，引用書目

　　　118106574X　　　Tsuc卜●iya＊＊IV＊200＊＊1

　　　118106575Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊200＊＊2

　　　118106576Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊200＊＊3

　　　118106577－　　　Tsudliya＊＊IV＊200＊＊4

　　　118106578．　　　Tsuchiya＊＊IV＊200＊＊5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0109］
日本蚕糸業発達史／高橋経済研究所著

　　　東京：生活社，1941．11

　　　8，9，556，10p；22cm
　　　奥付による著者：高橋亀吉

　　　118098901．　　　Tsuchiya＊＊V＊3264＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0110］
日本中央韮吐出議事録

　　　［東京］：日本中央童綜會，1932．12一

　　　冊；23cm

　　　118087295＋　　　Tsuc卜iya＊＊V＊557＊＊

　　　118087310T　　　Tsuchiya＊＊V＊557＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－O：111］

日本中央面面會事績報告

　　　東京：日本中央蚕糸会，［1933］一1945

　　　冊；24cm
　　　第2号：昭和8年度一丁3号：昭和9年度一第9号：昭和
　　　15年度一二11号：昭和17年度一二13号：昭和19年度
　　　謄写版

　　　118127652X　　　Tsuchiya＊＊lll＊63＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0112］
日本之製勲業：一名製綜家の未来／牛山鶴城著

　　　長地村（長野県）：牛山才治郎
　　　東京：有隣堂（発売），1893。10

　　　5，3，80p；19cm

　　　118127625X　　　Tsuchiya＊＊lll＊41＊＊
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KO80：治水・水利・開墾・土地制度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0113］
丹羽郡瀬得業之將來／飯塚山五郎［調査執筆］

　　　［名古屋］：丹羽郡三下，1922．1

　　　102p；22cm
　　　標題紙：大正11年1月稿愛知縣丹羽郡農會

　　　118150649Z　　　Tsuchiya＊＊ll＊1261＊＊

福島縣翼練業一班／蓬田吉太郎編

　　　［福島］：大日本意三二福島引写，1908．4

　　　140p；23cm
　　　118156531V　　　Tsuc断ya＊＊II＊2272＊＊

　　　118156532甘　　　Tsuchiya＊＊ll＊2272＊A＊

富士絹工業獲達史／織田萌著

　　　大阪：昭和織物新聞社出版部，1932．11

　　　112P；23cm
　　　118087278％　　　Tsuchiya＊＊V＊538＊＊

［KO70－0114】

［KO70－0115］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－01i6］
米國絹業協會生綜格付委員會報告／農林省生綜検査所［醜謬］

　　　東京：農林省生糸検査所，［1927．3序］

　　　44p；23cm
　　　表紙：代謄写

　　　118128401q　　　Tsuchiya＊＊llI＊933＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0117］
米國市塙二於ケル日本糸二二スル卑見／アール・ヴィ・ブ
リースン著

　　　横浜：横濱生糸合名会社，1896．4

　　　3，28p；19cm

　　　118128515W　　　Tsuchiya＊＊Ill＊1052＊＊

　　　118128516X　　　Tsuchiya＊＊l11＊1052＊A＊

米国に於ける生糸の取引／志賀寛著

　　　東京：志賀寛，1932．6

　　　4，216p；22cm

　　　118128363x　　　Tsu（：hiya＊＊llI＊894＊＊

［KO70－0118］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0119】
米國向本邦生綜二關シ當業者二注意ヲ興フル在晩高波領事
報告

　　　［東京］：農商務省農務局，1892．5

　　　9，6p；23cm

　　　118109213Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊2792＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0120】
本邦絹綜紡績事情／日本紡織通信社編輯局編著

　　　東京：日本紡織通信社，1924．11

　　　7，2，6，470p；20cm

　　　118098177Z　　　Tsuchiya＊＊V＊2501＊＊

繭、生練絹織物二關スル調査

　　　［東京］：三道省運輸局，1926．3

　　　3，3，1，24，2，33，2，81p；23cm
　　　（重要貨物情況；第13編）

　　　118127637－　　　Tsuchiya＊＊lll＊49＊＊

［KO70－0121］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0122］
南多摩郡翼綜業史／南多摩郡養翼組合聯合會編

　　　八王子：南多摩郡養意組合聯合會，1927．5

　　　5，183p，図版1枚；22冊子
　　　目次：東京府南多摩郡意綜業史

　　　118127607X　　　Tsuchiya＊＊lll＊21＊＊

　　　118127608Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊21＊A＊

明治十四年生糸商況年報／藤本管太郎編

　　　横濱：貿易商會横濱支店，1881．12

　　　62p，図版3枚；22cm
　　　表紙：内外生糸商況日報附録

　　　118087690／　　　Tsuchiya＊＊V＊1004＊＊

［KO70－0123］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0124］
有限責任信用生産販費組合碓氷社中之條組第五年度：財産目
録貸借封照表事業報告書損失金虚分方法／［碓氷社編］

　　　［原市町］（群馬県）：［碓氷社］，［1915］

　　　29P；19cm
　　　財産目録＝大正4年4月20日

　　　118157050s　　　Tsuchiya＊＊lll＊5＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0125］
横濱生綜検査所事業成績報告／横濱生綜検査所編

　　　二二：農林省横生生練検査所，1933。11一

　　　冊；26cm

　　　118087014U　Tsuchiya＊＊V＊67＊＊昭和9
　　　118088637Z　Tsuchiya＊＊V＊67＊＊昭和7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0126］
横濱生練検査所調査報告／横濱生綜検査所編

　　　横濱：農林省横濱二丁検査所，1934．3一

　　　冊；26cm

　　　118087015V　Tsuchiya＊＊V＊66＊＊昭和9／下
　　　118088634＄　Tsuchiya＊＊V＊66＊＊昭和7
　　　118088635／　Tsuchiya＊＊V＊66＊＊昭和8／上
　　　118088636＋　Tsuchiya＊＊V＊66＊＊昭和8／下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0127］
依田社［カネイチ］製出塙就業案内：附就業規則／［下村合
名會社叢］

　　　丸子町（長野県）：［下村合名會社］，［1926］

　　　32，12p；18cm
　　　11頁：本則ハ大正15年7月1日ヨリ之ヲ施行ス

　　　118129091W　　　Tsuc｝liya＊＊111＊1597＊＊

籠水社／矢ケ崎賢次著

　　　赤穂村（長野縣）：龍水社，1921．12

　　　6，120，30p，図版14枚；22cm

　　　118127646－　　　Tsuchiya＊＊lll＊58＊＊

龍水社の研究／山崎梅治著

　　　飯田町（長野縣）：南信新聞，1917．9

　　　4，4，112p；22cm

　　　118127725Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊134＊＊

［XO70－0128］

［KO70－0129］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO70－0130］
我國蚕糸業の獲達：長野縣を主として／千葉哲郎［著］

　　　［製作地不明］：［千葉哲郎］，［1934以降］

　　　2，210枚；28cm
　　　原稿用紙にペン書きの書写資料

　　　はしがきp2：…蚕糸業比較（昭和9年）

　　　118106830S　　　Tsuchiya＊＊IV＊442＊＊
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KO803治水・水利・開墾・土地制度

　　KO80＝治水・水利・開墾・土地制度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO80－0001］
安積開墾大観／松山傳三郎著

　　　郡山：追悼會，1926．5

　　　187p，図版10枚：肖像；19cm
　　　安積移住開墾創業先亡者追悼記念

　　　118156077・一　　　Tsuchiya＊＊ll＊1945＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OOO2］
安積疏水五十年史／渡邊文編

　　　郡山：福島新聞郡山支社，1934．11

　　　210p，図版25枚；19cm
　　　略年譜：p202－210

　　　118156076z　　　Tsuchiya＊＊ll＊1944＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0003］
安積疏水志／織田完之編

　　　郡山町（福島県）：安積疏水事務所，1905．12

　　　3冊；23cm
　　　協訂：今泉久次郎ほか
　　　引用書目：天巻頭

　　　1181560731J　　　Tsuchiya＊＊ll＊1941＊＊1

　　　118156074X　　　Tsu（：hiya＊＊ll＊1941＊＊2

　　　118156075Y　　　Tsuchiya＊＊ll＊1941＊＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OOO4］
安積疏水志編纂報告：全／国分虎吉編纂

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，1907

　　　2，120p；23cm
　　　118156072V　　　Tsuchiya＊＊ll＊1940＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0005］
梓川農業水利沿革史／福澤兵七編

　　　長野：梓川農業水利期成同盟會，1928．7

　　　冊；23cm

　　　118087229　　Tsuchiya＊＊V＊407＊＊前編

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0006］
伊豆沼沿岸開拓誌／伊豆沼沿岸耕地整理組合編

　　　［出版地不明］：伊豆沼沿岸耕地整理組合，1929．10

　　　2，2，27p；19cm

　　　118106460R　　　Tsuchiya＊＊IV＊99＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［XO80－0007］
印旛沼開疏論／野ロ勝一著

　　　東京：金原明善，1893
　　　91P；②2cm

　　　118156459／　　　Tsuchiya＊＊ll＊2184＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OOO8］
印旛沼開拓新論／加藤久太郎著

　　　東京：印旛沼開拓事務所，1920．2・

　　　1冊；22cm
　　　118088615　　　　Tsuchiya＊＊V＊1846＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OOO9］
尾張治水史＝附尾張水害史／水谷錨著

　　　瀧野川町（東京府）：土木研究資料編纂會，1931．10

　　　2，80p，図版1枚：地図；22cm
　　　（土木研究資料；第1輯）

　　　118107951x　　　Tsuchiya＊＊IV＊1498＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0010］
開墾地移住経螢事例．一増訂版

