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産業政策／加藤政之助著

　　　東京：博文館，1909

　　　3，2，312p；23cm

　　　118099293％　　　Tsuchiya＊＊ll＊1776＊＊

三酔人経編問答：全／中江篤介著

　　　東京：集成社書店，1887．5

　　　2，138p；18cm

　　　1181539982　　　Tsuchiya＊＊1＊918＊＊

［HO20－OO47］

〔HO20－OO48］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－0049］
山陽頼先生百年祭記念遺芳帖／頼山陽先生遺蹟顕彰會編輯

　　　東：京：三越

　　　東京：審美書院（発売），1931．10

　　　1冊；38cm
　　　タイトルは引解より
　　　玄孫孚題簸
　　　和装，帳入

　　　1181539870　　　Tsuchiya＊＊1＊910＊＊

四民の目ざまし／中江兆民著

　　　東京：博文堂等，1892．5

150p；22cm
118154584．も Tsuc卜iya＊＊ll＊683＊＊

社會小説東洋社會黛／久松義典著

　　　東京：文学同志会，1901．6

　　　4，208p，図版2枚；21cm

　　　118129081V　　　Tsuchiya＊＊lll＊1596＊＊

社会仮粧舞：百鬼夜行／三木愛華著

　　　東京：共丁丁，1887．11

　　　162p；19cm
　　　118153992＄　　　Tsuchiya＊＊1＊913＊＊

勝田大藏大臣演説草稿／勝田主計［述］

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，［1924］

　　　1綴；29cm
　　　「大蔵省」の名入罫紙に毛筆書他

　　　含写本

　　　1181302710　　　Tsuchiya＊＊Ill＊2578＊＊

將來之日本／徳富猪一郎著．一3－5版

　　　東京：塾主雑誌社，1887．9

　　　9，2，233p；19cm

　　　118152778／　　　Tsuchiya＊＊1＊722＊＊

虞務雑規

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1887］

　　　1冊；27cm
　　　遍信省の名入罫紙に毛筆書き

［HO20－OO50］

【：HO20－0051］

［HO20－OO52］

［HO20－0053］

［HO20－OO54］

［HO20－OO55］

公文式，各省官制，逓信省官制，地方逓信官々制，局長処務章

程，公文取扱補則，諮問會議規程，文例書式，公文取扱細則

（貨幣物品往復課留置手績），各局課校事務節目

118154131P　　　Tsucbiya＊＊1＊1028＊＊

新社會・＝The　new　society／矢野龍渓著

　　　：東：京：大日本圖書株式會社：，1902．7

　　　2，2，2，292p；22cm

　　　118152819－　　　Tsuchiya＊＊1＊763＊＊

新平民：開明世界／松の家みどり著

　　　東京：共藤壷，1888．3

　　　144p，図版6枚；19cm

　　　118154148X　　　Tsuchiya＊＊1＊1049＊＊

時事問題名士演説／辻岡文助編

　　　東京：金松堂，1893．2一

冊；19cm

118152381U
118152382V

Tsuchiya＊＊1＊432＊＊1

Tsuchiya＊＊1＊432＊＊2

時事要論／大井憲太郎著

　　　寒川村（千葉県）：板倉中

　　　東京：博聞社（発売），1886．11

　　　118p；19cm

　　　118150472T　　　Tsuchiya＊＊ll＊1505＊＊

自治論／李祓著；林董謬

　　　東京：島村利助，1880

　　　2冊；19cm
　　　発売：回春堂，鳩居堂

　　　1181540220　Tsuchiya＊＊1＊948＊＊上

　　　118154023P　丁suchiya＊＊1＊948＊＊下

實力政策／坂本則美著

　　　［東京］：本来堂，1890．12

　　　5，18，70，33，6p；20cm
　　　表紙：本来堂出版
　　　奥付：著作兼発行者坂本則美

　　　118152755Z　　　Tsuchiya＊＊1＊698＊＊

［HO20－0056］

［HO20－0057］

［HO20－OO58］

［HO20－OO59］

［HO20－OO60］

［HO20－0061］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－OO62］
上木自由之論／デ・トヲクヴィル著；小幡篤次郎抄謬

　　　東京：小幡篤次郎，1873．11

　　　16丁；23cm
　　　和装

　　　118155215T　　　Tsuchiya＊＊ll＊291＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－0063］
条約改正及内地雑居：一名・内地雑居尚早論／国友重章著

　　　東京：内地雑居講究会，1892．12

　　　115p；21cm

　　　118154091u　　　Tsuchiya＊＊1＊1007＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－OO64］
人権新説／加藤弘之著

　　　東京：山城屋佐兵衛
　　　東京：丸屋善七：島屋一介（濫費），1882．10

　　　117p；20cm
　　　谷山棲蔵版

　　　118155002N　　　Tsuchiya＊＊Il＊94＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－OO65］
人倫訓蒙圖彙／［蒔絵師源三郎緒］

　　　［京都］：平樂寺，元禄3［1690］

　　　7冊；23cm
　　　巻末：平門寺開版，村上清三郎（大阪），村上五郎兵衛（江戸）

　　　和装，袋綴

1181550030　　　Tsuchiya＊＊ll＊96＊＊1

118155004P　　　丁suchiya＊＊ll＊96＊＊2

：L18155005q　　　Tsuchiya＊＊ll＊96＊＊3

118155006R　　　Tsuchiya＊＊ll＊96＊＊4

118155007s　　　Tsuchiya＊＊II＊96＊＊5

118155008T　　　Tsuchiya＊＊II＊96＊＊6

118155009U　　　Tsuchiya＊＊ll＊96＊＊7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－OO66］
斯氏代議二二論／斯三二原著；宮城政明謬述．一第3版

　　　東京：旭二二：日進堂：精英堂，1892．4

　　　4，2，83p；19cm
　　　表紙：三書房獲党

　　　奥付：明治25年4月13日改題御届

　　　118152640S　　　Tsuchiya＊＊1＊608＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－OO67］
斯邊蹟代儀政体／斯邊撤（ハーバート・スペンサー）原著；
島田豊春述

　　　東京：大倉書店，1890．3

　　　79p；18cm
　　　118152638Z　　　Tsuchiya＊＊1＊605＊＊

政界五十年史／岩淵辰雄著

　　　東京：東京出版，19452
　　　15，519，15p；19cm

　　　118087445　　　　Tsuc｝1iya＊＊V＊724＊＊

政界革新論／島田三郎演説；笠井作三編輯

　　　東京：東京毎日新聞社，1907．7

　　　2，84p；22cm

　　　118152744x　　　Tsuchiya＊＊1＊694＊＊

政治家之秘訣／關輪正路著；馬場辰猪校閲

　　　東京：清古堂，1884．5

　　　54p；18cm
　　　118152607v　　　Tsuchiya＊＊1＊578＊＊

政党会派編／衆議院，参議院編

　　　東京：大蔵省印刷局，1961．3

　　　3，1062p；27cm
　　　（議会制度七十年史／衆議院，参議院編）

　　　118106951V　　　Tsuchiya＊＊IV＊548＊＊6

撰暴干渉問題之顛末／寺島信之編

　　　東京：自由蕪蕪報局，1892．5

100p；25cm
（蕪報；號外）

118108659＄ Tsucbiya＊＊IV＊2186＊＊

［HO20－0068］

［HO20－0069］

［HO20－OO70］

［HO20－0071］

［HO20－OO72］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－OO73］
全國有志聯合大演説會傍聴筆記／政論社編

　　　東京：政論社，［1889．10］

　　　111p，図版1枚；23cm
　　　条約改正は国会開設の準備なる歎（菅了法）ほか16編を収録

　　　118152818Z　　　Tsuchiya＊＊1＊762＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－OO74］
前哲六無斎遺草：全／林子平著；伊勢斎助編．一7版

　　　仙台：仙台叢書出版協会，1909．10

　　　136p；19cm

　　　118152851W　　　Tsuchiya＊＊1＊775＊＊

績日本政記／近藤瓶領袖；頼又二郎，岡千傍閲

　　　東京1阪上半影，1879．3

　　　6冊；19cm
　　　和装，袋綴

118：L54872．

118154873
118154874＄
1181548751

118154876＋
118154877％

［HO20－0075］

Tsuchiya＊＊1＊863＊＊続／11－12

Tsuchiya＊＊1＊863＊＊続／9－10

Tsuchiya＊＊1＊863＊＊続／7－8

Tsuchiya＊＊1＊863＊＊続／5－6

Tsuchiya＊＊1＊863＊＊続／3－4

Tsuchiya＊＊1＊863＊＊続／1－2

退閑雑記／少将楽翁公遺著；江間隆隆校合

　　　東京：鈴木正之助，1892，4

　　　4，346，163，2p；21cm

　　　118151943x　　　Tsuchiya＊＊1＊21＊＊

田代榮助訊問調書／武山宣書写

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，1889

　　　［39］丁；24cm
　　　巻末：巳丑仲秋之月書爲三十九葉成巻武山宣

　　　毛筆書
　　　和装，袋綴

　　　118152758　　　　Tsuchiya＊＊1＊697＊＊

第六十九議會二野テ問題トナルベキ事項

　　　［東京］：［商工省］，［1936］

　　　1冊；26cm
　　　タイトルは題簸より
　　　商務局，工務局，貿易局，保険局，特許局

　　　昭和11年4月
　　　和装
　　　謄写印刷

　　　118129251U　　　Tsuchiya＊＊lll＊1741＊＊

大日本憲政史／大津淳一郎著

　　　東京：電文館，1927．5－1928．9

　　　10冊；23cm

118087840．
118087841
118087842＄

118087843／

118087844＋
118087845％

1180878460
1180878471
1180878482
1180878493

Tsuchiya＊＊V＊1159＊＊1

Tsuc｝1iya＊＊V＊1159＊＊2

Tsuc卜iya＊＊V＊1159＊＊3

Tsuchiya＊＊V＊1159＊＊4

Tsuchiya＊＊V＊1159＊＊5

Tsuchiya＊＊V＊1159＊＊6

Tsuchiya＊＊V＊1159＊＊7

Tsuchiya＊＊V＊1159＊＊8

Tsuchiya＊＊V＊1159＊＊9

Tsuch；ya＊＊V＊1159＊＊10

断腸之絵滴／産繭隠士著

　　　大阪：粗々堂　1887．4
　　　　　　　　　ツ
　　　8，9，163p：挿図；18cm
　　　奥付：成等常照著

　　　118153959ラζ　　　Tsuchiya＊＊1＊892＊＊

［HO20－OO76］

［IIO20－0077］

［HO20－OO78］

［HO20－0079］

［HO20－0080］
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知ヒ夫草冠淫事／武山子宣編述

［出版地不明］

1冊；25cm
毛筆書

和装，袋綴

118152756一

：［出版者不明］，［19一］

　Tsuchiya＊＊1＊695＊＊

知ヒ夫三冠随筆／武山史編

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，1889

　　　［36］丁；24cm
　　　毛筆書
　　　和装，袋綴

　　　118152757．　　　Tsudliya＊＊1＊696＊＊

通俗日本民権真論／丹羽純一郎著

　　　東京：高橋源五郎，1879．1

102p；19cm

118152629Z Tsuchiya＊＊1＊597＊＊

帝国議会議案件名録／衆議院，参議院編

　　　東京：大蔵省印刷局，1961．3

　　　1059，21，96p；27cm
　　　（議会制摩七十年史／衆議院，参議院編）

　　　118106953Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊548＊＊11

天下持直垂／堀井正則著

　　　東京：哲學書院，1890．12

50p；20cm

118152621R， Tsuchiya＊＊1＊589＊＊

典籍借覧井購入取扱假規則

　　　［製作地不明］：［製作者不明］，［1888？］

　　　1綴；27cm

［HO20－0081］

［HO20－OO82］

［HO20－0083］

［HO20－0084】

［HO20－0085］

［HO20－OO86］

「逓信省」及び「駅逓局」名入り罫紙に毛筆書きの書写資料

巻頭に「明治17年1月24日達」とあり
「品評校正書名」中に20年度分とあり
「太政官文庫典籍借覧井購入取扱假規則」，「同借覧心得」，「同

細則」等の二三

和装

118154127U　　　Tsuchiya＊＊1＊1032＊＊

東睡民権史／関戸覚蔵編

　　　下館町（茨城県）＝養勇館，1903．7

　　　2，4，596p；22cm

　　　118152646Y　　　Tsuchiya＊＊1＊614＊＊

東北大勢論＝全／茅原廉太郎著

　　　山形：坂部藤太郎，1895．2

　　　129，42p；20cm
　　　表紙：共同活版社蔵版

　　　118150771v　　　Tsuchiya＊＊ll＊1611＊＊

東洋社會蕪考／田中惣五郎著

　　　：東京：一元社，1930．6

　　　4，6，300p；18cm
　　　吉野作造序

　　　118098156＄　　　Tsuc卜iya＊＊V＊2478＊＊

［HO20－0087］

［HO20－OO88］

［HO20－OO89］

度量衡改定規則：度量衡種類表

　　　［東京］：［太政大臣］，［1876］

　　　2，17丁；23cm
　　　第17號
　　　太政大臣三皇台臨
　　　和装

　　　118155110N　　　Tsuchiya＊＊ll＊184＊＊

内外政蕪事情／中村義三編

　　　東京：自由出版，1882．7

　　　2，2，202p；19cm

　　　118152380T　　　Tsuchiya＊＊1＊391＊＊

［HO20－OO90］

［HO20－0091］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－0092］
内地雑居経済未来記＝一名未来之商人／松永道一［著］

　　　東京：和田篤太郎，1887

　　　114p；19cm
　　　118154047V　　　Tsuchiya＊＊1＊972＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－OO93】
内地雑居街廼噂：一名油断大敵／服部誠一序；吸霞仙史著．
一New　ed

　　　［東京］：東京改良小説出版舎，1887

　　　5，99p，図版2枚；19cm

　　　118153960Y　　　Tsuchiya＊＊1＊891＊＊

内地雑居未來霊夢／春廼屋朧著

　　　東京：晩青堂，1886．9

　　　109丁；24cm
　　　和装，袋綴

　　　第1号から第10号を合本

　　　118152：L26R　　　Tsuchiya＊＊1＊150＊＊

内地雑居論／自由窯蕪報局［著］

　　　東京：自由蕪蕪報局，1893．10

9P；25cm
（蕪報；號外）

118128273X Tsuchiya＊＊llI＊788＊＊

内部文明論：全／川尻寳寄著

　　　東京：鶴鳴堂，1884．9

1冊・19cm
　　，

118152751V Tsuchiya＊＊1＊691＊＊

［HO20一・0094］

［HO20－OO95］

［HO20－0096］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20。0097］
内洋経緯記／佐藤信淵述；佐藤信昭記；織田完之校

　　　東京：有隣堂，1880．9

　　　20丁；23cm
　　　和装，袋綴

　　　118152284W　　　Tsuc卜iya＊＊1＊261＊＊

二十三年未來記／末廣重恭著．一再版

　　　東：京：春陽堂，1886．6

　　　118p；19cm
　　　奥付の出版人：博文堂原田庄左衛門
　　　表紙の出版者：東京同盟書房

　　　118152706V　　　Tsuchiya＊＊1＊671＊＊

［HO20－OO98］
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贋貨つかひ／春廼やおぼろ著

　　　大阪：弱々堂本店，1888．8

　　　120p，図版2枚；20cm

　　　118152604S　　　Tsuchiya＊＊1＊574＊＊

［HO20－0099］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－0100］
日本開進論／李棋子（レ・ゼンダー）著；小松原英太郎訳

　　　大阪：成允堂，1879．1

　　　3冊；23cm
　　　和装，袋綴本

　　　118152127S　　　Tsuchiya＊＊1＊151＊＊1

　　　118152128T　　　Tsuchiya＊＊1＊151＊＊2

日本官僚制の研究／辻清明著

　　　東京：弘文堂，1952．2

　　　5，287p；22cm

　　　1180879854　　　Tsuchiya＊＊V＊1310＊＊

［HO20－0101］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－0102］
日本憲政基礎史料／議會政治社編輯部編；宮越信一郎著

　　　東京：四三政治社，1939．2

　　　6，10，34，486p；23cm
　　　序：尾崎行雄
　　　監修，解説：渡邊幾治郎

　　　118088350Y　　　Tsuchiya＊＊V＊1586＊＊

日本憲政史／尾佐竹二三

　　　東京：日本評論社，1930．6

　　　5，408p；23cm
　　　（現代政治學全集；第6巻）

　　　118088364＄　　　Tsuc揃ya＊＊V＊1601＊＊

日本憲政史／伊達源一郎編

　　　東京：心友社，1915．3

　　　3，1，21，340日目19cm
　　　（現代叢書）

　　　監修：徳富猪一郎

　　　年表憲法発布より大正3年まで：p270－310

　　　118088632．　　　Tsuchiya＊＊V＊1868＊＊

日本憲政史論集／尾佐竹四四

　　　東京：育生社，1937．9

　　　3，385p；23cm
　　　（日本政治・経濟研究叢書；4）

　　　118109659／　　　Tsuchiya＊＊IV＊3253＊＊

日本國防論／垣田純郎編

　　　東京：垣田純郎
　　　東京：民友社（獲寅），1889．1

　　　143p：地図；19cm

　　　118152784．　　　Tsuchiya＊＊1＊727＊＊

日本政記：校正／頼裏門成著．一再版

　　　京都：頼龍三，1897．10

　　　8冊；23cm
　　　題簸：頼久太郎
　　　和装，袋綴

　　　118153924Y　　　Tsuchiya＊＊1＊864＊＊1

　　　118153925Z　　　Tsuchiya＊＊1＊864＊＊2

　　　118153926－　　　Tsuchiya＊＊1＊864＊＊3

　　　118153927．　　　Tsuchiya＊＊1＊864＊＊4

［HO20－0103］

田020－0104］

［HO20－0105］

［HO20－0106］

［HO20－0107］

118153928
118153929＄

118153930V
118153931W

Tsuchiya＊＊1＊864＊＊5

Tsuchiya＊＊1＊864＊＊6

Tsuchiya＊＊1＊864＊＊7

Tsuchiya＊＊1＊864＊＊8

日本政記：明治新刻／［頼山陽著］；大郷穆編

　　　東京：東選書館，1878．10

　　　10冊；19cm
　　　柱：萬巻棲蔵版

118153916Z
118153917－

118153918．
118153919
118153920U
118153921V
118153922W
118153923×
1181548780
1181548791

Tsuchiya＊＊1＊863＊＊3

Tsuchiya＊＊1＊863＊＊4

Tsuchiya＊＊1＊863＊＊5

Tsuchiya＊＊1＊863＊＊6

Tsuchiya＊＊1＊863＊＊7

Tsuchiya＊＊1＊863＊＊8

Tsuc卜1iya＊＊1＊863＊＊9

Tsuchiya＊＊1＊863＊＊10

Tsuchiya＊＊1＊863＊＊1

Tsuchiya＊＊1＊863＊＊2

日本政治家意見集／岩井忠恕編纂

　　　東京：正文堂，1887。11

78p；19cm

118152619Y Tsuchiya＊＊1＊587＊＊

日本政治家意見集／西村虎次郎編

　　　東京：東雲堂
　　　東京：正文堂（発売），1888．1

　　　5，77p；19cm

　　　118152620Q　　　Tsuchiya＊＊1＊587＊A＊

日本の進路／大山郁夫著

　　　東京：劣働文化社，1948．3

170p；18cm

118088453 Tsuch■iya＊＊V＊1692＊＊

日本之二大政策／大石正巳著

　　　：東京：青木嵩山堂，1892．5

219p；20cm

118153995％ Tsuchiya＊＊1＊915＊＊

［HO20－0108］

［HO20－0109］

［HO20－0110］

［HO20－0111］

［】ヨ1020－01i2］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－0113］
日本之薄歯＝社會小説／牛山良介著；藤澤平司校閲

　　　東京：春陽堂，1887．5

　　　3，2，173p，図版4枚：肖像；19cm

　　　118156324V　　　Tsuchiya＊＊1＊440＊＊

日本之輿論：賦払名士時事活論／内山正如編

　　　大阪：國友舘，1887，11

　　　222p；19cm

　　　118152243R，　　　Tsuchiya＊＊1＊221＊＊

藩閥之将來：附教育之大計／外山正一著

　　　東京：博文館，1899．12

　　　2，124，20p；23cm

　　　118152270R　　　Tsuchiya＊＊1＊245＊＊

［HO20－0114】

［HO20－0115］
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HO203政治・行政

藩論

［出版地不明］：［出版者不明］，1868．12

3，7，6丁；23cm
明治紀元12月
200部限滅版
ホルダー題簸：維新藩制改革藩論

和装本

藩論小引：春雄堂主人誌一前付け

118152285X　　　Tsuchiya＊＊1＊273＊＊

日暮硯／山門勇雄編

　　　松代町（長野県）：山崎儀作，1908．3

　　　66p；22cm

　　　118130313L　　　Tsuchiya＊＊lli＊2618＊＊

日暮硯／［恩田木工著］，濱谷由太郎編

　　　京都：濱谷由太郎，1935．6

　　　5，45p；22cm
　　　「目暮硯」土屋元作編発行の改版
　　　巻首：「眞田幸弘傳」，「恩田木工略傳」

　　　118130314M　　　Tsuchiya＊＊V＊1264＊＊

富強策／大石正巳著

　　　東京：博文堂，1891．12

152p；19cm

118152625V Tsuchiya＊＊1＊593＊＊

［IIO20－0116】

［HO20－0117］

［HO20－0118］

［HO20－0119］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－0120］
福島事件高等法院公判傍聴筆記：附・河野廣中君暑傳／渡
辺義方編

　　　東京：絵入自由新聞社，1883

　　　冊；18cm

　　　118152637Y　　　Tsuchiya＊＊1＊606＊＊1－10

賦税全進撃世危言／城泉太郎著

　　　東京：知新館，1891

168p；18cm

118154570W Tsuchiya＊＊ll＊672＊＊

芳園之轍芽：政治小説／松木董宣著

　　　東京：共隆社，1887．10

172p；18cm

1181539960 Tsuchiya＊＊1＊916＊＊

報國纂録：慷慨義烈／植木枝三編

　　　東京：植木三盛
　　　大坂：冷々舎（稜莞），1885．5

　　　6，271p；19cm

　　　118ユ546890　　　Tsuchiya＊＊帥＊763＊＊

本多利明集／横川四郎編

　　　東京：誠文堂，1935．3

　　　4，113，404p；19cm
　　　（近世社会経済学説大系）

　　　解題：本庄栄治郎

　　　118099037　　　　Tsuchiya＊＊V＊3405＊＊

［HO20－0121］

［HO20－0122］

［HO20－0123］

［HO20－0124］

本朝政髄／四屋純三郎編

　　　東京：四屋純三郎，1880．5

　　　2，4，122p；19cm

　　　118152861X　　　Tsuchiya＊＊1＊779＊＊

［HO20－0125］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－0126］
暴君段鑑：志士必讃＝一名壮士達意論：完／瀬谷正二著；
漆間真學閲

　　　：東：京：信文堂　1880．9
　　　　　　　　　，
　　　40p；18cm
　　　羅馬シーザル小傳（瀬谷正二評論），英國王チャーレス1世
　　　小傳（漆間真学，荒川高俊評論），佛王ルヰ16世小傳（瀬谷
　　　正二評論），［三三合論］（山川善太郎評論）

　　　1181526081J　　　Tsuchiya＊＊1＊579＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－0127］
松尾清次郎意見書

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1887］

　　　131，19p；18cm
　　　タイトルは販売用スリップによる

　　　p131：明治20年9月29日，松尾清次郎
　　　p87－120：裁判穫ノ條山草按二関スル意見，ボァソナート［著］

　　　付：［日本帝国憲法草案］

　　　118152771X　　　Tsuchiya＊＊1＊713＊＊

民権山家破裂論／井上勤著

　　　大阪：岡嶋眞七
　　　［大阪］：二友書楼（発売），1880．1

　　　56p；18cm
　　　118154607X　　　Tsuchiya＊＊ll＊709＊＊

［HO20－0128］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－0129］
民権自由日本演説軌範／三宅虎太編一階2版

　　　東：京：山中喜太郎，1882．1

　　　103p；19cm

　　　118152617W　　　Tsuchiya＊＊1＊585＊＊

血止自由論／植木枝盛著

　　　博多中島町：集文堂，1879．4

　　　35，4丁；22cm
　　　付：民権田舎歌

　　　和装

　　　118152129u　　　Tsuchiya＊＊1＊155＊＊

民権大意／竹中邦香講述

　　　京都：大谷津逮堂，1874

　　　2冊；23cm
　　　竹中氏蔵版
　　　和装

　　　1181521230　Tsuchiya＊＊1＊147＊＊上

　　　118152124P　Tsuchiya＊＊1＊147＊＊下

民権問答／児島彰二編

東京：氷炭有花舎，1877－1878

冊；23cm
和装

118153943Z

118153944－
118153952Z

118153953一

Tsuchiya＊＊1＊874＊＊初／下

Tsuchiya＊＊1＊874＊＊初／上

Tsuchiya＊＊1＊874＊＊二／上

Tsuchiya＊＊1＊874＊＊二／下

［HO20－0130］

［HO20－0131］

［HO20－0132］
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民権論編／三宅虎太編纂山廊

　　　東京：東京出版，1880

　　　116p；19cm
　　　118152635W　　　Tsuchiya＊＊1＊603＊＊

［HO20－0133］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－0134］
明治憲政経濟史論：國家学會創立満三十年記念／国家学会編

　　　東京：国家学会，1919．4

　　　2，16，431p；23cm
　　　発売：有斐閣

　　　118088391＄　　　Tsuchiya＊＊V＊1628＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－0135］
明治職官沿革表／内閣記録局編

　　　東京：内閣記録局，1886一

　　　冊；31cm
　　　4官辟部下：附府縣沿革圖
　　　附録：歴年官等表，井冠位沿革表
　　　慶応3年一明治25年の官職の因革官庁の廃置，局課の分合，

　　　俸給等を収めたもの

118098069Z
118098070Y
118098071Z

118098072－

118098073．
118098074
118098075＄
1180980761

118098077＋
118098078％

1180980790

Tsudliya＊＊V＊2354＊＊1

Tsuchiya＊＊V＊2354＊＊2

Tsuchiya＊＊V＊2354＊＊3

Tsuchiya＊＊V＊2354＊＊4

Tsuchiya＊＊V＊2354＊＊明治19

Tsuchiya＊＊V＊2354＊＊明治20

Tsuc卜iya＊＊V＊2354＊＊明治21

Tsuc卜iya＊＊V＊2354＊＊明治22

Tsuchiya＊＊V＊2354＊＊明治23

Tsuchiya＊＊V＊2354＊＊明治24

Tsuchiya＊＊v＊2354＊＊明治25

明治政覧／細川広世編輯

　　　東京：細川広世，1885．4
　　　4，10，386p，図版2枚；22cm
　　　付：新定内閣政規

　　　118152359Z　　　Tsu（：｝1iya＊＊1＊327＊＊

明治太平記：籍本：全／福井淳編輯

　　　東京：銀花堂，1887．7

　　　342P：挿図；18cm

　　　118152634V　　　Tsudliya＊＊1＊602＊＊

［HO20－0136］

［IIO20－0137］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－0138］
頼山陽先生眞蹟百選／木崎愛吉編．一改訂増補

　　　東京：審美書院，1941．6

　　　2冊；36cm
　　　巻首：改訂増補頼山陽先生真蹟百選上下

　　　題簸：頼山陽先生真蹟百選乾坤
　　　和装

　　　1181539892　Tsuchiya＊＊1＊911＊＊坤
　　　118153990．　Tsuchiya＊＊1＊911＊＊乾

頼山陽先生眞蹟百選／木崎愛吉編

　　　東京：審美書院，1931．9

　　　1冊：肖像；38cm
　　　和装，秩入り

　　　1181539881　　　Tsuchiya＊＊1＊911＊＊

蘭學事始／杉田鵬齋［著］

［出版地不明］

2冊；23cm
．和装，袋綴

118152772Y
118152773Z

：天真棲，1869

　Tsuchiya＊＊1＊714＊＊上

　Tsuchiya＊＊1＊714＊＊下

［HO20－0139］

［HO20－0140］

［HO20一・0141］

蘭學大道編／佐藤信淵［著］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［出版年不明］

　　　［32］丁；24cm
　　　責任表示は「國書総目録」（岩波書店）による

信淵自筆本による影印
版心：胡桃館

和装

1：L8152774一一　　　Tsuchiya＊＊1＊716＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO20－0142］
我國に於けるデモクラシーの思潮／安武直夫私稿

　　　東京：内務省警保局，1918

　　　1，161p；22cm
　　　118152512q　　　Tsuchiya＊＊1＊489＊＊

我國之前途／渡辺修二郎著

　　　東京：大東出版社，1894．5

　　　321p；20cm
　　　lt8154006q　　　Tsuchiya＊＊1＊931＊＊

［IIO20－0143］

HO31＝明治の制度変革（諸制度）

亜墨利加國條約並税則

［出版地不明］

28丁；23cm
和装

118128821W

：［出版者不明］，［1858頃］

　Tsuchiya＊＊lll＊1334＊＊

英吉利國條約井税則

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［18一］

　　　［24］丁；23cm

　　　和装

　　　118128823Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊1336＊＊

育見規則

　　　［出版地不明］：［木更津縣］，1872．9

　　　12丁；24cm
　　　巻末：明治5年壬申9月，木更津縣
　　　和装本
　　　柱：木更津縣

　　　118129057Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊1569＊＊

意見書／［谷干城述］

　　　［製作地不明］；［製作者不明］，［1887？］

　　　1綴；28cm
　　　「逓信省」名入り罫紙に毛筆書きの書写資料

　　　仮綴じ

　　　118154129W　　　Tsuchiya＊＊1＊1026＊＊

維新以來町村沿革

　　　［東京］：参事院，［1883序］

65p；24cm
118152519X：

118152520P
118152521Q

Tsuchiya＊＊1＊493＊＊

Tsuchiya＊＊1＊493＊A＊

Tsuchiya＊＊1＊493＊B＊

［HO31－0001］

［HO31－OOO2］

［HO31－OOO3］

［HO31－0004］

【HO31－0005］
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HO313明治の制度変革（諸制度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0006］
維新前後に於ける立憲思想：帝国議会史前記／尾佐竹猛著．

一増訂改版

　　　東：京：邦光堂，1929，4．

　　　冊；19cm

　　　118109523u　Tsuchiya＊＊IV＊3120＊＊前編
　　　118109524v　Tsuchiya＊＊IV＊3120＊＊後編

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0007］
院省使府縣浩版御布告

　　　［樋上村］（：埼玉縣）：［埼玉縣］，［1873］一

　　　冊；25cm
　　　表紙：第16区埼玉郡樋上村
　　　袋綴，仮綴じ

　　　118150631q　Tsuchiya＊＊ll＊1244＊＊明治6
　　　118150633s　Tsuchiya＊＊ll＊1244＊＊明治8／乾

　　　118150634T　Tsuchiya＊＊ll＊1244＊＊明治8／坤

　　　118150636V　Tsuchiya＊＊II＊1244＊＊明治8／軍務

印度の虐政：全／清水佐兵衛編輯

　　　東京：鶴鳴堂，1883．12

　　　69p，図版1枚；19cm

　　　118152514s　　　Tsu（：hiya＊＊1＊492＊＊

欧米巡回紀行／［得能通昌著］

　　［出版地不明］

　　187p；22cm
．　　　　118129546．

：［得能通昌］，［1887．2］

　Tsudliya＊＊IlI＊1979＊＊

［HO31－0008］

［HO31－0009］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0010］
大分縣布達：租税ノ部

　　　［大分］：［大分縣］，［1879］

　　　1冊；19cm
　　　タイトルは第一書類より
　　　版心：大分縣
　　　表紙：大分縣布達租税ノ部（自明治5年3月至全11年12
　　　月），大分縣達租税ノ部（全），大分縣布達全書租布ノ部（自