　　　［東京］：農林省農務局，1927．3

　　　8，749p：地図；27cm

　　　118107471u　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊1002＊＊

開墾地移住状況調査

東京：農林省農務局，1927．3

5，340p；27cm
大正8年度以降昭和元年12月末迄ノ状況

118107464w　　　TsucMya＊＊IV＊995＊＊

加治川治水沿革史

［加治川村］（新潟県）：

2冊；23cm
年表：上巻p1－17

118106856－　Tsuchiya＊＊IV＊467＊＊上

118106857．　Tsuchiya＊＊IV＊467＊＊下

［KO80－0011］

［KO80－0012］

加治川水害豫防組合，1926．8－9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0013］
川路村水防史／代田豊太郎，牧内武司編纂

　　　川路村（長野県）：川路村水害豫防組合，1936．5

　　　154p；23cm
　　　和装本袋綴

　　　118156457　　　　Tsuchiya＊＊Il＊2182＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO　14］
河内國柏原村荒地の開嚢：徳川初頭大阪町人擾頭の事例／濱
村正三郎［著］

　　　［京都］：［日本経濟史研究所］，1933．5

　　　12p；22cm
　　　表紙：「経濟史研究」第43号抜刷

　　　118156402s　　　Tsudliya＊＊ll＊2147＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0015］
薔佐賀藩の均田制度／小野武夫著

　　　東京：・岡書院，1928．12

　　　303p；23cm
　　　118107638z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1193＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0016］
菖藩時代ノ耕地斬首改良事業二關スル調査／農林省農務局
［編］

　　　東京：農林省農務局，1927

　　　33，1189p；26cm

　　　118156448　　　　Tsuchiya＊＊11＊2173＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80・一〇〇17］

京都府天田郡雲原村二於ケル耕地交換分合調査

　　　京都：京都府農会，1942

　　　26p；26cm
　　　118129520T　　　Tsuchiya＊＊IlI＊1963＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［XO80－0018］
岐阜縣治水意見／齋藤音作著

　　　東京：仁科衛，1894．10

　　　76p；23cm
　　　1181559995　　　Tsuchiya＊＊ll＊1887＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0019］
耕地拡張改良二関スル参考資料／農林省農務局編

　　　東京：農林省農務局，1926一

　　　冊；27cm
　　　118129518－　　　Tsuchiya＊＊IIl＊1961＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0020］
耕地集團化に關する調査

　　　［名古屋］：愛知縣山鼠，1942．3

　　　34p，図版2枚：地図；26cm
　　　例言：調査箇所は中島郡大里村

　　　表紙：代下等

　　　118129523iJ　　　Tsuchiya＊＊lll＊1965＊＊
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KO803治水・水利・開墾・土地制度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0021］
耕地事業二関スル農用機械利用實績一班／農林省農務局耕
地課編

　　　東：京：農林省農務局，1933．3

　　　107p；26cm
　　　118156622W　　　Tsuchiya＊＊ll＊2357＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0022］
耕地整理諮問會要録

　　　［東京］：農商務省農務局，1908一

　　　冊；22cm

　　　118155993％　Tsuchiya＊＊ll＊1881＊＊明治40

　　　1181559940　Tsuchiya＊＊畳1＊1881＊＊明治43

　　　1181559951　Tsuchiya＊＊ll＊1881＊＊大正元

耕地整理主任官會議要録

　　　［東京］：農商務省農務局，1917一

冊；23cm

118155992＋ Tsuchiya＊＊ll＊1880＊＊

耕地整理事例

　　　東京：農商務省農務局，1907．3

　　　2，124p：地図；27cm

　　　1180888854　　　Tsuchiya＊＊V＊2151＊＊

耕地利用に關する調査

　　　東京：帝国農会，1937．6

　　　119p；27cm
　　　（農業経営成績調査報告；第5輯）

　　　118129521U　　　Tsuchiya＊＊lll＊1964＊＊

　　　118129522V　　　Tsu（：hiya＊＊lll＊1964＊A＊

小金原開墾之不始末／岩瀬謙超編

　　　東京：岩瀬謙超，1895．1

　　　66p；23cm
　　　118128199！　　　Tsuchiya＊＊lll＊1030＊＊

見島溝開墾起業方法，
山彦一［著］

　　　妹尾町（岡山縣）

　　　36，21p：地図；

　　　118106493X

［KO80－0023］

［KO80－0024］

［KO80－OO25］

［KO80－0026］

　　　　　　　　　　　［KO80－OO27］
網島町開墾地小作人移住の方法／本

　見平滑開墾事務所，1903．4

19cm

Tsuchiya＊＊IV＊130＊＊

見島湾開墾史／井上経重［著］．一訂正増補

　　　大阪：岡島書店（開平），1903．4

　　　2，4，4，4，2，199，9p：地図；22cm

　　　118108941X　　　Tsuchiya＊＊IV＊2476＊＊

埼玉縣翌翌特別報告

　　　［浦和町］（埼玉縣）：埼玉縣農會，1900．12

　　　83，53p；23cm

　　　118127905Y　　　Tsuchiya＊＊111＊327＊＊

相模原開田調査書／神奈川縣内務二二

　　　横浜：神奈川県内務部，1916．3

　　　6，325p；27cm
　　　大正3年4月一同5年3月調査

　　　118107205P　　　Tsuchiya＊＊IV＊742＊＊

　　　118107206Q　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊742＊A＊

［KO80－OO28］

［KO80－0029］

［KO80－0030］

薩藩と寳旧聞治水／川村俊秀著

　　　鹿見島：川村俊秀，1927．4

　　　132，430p；23cm
　　　発売元：鹿見島新聞社

　　　118156458＄　　　Tsuchiya＊＊1畳＊2183＊＊

［KO80－0031］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO32］
狭山池改修誌／大阪府［編］

　　　大阪：大阪府，1931．12

　　　13，620p；26cm
　　　編纂：田中藤平，野村由後，小林瀧太郎

　　　余録：狭山池一樋管に関する考古学的研究（末永雅雄）

　　　118106860V　　　Tsudliya＊＊IV＊470＊＊

三富開拓誌／三富史蹟保存会編

　　　三芳村（埼玉県）：三富史蹟保存会，1929

　　　2，2，4，156p；23cm

　　　118156249．　　　Tsuchiya＊＊ll＊2029＊＊

　　　118156250T　　　Tsuchiya＊＊ll＊2029＊A＊

［KO80－0033］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0034］
滋賀縣に於ける土地改良に關する調査／滋賀縣農會

　　　［大津］：滋賀縣二二，1942．6

　　　23p：地図；25cm

　　　118129524x　　　Tsuchiya＊＊踊1＊1966＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0035］
信濃國佐久郡御馬寄村千曲川岸十二新田記録：畑成田

　　　御三二村（長野縣）：［出版者不明］，［1792－1898］

　　　3冊；25cm
　　　題簸：十二新田記録

　　　カーボン複写
　　　和装，袋綴

　　　118128020N　　　Tsu（＝hiya＊＊lll＊423＊＊1

　　　1181280210　　　Tsuchiya＊＊lll＊423＊＊2

　　　118128022P　　　Tsuchiya＊＊lll＊423＊＊3

司法研究／司法省調査課

　　　1輯（大15．8）一36輯3号（昭24）

　　　東京

　　　請求記号3Tsuchiya＊＊II＊1891＊＊

　　　所蔵年次31927－1g27
　　　所蔵巻次35（9）

［KO80－0036】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO37］
社寺境内地二關スル沿革的法令集／螢繕管財局國有財産課
［編］

　　　東京：管繕管財局國有財産課，1926

　　　34，386p；22cm

　　　118156027V　　　Tsuchiya＊＊書1＊1928＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0038］
社寺境内地二關スル沿革的法令集／出血管財局面有財産課
［編］

　　　東京：陽月管財局國有財産課，1926

　　　30，353p；22cm

　　　118156026U　　　Tsuchiya＊＊ll＊1928＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0039］
白江野用水普通水利組合沿革誌

　　　［白子町］（三重県）：白江野用水普通水利組合，1918．4

　　　226p；20cm
　　　著作兼発行者：栖原串良兵衛

　　　118156685＋　　　TsucMya＊＊ll＊2410＊＊
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KO80：治水・水利・開墾・土地制度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO40］
新田の研究／松野貞夫著

　　　東京：有斐閣，1936．4

　　　4，5，311，7p；23cm
　　　（日本経町史研究所研究叢書／貝本経済史研究所編；第7
　　　冊）

　　　118156105S　　　Tsuchiya＊＊ll＊1960＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0041］
諏訪湖氾濫三百年史／堀江三五郎著

　　　諏訪町（長野縣）：諏訪湖氾濫史刊行會，1933．8

　　　4，13，674p；23cm

　　　118087228．　　　Tsuchiya＊＊V＊406＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0042］
西洋水利新説初売／瀟晶晶棲主人謬述

　　　東京1富屋喜兵衛，1871
　　　2冊；23cm
　　　和装本
　　　版心：時中武蔵梓
　　　羅當著「農業集成字書」により，ムプシー・ウェーリング著
　　　「疏通新篇」「疏通得失論」を同誌したもの（凡例より）

　　　118152236T　Tsuchiya＊＊1＊215＊＊上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO43］
大志を継いで／水野陳好景

　　　十和田市（青森県）：三本木原開発研究会，1961．1

　　　156p，図版4枚：地図；22cm
　　　参考資料：p156

　　　118108968Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊2508＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0044］
田形改革論／戸塚彌三治述

　　　［出版地不明］：［戸塚彌三治］，［1887．2］

　　　［8］P；19cm
　　　p2：…小子ハ明治20年2月7日付ヲ以テ…

　　　118128256Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊757＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO45］
地券制度に就て／日本勧業銀行調査課編

　　　［東京］：［日本勧業銀行］，［19一］

　　　42p；22cm
　　　調査資料彙報附録8号

　　　118155422T　　　Tsuchiya＊＊ll＊460＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO46］
治水殖林本源論／熊沢蕃山野；宇野円三郎編

　　　岡山：野崎又六，1904．4

　　　22，119，9，3p；22cm
　　　和装
　　　附：続本源論（宇野円三郎）

　　　118155226V　　　Tsuchiya＊＊Il＊298＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0047］