　　　明治12年1月至全年12月），大分縣達全書租達ノ部（全）

　　　袋綴

　　　118128912X　Tsuchiya＊＊lll＊1430＊＊明治5－12

阿蘭陀翁面約並税則

［出版地不明］

26丁；23cm
和装

118128820V

：［出版者不明］，［1858頃］

　Tsuchiya＊＊Ill＊1333＊＊

［HO31－OO11］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0012］
和蘭政典：千八百四十八年校定／神田孝平訳

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［明治1］［1868］

　　　2冊；23cm
　　　凡例＝戊辰窮冬訳者記

　　　和装

　　　118152289．　Tsuchiya＊＊1＊265＊＊上
　　　118152290T　　　Tsuchiya＊＊1＊265＊＊「ド

和蘭邑法／神田孝平訳

　　　［東京］：文部省，1872

2冊；23cm
和装

118152035Q
118152036R

Tsuchiya＊＊1＊84＊＊上

Tsuchiya＊＊1＊84＊＊下

［HO31－0013］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0014］
改正地方大成／秋田十七郎義一編；橋爪貫一校正

　　　東京：千鍾房，1869．7

　　　3冊；18cm
　　　見返し：改正算法地方大成
　　　大和屋喜兵衛，相模屋七藏，須原屋茂兵衛
　　　和装，袋綴，帳入

　　　118152792－　　　Tsuchiya＊＊1＊738＊＊1－2

　　　118152793．　　　Tsuchiya＊＊1＊738＊＊3

　　　118152794　　　　Tsuchiya＊＊1＊738＊＊4－5

改正民費取扱始末

　　　［津］：三重縣，［1875．3序］

10丁；24cm
和装本

118129034T Tsuchiya＊＊IIl＊1546＊＊

改首府縣概表／大蔵省編

　　　［出版地不明］：北畠茂兵衛，1871．12

　　　19丁：地図（1図）；23cm
　　　和装本

　　　118152038T　　　Tsuchiya＊＊1ま86＊＊

［HO31－OO15］

［IIO31－0016］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－OO　17］
華士族秩緑虜分の研究／深谷博治著．一改訂増補

　　　東京：亜細亜書房，1944．3

　　　495，10p；22cm

　　　118098833＋　　　Tsuchiya＊＊V＊3190＊＊

華士族有税則

　　　東京：博聞社，［1873］

　　　19丁；22cm

［HO31－0018］

巻頭：［太政官布告書］第423號（明治6年12月27日）
欄外：東京博聞社刊行

版心：官省布告書

和装

118155400P　　　Tsuchiya＊＊lI＊437＊＊

各國参議院組織概暑／曲木如長［緒言］

　　　［東京］：参事院，［1884緒言］

92p；25cm

118153948／ Tsuchiya＊＊1＊881＊＊

1＝HO31－OO　19］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0020］
官員全書：埼玉縣

　　　［出版地不明］：山中市兵衛：北畠茂兵衛，1872

　　　4丁；22cm
　　　巻頭に壬申七月改とあり

　　　奥付に官版とあり
　　　和装，袋綴

　　　118152295Y　　　Tsuchiya＊＊1＊271＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0021］
官省府並御縣臆活版御布告

　　　［樋上村］（埼玉縣）：［埼玉縣］，［1874］

　　　1冊；23cm
　　　表紙：明治7甲戌年1月1日ヨリ，第16匠：埼玉郡樋上村
　　　戸長
　　　明治7年1月一明治7年12月
　　　袋綴，仮綴じ

　　　118150632R　Tsuc卜iya＊＊II＊1244＊＊明治7
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0022］
外國事務日誌

　　　［東京］：和泉屋市兵衛，明治1［1868］

　　　16丁；22cm
　　　巻頭：外国事務日誌第一
　　　表紙：阪府外国事務日誌第一号，明治戊辰十月
　　　巻末：官版，須原屋茂兵衛，和泉屋市兵衛

　　　118152555X　　　Tsuchiya＊＊1＊523＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田031－OO23］
合衆王國内國税年報編纂書：完／［横尾平太訳］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，1881．4

　　　4，10，520p，図版1枚；18cm
　　　大蔵省藏
　　　例言：合衆王國早耳愛ノ三國ノ1856年ヨリ1869年二至ル
　　　マデノ内国税年報書ヲ編纂．．．

　　　118128712V　　　Tsuchiya＊＊lll＊1269＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0024］
貴族院議員席次表；衆議院議員席次表

　　　［東京］：［東京朝日新聞社］，1894

　　　1枚；27×40cm
　　　明治27年5月15日東京朝日新聞第2840號附録
　　　両面印刷

　　　118152322P　　　Tsuchiya＊＊1＊286＊＊e

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0025］
帰農商必携／東野新三郎編

　　　東京：光風社，1875．5

　　　42丁；23cm
　　　家禄奉還ノ者へ資金被下方規則ほか
　　　和装，袋綴
　　　奥付：明治八年二月廿五日稟准
　　　奥付：責弘河内屋喜兵衛（大阪），森屋治兵衛（東京）

　　　118156447．　　　Tsuchiya＊＊ll＊2162＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0026］
旧藩郡村制

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［出版年不明］

　　　1冊；26cm
　　　大蔵省の名入罫紙にペン書き
　　　和装，袋綴

　　　118152506T　　　Tsuchiya＊＊1＊486＊＊

議會解散意見／井上角五郎述；秋田荘次郎記

　　　東京：忠愛社，1892．1

　　　82p；19cm
　　　118152787／　　　Tsuchiya＊＊1＊730＊＊

［HO31－OO27］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31・一〇〇28】

郡厘町村編制法・府縣會規則・厘郡部會規則・地方税規則・螢
業税雑種税規則・匠町村會法・備荒儲蓄法沿革並理由／［参
事院内局編纂流離］

東京：［参事院内局編纂課］，1883．1

104p；25cm
参事院藏版

118152522R　Tsuchiya＊＊1＊494＊＊沿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO3i－0029］
郡匠町村編制法・府縣會規則・匪郡部會規則・地方税規則・
螢業税雑種税規則・厘町村會法・備荒儲蓄法説明録／［参事
院内局編纂課編］

　　　東京：［参事院内局編纂課L1883．1

　　　322p；25cm
　　　参事院藏版

　　　118152523s　Tsuchiya＊＊1＊494＊＊説

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－OO30］
郡市町村丁丁分合表／内閣統計局［編］

　　　［東京］：内閣統計局，1909．12－1915．3

　　　2冊；34cm

　　　118154900T　　Tsuchiya＊＊1＊851＊＊M36－M41

縣治實践録

　　　［千葉縣］：［出版者不明］，［1877？］

　　　3，75，2丁；22cm

　　　118155224T　　　Tsuchiya＊＊Il＊296＊＊

［HO31－0031］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－OO32］
縣治條例

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1871］

　　　19丁；22cm
　　　丁19：辛未十月
　　　1－6丁：縣治職制一6－13丁：縣治事務章程一14－18丁：縣
　　　治官員井常備金規則二18－19丁：窮民一時救助規則

　　　和装

　　　118154590Y　　　Tsuchiya＊＊li＊692＊＊

遣米使日記／村垣範正著

　　　：東京：東陽堂支店，1898，4

139p；22cm

118153915Y Tsuchiya＊＊1＊850＊＊

［HO31－0033］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－OO34］
憲法起草の経過について：夏島草案・井上毅逐條意見等の新
資料を中心として／稲田正次［講演】

　　　［東京］：憲法史研究會，1941

　　　43p；26cm
　　　謄写印刷
　　　昭和16年6月19日於華族会館，憲法史研究会第5回例会
　　　講演記録

　　　118107229V　　　Tsuchiya＊＊IV＊761＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31・一〇〇35］

憲法史研究會京都臨時繕會研究報告速記録／憲法史研究會
［編］

　　　［東京］：憲法史研究會，1941

　　　69p；26cm
　　　謄写印刷
　　　昭和16年6月1目於京都ミヤコホテル

　　　118107228U　　　Tsuchiya＊＊IV＊760＊＊

憲法と自由民権／鈴木三二著

　　　東京：永美書房，1946．7

169p；19cm

118107239W Tsuchiya＊＊IV＊770＊＊

元老院会議筆記／明治法制経済史研究所編

　　　東京：財政経済学会，1943．10一

　　　冊；22cm

　　　118087119－　　　Tsuchiya＊＊V＊191＊＊1

　　　118087120S　　　Tsuchiya＊＊V＊191＊＊4

［HO31－OO36］

［HO31－0037］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－OO38］
皇室典範其他皇室法令の制定史に就いて／栗原廣太［講演］

　　　［東京］：憲法史研究會，1941

　　　27p；26cm
　　　謄写印刷
　　　昭和16年7月19日於華族会館，憲法史研究会第6回例会
　　　講演記録

　　　118107230N　　　Tsuchiya＊＊IV＊762＊＊
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國制沿革略史／天野御民著

　　　松山町（愛媛県）：風捧堂，1877．9

　　　3冊；23cm
　　　和装，袋綴

　　　118154110M　Tsuchiya＊＊1＊1018＊＊上
　　　118154111N　　Tsuchiya＊＊1＊1018＊＊下／1

　　　1181541120　　Tsuchiya＊＊1＊1018＊＊下／2

［HO31－OO39］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－OO40］
國政窯派論／［ブルンチュリー原著］；杉亨二記

　　　東京：杉亨二，1877

　　　34p；19cm
　　　ブルンチエリーの著述等より抄訳

　　　118152768＄　　　Tsuchiya＊＊1＊710＊＊

戸長心得草：正副／湯川退蔵輯

　　　大阪：中川文林堂，1875．1

　　　3冊；23cm
　　　タイトルは見返しより
　　　刊記：小学校書籍翻刻所（東京）

　　　和装，袋綴

　　　1181289591　Tsuc卜iya＊＊Ill＊1477＊＊上

　　　118128960－　Tsuchiya＊＊書ll＊1477＊＊中

　　　118128961．　Tsuchiya＊＊川＊1477＊＊下

［國會貴族院議員班画論］

　　　［東京］：［国会新聞社］，1890

　　　1枚；41×55cm
　　　明治23年12月2日國血温7號附録

［HO31－0041］

［HO31－OO42］

タイトルは裏面「國會貴族院議員班列圖國會新聞」（手書）に

よる

1181523210　　　Tsuchiya＊＊1＊286＊＊d

國會切望景況録／仲田豊太郎編纂

　　　東京：東京出版，1880．11

　　　冊；18cm
　　　「日本国会纂論」附録

　　　三宅虎太閲

　　　118155211P　　　Tsuchiya＊＊ll＊287＊＊

国会論／中江兆民著

　　　東京：盛業館，1888．11

75p；19cm

118152386Z Tsuchiya＊＊1＊437＊＊

［HO31－OO43］

［HO31－0044］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－OO45］

國家・憲法・議會・政窯／尾高朝雄［ほか］執筆；社会主義
教育協会編

　　　東京：三元社，1948．7

　　　193p；22cm
　　　（社會主義講座／社會主義教育協三編；第6巻．政治；2）

　　　118087336．　　　Tsuch；ya＊＊V＊603＊＊6

國憲編纂起原：全／宮島誠一郎著

　　　東京：元高社，1905．12－1908．2

　　　2こ口26cm

　　　118154044S　Tsuchiya＊＊1＊969＊＊附
　　　118154045T　　　Tsuchiya＊＊1＊969＊＊

［HO31－0046］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0047］
御布告／大阪府［編］

　　　［大阪］：［大阪府］，1872．6

　　　1冊；23cm
　　　和装，袋綴，木版刷（表紙は毛筆書）

　　　17ケ村回覧状三戸（裏表紙より）
　　　月別209號，申第213－215號，申第218－219號

　　　118155149z　　　Tsuchiya＊＊ll＊251＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－OO48］
最近検定市町村名鑑：一面・三面・四十三縣・朝鮮・壼湾・樺
太・關東洲・南洋最新出面里程入地圖國勢調査人ロ数記入

　　　東京：福神出版部，1920一

　　　冊；23cm
　　　昭和18年版：図録社発行

　　　118106495Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊132＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－OO49】
静岡縣部落有財産統一整理事例／静岡縣内務部［編］

　　　静岡：静岡縣内務部，1916．3

　　　4，4，142p；22cm

　　　118128444X　　　Tsuchiya＊＊lll＊975＊＊1

市町村制史稿／大森鍾一，一木喜徳郎編

　　　東京：元元堂，19072

99P；22cm

118152159X Tsuchiya＊＊1＊173＊＊

［HO31－OO50］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0051］
社寺及神官僧侶族禄／［大蔵省国債局編］

　　　［東京］：［大蔵省国債局］，［1882］

　　　1冊；27cm
　　　（族禄庭査証／［大蔵省国債寒詣］；3．法則門1－3）

　　　福浜「太政官」名入り罫紙に毛筆書

　　　和装，袋綴

　　　118152273U　　　Tsuc卜iya＊＊1＊248＊＊3／1－3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0052］
社寺及神官僧侶族禄／［大蔵省国債局編］

　　　［東京］：［大蔵省国債局］，［1882］

　　　1冊；27cm
　　　（族禄油分録／［大蔵省国債局編］；6．虞分門2－3）

　　　版心「太政官」名入り罫紙に毛筆書

　　　和装，袋綴

　　　118152276X　　　Tsuchiya＊＊1＊248＊＊6／2－3

地方大概集／加藤高文纂輯

　　　浪華（大阪）：河内山亀七，1872一

15冊；19cm
和装，袋綴

118152005N
1181520060
118152007P
118i52008q
118152009R
118152010J
118152011K
1181520121、

118152013H
118152014N
1181520150
118152016P
118152017Q
118152018R
118152019S
118152020K
118152021L
118152022M

Tsuc卜iya＊＊1＊76＊＊1／1／上

Tsuchiya＊＊1＊76＊＊1／1／下

Tsuchiya＊＊1＊76＊＊1／2

Tsuchiya＊＊1＊76＊＊1／3－4

Tsuchiya＊＊1＊76＊A＊1／4

Tsuchiya＊＊1＊76＊A＊1／5

Tsuchiya＊＊1＊76コ口1／5－6

Tsuchiya＊＊1＊76＊A＊1／7

Tsuchiya＊＊1＊76＊＊1／7－8

Tsuchiya＊＊1＊76＊A＊1／8

Tsuc卜iya＊＊1＊76＊＊1／9

Tsuchiya＊＊1＊76＊A＊1／1

Tsuchiya＊＊1＊76＊A＊1／2

Tsuchiya＊＊1＊76＊A＊1／3

Tsuchiya＊＊1＊76＊A＊1／6

Tsuchiya＊＊1＊76＊A＊1／9

Tsuchiya＊＊1＊76＊＊2／1／上

Tsuchiya＊＊1＊76＊＊2／1／下

［HO31－OO53］
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118152023N
1181520240
118152025P

Tsuchiya＊＊1＊76＊＊2／2

Tsuchiya＊＊1＊76＊＊2／3

Tsuchiya＊＊1＊76＊＊2／4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0054］
地所費買譲渡二付地券渡方規則／大阪府．一増補

　　　大阪：大阪府，［1872．8］

　　　［20］丁；23cm

　　　巻末：壬申8月
　　　和装，袋綴

　　　118155418Y　　　Tsuchiya＊＊ll＊455＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－OO55］
巡回日誌：山陽道山陰道十一ケ國

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1883］

　　　1冊；24cm
　　　明治16年2月25日から同年6月23日までの内務省書記
　　　官の視察旅行記録
　　　罫紙に毛筆書きの書写本
　　　書写者不明
　　　和装，袋綴

　　　118152790Y　　　Tsuchiya＊＊1＊733＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－OO56］
政府権限論：感恩弥爾両虎排出／［テオドル、ウールセイ著］
；高橋達郎謬

　　　大阪：岡島眞七，1884．5

　　　4，2，121p；19cm
　　　校閲：河津祐之

　　　118151967＄　　　Tsuchiya＊＊1＊45＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0057］
西洋衣食住／片山淳之助［著］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［慶応3題言］［1867］

　　　19丁：挿図；16cm
　　　題言：慶応3年片山淳之助誌
　　　和装本

　　　118151921T　　　Tsuchiya＊＊1＊8＊＊

西洋開拓新説／緒方正課

［出版地不明］：時中齋，［1870序］

2冊；23cm
和装本

118152535V
1181525361」

Tsuchiya＊＊1＊504＊＊上

Tsuchiya＊＊1＊504＊＊下

西洋事情／福沢諭吉原油；黒田行次郎校正

　　　皇都［京都］：堺屋仁兵衛，1868．6

　　　4冊；19cm
　　　鼻捻：増補和解西洋事情上，中，下，付録

　　　和装

　　　118152130M　　　Tsuchiya＊＊1＊156＊＊1

　　　118152131N　　　Tsudliya＊＊1＊156＊＊2

　　　1181521320　　　Tsuchiya＊＊1＊156＊＊3

　　　118152133P　Tsuchiya＊＊1＊156＊＊附

西洋事情／福澤諭吉纂輯．一再虚心

　　　東京：慶応義塾出版局，1873．3

　　　10冊；22cm
　　　和装

118152134q
118152＝1．35R

118152139V
118152140N
1181521410
118152142P
118152143Q

Tsuchiya＊＊1＊156＊＊初／2

Tsuchiya＊＊1＊156＊＊初／3

Tsuchiya＊＊1＊156＊＊2／4

Tsuchiya＊＊1＊156＊＊外／1

Tsuchiya＊＊1＊156＊＊外／2

Tsuchiya＊＊1＊156＊＊外／3

Tsuchiya＊＊1＊156＊＊初／1

［HO31－0058］

［HO31－0059］

［HO31－0060］

西洋事情，10巻／三一諭吉纂輯

　　　東都：岡田屋嘉七
　　　［出版地不明］：尚古堂（門門），1866－1870

　　　10冊；23cm
　　　118152136S　　　Tsuchlya＊＊1＊156＊＊2／1

　　　118152137T　　　Tsuchiya＊＊1＊156＊＊2／2

　　　118152138U　　　Tsuchiya＊＊1＊156＊＊2／3

関ロ元老院議官地方巡察復命書／関ロ泰編

　　　東京：巌松堂　1940
　　　　　　　　　　，
　　　冊；22cm

　　　118155310P　　　Tsuchiya＊＊ll＊401＊＊

［HO31－0061］

［HO31－0062］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－OO63］
族籍／［大蔵省国債局編］

　　　［東京］：［大蔵省国債局］，［1882］

　　　1冊；27cm
　　　（族禄威分割／［大蔵省国債局編］；1．法則門1－1）

　　　「太政官」名入り罫紙に毛筆書

　　　和装，袋綴

　　　1ユ8152271S　　　Tsuchiya＊＊1＊248＊＊1／1－1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0064］
族籍／［大蔵省国債局編］

　　　［東京］：［大蔵省国債局］，［1882］

　　　1冊；27cm
　　　（族禄庭分録／［大蔵省国債局編］；4．虚分門2－1）

　　　「太政官」名入り罫紙に毛筆書

　　　和装，袋綴

　　　1ユ8152274V　　　Tsuchiya＊＊1＊248＊＊4／2－1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0065］
族線二關スル法律規則抜書：従明治初年至明治二十七年

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1899以降］

　　　51p；19cm
　　　「明治30年大蔵省令第20號」「明治32年法律第84號」の
　　　記載あり

　　　118152566Z　　　Tsuchiya＊＊1＊537＊＊

泰西新論／林正明著

　　　東京：求知堂，1873

　　　19丁；23cm
　　　和装，袋綴

　　　118152242Q　　　Tsuc卜」lya＊＊1＊220＊＊

第三期議會／角利助著

　　　鳥羽町（三重県）：角利助，1892．7

　　　63p；19cm
　　　（錦水叢書；第3巻）

　　　118150483V　　　Tsudliya＊＊四＊1513＊＊

第一期國會始末／議員集会所編

　　　東京：博文館，1891

　　　190p；20cm
　　　118152628Y　　　Tsuchiya＊＊1＊596＊＊

［HO31－OO66］

［HO31－0067］

［HO31－0068］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0069］
大日本帝國憲法義解：全／金山尚志，金子辰三郎著

　　　横濱：横縞法律學校，1889．4

　　　7，8，10，360p；19cm
　　　付：皇室典範，議院法，衆議院選學法，會計法，貴族院令

　　　表紙：岡村輝彦校閲

　　　118154055U　　　Tsuc卜iya＊＊1＊977＊＊
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第四議會報告談話／角利助著

　　　鳥羽町（三重県）：角利助，1893．4

65p；19cm
（錦水叢書）

118150484W Tsuchiya＊＊lI＊1514＊＊

［1｛031－0070］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0071］
秩緑虚分：明治初年に於ける土地問題の一面／農林省農務
局編纂

　　　東京：帝國地方行政學會，1930

　　　2，59，59p；23cm

　　　118152547Y　　　Tsuchiya＊＊i＊517＊＊

秩緑虚分沿革概要

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［19一］

　　　7，447p；22cm
　　　背：秩弓庭分沿革概要理財局
　　　第1編：
　　　所判例要旨類彙一第4編：

　　　118152585一

［HO31一・OO72］

重要關係法規一第2編：統計一第3編：行政裁判
　　　　　　　　行政裁判所判決録

　　　Tsuchiya＊＊1＊558＊＊

秩禄処分参考書

　　　［東京］：大蔵省理財局，1924

350p；20cm

118152544V Tsuchiya＊＊1＊515＊＊

［HO31－OO73］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0074］
秩緑虜分参考法規

　　　［東京］：臨時秩禄盧分調査局，［出版年不明］

　　　26，326p；22cm

　　　118152479　　　　Tsuchiya＊＊1＊453＊＊

秩禄処分顛末略

　　　東京：大蔵省理財局，1926．9

　　　6，267p；19cm

　　　118152545w　Tsuchiya＊＊1＊516＊＊大正15

［HO31一つ075］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－OO76］

秩禄処分顛末略

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［出版年不明］

　　　2，2，317p；28cm

　　　118152546X　　　Tsuchiya＊＊1＊516＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0077］
千葉縣會議沿革暑誌／［干葉縣編］

　　　［千葉］：［千葉縣］，［1878］

　　　4丁；22cm
　　　出版年は丁3末行「11年1月31日第6回三二ヲ開キ…」
　　　による
　　　柱書：千葉縣

　　　和装

　　　118154449．　　　Tsuchiya＊＊Il＊564＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0078］
千葉縣議事則

　　　［千葉］：千葉縣，［1873］

　　　7丁・23cm　　　　　ヲ
　　　出版年は巻末の「明治六年第十月千葉縣令柴原和」による

　　　和装

　　　118154466－　　　Tsuchiya＊＊lI＊588＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31一・OO79］

地方改良事績／内務省調査原稿；騒々社編輯局

　　　東京：験々社，1910．4

　　　2，2，2，2，30，462p；19cm

　　　118128418Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊947＊＊

地方官會議全評／中島勝義記

　　　東京：共同社，1880．2

　　　1冊（合本）；17cm
　　　和装
　　　近事評論第248號付録

　　　118152112M　　　Tsu（：hiya＊＊1＊139＊＊1－5

地方官会議傍聴録／大野尭運編

東：京：報告社，1880．2

5冊；18cm
（官治新誌；第2號附録）

118152119T　　　Tsuchiya＊＊1＊144＊＊1－5

地方巡察使復命書資料／關ロ隆吉原著

［HO31－0080］

［HO31－0081］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0082］
　　　　　　　　　　　　　　　；關口泰編纂

静岡：地方巡察使復命資料刊行會，1939．10

3冊；27cm

118128242T　Tsuchiya＊＊lll＊744＊＊千葉

118128243u　Tsuchiya＊＊lll＊744＊＊茨城

118128244v　Tsuchiya＊＊lll＊744＊＊東京

地方須覧／津久井遠誌

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，1872

　　　87丁・9×19cm　　　　　　，
　　　和装

　　　118152145S　　　Tsuchiya＊＊1＊161＊＊

地方長官人物評：全／大岡力著

　　　鴻巣（埼L玉県）：長島為一郎，1892．10

　　　4，2，210p；19cm

　　　1181548982　　　Tsuchiya＊＊1＊842＊＊

地方必携／土屋潤編

　　　新潟：弘文堂，1886．3

　　　22，8丁；18cm
　　　版心：弘文堂版
　　　表紙：地方必携全
　　　和装，袋綴

　　　118154559＄　　　Tsuchiya＊＊ll＊665＊＊

聴訟要則類集

　　　［仙台］：相愛社，1874

　　　86丁；19cm
　　　タイトルは題簸による
　　　柱書：宮城縣磨下相愛社

　　　和装

　　　118154750w　Tsuchiya＊＊ll＊935＊＊下

［｝IO31－OO83］

［HO31－OO84］

［IIO31－0085］

［HO31－0086］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO31－OO87］
町村制市制講究會筆記／［町村制市制講究會編］

　　　［出版地不明〕：［町村制市制講究會］，［1888］

　　　64丁・18cm　　　　　　シ
　　　65丁以降欠（講究會第1回筆記一第5回筆記途中まで）
　　　和装，袋綴

　　　118152296Z　　　Tsuchiya＊＊1＊272＊＊
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貯金取扱心得：第三篇

　　　［東京］：［逓信省］，［1887？］

　　　1綴；27cm
　　　タイトルは巻頭より
　　　「逓信省」の名入罫紙に毛筆書きの書写資料

　　　袋綴

　　　118154120N　　　Tsuc卜iya＊＊1＊1031＊＊

［HO31－OO88］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO3i－OO89］
通俗日本國會論：完／織田純一郎著

　　　東京：坂上博聞，1880．2

　　　244p；19cm
　　　118153961Z　　　Tsuchiya＊＊1＊890＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－OO90］
帝國及学報郵便貯金局差引梯（引出手形梯及ヒ書替梯）事務
心得

　　　［東京］：［遍信省］，［1887］

　　　1綴；27cm
　　　タイトルは巻頭より
　　　「遍信省」の名入罫紙に毛筆書きの書写資料

　　　袋綴

118154118U　　　Tsuchiya＊＊1＊1030＊＊

帝國議會：貴族院之圖／鈴木光次郎［編輯］

　　　［東京］：鈴木光次郎，1890

　　　1枚；31×46cm
　　　讃責新聞第4829号附録
　　　石版刷

　　　118152320N　　　Tsuchiya＊＊1＊286＊＊c

帝國議會：衆議院四隅／鈴木光次郎［編輯］

　　　［東京］：鈴木光次郎，1890

　　　1枚；31×46cm
　　　讃責新聞第4833号附録
　　　石版刷

　　　118152318U　　　Tsuchiya＊＊1＊286＊＊a

［HO31－OO91】

［HO31一・OO92］

帝國議會仮議事堂之圖／鈴木光次郎［編輯］

　　　［東京］：鈴木光次郎，1890

　　　1枚；27×38cm
　　　明治23年2月1日讃責新聞第4532号附録
　　　石版刷（「東京商標高社石版」とあり）

　　　118152319V　　　Tsuchiya＊＊1＊286＊＊b

帝國議會始末／宮崎三之助編述

　　　東京：東生書館，1893。4

　　　6，4，354p，図版4枚；20cm
　　　表紙：河野廣中題字

　　　四民可讃

　　　118152786＄　　　Tsuchiya＊＊1＊729＊＊

帝國憲法皇室典範義解／伊藤博文著

　　　［東京］：同家學會，1889。6

　　　200p；20cm
　　　獲行者：丸善，金港堂書籍，哲學書院

　　　118156109W　　　Tsuchiya＊＊1＊1077＊＊

帝國憲法制定會議／清水伸著

　　　東京：岩波書店，1940．11

　　　4，8，688p；23cm

　　　118107291U　　　Tsuchiya＊＊IV＊820＊＊

［HO31－0093］

口｛031－OO94］

［HO31－0095］

［HO31－OO96］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－OO97］
帝室典則草案：伊藤博文案；皇室典範再稿：柳原前光案；皇
室憲典草案：井上毅修正案／［伊東治正編］

　　　［出版地不明］：［伊東治正］，［1941．7］

　　　44p；19cm
　　　（伊東巳代治遺文書／［伊東治正編］；其ノ4）

　　　伊東：伯爵家蔵版

　　　118156112q　　　Tsuchiya＊＊1＊1078＊＊4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－OO98］
締盟各絹絵約類纂：自嘉永七年至明治七年／［外務省編］

　　　東京：東京日就社（印刷），1874。9

　　　650p；26cm
　　　1ユ8109014P　　　Tsuchiya＊＊IV＊2550＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0099］
東巡録

　　　［出版地不明］：［出版社不明］，［18一］

　　　2冊；21cm

　　　1ユ8152550s　Tsuchiya＊＊1＊519＊＊乾

　　　1ユ8152551T　Tsuchiya＊＊1＊519＊＊坤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0100］
農家永績救助講法／織田完之述

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1875］

　　　5，5丁，10，11p；22cm
　　　和装本
　　　埼玉県「告諭」（明治7年4月付），「内務省衛生局報告」第5－6

　　　號（明治10年8，9月発行）を合綴

　　　：L18128356Z　　　Tsuchiya＊＊Ill＊888＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0101］
萬國進歩之雨隠／ミチエール・ヂ・マルホール著；伴直之
助訳

　　　東：京：経済雑誌社，1882．6－1883．7

　　　3冊・22cm
　　　　　，
　　　118152683z　　　Tsuchiya＊＊1＊646＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0102］
福島縣民會規則

　　　［福島］：福島縣，［1877．12］

　　　6丁；18cm
　　　題辟：明治10年12月福島縣
　　　題辞，目次のみ

　　　118152152q　　　Tsuchiya＊＊1＊167＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0103］
府縣管轄便覧

　　　［出版地不明］：土屋三五郎，1872．1

　　　25丁；8×16cm
　　　題簸：府縣管轄便覧全
　　　和装本

　　　118129016T　　　Tsuchiya＊＊llI＊1523＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0104］
佛國政府會計一班：附各國會計大要／［クレルジェー著］；
　　　　　　　；［大森惟中稲］［藤井善言課］

　　　［東京］：大蔵省，1887．7

　　　2，6，2，174p；25cm

　　　118128867Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊1392＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0105】
府藩縣制史／宮武外骨著

　　　東京：名取書店，1941．3

　　　5，304p；23cm

　　　118098627冗　　　Tsuchiya＊＊V＊2975＊＊
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佛蘭西國條門並税則

［出版地不明］

24丁；23cm
和装

118128822X

・［出版者不明］，［1858頃］

　Tsuchiya＊＊lll＊1335＊＊

［HO31－0106］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［】E［031－0107］

米國植綿書／徐悲甫来曼（ジョシツプ・ライマン）著；藁品
権太郎訳；衣笠畑谷校

　　　［東京］：農商務省農務局，1884．7

　　　74，146p：地図；22cm

　　　118128402R　　　Tsuchiya＊＊lll＊934＊＊

民選議院論綱／山田俊蔵編

　　　東京：山城屋政吉，1875

　　　59丁；23cm
　　　和装

　　　118152623T　　　Tsuchiya＊＊1＊591＊＊

民費聚散條例

　　　［出版地不明］：［茨城縣］，［1873．3］

　　　［14］丁；23cm
　　　出版年は巻末（第［14］丁）より

　　　和装本

　　　118128573－　　　Tsuchiya＊＊lll＊1088＊＊

明治二十三年國會之準備／遠藤愛蔵著

　　　東京：博文堂，1886

　　　4，4，82p；19cm

　　　118152616v　　　Tsuchiya＊＊1＊584＊＊

［HO3ユー0108］

［HO31－0109］

［HO31－0110］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0111］
明治二十三年第一期第一回衆議院に於ける鵡末／新井毫述