治水新策／尾高惇忠著

　　　東京：尾高次郎
　　　東京：大倉孫兵衛（獲費），1890．12

　　　48p；19cm
　　　龍門社早筆

　　　118156203R　　　Tsuchiya＊＊ll＊2021＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0048］

治水論／井上甚太郎著

　　　東京：井上冨太郎，1900．2

　　　6，1，115p；23cm
　　　附：治水費の財源

　　　118087212U　　　Tsuchiya＊＊V＊388＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80・一〇〇49］

中欧諸国の土地制度及び土地政策／澤村康著

　　　東京：改造社，1930．2

　　　12，710p；23cm

　　　118107639。　　　Tsud輔ya＊＊IV＊1194＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO50］
椿新田開墾事略／菅親和編

　　　椿海（千葉縣）：菅三郎，1900．9

　　　55，26p；22cm

　　　118156252V　　　Tsuchiya＊＊II＊2031＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80・一〇〇51］
椿新田検地反別石高表

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，［1一］

　　　1冊；17×21cm
　　　ルーズリーフ用紙にペン書きの書写資料

　　　元禄8年検地石高反別表，享保以後検地石高反別表（享保
　　　13年一安永2年）

　　　118156484　　　　Tsuchiya＊＊lI＊2228＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO80－0052］
田地割制度／石黒丁丁著

　　　［富山］：富山縣農會，1910，9

　　　73，11p；22cm

　　　118107736Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊1291＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0053］
東北地方ノ土地二關スル若干ノ考察／社會局庶務課調査係
［編］

　　　［東京］：社：會局庶務課調査係，1935．6

　　　5，91p；27cm
　　　（調査資料／社：會局庶務課調査係；第19號）

　　　第19號：土地制度
　　　謄写印刷，袋綴

　　　118107454V　　　Tsuchiya＊＊IV＊983＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0054］
東北農業構造の特殊性／木下彰著

　　　［東京］：［岩波書店］，［1935．9］

　　　p613－651；23cm
　　　「日本農業の展望」の抜刷

　　　118107313P　　　Tsuchiya＊＊IV＊841＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO55］
土地改良の進展とその性格／鵜崎多一編

　　　東京：農林水産業生産性向上会議，1957．12

　　　11，273p；22cm
　　　（日本農業分析資料；2）

　　　118088010R　　　Tsuchiya＊＊V＊1342＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO56］
土地改良論／上野英三郎，有働良夫著

　　　東京：博文館，1902．3

　　　4，308p；24cm
　　　（帝國百科全書；第81編）

　　　118128071T　　　Tsuchiya＊＊lll＊496＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO57］
土地改良論／平澤政太郎著

　　　東京：有隣堂，1889．2

　　　54p；19cm
　　　（荘厳叢書）

　　　118154583－　　　　Tsuchiya＊＊ll＊682＊＊
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KO80＝治水・水利・開墾・土地制度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0058］
土地制度の様式と農業人ロの離脱／田中定著

　　　［福岡］：九州帝國大略経濟學會，1935．9

　　　p165－202；22cm
　　　表紙：九州帝國大匠経濟學會「経心学研究」第5巻第3號
　　　（昭和10年9月）抜刷

　　　118156247Z　　　Tsuchiya＊＊ll＊2025＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0059］
土地整理論：全／農商務省農務局［編］

　　　［東京］：農商務省，1893．11

　　　36p；23cm
　　　118156024s　　　Tsuchiya＊＊ll＊1926＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0060］

土地孚奪史論／坂上信夫著

　　　東京：大同館，19222
　　　12，362p；20cm

　　　118127937回目　　Tsuchiya＊＊lll＊358＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0061］

土地立法の史的考察／小倉武一著

　　　東京：農林省農業総合研究所，1951．3

　　　4，10，866p；22cm
　　　（研究叢書；第17号）
　　　（農業総合研究所刊行物；第50号）

　　　118108940W　　　Tsuchiya＊＊IV＊2475＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［XO80－0062］
利根川・江戸川・渡良瀬川低水工事

　　　［東京］：内務省東京土木出張所，1934，9

　　　2，17p，図版7枚；23cm
　　　巻末：昭和9年9月内務省東京土木出張所

　　　118156463Z　　　Tsuchiya＊＊lI＊2188＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－6063］

利根川改修沿革考：明治年間

　　　東京：内務省東京土木出張所，［1928．5序］

　　　2，1，4，134p；23cm

　　　118156460W　　　Tsuchiya＊＊lI＊2185＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO64］
利根川改修工事概要

　　　東京：内務省東京土木出張所，1928．4

　　　44p；23cm
　　　118156461X　　　Tsuchiya＊＊ll＊2186＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0065］

利根川治水史／栗原良輔著

　　　東京：官界公論社，1943．7

　　　4，4，331p：地図；22cm

　　　118107297－　　　Tsuchiya＊＊IV＊825＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO66］

猫逸聯邦世襲農場法／農林省農務局四丁

　　　東京：農林省，1934．6

　　　67p；23cm
　　　118107839　　　’Tsuchiya＊＊IV＊1404＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0067］
道府縣開墾事業ノ概況／農商務省農務局［編纂］

　　　　［東京］：農商務省農務局，1921．3－1925。7

　　　冊；23cm

　　　　118156023R　　　Tsuchlya＊＊ll＊1925＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO68］
那須開墾誌

　　　宇都宮：栃木縣，1926．8

　　　2，63p；19cm
　　　記述：矢板武

　　　118106555W　　　Tsuchiya＊＊IV＊184＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO69］
新潟県に於ける割地制度

　　　新潟：新潟県内務部，1929．3

　　　414p；22cm
　　　調査：石井清吉

　　　1181559973　　　Tsuchiya＊＊II＊1885＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0070］
新潟砂防史／［風間正太郎編］

　　　新潟：櫻井市作，1913．7

　　　99，12p；23cm

　　　118127831iJ　　　TsucMya＊＊lll＊239＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0071］

新井郷川治水沿革略史／兜玉忠吉編輯

　　　新東田町（新潟縣）：新井郷水害豫防組合，1935．6

　　　7，251p：地図；23cm
　　　記述：近藤百之

　　　118106716V　　　Tsuchiya＊＊IV＊328＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0072】
日本治水史／土木研究資料編纂會編

　　　東京：土木研究資料編纂会，1932．5

　　　117p；22cm
　　　（土木研究資料；第2集）

　　　118107783－　　　Tsuchiya＊＊IV＊1341＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80・一〇〇73］

農業水利改良ヲ要スル三百町歩以上ノ集團地調

　　　［東京］：農商務省食糧局，1924．5

　　　13p；23cm
　　　118156025T　　　Tsuchiya＊＊ll＊1927＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0074］
農業水利交渉事件ノ実例

　　　東京：農林省農務局，1926．2

　　　2，193p；22cm

　　　118106415R　　　Tsuchiya＊＊IV＊54＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0075］
農業水利状況調査

　　　［出版地不明］：農商務省農務局，［1919］

　　　38p；23cm
　　　凡例：本調査ハ大正8年6月…

　　　118107579＄　　　Tsuchiya＊＊IV＊1130＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO76］
農業用揚水機調査

　　　［東京］：農商務省農務局，1910．1一

　　　冊；26cm
　　　　（農務彙纂／農商務省農務局；第9，45）

　　　118128454Y　　　Tsuchiya＊＊IlI＊985＊＊1

　　　118128455Z　　　Tsuchiya＊＊lIl＊985＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0077］
農地の交換分合實施事例

　　　［東京］：農商省農政局，1944．5

　　　421p；21cm
　　　118088653！　　　Tsuchiya＊＊V＊1893＊＊

480



KO913耕地価格・小作料・農地制度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0078］
波多堰起原沿革史／波多腰六左手記

　　　波多村（長野県）：波多腰六左，1898．1

　　　60丁，図版3枚；27cm
　　　和装

　　　118127950Y　　　Tsuchiya＊＊IlI＊374＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO79］
幕末日田商人の新田開畿：商業資本の農村侵入過程に關する
一考察／遠藤正男

　　　［福岡］：九州帝國大面経帳面會，1935．9

　　　p79－123；22cm
　　　表紙：九州三二三二経回二三「経回學研究」第5巻第3號
　　　（昭和十年九月）抜刷

　　　118157040R，　　Tsuchiya＊＊II＊2028＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO80］
「姫路藩＝庄助新田」の開狡経蒼／浜田芳久著

　　　［出版地不明］：［浜田芳久］，1940．8

　　　60丁，図版1枚；24cm
　　　袋綴
　　　原稿用紙にペン書き

　　　118106468z　　　Tsuchiya＊＊IV＊107＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0081】
備前渠史／金井元治編輯

　　　東京：凸版印刷（印刷），1913．9

　　　2冊；23cm

　　　118107784．　Tsuchiya＊＊IV＊1342＊＊上

　　　118107785　Tsuchiya＊＊IV＊1342＊＊下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0082］
福島縣開墾史

　　　［福島］：［福島県］，［1881凡例］

　　　623p；21cm
　　　118156104R　　　Tsuchiya＊＊1璽＊1959＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO83］
藤原光藏遺稿角間新田に馴する調査：附藤原光藏小傳／［藤
原光藏著］；［藤原咲平ほか増補］

　　　［上諏訪町］（長野県）：［藤原咲平］，［1929序］

　　　3，97p：肖像；20cm

　　　1180987821　　　Tsuc卜iya＊＊V＊3139＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0084］
本阿弥新田史／伊藤信編輯

　　　西江村（岐阜県）：佐野猪之助，1922．4

　　　72，16p；23cm

　　　118156251u　　　Tsudliya＊＊II＊2030＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0085］
本邦耕地ノ現今及將來