　　　新里村（群馬県）：峯岸良輔，1891．7

　　　81p；18cm
　　　118087330V　　　Tsuchiya＊＊V＊600＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田031－0112］
明治雑記

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1876］

　　　1冊；20cm
　　　宮城県下の伺書，願書，法，規則，区長一覧，郵便発着日程表，

　　　書類雛形，条例，太政官布告等の綴り

　　　明治9年の日付あり
　　　毛筆書き，木版刷のものあり

　　　袋綴

　　　118152238V　　　Tsuchiya＊＊1＊217＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0113］
禄制／［大蔵省国債局編］

　　　［東京］：［大蔵省国債局］，［1882］

　　　1冊；27cm
　　　（族禄庭分録／［大蔵省国債前編］；2．法則門1－2）

　　　版心に「太政官」名入り罫紙に毛筆書き

　　　和装，袋綴

　　　118152272T　　　Tsuchiya＊＊1＊248＊＊2／1－2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO31－0114］
禄制／［大蔵省国債局編］

　　　［東京］：［大蔵省国債局］，［1882］

　　　1冊；27cm
　　　（族禄庭面録／［大蔵省国債局編］；5．庭分門2－2）

　　　隔心に「太政官」名入り罫紙に毛筆書き

　　　和装，袋綴

　　　118152275V　　　Tsuchiya＊＊1＊248＊＊5／2－2

魯西亜國條約井税則

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［18一］

　　　［22］丁；23cm

　　　和装

　　　118128819＄　　　Tsuchiya＊＊lll＊1332＊＊

［HO31－0115］

HO32＝明治の制度変革（北海道）

アイヌ政策史／高倉新一郎著

　　　東京：日本評論社，1942．12

　　　2，10，671，8p；22cm

　　　118088347／　　　Tsuchiya＊＊V＊1583＊＊

［HO32－OOO1］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－OOO2］
アイヌの漁猟権に就いて／高倉新一郎［著］

　　　〔出版地不明］：［出版者不明］，［1936．9］

　　　p54－116；23cm
　　　表紙：「社會経濟史學」第6巻第6號別刷

　　　118108788Z　Tsuchiya＊＊IV＊2320＊＊上・下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－0003］
アイヌの社會経濟生活：主として漁猟生活よりの考察／羽
原又吉［著］

　　　［東京］：［歴史學研究會］，［1937］

　　　78p；23cm
　　　表紙：歴史學研究第7巻第4，6－8號（昭和12年4，6－8月目

　　　抜刷

　　　118107948＄　　　Tsuchiya＊＊IV＊1495＊＊

アイヌの住居／鷹部屋福平著

　　　東京：彰國社，1943．3

　　　6，211p；22cm
　　　（東亜建築撰書；2）

　　　118088831　　　　Tsuchiya＊＊V＊2092＊＊

［HO32－OOO4］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－OOO5］

蛮繍欝欝平野著・蝦夷拾遺／佐藤玄六郎著・蝦

　　　東京：北光書房，1943．9

　　　410p；19cm
　　　（北門叢書；第1冊）

　　　解説・校訂・編：大友喜作

　　　1180888360　　　Tsuchiya＊＊V＊2097＊＊

開拓使事業報告／大蔵省［編］

　　　東京：大蔵省，1885．11一

　　　冊；23cm

118127703U
118127704V
118127705W
118127706×
118127707Y
：L18127708Z

118127709一

［HO32－OOO6］

Tsuchiya＊＊lll＊119＊＊1

Tsuchiya＊＊lll＊119＊＊2

Tsuchiya＊＊lIl＊119＊＊3

Tsuchiya＊＊III＊119＊＊4

Tsuchiya＊＊lI1＊119＊＊5

Tsuchiya＊＊Ill＊119＊＊附録／上

Tsuchiya＊＊川＊119＊＊附録／下

353



HO323明治の制度変革（北海道）

開道七十年／北海道一編

　　　［北海道］：北海道庁，1938．8

　　　2，4，266p，図版31枚；23cm

　　　1180886560　　　Tsuchiya＊＊V＊1896＊＊

勧業諮問會答申拉建議書

　　　［札幌］：北海道臆，1916

72p；26cm

118154349一 Tsuchiya＊＊ll＊1134＊＊

［HO32－0007］

［HO32－OOO8］

［HO32－OOO9］

北見の米／北見産米二十五万石祝賀會［編］

　　　［北見］：北見産米二十五万石祝賀會，1929．11

　　　2，3，136p；23cm

　　　118156170u　　　Tsuchiya＊＊lI＊1963＊＊

薔土人に關する調査／北海道鷹［編］

　　　［札幌］：北海道磨，1922．11

　　　8，189p；22cm

　　　118152467Z　　　Tsuchiya＊＊1＊443＊＊

郷土と開拓／高倉新一郎著

　　　札幌：柏葉書院，1947．5

174p；19cm
（柏葉叢書）

118130272P Tsuchiya＊＊Ill＊2579＊＊

［HO32－0010］

［HO32－0011］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－OO　12］

札幌農學校一覧

　　　札幌：札幌農学校，1888．1－1900

　　　冊；19－21cm

　　　118128240R　Tsuchiya＊＊lll＊740＊＊明治20－21

翼織報文：開拓使本鷹／開拓使勧業課［編］

　　　［札幌］：開拓使勘業課，［1877．12緒言］一

　　　冊；27cm
　　　和装
　　　第3次附録：官民養蚕製糸試験一覧表

　　　118127775＄　　　Tsuchiya＊＊lll＊177＊＊1

　　　118127776／　　　Tsuchiya＊＊111＊177＊＊3

　　　118127777＋　　　Tsuchiya＊＊lll＊177＊＊4

山二三

［出版地不明］：開拓使，1879

2冊；25cm
（大鳥圭介註文／大鳥圭介著）

118155951一・　　　Tsuchiya＊＊ll＊1835＊＊

118155952．　Tsuchiya＊＊ll＊1835＊＊図

赤心社沿革

　　　［荻伏村］（北海道）：赤心社，［1890］

　　　28P；21cm
　　　表紙：明治22年10調

　　　118150486Y　　　Tsuchiya＊＊ll＊1516＊＊

拓地殖民要録

　　　［札幌］：北海道磨，1892．8。1906．9

冊；22cm

118150764X Tsuchiya＊＊ll＊1605＊＊

［HO32－0013］

［HO32－0014］

［H〔032－0015］

［HO32－0016］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－OO17］
近文土功組合史／貞光公明［著］；北郷文二郎編

　　　鷹栖村（北海道）：鷹栖村，1915．5

　　　2，3，123，34p；22cm
　　　編集兼発行者：由比兵平

　　　118128436Y　　　Tsuchiya＊＊lIl＊967＊＊

日本新富源／清水市太郎著

　　　東京：清水市太郎
　　　東京：金港堂（発売），1890．8

　　　3，2，5，207p，図版23枚：地図；23cm

　　　118128070S　　　Tsuchiya＊＊Hl＊495＊＊

［HO32－OO18］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－0019］
農業螢働に類する調査／北海道鹿農産課［編］

　　　［札幌］：北海道廃農産課，［1936］一

　　　冊；23cm

　　　118129134u　Tsuchiya＊＊lll＊1629＊＊昭和12
　　　118129135v　Tsuc卜iya＊＊lll＊1629＊＊昭和11

農産物ノ販路二關スル調査報告

　　　札幌：北海道農産物検査所，1921．11一

　　　冊；22cm

　　　118127752Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊162＊＊1

　　　118127753Z　　　Tsuchiya＊＊Ili＊162＊＊2

　　　118127755．　　　Tsuchiya＊＊lll＊162＊A＊2編

府曲浦北海道境域沿革一覧／内閣統計局編纂

　　　東京：東京統計協會出版部，1910．8

　　　2冊；27－40cm

　　　118152471U　　　Tsuchiya＊＊1＊447＊＊

　　　118152472V　　　Tsuchiya＊＊1＊447＊A＊

北海廻瀾録／原田播三編

　　　東京：開新社，1881．9

79P；19cm

118152568． Tsuchiya＊＊1＊529＊＊

［HO32－0020］

［HO32－0021］

［HO32－0022］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－0023］
北海紀聞：北海道・千島・アイヌ：明治初年／清野謙次著

　　　東京：岡書院，1931．4

　　　5，304p，図版19枚：地図，肖像；20cm

　　　118152470T　　　Tsuchiya＊＊1＊446＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－OO24］
北海道アスパラガズ罐詰生産近状／日本罐詰協會調査部編

　　　東京：日本罐詰幽幽，1940．8

　　　76p；21cm
　　　（調査資料；第29號）

　　　118152482u　　　Tsuchiya＊＊1＊456＊＊

北海道移住問答／北海道鷹植民課編

　　　［札幌］：北海道廃第二部植民課，1891．7

　　　3，182p：地図；19cm

　　　118152466Y　　　Tsuchiya＊＊1＊442＊＊

北海道移民政策史／安田泰次郎著

　　　東：京：生活社，1941．11

　　　8，16，899，6p；22cm
　　　巻末：参考書及引用書

　　　118107281T　　　Tsuchiya＊＊IV＊810＊＊

［HO32－OO25］

［HO32・一〇〇26］
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HO323明治の制度変革（北海道）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－0027］
北海道開拓第三期に於ける土地制度／上原轍三郎著

　　　［札幌］：［北海道帝国大学］，［1940。5］

　　　78p；22cm
　　　「北海道帝国大学北方文化研究報告」3輯別刷

　　　118107843X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1408＊＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－0028］
北海道開拓第四期に於ける土地制度／上原轍三郎著

　　　［札幌］：［北海道帝国大学］，［1941．7］

　　　92p；21cm
　　　「北海道帝国大学北方文化研究報告」5輯別刷

　　　118107844Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊1408＊＊4

北海道開拓二關スル意見／岩橋謹次郎編

　　　札幌：岩橋謹次郎，1892．10

　　　39p，図版1枚：地図；23cm

　　　118128259．　　　Tsuchiya＊＊lll＊760＊＊

［HO32－0029］

［HO32－0030］

北海道開拓の初期に於ける外人の工作／牧野信之助

　　　［京都］：［内外出版印刷］，［1935］

　　　1冊；22cm
　　　抜粋：史林第20巻第1號，第2號別冊

　　　118109028U　　　Tsuchiya＊＊lV＊2570＊＊

北海道凶荒災害誌／石黒英彦編

　　　札幌：北海道社會事業協會，1937．12

　　　17，1731，5p；23cm
　　　本道に於ける凶作水害年表：巻末p1－5

　　　118106670U　　　Tsudllya＊＊IV＊290＊＊

［HO32－OO31］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－OO32］
北海道漁業史／北海道水産部漁業調整課北海道漁業制度改
革記念事業協会編

　　　［札幌］：北海道水産部，1957－1969

　　　2冊；22cm
　　　続編の編者＝北海道水産部

　　　118109001L　　　Tsuchiya＊＊IV＊2538＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－OO33］
北海道見聞録：東京日日新聞社説／關直彦稿；中林潔編輯

　　　東京：日報社，［1886附言］

　　　44p；18cm
　　　表紙：従［明治］19年9月29貝至同年10月13日

　　　118152572v　　　Tsuchiya＊＊1＊532＊＊

北海道鑛業誌．一改訂増補

　　　札幌：北海道石炭鑛業會，1928．9

　　　22，554p；23cm

　　　1181303101　　　Tsuchiya＊＊lll＊2616＊＊

北海道鑛山略記／多羅尾忠郎編

　　　［北海道］：北海道，1890．2

　　　3，8，196p；22cm

　　　118128460V　　　Tsuchiya＊＊lll＊994＊＊

［HO32－OO34］

［HO32－OO35］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－OO36］
北海道殖民地撰定三文

　　　［札幌］：北海道廉第二部殖民課，1891．3一

　　　冊；26cm
　　　第2の実際の標題：北海道殖民地撰定第二報文
　　　第2の責任表示，および出版者名：北海道磨内務部殖民課
　　　［第1（完）］の明治26年刊の出版者名：北海道磨植民課
　　　［第1（完）］巻末：殖民地撰定原野國別表

　　　付図（5枚）：石狩原野，後志及脆振原野，十勝原野，釧路根

　　　室及北見原野，天監原野
　　　付図の出版者名：北海道磨

　　　第3の実際の標題：北海道殖民地撰定第三報文
　　　第3の責任表示，および出版者名：北海道臆説民部拓殖課

　　　118152072R　Tsuchiya＊＊1＊109＊＊完

　　　118152073s　Tsuchiya＊＊1＊109＊＊第2
　　　118152074T　Tsuchiya＊＊1＊109＊＊附図

北海道森林誌／北海道鷹拓殖部［編］

　　　［札幌］：北海道臆拓殖部，1912．7

　　　4，68p，図版30枚；23cm

　　　118128474－　　　Tsuchiya＊＊闘1＊1014＊＊

北海道水産全書／高雄道徳（北画）著

　　　東京：博聞社：，1893．6

　　　3，16，304p；22cm
　　　巻末：北海道漁業地圖1枚

　　　118128394．　　　Tsuchiya＊＊Ill＊923＊＊

［HO32。0037］

［HO32－OO38］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－0039］
北海道貸地農二關スル調査／北海道磨拓殖部［編］

　　　［札幌］：北海道臆拓殖部，1915．4

　　　3，130p，図版11枚；26cm

　　　118152469．　　　Tsuchiya＊＊1＊445＊＊

北海道拓殖計査二野テ

　　　［東京］：［大蔵省］，［1928．5はしがき］

　　　2，29，594p；22cm

　　　118156029X　　　Tsuchiya＊＊ll＊1930＊＊

北海道拓殖誌／片山敬次著

　　　札幌：北海道拓殖誌刊行後援會，1931．7

　　　586p；23cm
　　　118099153．　　　Tsuchiya＊＊V＊3529＊＊

北海道拓殖の進歩／北海道鷹拓殖部．一改訂

　　　札幌：北海道協會支部，1912．7

　　　2，5，234p，図版18枚；23cm
　　　附録：北海道起業成功事績

　　　118152468。　　　Tsuchiya＊＊1＊444＊＊

［HO32－0040］

［HO32－OO41］

［HO32－0042］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－OO43］
北海道地質試論／辺治文・土蔑治・来刷出；開拓使訳

　　　〔札幌］：開拓使，1878．6

　　　232p；20cm
　　　118128956＋　　　Tsuchiya＊＊IlI＊1473＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－0044］
北海道地質測量超文／辺治文・土蔑治・来曼（ベンジャミン・
スミス・ライマン）著；山内徳訳

　　　［出版地不明］：開拓使，1877．10

　　　20，402p；20cm

　　　118154721u　　　Tsu（：hiya＊＊ll＊903＊＊

　　　118154722V　　　Tsuchiya＊＊ll＊903＊A＊
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HO40：軍事・兵制・戦争記録

北海道鷹種畜場沿革誌／北海道四一

　　　［札幌］：北海道臆，1900．7

270p；26cm
118128324U Tsuchiya＊＊lll＊849＊＊

［HO32－OO45］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口IO32－OO46］
北海道二於ケル除轟菊二關スル調査／北海道臆内務部［編］

［札幌］：北海道鷹内務部，1915。12

3，103p，図版2枚；22cm

118155990＄　　　Tsuc卜liya＊＊ll＊1877＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IIO32－0047］
北海道二品ケル農場経螢ノ實例／北海道鷹産業部［編］

　　　［札幌］：北海道臆産業部，［1923．1］

　　　139p；27cm
　　　118128211P　　　Tsuchiya＊＊lll＊707＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－0048］
北海道農業手引草

　　　［札幌］：北海道庁第二部，1889．12

　　　84p：地図；23cm

　　　118128349．　　　Tsuchiya＊＊llI＊879＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－0049］
北海道農業の展開／農業綜合研究所払

　　　東京：農業綜合研究刊行會，1949．9

　　　5，259p；21cm
　　　（農業綜合研究／農業綜合研究所編；第9輯）

　　　118108942Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊2477＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【HO32－OO50］
北海道農民の視た凶作地／太田正治，都築重雄［ほか］編著