　　　東京：大日本農會事務所，1902．1

　　　43p；26cm
　　　雑誌「大日本農會報」臨時増刊第244號

　　　118156606Y　　　Tsuchiya＊＊lI＊2320＊＊

　　　118156607z　　　Tsuchiya＊＊ll＊2320＊A＊

　　　118156608－　　Tsudliya＊＊II＊2320＊B＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0086］
本邦耕地未開畿ノ諸原因

　　　［東京］：農商務省農務局，1918．1

　　　61p；23cm
　　　1181559962　　　Tsuchiya＊＊lI＊1884＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0087］
秣塙事件顛末録／飯塚朝次郎［著］

　　　下林村（茨城県）：飯塚朝次郎，1882．3

　　　43枚；20cm

　　　118127837　　　　Tsuchiya＊＊llI＊247＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80。0088］
松岡開墾履歴

　　　［鶴岡］：［出版社不明］，1921．5

　　　36p；23cm

　　　118106554v　　　Tsuchiya＊＊IV＊183＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO89］
三方原入忌地沿革説明書／田中秀逸

　　　引馬村（静岡縣）：中村太郎三郎，1902．7

　　　4，43p；22cm

　　　117002709R　Tsuc卜iya＊＊IV＊1394＊＊付図

　　　118107831u　Tsuchiya＊＊IV＊1394＊＊説

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80。0090］
宮崎縣開田調査書／宮崎縣内務部［編］

　　　宮崎町（宮崎縣）：宮崎縣内務部，1903．3

　　　95p，図版1枚；19cm

　　　118156626－　　　Tsuchiya＊＊鱒＊2361＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0091］
明治年間灌灘排水事業資料

　　　東京：農林省農務局，1929．2

　　　291p；22cm

　　　118156028W　　　Tsuchiya＊＊農1＊1929＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0092］
明治用水／明治用水史誌編纂委員会編

　　　・安城：明治用水同誌編纂委員会，1953．3

　　　2冊；22cm
　　　監修：中村栄孝
　　　［第1］：沿革編，人物画，附年代表一［第2］：資料編，付録

　　　地域図

　　　118106858　　　　Tsuchiya＊＊IV＊469＊＊1

　　　118106859＄　　　Tsuchiya＊＊lV＊469＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－0093］
焼畑及切替畑二關スル調査

　　　［東京］：農林省山林局，1936．3

　　　85p，図版6枚；23cm
　　　（治水關係資料；第9輯）

　　　1181281911J　　Tsuchiya＊＊謄11＊690＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO80－OO94］
渡良瀬川改修工事概要／内務省東京土木出張所［編］

　　　［東京］：内務省東京土木出張所，1925．11

　　　115p；23cm
　　　118156462Y　　　Tsuc卜iya＊＊ll＊2187＊＊



KO913耕地価格・小作料・農地制度

　　KO91＝耕地価格・小作料・農地制度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－OOO1］
稻作及畑作反當牧穫高小作料拉地便土地費買債格二關スル
調査

　　　［福島］：福島縣内務部，［1932．3？］

　　　204p；22cm
　　　118156561Y　　　Tsuchiya＊＊鰭＊2300＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO9i－0002］
豊作反當牧穫高ト小作料並二小作奨働米（金）給與二關スル
調査

　　　［神戸］：兵庫縣内務部，［1927緒言］

　　　88p；22cm
　　　緒言＝「大正13，14雨年度の稻作反當牧穫高と契約並に實納

　　　小作料とを調査封照し尚大正15年度に於ける奨励米給與
　　　に下する調査をも輯録」「昭和2年3月」とあり

　　　1181565981　　　Tsuchiya＊＊四＊2313回目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－0003］
稻作反當牧穫高と小作料二子スル調査

　　　［神戸］：兵庫縣内務部，［1925．3］

　　　50p；23cm
　　　表紙：自大正10年至大正12年
　　　緒言：大正14年3月

　　　118156314U　　　Tsuchiya＊＊Il＊2082＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－0004］
各務研究報告／岐阜高等農林学校

　　　1号（1927．6）249号（1940．1）

　　　那加町（岐阜県）：岐阜高等農林学校，1927－1940

　　　請求記号3Tsuchiya＊＊ll＊2349＊＊

　　　所蔵年次31927－1g27
　　　所蔵巻次31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－OOO5］
各國二歳ケル土地分配ノ状況／農商務省農務局編纂

　　　東京：帝國農會，1921

　　　2，31p；22cm
　　　（小作参考資料／農商務省農務局編）

　　　118156107U　　　Tsuchiya＊＊ll＊1962＊＊

　　　118156108V　　　Tsuchiya＊＊II＊1962＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－0006］
岐阜縣蚊二隣縣小作料調

　　　［岐阜］：［出版者不明］，［19一］

　　　1冊；26cm
　　　「岐阜県」の名入罫紙にカーボン複写

　　　118156339．　　　Tsuchiya＊＊ll＊2102＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－0007］
縣下二二ケル土地分配及自作小作分配趨勢

　　　岐阜：岐阜県，1922．2

　　　27p；23cm
　　　118156595＋　　　Tsuchiya＊＊ll＊2311＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－OOO8］
耕地ノ費盛塩格、収量、小作料及甘土料二面スル調査／香川
縣内務部［編］

　　　［高松］：香川縣内務部，1932．3

　　　140p；23cm
　　　118107828－　　　Tsuchiya＊＊IV＊1391＊＊

　　　118107829．　　　Tsuchiya＊＊IV＊1391＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－OOO9］
小作地斗掻論／日本農民組合［編］

　　　東京：日本農民組合本部，1933

　　　18p；23cm
　　　118156497％　　　Tsuchiya＊＊II＊2242＊＊

　　　1181564980　　　Tsuchiya＊＊H＊2242＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO91－OOIO］
小作料及稻作劇濟に回する調査／滋賀縣内務部［編］

　　　［大津］：滋賀県内務部，［1929．1文頭］一

　　　冊；23cm

　　　118107575z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1126＊＊2

　　　118107576－　　　Tsuchiya＊＊IV＊1126＊＊4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－OO11］
小作料改訂二關スル凶事ト其成績／兵庫縣内務部［編］

　　　［神戸］：兵庫縣内務部，1927

　　　156p；22cm
　　　118156306V　　　Tsuchiya＊＊ll＊2078＊＊

　　　118156307W　　　Tsuchiya＊＊ll＊2078＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－0012］
小作料改定二関スル参考事例／兵庫縣産業部［編］

　　　［神戸］：兵庫縣産業部，1924．8

　　　126p；22cm
　　　118128006R　　　Tsuchiya＊＊l11＊409＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－0013］
小作料調査／岐阜縣農會

　　　［岐阜］：岐阜三農會，1919

　　　1冊；24cm
　　　謄写版

　　　118156328Z　　　Tsuchiya＊＊lI＊2095＊＊

　　‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－0014］
小作料はいくらが相當か／横田英夫著

　　　［出版地不明］：横田英夫，1922．4

　　　5，8，191p；15cm
　　　発売所：東方時論社

　　　118128265Y　　　Tsuchiya＊＊llI＊768＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－OO15］
自作農地購入二關スル標準債格表：割賦償還二關スル諸表／
農林省農務局，社會政策審議會［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1929．8

　　　30p；19×27cm
　　　代謄写

　　　1181074110　　　Tsuc｝輯ya＊＊IV＊935＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－0016］
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，1940．3

　　　148p；22cm
　　　（農地制度二郎スル参考資料；其ノ1）

　　　118156612V　　　Tsuchiya＊＊ll＊2350＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－OO17］
全國田畑利廻リ調

　　　東京：日本勧業銀行，1912．4一

　　　冊；26cm
　　　118128248Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊749＊＊1

　　　118128249－　　　Tsuchiya＊＊lII＊749＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－0018］
桑園の小作料

　　　長野：長野縣内務部，1931

　　　5，81p；22cm
　　　118156564．　　　Tsuchiya＊＊ll＊2303＊＊
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KO923小作慣行・小作権

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－0019］
田地ノ等級：附地債修正小作料制定／秋田縣立農事試験塙

　　　牛嶋町：秋田縣立農事試験場，1912．8

　　　3，43，4，2，5，2p；26cm
　　　換歯寓

　　　118156616Z　　　Tsuchiya＊＊踊＊2353＊＊　　　　　　　　ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－OO20］
田畑地債調査三時ノ小作料調：自大正七年至大正九年／［大
門省主税局編］

　　　［東京］：大蔵省主税局，1926．10

　　　46p；23cm
　　　118156567／　Tsuchiya＊＊ll＊2304＊＊大正7－9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－0021】
第五十六回義血議高岡於ケル自作農創設維持助成資金特別會
計法案審議ノ概要／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1940．3

　　　201p；22cm
　　　（農地制度二二スル参考資料；其ノ2）

　　　118156613w　　　Tsuchiya＊＊II＊2350＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－OO22］
筑前下平藩田制貢租調査／福岡縣内務部［編］

　　　［福岡］：福岡県内務部，1932．6

　　　228p；23cm
　　　118156558／　　　Tsu（：hiya＊＊ll＊2297＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－0023］
田小作料心血關スル調査表／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1931．1

　　　14p；27cm
　　　大正10年調査

　　　118156386＄　Tsuchiya＊＊II＊2135＊＊大正10

　　　118156387／　Tsuchiya＊＊II＊2135＊A＊大正10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－0024］
土地所有権移動之状況

　　　［東京］：農商務省農務局，1910

　　　2，18p；26cm
　　　（農務彙纂／農商務省農務局；第13）

　　　118156605X　　　Tsu（：hiya＊＊ll＊2319＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－0025］
日本小作料論／田邊勝正著

　　　東京：巌松堂書店，1940．11

　　　3，10，508P；23cm
　　　主要参考文献：p501－508

　　　1181087980　　　Tsuchiya＊＊IV＊2331＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－0026］
農家耕地及小作料自認スル調査／島根縣内務部［編］

　　　［松江］：島根縣内務部，1925．11

　　　81p；23cm
　　　（農事心地；第26號）

　　　118156731X　　　Tsuchiya＊＊ll＊2456＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO91－OO27］
農地審議會総包議事録

　　　［東京］：農林省農務局，1940．6－1943．3

　　　冊；21cm
　　　第4回の出版者：農林省農政局

　　　118156631W　　　Tsuchiya＊＊Il＊2367＊＊1

　　　118156632X　　　Tsuchiya＊＊Il＊2367＊＊2

　　　118156633Y　　　Tsuchiya＊＊ll＊2367＊＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO91－0028］
北海道二二ケル費買地債小作料及勢働賃金二關スル調査／北
海道廃内務部

　　　〔札幌］：北海道磨内務部，1921．6

　　　33p；26cm
　　　118156332U　　　Tsuchiya＊＊lI＊2092＊＊

　　　　　　KO92＝小作慣行・小作権

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OOO　1］
阿蘇ノ永小作／戸水寛人著

　　　東：京：有斐閣，1901．3

　　　29p；23cm
　　　（法理論叢；第10編）

　　　118156740X　　　Tsuchiya＊＊II＊2467＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OOO2］
有明海沿岸鍬先地調査：附茜柳川藩ノ貢租

　　　［福岡］：福岡縣内務部，1929．4

　　　54p；23cm
　　　118128007S　　　Tsuchiya＊＊lll＊410＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0003］
石川縣下の株擢小作／農商務省農務局編

　　　東京：農商務省農務局，1923．2

　　　19p；23cm
　　　（小作参考資料／農商務省農務局編）

　　　118128008T　　　Tsuchiya＊＊lIl＊412＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0004］
伊勢の株地制度考

　　　津：三重縣，1936

　　　130p；22cm
　　　118156539＄　　　Tsuchiya＊＊ll＊2278＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OOO5］
茨城縣小作慣行

　　　［製作地不明］：〔製作者不明］，［1885］

　　　42丁；27cm
　　　罫紙に毛筆書きの書写資料
　　　農商務卿宛上申書の日付：明治18年8月22日，茨城縣大
　　　書記官
　　　和装，袋綴

　　　118107183u　　　丁suchiya＊＊IV＊723＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0006］
岩手縣に於ける馬小作に關する調査／馬政局［編］

　　　東京：馬政局　1938．3
　　　　　　　　　，
　　　125p；22cm
　　　（馬産経濟實態調査特別報告；第1輯）

　　　118156676＋　　　Tsuchiya＊＊ll＊2402＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0007】
岩手縣に於ける名子制度實地調査／佐藤盛雄調査

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，［1923］

　　　19丁；25cm
　　　原稿用紙にペン書きの書写資料
　　　表紙：岩手縣磨勧業課佐藤盛雄氏調査

　　　仮綴じ

　　　118156643Z　　　Tsuchiya＊＊ll＊2377＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0008］
馬の取引・小作及賃借に關する調査／馬政局［編］

　　　東京：馬政局，1939

　　　199p；21cm
　　　（馬産経濟實態調査特別報告；第2輯）

　　　118156725－　　　Tsuchiya＊＊ll＊2451＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO92－OOO9］

永小作慣行ノ概要

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［19一］

　　　7丁；28cm
　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118156321S　　　Tsuc卜iya＊＊ll＊2086＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0010］
永小作に下する調査／農商務省農務局編纂

　　　東京：帝國農會，1924一

　　　冊；22cm
　　　其二：小作参考資料
　　　其二の発行者：農商務省農務局

　　　118156735．　　　Tsucbiya＊＊II＊2460＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0011】

永小作論／小野武夫調査

　　　東京：厳松堂書店，1924．5

　　　362p；23cm
　　　118156543Y　　　Tsuchiya＊＊Il＊2284＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0012］
愛媛縣新居郡地方ノ小作権二関スル調査／農商務省農務局編

　　　東京：農商務省農務局，1922．11

　　　13p；23cm
　　　（小作参考資料／農商務省農務二二）

　　　118156677X　　　Tsuchiya＊＊11＊2403＊＊

　　　1181566780　　　Tsuchiya＊＊ll＊2403＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0013］
大阪府下二於ケル永小作地並其ノ整理／大阪府内務部［編］

　　　［大阪］：大阪府内務部，［1933．3序］

　　　234p；22cm
　　　118156556　　　　Tsuchiya＊＊Il＊2295＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO　14］
大阪府下二於ケル作り子慣行／大阪府内務部［編］

　　　［大阪］：大阪府内務部，［193一］

　　　2，50p；22cm
　　　出版年は本文中の統計数字等から推定

　　　118156683＄　　　Tsuchiya＊＊ll＊2407＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0015］
岡山縣小作慣行調査

　　　［岡山］：岡山縣内務部，1914．3

　　　3，90p；22cm
　　　118156654．　Tsuc卜iya＊＊ll＊2385＊＊大正3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO16］
岡山縣小作慣行調査書／岡山縣内務部

　　　［岡山］：岡山縣内務部，1923

　　　109p；23cm
　　　　（岡山縣産業叢書；第60編）

　　　118156655　　Tsuchiya＊＊ll＊2385＊＊大正12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO17］
加賀藩の農政一般と富山縣下に於ける特殊小作慣行／大森
戒三［著］

　　　［名古屋］：名古屋控訴院，1932．12

　　　46，51p；23cm
　　　（司法資料：名古屋控訴院管内；第2號）

　　　118153109T　　　Tsuchiya＊＊ll＊1879＊＊

　　　1181531101．　　　Tsuchiya＊＊II＊1879＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0018］
香川縣下の甘土料に就いて／香川縣内務部［編］

　　　［高松］：香川縣内務部，1928．6

　　　4，111，5p：地図；23cm

　　　118156730U　　　Tsuchiya＊＊ll＊2455＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0019］
香川縣小作慣行調査

　　　［高松］：香川縣，［1923］。1928．6

　　　2冊；23cm

　　　118156651Y　　　Tsuchiya＊＊11＊2383＊＊

　　　118156652z　Tsuchiya＊＊II＊2383＊＊昭和2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0020］
各州小作慣行調査／聖溝総督府殖産局農務課［編］

　　　壷北：壷滞総督府殖産局農務課，1926

　　　370，40p；22cm
　　　（殖産局出版；第478號）
　　　表紙：以印刷代謄写

　　　118156658＋　　　Tsuchiya＊＊II＊2393＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0021］
神奈川縣小作慣行調査書／神奈川縣産業部［編］

　　　［出版地不明］：神奈川縣産業部，1923．3一

　　　冊；19cm
　　　［昭和2］：昭和2年8月

　　　118156656＄　Tsuc卜iya＊＊ll＊2386＊＊昭和2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0022］
慣行小作権に関する研究／野村岩夫著

　　　東京：協調会，1937

　　　333p；23cm
　　　118156642Y　　　Tsuchiya＊＊ll＊2376＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0023］
慣行ノ種類

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［18一］

　　　5丁；29cm
　　　付：特殊小作慣行調（青森縣）

　　　謄写版

　　　118156675／　　　Tsuchiya＊＊lI＊2401＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0024］
奮鹿見島藩ノ門割制度／農商務省農務局編

　　　東京：山畠農會，1922．12

　　　3，4，3，79p；23cm

　　　118：L56245x　　　Tsuchiya＊＊ll＊2023＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0025］
薔南部領二於ケル名子及之二類似ノ制度／農林省農務局［編］

　　　［東京］：農林省農務局，1936．1

　　　2，98p；23cm
　　　横山周次調査

　　　118156729！　　　Tsuchiya＊＊11＊2454＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0026］
薔南部領に於ける名子制度／小野武夫，森嘉兵衛［著］

　　　［東京］：［法政大學政経學會L1933．7

　　　28p；23cm
　　　（政治経濟研究；第1年第1號別冊．南部藩経濟史研究；
　　　第2輯）

　　　118156728＄　　　Tsuchiya＊＊ll＊2453＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO27］
畦畔小作料問題；差米込米二關スル鑑定書；違作引二關スル
慣習ノ鑑定書／小野武夫［著］

　　　［新潟］：北蒲原郡協和會，1930

　　　32p；23cm
　　　118156664　　　　Tsuchiya＊＊II＊2396＊＊

縣郡小作慣行調査／［埼玉縣］農務課

　　　［浦和］（埼玉縣）：［埼玉縣］農務課，1922．6

　　　1綴；28cm
　　　「埼玉縣」等の名入罫紙等にカーボン複写

　　　袋綴

　　　118128267－　　　Tsuchiya＊＊Ill＊770＊＊

［KO92－0028］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO29］
耕地ノ所有並二耕作状況二画面ル調査事例：栃木縣上都賀郡
板荷村

　　　［東京］：農林省農務局，1939．3

　　　74p：地図；22cm

　　　118156641X　　　Tsuchiya＊＊II＊2375＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0030］
小作慣行改善事業拉計叢書／水上庄農業組合［著］

　　　［台南離断石郡］：［水上庄農業組合］，［1926？］

　　　48p；22cm
　　　巻頭：水上庄農業組合小作慣行改善事業
　　　巻末「水上庄農業組合小作契約奨励規定」の契約書案の日付

　　　に「昭和」とあり

　　　表紙：山山篤

　　　118156552Y　　　Tsuc｝1iya＊＊II＊2291＊＊

小作慣行調査／秋田縣［編］

　　　［秋田］：秋田縣，［1920凡例］

　　　2，114，11p；19cm

　　　118156659％　　　Tsuc卜lya＊＊II＊2388＊＊

小作慣行調査／埼玉縣内務部［編］

　　　［浦和］：埼玉縣内務部，1921．9

74p；23cm

118156660Y Tsuchiya＊＊ll＊2390＊＊

［KO92－0031］

［KO92。0032］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0033］
小作慣行調査／茨城縣内務部社會課［編］