　　　八雲町（北海道）：八雲新報社，1935．2

　　　5，132，35p；19cm

　　　118127766＄　　　Tsuchiya＊＊lll＊172日目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－0051］
北海道の経塔と農業／逸見謙三著

　　　東京：御茶の水書房，1952．10

　　　6，2，2，144p；22cm

　　　118108953－　　　Tsuchiya＊＊IV＊2488＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－0052］
北海道の地租／長谷川安次郎［著］

　　　［出版地不明］：長谷川安次郎，1931．12－1932．7

　　　2冊；22cm
　　　118127710S　　　Tsuchiya＊＊lll＊126＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－0053］
北海道の農業／北海道鹿内務部［編］

　　　［札幌］：北海道磨内務部，1921．11

　　　6，364p；22cm

　　　118156022Q　　　Tsuc卜iya＊＊ll＊1924＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－0054］
北海道の米作

　　　［札幌］：北海道産米百萬石祝賀會，［1920．11］

　　　28p；23cm
　　　附録：北海道米作功労者

　　　118107886／　　　Tsuchiya＊＊IV＊1431＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－0055］
北海道の門門移動を顧みて／東京地方職業紹介事務局［編］

　　　［東京］：［東京地方職業紹介事務局］，1927．8

　　　2，84p；23cm

　　　118129078．　　　Tsuchiya＊＊lll＊1593＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－0056］
北海道豆類取調報告書；福嶋町生縣取引調査報告書／服部
源市郎，佐藤重治［報告］

　　　〔東京］：東：京高等商業學校，1905．5

　　　23，2，78，12p；22cm
　　　表紙：明治37年10月

　　　ユ18128391Y　　　Tsuchiya＊＊III＊919＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO32－OO57］
瀟鮮農産物二三スル調査

　　　札幌：北海道農産物検査所，1923．11

　　　6，93p；22cm
　　　（農産物ノ販路二關スル調査報告；第3編）

　　　』118127754－　　　Tsuchiya＊＊lll＊162＊＊3

　　　　HO40＝軍事・兵制・戦争記録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0001］
1812年ロシア戦役史／フォン・クラウゼヴィツ著；外山卯
三郎謬

　　　東京：みたみ出版，1944．9

　　　301p；22cm
　　　（軍事學叢書）

　　　「Der　Feldzug　1812　in　Russland　und　die　Befreiungskriege

　　　von　1813－15」の抄訳

　　　附録：カール・フォン・クラウゼヴィツ将軍傳

　　　1180989698　　　Tsuchiya＊＊V＊3332＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【HO40－0002］
ナメり力総動員計査／H」．トビン，P．W．ビッドウェル共著

；原田禎正訳

　　　東京：生活社，1941．7

　　　2，1，2，212p；22cm

　　　1ユ8088419／　　　Tsuchiya＊＊V＊1656＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0003］
ヴェルサイユ平和條約の反抗／阿部勇著

　　　東京1森山書店，1933．10

　　　126，12p；19cm
　　　（世界経濟研究所パンフレット；第1）

　　　1ユ80986572　　　Tsuchiya＊＊V＊3009＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40・一〇〇〇4】

ウイッテ伯回想記日露戦孚と露西亜革命／大竹博吉監修

　　　東京：ロシア問題研究所，1930．4－1930．9

　　　3冊；23cm
　　　下巻附録：ニコライニ世日記抄

　　　1ユ80989665　Tsuchiya＊＊V＊3329＊＊上

　　　1ユ80989676　Tsuchiya＊＊V＊3329＊＊下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0005］
英米二三聯合艦隊幕末海戦記／アルフレッド・ルサン著；安
藤徳器，大井征共繹

　　　東京：平凡社，1930．6

　　　20，6，6，414p；20cm

　　　：Lユ80989531　　　Tsuchiya＊＊V＊3316＊＊

　　　⊥18109532U　　　Tsuchiya＊＊V＊3316＊A＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OOO6】
歌亜列強大戦窮眞帖／帝國軍人教育會編纂；参謀本部等撮影

　　　東京：大正通信社，1919．7

　　　1冊；27cm
　　　附録：世界大戦の大要

　　　1180989272　　　Tsuchiya＊＊V＊3290＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40・一〇〇〇7］

欧洲戦史講授録／古荘幹郎講述，陸軍卿學校將校集會所［編］

　　　東京：外交時報社兵書出版部，1918．9

　　　2冊；22cm

　　　1180989452　　　Tsuchiya＊＊V＊3308＊＊1

　　　1180989463　　　Tsu（：hiya＊＊V＊3308＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OOO8］
欧洲戦と交戦各國婦人／臨時軍事調査委員編

　　　東京：川流堂小林又七，1917．5

　　　3，80p；22cm

　　　1180989957　　　Tsuchiya＊＊V＊3358＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OOO9］
思ひ出の日露戦孚／イアン・ハミルトン著；松本泰謬

　　　東京：平凡社，1935．3

　　　6，4，358p；23cm

　　　1180988844　　　Tsuchiya＊＊V＊3247＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO10］
海軍軍備沿革／［淺井七二］，海軍省大臣官房編

　　　東京：海軍大臣官房，1922．4

　　　2，6，260，44p；27cm
　　　艦船年表：巻末p3－44
　　　大正十年十月

　　　118109063T　Tsuchiya＊＊IV＊2609＊＊大正10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0011］
海軍兵學校沿革

　　　［東京］：［海軍兵論詰］，［1919］一

　　　冊；23cm

　　　118152868！　　　Tsuchiya＊＊1＊785＊＊1

　　　118152869＋　　　Tsuchiya＊＊1＊785＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0012］
海軍歴史／勝安芳編輯

　　　［東京］：海軍省，1889．11

　　　9冊：肖像；27cm
　　　和装，鉄入
　　　宣（1－3巻）一試（4－5巻）一参（6－8巻）一四（9－10巻）一

　　　五（11－13巻）一六（14。16巻）一七（17－20巻）一八（21－22

　　　巻）一九（23－25巻）

　　　118152657－　　　Tsuchiya＊＊1＊623＊＊1

　　　118152658．　　　Tsuchiya＊＊1＊623＊＊2

　　　118152659　　　　Tsuchiya＊＊1＊623＊＊3

　　　118152660U　　　Tsuchiya＊＊1＊623＊＊4

　　　118152661V　　　Tsuchiya＊＊1＊623＊＊5

　　　118152662W　　　Tsuchiya＊＊1＊623＊＊6

　　　118152663X　　　Tsuchiya＊＊1＊623＊＊7

　　　118152664Y　　　Tsuchiya＊＊1＊623＊＊8

　　　118152665z　　　Tsuchiya＊＊1＊623＊＊9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO13］
回顧三十年日露戦事を語る：陸軍の巻

　　　東京：時事新報社，1935．3

　　　2，2，167p；19cm
　　　（時事パンフレット；11）

　　　1180989722　　　Tsuchiya＊＊V＊3335＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0014］
クルップ兵器工場／佐藤明著

　　　：東京：六感商會出版部，1943．1

　　　246p；19cm
　　　1180989913　　　Tsuchiya＊＊V＊3354＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0015］
軍縮の脅威／大島町精著

　　　東京：愛国青年會
　　　東京：天人社（発売），1930。12

　　　150p；19cm
　　　118088733＄　　　Tsuchiya＊＊V＊1983＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【HO40－OO　16］
軍需資源論／ブルクス・エメニイ著；豊崎稔訳

　　　東京：河出書房，1939．10

　　　3，8，234，9p；23cm
　　　巻末：参考文献目録

　　　118099013W　　　Tsuchiya＊＊V＊3376＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO17］
軍制史／高谷教官述

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［19一］

　　　2冊；24cm
　　　第1篇：軍備一士2篇：軍政機関
　　　表紙：高谷教官述
　　　謄写版

　　　118109156W　　　Tsuchiya＊＊IV＊2695＊＊1

　　　118109157X　　　Tsuchiya＊＊IV＊2695＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0018］
軍閥興亡史／伊藤正徳［著］

　　　東京：文藝春秋新社，1957－1958

　　　3冊；20cm

　　　118098942Z　　　Tsuchiya＊＊V＊3305＊＊1

　　　1180989430　　　Tsuchiya＊＊V＊3305＊＊2

　　　1180989441　　　TsucMya＊＊V＊3305＊＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO19］
軍備論／栗原亮一著

　　　東京：愛敬利世，1892。2

　　　233p；19cm
　　　118150522P　　　Tsuchiya＊＊ll＊1586＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO20］
興亜乃光：聖戦美談／國史名査刊行會編

　　　東京：省文社，1939．1ゴ

　　　1冊（頁付なし）；19×36cm
　　　和装
　　　梁川剛一らによる戦争画文集

　　　118098941＋　　　Tsudliya＊＊V＊3304＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO21］
皇軍建設史：基礎資料／渡邊幾治郎［著］

　　　東京：共立出版，1944．9

　　　2，12，460p；21cm
　　　照林堂蔵版

　　　1180988923　　　Tsuchiya＊＊V＊3255＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO22］
皇戦：皇道総力戦世界維新理念／高嶋辰彦著

　　　東京：戦争文化研究所，1938．11

　　　3，2，6，246p；23cm
　　　発売：世界創造社

　　　1180989564　　　Tsuchiya＊＊V＊3319＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO23］
三民皆兵論：現代の軍制と統師／コルマル・フォン・デル・
ゴルツ著；陸軍大學校訳．一増補版／フリードリッヒ・フォー
ン・デル・ゴルツ増補

　　　東京：巡行社，1926．5

　　　6，3，19，618p；23cm

　　　118088355＄　　　Tsuchiya＊＊V＊1592＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO24］
参戦二＋将星回顧：肝年日露大戦を語る／東京日日新聞社，大
阪毎日新聞社編

　　　東京：東京日日新聞社，1935．3

　　　326p：地図；19cm
　　　共同刊行：大阪毎日新聞社

　　　1180989799　　　Tsuchiya＊＊V＊3342＊＊

上海事饗の経過／仲摩照久編輯

　　　東京：新光社，1932．4

　　　5，259p：地図；26cm
　　　世界知識増刊

　　　1180989261　　　Tsuchiya＊＊V＊3289＊＊

［HO40－OO25］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO26］
眞相箱：太平洋戦孚の政治・外交・陸海空戦の眞相／聯合國
最高司令部民間情報教育局編

　　　東京：コズモ出版社，1946．8

287p；19cm

118130296V Tsuchiya＊＊II1＊2600＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO27］
壬午鶏林事饗＝新聞雑誌所載録／宮武外骨編

　　　大崎町（東京府）：花房太郎，1932．7

　　　254p；20cm
　　　明治十五年七月二十三日…50年…昭和七年七月二十三日

　　　1180873690　　　Tsuchiya＊＊V＊649＊＊

征韓論・西南戦孚／田中惣五郎著

　　　東京：白二二，1939．9

　　　9，336p；23cm
　　　（近代日本歴史講座；第2冊）

　　　年表：p317－336

　　　1180989687 Tsuchiya＊＊V＊3331＊＊

［HO40－0028］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO29］
世界戦闘／カール・ヘルフェリヒ著；安井源雄課

　　　東京：平凡社，1935．2

　　　3，16，818p；23cm
　　　年表：p［785］一818

　　　118099001T　　　Tsuchiya＊＊V＊3364＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0030］
世界戦闘と石油＝第一次大戦の経験より第二次大戦へ／ブ
リーデンスベルグ著；神戸政彌謬

　　　：東京：白揚社，1941．5

　　　9，195p；22cm
　　　参考文献：巻末

　　　1180989935　　　Tsuchiya＊＊V＊3356＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0031］
世界戦争二於ケル情報勤務ト新聞ト與論／ウエ・ニコライ著

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1920．2］

　　　2，2，145p；22cm

　　　1180989946　　　Tsuchiya＊＊V＊3357＊＊

世界大戦史／原勝郎著

　　　：東京：同文館，1925．8

903p；23cm

118098989A Tsuchlya＊＊V＊3352＊＊

［HO40－OO32］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40・一〇〇33］

世界大戦時列國の採れる戦傷者救護並産業復活策／社會局
臨時軍事援護部［編］

　　　［東京］：社會局臨時軍事援護部，1938．1

　　　3，4，2，219p；22cm
　　　例言：北米合衆國聯邦職業教育面研究部ガラド・ハリスの

　　　著作

　　　118087303V　　　Tsuchiya＊＊V＊565＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO34］
世界大戦の猫逸教育に及ぼしたる影響／ブリッツ・ケルレル
マン述

　　　東京：啓明会，1930．7

　　　6，6，111，14p；23cm
　　　（紀要；第8号）

　　　訳者：大久保利武

　　　118087301T　　　Tsuchiya＊＊V＊563＊＊

世界兵馬史話／佐藤堅司著

　　　東京：里下書院，1936．7

　　　1，10，3，23，654p；23cm

　　　1180989700　　　Tsuchiya＊＊V＊3333＊＊

［HO40－OO35］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0036］
世界列強戦備比較論／神田孝一著

　　　東京：東治書院，1933．3

　　　16，363p；19cm
　　　附録：列国新兵器整備一覧（昭和8年1月調）

　　　1180988877　　　Tsuchiya＊＊V＊3250＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO37］
戦時に於ける英國炭鑛業／ダブリユー・ジエツト・ラウク
［著］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1917］

　　　4p，　p381－479；23cm

　　　1180989968　　　Tsuchiya＊＊V＊3359＊＊

職争と月琴／有澤廣巳著

　　　東京：日本評論社，1937。8

　　　2，2，347p；20cm

　　　1180989902　　　Tsuchiya＊＊V＊3353＊＊

戦孚の理論／日本評論社編

　　　東京：日本評論社，1937．12

　　　184p；19cm
　　　（日本評論；十二月号別冊附録）

　　　1180878886　　　Tsuchiya＊＊V＊1207＊＊

［HO40－0038］

［HO40－OO39］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0040］
固事論要綱／クラウゼウィッツ［著］；成田頼武著

　　　東京：同文館，1940．2

　　　4，7，280p；23cm
　　　附：フリードリヒ大王会戦一覧表，同附図，ナポレオン会戦

　　　一覧表，同附図

　　　1180989520　　　Tsuchiya＊＊V＊3315＊＊

358



HO403軍事・兵制・戦争記録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO41］
全髄主義戦孚論：伊・工戦事の分析と將來戦／フラー原著；
澁川貞樹，救語詞繁課編

　　　東京：高山書院，1940．1

　　　6，5，372p：地図；19cm

　　　1180989788　　　Tsuchiya＊＊V＊3341＊＊

大戦間猫逸の諜報及宣傳／内閣情報部［編］

　　　［東京］：内閣情報部，1938．2

　　　2，1，2，323P；21cm
　　　（情報宣傳研究資料；第二輯）

　　　折り込：掲逸諜報土語機關一覧表

　　　118099000S　　　Tsuchiya＊＊V＊3363＊＊

［HO40－OO42］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0043］
大戦當初虚威の取れる職時点政縷濟方策：猫逸帝國公文書要
謬／衆議院調査部［編］

　　　［東京］：衆議院調査部，1938．3

　　　9，98p；21cm
　　　（調査資料；第11輯）
　　　大蔵大臣官房財政経済調査課の刊行したものの印刷

　　　衆議院公報附録

　　　118096998A　　　Tsuchiya＊＊V＊3361＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO44］
大戦の回顧／フォン・ビューロー原著；皆川i淳彦課

　　　東：京：血忌書院，1934．4

　　　6，443，8，8p：肖像；23cm

　　　1180989924　　　Tsudliya＊＊V＊3355＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0045］
太平洋戦孚と其批判／バイウォター著；石丸藤太訳並評

　　　：東京：文明協會事務所，1926．1

　　　9，5，10，655p；21cm

　　　118098650　　　　Tsuchiya＊＊V＊3002＊＊

帝國陸軍史／田邊元二郎，荒川街次郎合著

　　　東京：誌面真友會，1909．12

　　　1冊：肖像；23cm
　　　附録：陸軍諸法規

　　　1180988866　　　Tsuchiya＊＊V＊3249＊＊

［HO40－0046］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0047］
猫逸と短期戦／ブリッツ・シュテルンベルヒ著；経回問題研
究所謬