　　　［出版地不明］：茨城県内務部社会課，1922．10

　　　2，2，113p；20cm
　　　換謄爲

　　　118156734－　　　Tsuchiya＊＊Il＊2459＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0034］
小作慣行調査／［鹿児島縣編］

　　　［鹿児島］：［鹿児島縣］，［1922］

　　　13綴；26cm
　　　原稿用紙にペン書きの書写資料
　　　1：肝属郡（81枚）2：薩摩郡（53枚）3：川辺郡（45枚）4：

　　　出水郡（102枚）5＝鹿児島郡（66枚）6：姶良郡（28枚）7：

　　　伊佐郡（19枚）8：日置郡（14枚）9：揖宿郡（28枚）10：
　　　大島郡（29枚）11：熊毛郡（13枚）12：曽於郡（59枚）13：

　　　小作慣行調査事項大正10年度（53枚）

118107963－
118107964．
118107965
118107966＄

118107967／

118107968＋
118107969％

118107970Y
118107971Z
：L18107972－

118107973．
118107974
118107975＄

Tsuchiya＊＊IV＊1508＊＊1

Tsuchiya＊＊IV＊1508＊＊2

Tsuchiya＊＊IV＊1508＊＊3

Tsuchiya＊＊IV＊1508＊＊4

Tsuchiya＊＊IV＊1508＊＊5

Tsuchiya＊＊IV＊1508＊＊6

Tsuchiya＊＊IV＊1508＊＊7

Tsuchiya＊＊IV＊1508＊＊8

Tsuchiya＊＊IV＊1508＊＊9

Tsuchiya＊＊IV＊1508＊＊13

Tsuchiya＊＊IV＊1508＊＊10

Tsuchiya＊＊IV＊1508＊＊11

Tsuchiya＊＊IV＊1508＊＊12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO35］

小作慣行調査：北海道の小作事情其六／北海道臆経濟部
［編］

　　　［札幌］：北海道臆経濟部，1937．9

　　　35丁；29cm
　　　表紙：昭和12年9月（未定稿）
　　　和装，袋綴
　　　謄写印刷

　　　118107189－　　　Tsuchiya＊＊IV＊728＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0036】
小作慣行調査：山形縣西村山郡左澤町小作慣行調査

　　　［左澤町］（山形縣）：［山形縣西村山郡左澤町役場］，［1921］

　　　1冊；25cm
　　　「山形縣西村山郡左澤町役場」の名入罫紙にカーボン複写

　　　文中に「大正6－10年」の記述あり

　　　袋綴

　　　118156736　　　　Tsuchiya＊＊ll＊2461＊＊

小作慣行調査書／山形縣［編］

　　　［山形］：山形縣，1922

　　　2，2，54p；22cm

　　　118156657！　　　Tsuchiya＊＊lI＊2387＊＊

小作慣行調査書

　　　西成郡（大阪府）：西成郡，1885．4

　　　6，147p；23cm
　　　和装

　　　118156322T　　　Tsuchiya＊＊ll＊2087＊＊

小作慣行調査書

　　　［奈良］：奈良縣内務部，1922

48p；23cm
換謄爲

118156653一

小作慣行調査事項

　　　［出版地不明］

　　　1綴；27cm
　　　和装，袋綴

　　　1181072310

Tsuchiya＊＊ll＊2384＊＊

［KO92－0037］

［KO92－0038］

［KO92－0039］

　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO40］

：［出版者不明］，［出版年不明］

　Tsuchiya＊＊IV＊763＊＊

小作慣行二關スル資料／農務局調査

　　　［東京］：臨時國民経濟調査會，1919．3

，　135p；26cm

　118156390Y Tsuchiya＊＊ll＊2139＊＊

［KO92－0041］
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO42］
小作慣行二関スル調査：農林省調査：抜粋

　　　［出版地不明］：［農林省］，［1920？］

　　　4丁；26cm
　　　表の備考に「本表ハ大正9年農務局調査二依ル」とあり

　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118156341U　　　Tsuchiya＊＊ll＊2104＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0043］
小作慣行二關スル調査資料／農商務省農務局［編］

　　　［東京］：農商務省農務局，1919．1

　　　2，135p；26cm
　　　表紙：大正7年12月
　　　凡例：「農務彙纂第四十四小作慣行二關スル調査資料」の再録

　　　118156389Z　　　Tsuchiya＊＊lI＊2138＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO44］
小作慣行二關スル調査資料：大正元年及明治十八年／農商
務省農務局［編］

　　　［東京］：農商務省農務局，1924。3

　　　2，157p；26cm
　　　凡例：大正元年資料は「農務彙毎回四十四小作慣行二關スル
　　　調査資料」の再録，明治18年資料は「明治十八年地方臆二照

　　　會シ小作慣行ノ調査報告アリタルモノ」の抄録

　　　118156391Z　　　Tsuchiya＊＊ll＊2137＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0045］
小作慣行二身スル調査資料：大正元年及明治十八年／農林
省農務三編

　　　東京：大日本農會，1926。9

　　　2，157p；26cm
　　　凡例：大正元年資料は「農務彙魚肉四十四小作慣行二關スル

　　　調査資料」の再録
　　　凡例：明治18年資料は「明治十八年地方臆二照會シ小作慣
　　　行ノ調査報告アリタルモノ」の抄録

　　　118156392－　　　Tsuchiya＊＊II＊2137＊＊

小作権二関スル各府縣ノ回答

　　　［東京］：［協調会］，［19一］

　　　1冊；24cm
　　　「協調會」の名入罫紙等にペン書き

　　　118156368＄　　　Tsuchiya＊＊ll＊2125＊＊

小作椛に画する研究／松村勝治郎著

　　　東京：勢働公論社出版部，1931．1

　　　4，120p；19cm
　　　奥付には松村勝次郎とあり

　　　118128031P　　　Tsuchiya＊＊111＊434＊＊

［KO92－0046］

［KO92－OO47］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO48］
小作権二対スル回答表

　　　［東京］：［協調會］，［1927］

　　　2枚；27cm
　　　「二野法人協調會」の名入罫紙にペン書きの書写資料
　　　門中の日付に「15．12．13」「2．7．18」等あり

　　　i18156644－　　　Tsuchiya＊＊ll＊2378＊＊

小作檀に就て／数馬伊三郎［著］

　　　［東京］：司法省調査課，1933．3

　　　5，5，2，282，11p；22cm
　　　（司法研究報告書集；第17輯11）

　　　118156541W　　　Tsuchiya＊＊Il＊2283＊＊

［KO92－OO49］

小作証書実例集／農林省農務三編

　　　東京：帝国地方行政学会，1929．3

　　　2，6，125，4，514，4p；19cm

　　　1181279994　　　Tsuchiya＊＊Ill＊402＊＊

小作事情調査

　　　［東京］：農林省農務局，1938．3

　　　4，200p；26cm

　　　1181277880　　　丁suchiya＊＊lll＊189＊＊

　　　1181277891　　　Tsuchiya＊＊lll＊189＊A＊

［KO92－OO50］

［KO92－OO51］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO52］
小作事情二関スル調査：小作料及土地費買債格

　　　［千葉］：千葉縣農會，1928．11

　　　3，4，8丁；24cm
　　　謄写印刷，袋綴

　　　118128347Z　　　Tsuchiya＊＊llI＊877＊＊

小作制度調査會特別委員會総門議事録

　　　［東京］：農商務省農務局，1924

　　　3，314p；23cm

　　　118156555．　　　Tsuchiya＊＊II＊2294＊＊2

小作料の減免に闘する慣行調査

　　　東京：帝國農會，1927．6

154p；22cm

118156661Z Tsudliya＊＊Il＊2394＊＊

［KO92－0053］

［KO92－0054］

　　　　　　　　　　㌣　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0055］

埼玉縣に於ける家守小作／埼玉縣経濟部［編］

　　　［浦和］：：埼玉県経済部，1936．3

　　　36p；22cm
　　　118156315V　　　Tsuchiya＊＊II＊2083＊＊

　　　118156316W　　　Ts竃」chiya＊＊II＊2083＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0056］
滋賀縣二於ケル小作権慣習

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，［1927］

　　　［27］枚；26cm
　　　「財団法人協調会」名入罫紙にペン書きの書写資料

　　　1：赤野井（玉津村）一2：蒲生郡苗村，野洲郡守山町

　　　118106535U　　　Tsuchiya＊＊IV＊163＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO57］
静岡縣に於ける蜜柑園の小作事情：完／静岡県経濟部編

　　　静岡：静岡縣経義部，1936．3

　　　120p；22cm
　　　118156648／　Tsuchiya＊＊ll＊2380＊＊完

　　　118156649＋　Tsuchiya＊＊II＊2380＊A＊完

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO58］
島根県下の株小作：附山陰地方に於ける小作慣用語／島根
県経済部編

　　　松江：島根県経済部，1943

　　　106p；22cm
　　　1181566791　　　Tsuchiya＊＊ll＊2404＊＊

　　　118156680－　　　Tsuchlya＊＊lI＊2404＊A＊
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KO92：小作慣行・小作権

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0059］
島根縣小作慣行調査書／島根縣内務部編．一［訂正再版］

　　　［松江］：島根縣内務部，1926．5

　　　2，62p；22cm
　　　巻頭：島根縣小作慣行調査

　　　大正12年6月刊行訂正再版

　　　118156309Y　　　Tsuchiya＊＊ll＊2079＊A＊

　　　118156310Q　　　Tsuchiya＊＊ll＊2079＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［XO92－OO60］
島根縣鳥取自小作慣例調査書／松江税務管理局編纂

　　　島根：松江税務調査會，1902

　　　12，157，38p；22cm

　　　118156559＋　　　Tsuchiya＊＊ll＊2298＊＊

　　　118156560X　　　Tsuchiya＊＊ll＊2298＊A＊

島根縣に於ける株小作

　　　［松江］：島根縣内務部，［19一］

　　　70p；23cm
　　　（農事資考；第29號）

　　　118156663．　　　Tsuchiya＊＊lI＊2395＊＊

［KO92－OO61］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO62］
實収小作料ト収穫高トノ割合二関スル調査／帝國農會調査
部［編］

　　　［東京］：［帝國農會調査部］，［1926］

　　　19枚；26cm
　　　原稿用紙にペン書きの書写資料

　　　表紙：大正15年10月，小作料減免二丁スル慣行調査第3輯

　　　118156662－　　　Tsuchiya＊＊lI＊2394＊A＊

大正十年小作慣行調査／農林省農務局編纂

　　　東京：大日本農會，1926．12

　　　2，9，372，96p；26cm

　　　118127785／　　　Tsuchiya＊＊Ill＊186＊＊

［KO92－0063］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO64］
朝鮮に於ける小作制度／雨曇鐘［著］；朝鮮三三府［編］

　　　［京城］：朝鮮総督府，1922．9

　　　34p；22cm
　　　記述は大正13年12月（発行）による

　　　118156637　　　　Tsuchiya＊＊II＊2372＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92・一〇〇65］

朝鮮二於ケル小作二關スル参考事項摘要／朝鮮総督府農林
局［編］

　　　［京城］：朝鮮総督府農林局，1934

　　　154p；19cm
　　　118108952Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊2487＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0066］
朝鮮ノ小作慣行／朝鮮総督府編

　　　［京城］：朝鮮総督府，1932。12

　　　2冊・26cm
　　　　　ウ
　　　上巻：前編朝鮮ノ小作慣行
　　　下巻：後編朝鮮ノ現行小作及管理契約謹書，輪編其ノ他小
　　　三二關スル重要事項，参考編從來ノ朝鮮ノ小f乍慣行調査資料

　　　118156528．　Tsuchiya＊＊ll＊2269＊＊上

　　　118156529　Tsuchiya＊＊ll＊2269＊＊下

朝鮮の小作慣習／朝鮮絡督府編

　　　京城：朝鮮総督府，1929．3

　　　3，256p；23cm
　　　（調査資料／朝鮮総督府［編］；第26輯）

　　　118156723Y　　　Tsuchiya＊＊II＊2449＊＊

［KO92－OO67］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0068］
徳島縣下二毛作田萎小作料の起源並に愛遷／徳島県内務部
［編］

　　　［徳島］：徳島縣内務部，1930．3

　　　53p；23cm
　　　118156311R　　　Tsuchiya＊＊ll＊2081＊＊

　　　118156312S　　　Tsuchiya＊＊ll＊2081＊A＊

　　　118156313T　　Tsuchiya＊＊ll＊2081＊B＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0069］
特殊小作慣行名子制度刈分小作の實情

　　　［盛岡］：岩手縣内務部，1932．3

　　　110p；23cm
　　　附録：名子制度及び刈分小作の分布図（折込み図）

　　　118⊥07572W　　　Tsuchiya＊＊IV＊1119＊＊

特殊小作制残存部落の農業経営／渡部牧著

　　　東京：伊藤書店，1943．1

　　　4，3，126p；22cm
　　　（日本學術論叢；2）

　　　118ユ29634Z　　　丁suchiya＊＊lll＊2063＊＊

　　　118ユ30263P　　　丁suchiya＊＊lll＊2063＊A＊

栃木縣小作慣行調査書

［出版地不明］

29p；26cm

118156650X

：栃木縣内務部，〔19一］

　Tsuchiya＊＊lI＊2382＊＊

［KO92－OO70］

［KO92－0071］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO72］
鳥取縣二於ケル小作権空買二陣スル調査／鳥取縣内務部［編］

　　　［鳥取］：鳥取縣内務部，1929．4

　　　64p；23cm
　　　118156303S　　　Tsuchiya＊＊ll＊2077＊＊

　　　118t56304T　　　Tsuchiya＊＊ll＊2077＊A＊

富山縣二宮ケル小作権慣習

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1927］

　　　10枚；26cm
　　　「財團法人協調會」の名入罫紙にペン書き

　　　118156326X　　　Tsuchiya＊＊ll＊2097＊＊

猫逸の永小作制度

　　　［東京］：職階農會，1916．12

　　　2，67p；22cm

　　　118127787Z　　　Tsuchiya＊＊ll置＊188＊＊

日本農地謹文の研究：
田正忠著

　　　東京：巌松堂書店，1944．9

　　　5，18，825p；22cm

　　　118107648－　　　Tsuchiya＊＊IV＊1203＊＊

［KO92－0073］

［KO92－OO74］

　　　　　　　　　　　［KO92－0075］
土地償格利子小作料諸慣行の饗遷／鎌

農地關係土地會社及請負小作二關スル調査

　　　［東京］：農林省農務局，1932．12

　　　7，250p；22cm

　　　118127790－　　　Tsuchiya＊＊lll＊190＊＊

［KO92－OO76］
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KO93：小作制度・問題に関する調査・研究

　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO77］

廣島縣二於ケル從贋小作の状況調査／廣島県内務部編

　　　［廣島］：廣島県内務部，1930

　　　15p；23cm
　　　118156638＄　　　Tsuchiya＊＊日＊2373＊＊

　　　118156639／　　　Tsuchiya＊＊11＊2373＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0078］
福岡県浮羽郡二恩ケル小作協約二就テ／福岡県内務部編

　　　［福岡］：［福岡県］，［1934］

　　　39p；22cm
　　　1181565891　　　Tsuchiya＊＊ll＊2339＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO79］

北海道小作慣行調査

　　　［札幌］：北海道鷹覇業部，1913．5

　　　2，44p；23cm

　　　118107578　　　　Tsuchiya＊＊IV＊1129＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0080］
北海道に於ける小作契約責例調査

　　　［札幌］：北海道磨内務部農務課，［1924］

　　　2，82p；23cm

　　　118156726．　　　Tsuchiya＊＊ll＊2452＊＊

　　　1：L8156727　　　　Tsudliya＊＊lI＊2452＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0081］
北海道に於ける小作権の研究／花島得二［著］

　　　［東京］：［農業と経濟社］，［1935］

　　　p36－44；23cm
　　　表紙：農業と経濟第二巻第十二號所載別刷

　　　118156542X　　　Tsuchiya＊＊ll＊2282＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO92－OO82］
本邦各地小作慣例

　　　［東京］：［日本勧業銀行］，［1911］

　　　40丁；29cm
　　　鉛筆書きで「明治44年」とあり
　　　「日本勧業銀行」の名入罫紙に毛筆書き

　　　和装，袋綴

　　　118128476　　　　Tsudliya＊＊lll＊1018＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO83］
本邦小作慣行／農林省農務局編纂

　　　東京：大日本喧喧，1926

　　　157，372，96p；26cm

　　　118156775＋　　　Tsuchiya＊＊ll＊2510＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO84］
本邦土地慣例：全／市岡正一編輯

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1937？］

　　　162p；25cm
　　　謄写版

　　　118156681．　　　Tsuchiya＊＊61＊2405＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0085］
本邦二於ケル刈分小作／農林省農務局編

　　　東京：大日本農會，1934．3

　　　4，522p；23cm

　　　118106541R　　　Tsuchiya＊＊IV＊170＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92一・OO86］
三重縣二於ケル小作権慣習

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，［1928］

　　　［31］枚；26cm
　　　「財団法人協調会」名入罫紙にペン書きの書写資料

　　　製作年は文中より
　　　その1：木曽岬村，伊曽島村一その2：三重郡塩浜村，度会

　　　郡浜郷村

　　　118106536V　　　Tsuchiya＊＊IV＊164＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－OO87］
明治十八年茨城縣小作慣行調査書／土屋喬雄［著］

　　　［東京］：［東京大學経濟學會］，［1934．5］

　　　p95。122；22cm
　　　「丁丁學論集」第4巻第5號（昭和9年5月発行）抜刷

　　　118106425S　　　Tsuchiya＊＊lV＊66＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0088］
明治十八年三重縣小作慣行調査書／土屋喬雄［著］

　　　［東京］：［東京出過大學湖山虚血］，［1939］

　　　p110－133，90－108；22cm
　　　「経濟學論集」第9巻第4－5號別刷

　　　118156674＄　　　Tsuchiya＊＊ll＊2392＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO92－0089］
孟宗畑小作慣行に關する調査／京都府内務部［編］

　　　［京都］：京都府内務部，1932．3

　　　65p，図版3枚：地図；22cm

　　　118156732Y　　　Tsuchiya＊＊ll＊2457＊＊

KO93＝小作制度・問題に関する調査・研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO93－0001］
岩手縣名子刈分制度残存地帯に於ける農業労働力調整調査

　　　東京：帝国農会，1942．1

　　　71p；27cm
　　　（農業共同作業叢書；第19輯）

　　　118129535Z　　　Tsuchiya＊＊111＊1968＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0002］
英國小作制度の歴史的考察／伊藤藤次郎著

　　　東京：大東書院，1927．4

　　　5，176p；19cm

　　　118128001M　　　Tsudliya＊＊lll＊404＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0003］
岡山県藤田農場の解放顛末

　　　東京：農政調査会農地改革記録委員会，1950

　　　170p；25cm
　　　（記録参考資料；第2号）

　　　謄写版

　　　118156294．　　　Tsuchiya＊＊II＊2066周置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO93－0004］
改正新潟臨地品持一覧：全／樋ロ小左衛門編輯．一3版

　　　三旧蹟（新潟縣）：樋口小左衛門，1893

　　　32p；23cm
　　　巻頭：新潟県地価持姓名録，明治25年12月調査
　　　表紙：明治26年第古版，樋口氏蔵版

　　　118128270U　　　Tsuchiya＊＊川＊773＊＊
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KO933小作制度・問題に関する調査・研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0005］
刈分小作に関する研究資料：青森縣上北郡十和田村に於ける
一事例／拝司静夫［著］