　　　東京：経済問題研究所，1939．11

　　　7，5，361p；22cm
　　　Edward　Fitzgerald英語課より重課したもの

　　　1180989979　　　Tsuchiya＊＊V＊3360＊＊

日露戦翁面際事件要論／高橋作衛著

　　　東京：清水書店，1905．2

　　　6，6，6，148，2p；24cm

　　　1180988811　　　TsucMya＊＊V＊3244＊＊

［HO40－0048］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0049］
日露戦孚批評／タイムス軍事投書家稿；森晋太郎訳

　　　東京：時事新報社，1905－1906

　　　3冊；23cm

　　　118154041P　　　Tsuchiya＊＊1＊966＊＊3

　　　118154042Q　　　Tsuchiya＊＊1＊966＊＊2

　　　118154043R　　　Tsuchiya＊＊1＊966＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO50］
日露之戦資：日露戦争ノ財政的方面／カル・ヘルフェリッヒ
原著；森孝三ロ訳；尾崎茂筆記

　　　台北：台湾日日新報社，1906

　　　341p；23cm
　　　118154046日目　　Tsuchiya＊＊1＊971＊＊

日露陸戦新史／沼田多稼蔵著

　　　東京：岩波書店，1940．11

　　　6，6，225p；18cm
　　　（岩波新書；78）

　　　118108687／　　　Tsuchiya＊＊IV＊2214＊＊

［HO40－OO51］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO52］
日清戦孚：その政治的・外交的観察／信夫清三郎著

　　　東：京：福田書房，1934．10

　　　6，8，540p；22cm
　　　附録：文献

　　　118098960Z　　　Tsuchiya＊＊V＊3323＊＊

日清戦孚實記／博文館［編］

　　　東京：博文館，1894．8－1896．1

　　　7冊；23cm

1180989283
1180989294
118098930＄
118098931／

118098932＋
118098933％

1180989340

Tsuchiya＊＊V＊3291＊＊1

Tsuchiya＊＊V＊3291＊＊2

Tsuchiya＊＊V＊3291＊＊3

Tsuchiya＊＊V＊3291＊＊4

Tsuchiya＊＊V＊3291＊＊5

Tsuchiya＊＊V＊3291＊＊6

Tsuchiya＊＊V＊3291＊＊7

日本戦争学／多田督智著

　　　東京：高下書院，1939．6

　　　3，10，531p；19cm
　　　（新鋭哲學叢書；第8巻）

　　　1180989542　　　Tsuchiya＊＊V＊3317＊＊

日本武器概説／末永雅雄著

　　　京都：桑名文星堂　1943．11
　　　　　　　　　　　フ
　　　2，12，132p；22cm

　　　1180989711　　　Tsuchiya＊＊V＊3334＊＊

日本兵食史／陸軍糧秣本廠編

　　　東京：三友會，1934．1

　　　2冊；23cm

　　　118099149％　Tsuchiya＊＊V＊3525＊＊上

　　　118099150Y　Tsuchiya＊＊V＊3525＊＊下

［HO40－0053］

［HO40－0054］

［HO40－0055］

［HO40－OO56］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0057］
普佛戦役勝敗ノ源因／［Woide著］；［V．KIingender課］，陸
軍大學校謬

　　　東京：旧暦館，1913．7一

　　　冊；22cm

　　　1180989801　Tsuchiya＊＊lv＊3154＊＊上
　　　118109556－　Tsuchiya＊＊IV＊3154＊＊下

兵器考／有坂鋸藏著．一再版

　　　東京：雄山閣，1941。12

　　　4冊；22cm

　　　1180986673　　　Tsuchiya＊＊V＊3019＊＊1

　　　118σ986684　　　Tsuchlya＊＊V＊3019＊＊3

　　　1180986695　　　Tsuchiya＊＊V＊3019＊＊4

　　　118098670／　　　Tsuchiya＊＊V＊3019＊＊2

［HO40－0058］
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HO503教育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IIO40－OO59］
兵権政権の分界運用に就て／林彌三吉講述

　　　［東京］：日本外交協會，1935．3

　　　44p；24cm
　　　昭和10年3月・於第4特別委員会
　　　謄写版，袋綴

　　　118107447X　　　Tsuchiya＊＊IV＊974＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0060］
満洲と日露戦争：外交秘録／大竹博吉繹纂

　　　東京：ナウカ社1，1933．11

　　　344p；22cm

　　　1180988855　　　Tsuchiya＊＊V＊3248＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40一・0061］
明治六年鳥取縣第十八号／［太政官編］

　　　鳥取：［出版社不明］，1873．1

　　　42－49丁；23cm
　　　巻末：鳥取縣参事関義臣
　　　和装，袋綴

　　　118155411R　　　Tsuchiya＊＊ll＊448＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO62］
明治三十七八年海戦史／海軍々令部編

　　　東京：春陽堂，1909。5－1910．6

　　　冊；27cm
　　　東京水交社蔵版

　　　118152900R　　　Tsuchiya＊＊1＊824＊＊1

　　　118153901T　　　Tsuchiya＊＊1＊824＊＊2

　　　118153902U　　　Tsuchiya＊＊1＊824＊＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0063］
明治廿七八年日清戦史／参謀本部編纂

　　　東京：東京印刷，1904．3－1907．10

　　　6冊；27cm
　　　1180989351　　　Tsuchiya＊＊V＊3298＊＊1

　　　1180989362　　　Tsuchiya＊＊V＊3298＊＊2

　　　1180989373　　　Tsuchiya＊＊V＊3298＊＊3－4

　　　1180989384　　　Tsuchiya＊＊V＊3298＊＊5－6

　　　1180989395　　　Tsuchiya＊＊V＊3298＊＊7－8

　　　118098940！　Tsuchiya＊＊V＊3298＊＊附圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO64］
モルトケ作戦の準備と遂行／ドイツ参謀本部著；外山卯三
郎謬

　　　東京：みたみ出版，1944．8

　　　286p；22cm
　　　（軍事學叢書）

　　　118098999B　　　Tsuchiya＊＊V＊3362＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－0065］
横須賀海軍工廠沿革誌／横須賀海軍工廠［編］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1927］

　　　101p，図版2枚；23cm
　　　自元治元年至昭和2年

　　　118130292R　　　Tsuchiya＊＊Ill＊2603＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO66］
陸軍篇／桜井忠温編集解説

　　　東京：雄山閣出版，1935．5

　　　400p；23cm
　　　（類聚伝記大日本史；第14巻）

　　　監修：辻善之助ほか
　　　陸軍年表：p357－386

　　　118088503Y　　　Tsuchiya＊＊V＊1744＊＊14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO40－OO67］
我國経濟の戦事被害／白血安定本部総裁官房調査課［細

　　　〔東京］：経世安定本部総裁官房調査課，19尋8．2

　　　63p；21cm
　　　（国内資料；第5號）
　　　（戦孚被害調査資料；2）

　　　118109100L　　　Tsuchiya＊＊IV＊2650＊＊

　　　　　　　　　　HO50＝教育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－OOO1］
一年八ケ月忌にわたり無期停學のままに放置せられ居る小田
村問題の平平を録し文教當事者各位の御清鑑を乞ふ／日本
學生協會［編］

　　　東京：日本学生協会，1940。6

　　　116p；23cm
　　　以印刷代謄写

　　　118106411M　　　Tsuchiya＊＊IV＊50＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－OOO2］
大人の讃んだ小學國語讃本／沖野岩三郎著

　　　東京：盛林堂，1940．9

　　　398p；19cm
　　　118087376＋　　　Tsuchiya＊＊V＊657＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－0003］
懐徳館の由来：附赤門と育徳園／東京帝國大學庶務課編

　　　［東京］：［東京帝国大学］，1940．2

　　　39P；19cm
　　　118152781Y　　　Tsuchiya＊＊1＊726＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50一一〇〇〇4］

官立駒塙學校規則

　　　［東京］：駒場農學校，1884．2

　　　40p；19cm
　　　明治17年2月改正

　　　118087433Z　　　Tsuchiya＊＊V＊712＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【HO50－0005］
學制五十年史／文部省［編］

　　　［東京］：文部省，1922．10

　　　428，8，39p；23cm

　　　118087630Y　　　Tsuchiya＊＊V＊938＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－OOO6］
學界異聞／大塚虎雄著

　　　東京：先進社，1931．11

　　　312p；20cm
　　　1180988361　　　Tsuchiya＊＊V＊3193＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－OOO7］
學校卒業者の就職状況調査／東京府學務部社會課［編］

　　　［東京］：東京府學務摂社會課，［1932．3凡例］

　　　3，135p；22cm
　　　（社會調査資料；第十七輯）

　　　附録：調査當該學校一覧

　　　118087644＄　　　Tsuchiya＊＊V＊952＊＊

　　　118087645／　　　Tsuchiya＊＊V＊952＊A＊
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HO50：教育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－OOO8］
合衆國教育使節團報告書：聯合國最高指令部に提出された／
合衆國教育使節團編纂；　　　　　　　　　　　國民教育社翻繹部翻課

　　　東京：國民教育社，1946．5

　　　125p；19cm
　　　（アメリカ事情叢書；第3輯）

　　　於東京1946年3月30β
　　　聯合軍指令部民間情報教育局資料提出

　　　118088420W　　　Tsuchiya＊＊V＊1657＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－0009］
教育競：新山思想／松の詠みどり著

　　　東京：千葉茂三郎，1887

　　　163p；18cm
　　　118153997：L　　　Tsuchiya＊＊1＊917＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－0010］
教師の手帖：随筆集／高橋康文著

　　　東京：三教書院，1938。10

　　　3，404，3p；19cm

　　　1180875940　　　Tsuchiya＊＊V＊893＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－0011］
郷土教育の施設と野鼠／山梨縣師範學校編

　　　［山梨］：山梨県師範学校，1933．8

　　　180p；19×26cm
　　　118107073S　　　Tsuchiya＊＊IV＊675＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［H：050－0012］
教諭凡／佐田介石著

　　　〔出版地不明］：［出版者不明］，［1872序］

　　　29丁；23cm
　　　題篭及び見返：官免教諭凡

　　　和装

　　　118152798％　　　Tsuchiya＊＊1＊742＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－00i3］
技術教育／富塚清著

　　　東京：白揚社，1943．9

　　　5，4，532p；22cm

　　　1：L8108540S　　　Tsuchiya＊＊IV＊2069＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－OO　14］
慶慮義塾七十五年史／慶慮義塾［編］

　　　東京：墨磨義塾，1932。5

　　　2，2，10，291，7，1p；23cm

　　　1180878695　　　Tsuchlya＊＊V＊1188＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－0015］
工業教育ヲ中心トシテ見招引國教育制度ノ改善／商工省生
産管理委員會編

　　　東京：日本工業協會，1938

　　　396p；21cm
　　　118109136U　　　Tsuchiya＊＊IV＊2701＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－0016］
工部大學校昔噺／後藤軍傳編

　　　東京：後藤単伝，1927，1

　　　2，44p；23cm
　　　丁友會パンフレット第1号

　　　118087636／　　　Tsuchiya＊＊V＊944＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－0017］
公民讃本／後藤新平著

　　　東京：田文館，1926

　　　3冊；23cm

　　　118154749／　Tsuchiya＊＊II＊938＊＊少年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－OO18］
駒塙農學校一覧

　　　［東：京］：農商務省農務局，1884．10

　　　136p；22cm

　　　118087432Y　　　Tsuchiya＊＊V＊711＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－OO19］
札幌農垂直／札幌臨画校學藝雪面

　　　東京：裳華房，1898．6

　　　115p；23cm
　　　1180886740　　　Tsuchiya＊＊V＊1918＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－OO20］
手工篇／永江正直編纂

　　　東京：文學社，1892．6

　　　4，4，6，307p；26cm
　　　（學藝新書）

　　　118155321R　　　Tsuchiya＊＊ll＊413＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－OO21］
雷雲教育五十年史／文部省實業學務局編纂

　　　東京：實業教育五十周年記念會，1934．10－1936．2

　　　2冊；22cm

　　　118087654／　　　Tsuchiya＊＊V＊962＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－0022］
水郷・銚子の旅：昭和26年第一学年秋季修学旅行／東京教
育大学附属中学校第一学年旅行委員会編

　　　［東京］：［東京教育大学附属中学校］，1951．10

　　　30p；26cm
　　　118107079Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊683＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［】E｛050－0023］
創基五十年記念北海道丁丁大學沿革史

　　　札幌：北海道帝國大學，1926．3

　　　304，36p；23cm

　　　118088438＋　　　Tsuchiya＊＊V＊1677＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1｛050－OO24］
中央大學三十年史／天野徳也編

　　　東京：法学新報社，1915．12

　　　106p；23cm

　　　118087592＋　　　Tsuchiya＊＊V＊891＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－OO25］
中央大白血／鈴木豊重編

　　　東京：中央大學史編纂部，1927．9

　　　4，1，944p；23cm

　　　：L180878820　　　Tsuchiya＊＊V＊1201＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－OO26］
東京工業大學六十年史

　　　東京：東京工業大学，1940．11

　　　1137p；22cm
　　　付：創立六拾年記念絵葉書（5枚）

　　　1180872790　　　Tsuchiya＊＊V＊539＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－0027］
東京高等農林画論沿革略／東京高等農林學校編

　　　東京：駒場刊行会，1940．10

　　　90p，図版1枚；23cm

　　　118087431X　　　Tsuchiya＊＊V＊710＊＊
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HO603戦時・準戦時現状分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－0028］
東京諸饗学費便覧

　　　東京：甘泉堂，［1873．4］

　　　1枚；33×47cm（折りたたみ17cm）
　　　出版年は「官許明治6年4月改正」による
　　　西埜書店蔵梓

　　　118152027R，　　Tsuchiya＊＊1＊78＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－OO29］
東京職工學校諸規則

　　　［東京］：東京職工學校，1888．9

　　　40p；19cm
　　　118087430W　　　Tsu（＝hiya＊＊V＊709＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－0030］
東京帝國大學野晒學部便覧

　　　［東京］：東京帝國大學経濟学部，1941．4

　　　110p；15cm
　　　118087671＄　　　Tsuchiya＊＊V＊979＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－0031］
東京帝國大野セツルメント十二年史／大森俊雄編

　　　東京：東京帝國大學セツルメント，1937．2

　　　278p；23cm
　　　1180878741　　　Tsuchiya＊＊V＊1193＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－0032］
内國教育史要：師範同校教科用書／高島平三郎編；西村正
三郎校

　　　東京：普及舎，1893．6

　　　7，168p；19cm
　　　：L18152347甘　　　Tsuchiya＊＊1＊315＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－0033］
日本に於ける耶蘇會の高校制度／シリング著；岡本良知課

　　　東京：東洋堂，1943．3

　　　4，5，8，258p；22cm
　　　附篇：十六・七世紀に於けるゼズス會士の教育事業（柳谷武

　　　夫訳）

　　　118098239＋　　　Tsuchiya＊＊V＊2576＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－OO34］
一橋五十年史／酒井龍男編

　　　東京：東京商科大学一橋會，1925．9

　　　4，8，320，96p；23cm

　　　118087590＄　　　Tsuchiya＊＊V＊889＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－0035］
明治学院五十年史／鷲山門三郎著

　　　：東京：明治学院，1927．11

　　　3，4，2，10，6，512，11p；23cm

　　　118087872％　　　Tsu（：hiya＊＊V＊1191＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－OO36］
明治前期実業教育施策史の研究：一名実業教育発達史／内
山克巳著

　　　東京：東海大学出版会，1972．3

　　　x三i，489p；22cm

　　　118108684．　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊2211＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－0037］
文部省沿革略記

　　　［東京］：文部省総務局，1890．8

　　　115p；23cm
　　　118087634　　　　Tsuchiya＊＊V＊942＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO50－OO38］
横濱高等商業學校開校記念論文集／横濱高等商業學校［編］