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，［1935以降］

　　　110p；26cm
　　　「三省堂原稿用紙」にペン書きの書写資料

　　　表紙：昭和10年度演習報告

　　　1180878662　　　Tsuchiya＊＊V＊1185＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OOO6】
京都府下に於ける茶園の小作事情

　　　［京都］：京都府経濟部，1936．3

　　　100p；22cm
　　　1180888685　　　丁suc翫iya＊＊V＊2131＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0007］
岐阜県に於ける小作問題の研究／中澤辮次郎著

　　　東京：巌松堂書店，1923．7

　　　306p；20cm
　　　118156544Z　　　Tsu（：hiya＊＊ll＊2285＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OOO8］
群馬県農村経済之状態；地主対小作之関係

　　　前橋：群馬県農会，1912．7

　　　51，54p；23cm
　　　附：他府県之事例

　　　118156724Z　　　Tsuchiya＊＊ll＊2450＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OOO9］
小作及勢働者需要調／北海道鷹［編］

　　　［札幌］：北海道磨，1928．7一

　　　冊；19－23cm

　　　118156562z　Tsuc卜iya＊＊II＊2302＊＊昭和3
　　　118156563－　　　Tsuchiya＊＊ll＊2302＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0010］
小作協約（集合契約）ノ事例

　　　［出版地不明］：「出版者不明」，［1925］

　　　［19］丁；27cm
　　　謄写版
　　　和装

　　　118129833－　　　Tsuchiya＊＊1V＊1734＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO11］
小作組合二二スル調査／農商務省農務局編

　　　東京：帝國漏壷，1921。6

　　　3，33p；22cm
　　　（小作参考資料／農商務省農務局編）

　　　118128010M　　　Tsuchiya＊＊川＊414＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0012］

小作権丁丁二地主概数其面積

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，［製作年不明］

　　　4枚；26cm
　　　「財団法人協調会」の名入罫紙にペン書きの書写資料

　　　118106422P　　　Tsuchiya＊＊IV＊63＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0013］
小作奨働参考資料／渡邉［保］治［調査］

　　　［山形］：山形縣農會，［1919］

　　　27p；17cm
　　　1181564991　　　Tsuchiya＊＊lI＊2243＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0014］

小作事情調査

　　　［長野］：長野縣，1936．11

　　　39p；23cm
　　　118156640W　　　Tsuchiya＊＊ll＊2374＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO　15］
小作事情と農民運動／山形縣経濟部［編］

　　　［山形］：山形縣経濟部，1935．3

　　　3，95p；23cm

　　　118156753．　　　Tsuchiya＊＊II＊2477＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO　16］
小作制度調査委員會特別委員會議事録

　　　［東京］：農商務省農務局，1921一

　　　冊；23cm

　　　118157006T　　　Tsuchiya＊＊lI＊1990＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0017］
小作制度論／有元英夫著

　　　岡山：大原農業研究所，［1922．3序］

　　　88p；23cm
　　　大正10年7月農業講習会講演（大原奨農会主催）

　　　118106484X　　　Tsuchiya＊＊IV＊122＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0018］
小作地返還面積二闘スル調査

　　　［東京］：帝國農會調査部，’1926一

　　　冊；22cm
　　　大正15年度：自大正14年6月始至大正15年5月末
　　　昭和2年度：自大正15年6月忌昭和2年5月
　　　謄写版

　　　118106534T　Tsuchiya＊＊IV＊162＊＊大正15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0019］
小作二関スル調査諸表／岡山縣内務部［編］

　　　［岡山］：［岡山縣内務部］，［1932］

　　　1冊；27cm
　　　表紙：昭和六年十二月末日現在

　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118106538X　　　Tsuchiya＊＊IV＊166＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO20］
小作農民に關する調査

　　　［京城］：朝鮮総督府殖産局，1928．2

　　　3，279p；22cm
　　　明治43年より同45年に亘り朝鮮総督府取調局に於いて調
　　　讃した資料を、研究資料第1輯として印刷した

　　　118156682　　　　Tsuchiya＊＊ll＊2406＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO21］
小作間題／気賀勘重著

　　　東京：日本評論社，1929．10

　　　3，2，340p；20cm
　　　（農村問題大系；第11編）

　　　118106543T　　　Tsuchiya＊＊IV＊172＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO22］
小作問題研究／横田英夫著

　　　東京：巌松堂書店，1922．10

　　　4，304p；23cm

　　　118108913W　　　Tsuchiya＊＊IV＊2447＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO23］
小作問題小史／岐阜縣警察罰［編］

　　　［岐阜］：岐阜県警察部，1921．3

　　　46p；23cm＋付表（1枚；54×40cm）
　　　巻頭：大正10年3月編纂
　　　表紙：禁画面

　　　118156762．　　　Tsuchiya＊＊ll＊2488＊＊

489



KO933小作制度・問題に関する調査・研究

小作問題資料／協調三編

　　　：東京：協調会，1922

　　　355p；22cm

　　　118156372Y　　　Tsuchiya＊＊ll＊2128＊＊

　　　118156373Z　　　Tsuc卜iya＊＊II＊2128＊A＊

小作間題と小作協約／松村勝治郎［著］

　　　東京：協調會，［193一］

　　　11p；22cm
　　　社會政策時報第132門別刷

　　　1181567590　　　Tsuchiya＊＊lI＊2485＊＊

小作問題二巴スル参考事例

　　　［福岡］：福岡縣内務部，［1925］

　　　80p；23cm
　　　（農村振興資料；5）

　　　［序］：大正14年3月福岡縣内務部

　　　118156750Y　　　Tsuchiya＊＊ll＊2474＊＊

　　　118156751Z　　　Tsuchiya＊＊lI＊2474＊A＊

小作問題の眞相：行脚調査／松本四四

　　　東京：米本書店，1923．7
　　　11，2，2，4，2，226P，図版1枚；20cm

　　　118127728．　　　Tsuchiya＊＊Hl＊137＊＊

小作連品品文記録／源六［ほか著】

　　　［三保谷宿］（埼玉県）：

　　　1冊；25cm
　　　タイトルは木内書店作成の題簸による

　　　和装，袋綴
　　　毛筆書き

　　　118156393．　　　Tsuchiya＊＊Il＊2152＊＊

［KO93－OO24］

［KO93－OO25］

［KO93－0026］

［KO93。0027］

［KO93－OO28］

［田中三左衛門］，1869．10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO29】
五十町歩以上ノ大地主二關スル調査／農商務省農務局編

　　　東京：帝國農會，1921．3

　　　18p；22cm
　　　（小作参考資料／農商務省農務局編）

　　　118156596％　　　Tsuchiya＊＊1謄＊2312＊＊

　　　1181565970　　　Tsuchiya＊＊1量＊2312＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0030］
五十町歩以上ノ耕地ヲ所有スル大地主二關スル調査／農林
省農務局編

　　　東京：農林省農務局，1925．11

　　　2，2，14p；22cm

　　　118156369／　　　Tsuchiya＊＊ll＊2126＊A＊

　　　1181563701J　　　Tsu（：hiya＊＊II＊2126＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0031］
滋賀縣ノ小作事情／滋賀門経濟部［編］

　　　［大津］：滋賀縣経濟部，1938．3

　　　4，159p；23cm

　　　118107574Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊1125＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0032］
静岡県に於ける蜜柑園の小作事情／静岡県内務部編

　　　静岡：静岡県内務部，1929－1930

　　　2冊；22cm

　　　118156646　　　　Tsuchiya＊＊ll＊2380＊＊1

　　　118156647＄　　　Tsuchiya＊＊四＊2380＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO33］
小農保護問題／社會政策學會編纂

　　　東京：同文館，1915．7

　　　33，250，66，6p；23cm
　　　（社会政策学会論叢；第8冊）

　　　118156401R　　　Tsuchiya＊＊置1＊2146＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0034］
商品生産と寄生地主制：近世畿内農業における／古島敏雄，
永原慶二著

　　　東京：東京大學出版會，1954．5

　　　10，290p；22cm

　　　118129494＄　　　Tsuchiya＊＊1肪＊1940＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0035］
信州穂高地方に於ける小作關係より見たる山葵栽培

　　　［出版地不明］：長野縣，1932．4

　　　51p；22cm
　　　118156305U　　　Tsuchiya＊＊ll＊2076＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【KO93－OO36］
實地踏査岐阜縣に於ける小作問題の眞相／中澤辮次郎著

　　　東京：食糧評論社
　　　東京：巌松堂（発売），1923．7

　　　4，223p；18cm

　　　118156475　　　　Tsuchiya＊＊II＊2201＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0037］
地主及小作人／櫻井順作著

　　　新潟：櫻井書房，1899。6

　　　4，6，282p；18cm

　　　118128000L　　　Tsuchiya＊＊lII＊403＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0038］
地主小作収益調査

　　　［金沢］：石川縣農會，1924．12

　　　84p；22cm
　　　（調査報告／石川牛頭會；第13輯）

　　　118128208V　　　Tsuchiya＊＊lll＊704＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0039］
地主小作人比感尻付諮問答申

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1920］

　　　35丁；25cm
　　　謄写版

　　　118156340T　　　Tsuchiya＊＊ll＊2103＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0040］
地主小作問題二面スル技術者ノ意見／新潟縣農會［編］

　　　［新潟］：新潟縣農會，1922．5

　　　81P；22cm
　　　（調査彙報／新潟富農會；第2號）

　　　118128190V　　　　Tsuchiya＊＊lll＊688＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－OO41］
地主小作問題二二スル地主ノ意見／新潟縣農會［編］

　　　［新潟］：新潟毒虫會，1921．11

　　　2，90p；23cm
　　　（調査彙報／新潟豪農會；第1號）

　　　118156371X　　　Tsuchiya＊＊II＊2127＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO93－0042］
地主収支調査／滋賀縣内務部農務課小作係

　　　［滋賀］：滋賀縣内務部農務課小作係，1932

　　　1冊；27cm
　　　謄写版

　　　118156335X　　　Tsuchiya＊＊ll＊2089＊＊
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