　　　東京：同文館，1927．3

　　　425p；23cm

　　　1180875894　　　Tsuchiya＊＊V＊888＊＊

　　　　HO60＝戦時・準戦時現状分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0001］
アジア民族誌／F．ラッツェル著；向坂逸郎謬

　　　東京：生活社，1942．12

　　　5，4，388p；22cm
　　　「Vblkerkunde，2．　Aun．，2Bde．，1894－95」の第2巻第2部

　　　第3篇「アジアの文化諸民族」を翻訳したもの。

　　　118107360R　　　Tsucbiya＊＊IV＊888＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OOO2］
イギリスの印度統治：其経濟諸政策の研究／東亜経営調査
局編

　　　東京：東亜経濟調査局，1935．5

　　　2，1，14，304p：地図；23cm
　　　（郡民資料／浦鐵東亜経濟調査局編；通巻第194）

　　　118107355V　　　Tsudliya＊＊IV＊882＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0003］
伊・慈雨元首等との時局論孚／中野正剛述

　　　［東京］：日本外交協會，1938．3

　　　86p；24cm
　　　前言：伊・獅両元首との時局赤鼠
　　　日本外交二丁第242回例會席上中野正剛氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108351S　　　Tsuchiya＊＊IV＊1859＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OOO4］
動く滞洲経濟／樋ロ弘著

　　　東京：ダイヤモンド社，1937．5

　　　4，12，293p；19cm

　　　118107340P　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊868＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OOO5］
内より見たるソ聯邦：スタリーン政権とソ國人／安達久述

　　　［東京］：日本外交協會，1937．6

　　　67p；24cm
　　　日本外交吐息第191回例會席上安達海馬述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108336v　　　Tsuchiya＊＊IV＊1817＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60一・0006］
永代借地権回収顛末／松本俊一述

　　　［東京］：日本外交協會，1937．5

　　　30p；24cm
　　　日本外交協會第185同例會席上松本俊一氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108333S　　　Tsuchiya＊＊IV＊1852＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OOO7］
英帝戴冠式及観艦式に参列して：附新興猫逸と英國勢力の観
測／小林宗之助述

　　　［東：京］：日本外交協會，1937．8

　　　30p；24cm
　　　日本外交協會第205回例會席上小林宗之助氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108340Q　　　Tsuchiya＊＊lV＊1853＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0008］
歌洲政局に封ずる猫伊枢軸の地位／高橋雄射述

　　　［東京］：日本外交協會，1939．1

　　　43p；23cm
　　　日本外交協會第304同雪乞席上高橋雄射氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　1181083641J　　　Tsuchiya＊＊IV＊1816＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0009】
歌洲大戦中に於ける丁丁原料経町／渡邊鎮藏著

　　　東京＝渡邊経濟研究所，1938．7

　　　41p；23cm
　　　（調査／渡邊経論研究所［編］；5）

　　　1181065200　　　Tsuchiya＊＊IV＊149＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OOIO］
歌洲より観たる東亜の時局／伊藤述史述

　　　［東京］：日本外交協會，1937．9

　　　21p；24cm
　　　日本外交協會第211回例會席上伊藤述史氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108342s　　　Tsuchiya＊＊lV＊1894＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO11］
敵米各血忌空界の現状＝附世界のユダヤ禍／四王天延孝述

　　　［東京］1日本外交協會，1939．2

　　　58p；23cm
　　　日本外交協會第305回例會席上四王天延孝氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108365x　　　Tsuchiya＊＊IV＊1827＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0012］
海軍無條約第一年と虚血軍備状況／梅崎卯之助述；日本外
交協會［編］

　　　［東京］：日本外交協會，1937．2

　　　32p；24cm
　　　　日本外交協會第三特別委員會秘密會席上に於て（要旨）

　　　謄写版，袋綴

　　　118106513q　　　Tsuchiya＊＊IV＊142＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0013］
北支那最近の一般情勢に就いて／堀内千城述

　　　［東京］：日本外交協會，1937．1

　　　37p；23cm
　　　　日本外交協心例會秘密會における講演の要旨

　　　謄写版

　　　118108309V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1875＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO　14］

北支那最近の動向／大塚惟精述

　　　［東京］：日本外交協會，1937．12

　　　26p；24cm
　　　日本外交沼津第222回例會席上大塚惟精氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108345V　　　Tsuchlya＊＊IV＊1857＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO15］
北支那政権に如何に協力すべきか／湯澤三千男述

　　　［東京］：日本外交協會，1938．5

　　　29p；24cm
　　　北支那協調第253同例會席上湯澤三千男氏述（要旨）

　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118108356X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1821＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【HO60－0016］

北支那の現勢を討察して／松本忠雄述

　　　［東京］：日本外交協會，1938．1

　　　53p；24cm
　　　日本外交二二第226回例言席上松本忠雄氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108346W　　　Tsuchiya＊＊IV＊1851＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO17］
教育制度改革案

　　　［東京］：教育研究會，［19一］

　　　34枚；28cm
　　　タイプ謄写片面印刷

　　　118107172S　　　Tsuchiya＊＊IV＊709＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0018］
共栄慶経済建設論／高橋亀吉著

　　　東京：投資経済社，1942．5

　　　5，8，334p；22cm

　　　li8088727％　　　Tsuchiya＊＊V＊1977＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0019］
巨額の軍費と公債政策に卜する研究要項

　　　［東京］：昭和研究會事務局，1937．11

　　　4枚；27cm
　　　タイプ謄写片面印刷

　　　1181070681J　　　Tsuchiya＊＊IV＊670＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1：HO60－0020］

近代戦と機械化国防／長谷川正道著

　　　大阪：博多成象堂，1944．3

　　　2，251p；18cm

　　　118129813Y　　　Tsuc卜iya＊＊腿1＊2241＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0021］

虐殺の巷通州を脱出して／安藤利男述

　　　［東京］：日本外交血潮，1937．10

　　　56p；23cm
　　　日本外交協會第212回例會における講演の要旨
　　　謄写版

　　　118108343T　　　Tsuchiya＊＊IV＊1860＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1：HO60－0022］

苦儲するソ聯回教民族／大日本回教二二編

　　　東京：大日本回教協会，1939．3

　　　22p；23cm
　　　118106529X　　　Tsuchiya＊＊IV＊158＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0023］

経濟新燵制を続る官民の動向と今後の見透／産業組合中央
会情報班

　　　［東京］：［産業組合中央會］，［1938？］

　　　51p；23cm
　　　袋綴，謄写版

　　　表紙：情報第9號（2月21日発行）

　　　118106410M　　　Tsuchiya＊＊IV＊49＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0024］
経濟團禮聯盟口封シ協カヲ求ムベキ事項

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［出版年不明］

　　　3枚；26cm
　　　タイプ謄写片面印刷

　　　118107092T　　　Tsuchiya＊＊IV＊689＊＊7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0025］
経濟統制改善二關スル意見書案

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［出版年不明］

　　　6枚；27cm
　　　タイプ謄写印刷

　　　118107093U　　　Tsuchiya＊＊lV＊689＊＊8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO26］
経濟ドイツの解剖／長井義盗記述；［日本外交協會調査局編］

　　　［東京］＝月本外交協會，1937．8

　　　32P；24cm
　　　日本外交富山第二百二周例會席上講述要旨

　　　謄写版

　　　118108339Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊1818＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO27］
現時局に閉するの道／林彌三吉述

　　　［東京］：日本外交協會，1938．1

　　　13枚；28cm
　　　謄写版

　　　118107045R　　　Tsuchiya＊＊IV＊662＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO28］
現地の事情と中央への要望／森島守人述

　　　［東京］：日本外交協會，1938．6

　　　44p；24cm
　　　日本外交協會有志懇談會席上森島守人述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　1ユ8ユ08318V　　　Tsu（：Nya＊＊1V＊1820＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO29］
皇紀二千六百年記念萬國博覧會に就て／藤原銀次郎述

　　　［東京］：日本外交協會，1938．4

　　　28p；24cm
　　　日本外交晶晶第246回例會席上藤原銀次郎氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108353U　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊1863＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0030］
國策樹立の基本問題と其の見方／昭和研究會事務局稿

　　　［東京］：昭和研究會事務局，1937．3

　　　6枚；27cm
　　　タイプ謄写印刷

　　　118107087X　　　Tsuchiya＊＊IV＊689＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO31］
國防國家の理論／黒田覧著

　　　東京：弘文堂，1941．2

　　　5，3，285p；19cm

　　　118130052L　　　Tsuchiya＊＊lll＊2450＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0032］
國防の観点から封支政策を語る／磯谷廉介述

　　　［東京］：日本外交協會，1935．3

　　　34p；24cm
　　　昭和10年3月29日・於第4特別委員會
　　　袋綴
　　　謄写印刷

　　　118108304Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊1890＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO33］
國防豫算より見たる諸強國の軍備援張／渡邊鎮藏著

　　　東京：渡邊経済研究所，1938．4

　　　27p；23cm
　　　（渡邊賦払研究所資料；2）

　　　118106518V　　　Tsuchiya＊＊IV＊147＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0034］
国民組織の綱領／ローゼンベルグ著；田中春男訳

　　　東京：慶応書房，1941．3

　　　227p；22cm
　　　118088709％　　　Tsuchiya＊＊V＊1957＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0035】
五・一五から二・二穴まで／社會評論編輯部編

　　　東京：ナウカ社，1936．6

　　　6，265p；19cm

　　　118087381．　　　Tsuchiya＊＊V＊661＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0036］
濠洲人の支那事饗観：附濠洲事情概要／鶴見祐輔述

　　　［東京］：日本外交協會，1937．12

　　　56p；24cm
　　　日本外交協會第218回例會席上鶴見祐輔氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108344U　　　Tsuchiya＊＊IV＊1838＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0037］
最近歌洲の瞼象と其の由來（要旨）／原田健述；日本外交協
會［編］

　　　［東京］1日本外交協会，1939．4

　　　37p；24cm
　　　日本外交協會例會に於て

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118106500K　　　Tsuchiya＊＊IV＊137＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0038］
最近支那現地視察所感：附・内閣情報部の沿革及び機能／横
溝光暉述

　　　［東京］：日本外交協會，1938．6

　　　35p；24cm
　　　日本外交協會第260同例會席上横溝光暉氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108358Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1849＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO39］
最近の欧洲事情：一外交家述／日本外交協會［編］

　　　〔東京］：日本外交協會，1936．10

　　　45p；24cm
　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118106503P　　　Tsuchiya＊＊IV＊140＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO40］
最近の欧洲情勢と日本／坂本龍起述

　　　［東京］：日本外交協會，1939．5

　　　43p；24cm
　　　日本外交協會第330同例會席上坂本龍起氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108368－　　　Tsuchiya＊＊IV＊1891＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO41］
最近の欧洲政情：附駄洲人の眼に映じた支那事変／谷正之述

　　　［東京］：日本外交協會，1938．1

　　　23p；24cm
　　　日本外交協會有志招待會席上谷正之氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108316T　　　Tsuchiya＊＊IV＊1826＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60・一〇〇42］

最近の日支關係に就いて／若杉要述

　　　［東京］：日本外交協會，［1937．2まえがき］

　　　29p；23cm
　　　日本外交協會第173回例會における講演の要旨
　　　謄写版

　　　118157049－　　　Tsuchiya＊＊IV＊1855吝＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0043］
最近の日支関係に就いて／石射猪太郎述

　　　［東京］：日本外交協會，［1936．9］

　　　38p；24cm
　　　表紙：於第157回例會
　　　「備考」：昭和11年9月
　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118108330P　　　Tsuchiya＊＊IV＊1874＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO44］
最近の比律賓／［濱野末太郎著］；平山敬三編纂

　　　東京：東亜経濟調査局，1936．6

　　　388p：地図；23cm
　　　（経済資料；通巻第196）
　　　附録：比律賓憲法，憲法附属法令

　　　118107350Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊874＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0045］
最近の油画國所見／小野寺長治郎述

　　　［東京］：日本外交協會，1937。7

　　　22p；24cm
　　　日本外交協輝輝198回例即席上小野寺長治郎氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108337W　　　Tsuchiya＊＊IV＊1856＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO46】
最近北支の情勢と蒋介石没落後の支那／寺西秀武述

　　　［東京］：日本外交協會，1937．1

　　　44p；23cm
　　　日本外交協會第6特別委員會に於ける講演の要旨
　　　謄写版

　　　118108310N　　　Tsuchiya＊＊IV＊1833＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0047］
最近滞洲の映像／古城胤秀述

　　　［東京］：日本外交協會，1938．1

　　　53p；24cm
　　　日本外交協會第227同例會席上古城胤秀氏述（要旨）

　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118108347X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1839＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO48］
産業報國運動要綱

　　　［東京］：厚生省勢働局，［1939］

　　　1，2，72p；21cm
　　　（産業報国運動資料；1）

　　　118087023U　　　Tsuchiya＊＊V＊76＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0049］
在支紡績業の獲展とその基礎／岡部利良著

　　　東京：東洋経濟新報社，1937．6

　　　2，6，132p；19cm

　　　118106945Z　　　Tsuchiya＊＊lV＊543＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO50］
支那を如何に観察すべきか／河相達夫述

　　　［東京］：日本外交協會，1937．5

　　　17p；24cm
　　　日本外交協會第189回例會席上要旨
　　　謄写版

　　　118108334T　　　Tsuchiya＊＊IV＊1872＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0051］
支那國民政府の財政／東亜経済調査局編

　　　東京：東亜経済調査局　1936．12
　　　　　　　　　　　　　，
　　　2，123p；23cm
　　　（東亜小冊；第19）

　　　118107932W　　　Tsuch盲ya＊＊IV＊1481＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO52］
支那事饗を中心とする政治緊急継室／昭和研究會［編］

　　　［東京］：昭和研究會，1938．5

　　　16枚；27cm
　　　タイプ謄写片面印刷

　　　118107044Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊662＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO53］
支那事饗下の物的政策概親／明石照男［著］

　　　［東京］：［日本評論社］，［1942．7］

　　　182p；21cm
　　　（五十嵐直三記念論文集／高垣寅次郎編；別刷）

　　　1181073741J　　　Tsuchiya＊＊IV＊902＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO54】
支那事饗下の満洲國の現勢／山下熊一述

　　　［東京］：日本外交協會，1938．5

　　　40p；23cm
　　　日本外交協會第251回例會における講演の要旨
　　　謄写版

　　　118108355W　　　Tsuchlya＊＊IV＊1829＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO55］
支那事饗二關スル各面新聞論調概要／外務省情報部第三課
［編］

　　　［東京］：外務省情報部，1937．9

　　　冊；27cm
　　　謄写版

　　　118107047T　　　Tsuchlya＊＊IV＊662＊＊4／37

　　　118107048U　　　Tsuchiya＊＊IV＊662＊＊4／38

　　　1i8107049V　　　Tsuch；ya＊＊IV＊662＊＊4／39

　　　118107050N　　　Tsuchiya＊＊IV＊662＊＊4／40

　　　1181070510　　　Tsuchiya＊＊IV＊662＊＊4／41

　　　118107052P　　　Ts髄」chiya＊＊IV＊662＊＊4／42

　　　118107053Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊662＊＊4／43

　　　118107096X　　　Tsuchiya＊＊IV＊662＊＊4／36

　　　118107097Y　　　Tsu（：hiya＊＊IV＊662＊＊4／44

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO56］
支那事饗に封激すべき根本方策に就て／昭和研究會支那問
題研究會［編］

　　　［東：京］：昭和研究會支那問題研究會，1938．6

　　　16枚；27cm
　　　タイプ謄写印刷

　　　118107173T　　　Tsuchiya＊＊IV＊710＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【HO60－0057］

支那情報聚録

　　　［出版地不明］：中日實業調査室，1936－1937

　　　冊；24cm
　　　謄写版、袋綴じ

118106504Q
118106505R，

118106506S
118106507T
118106508U
118106509V
118106510N
1181065110
118106512P

Tsuchlya＊＊IV＊141＊＊1

Tsuchiya＊＊IV＊141＊＊2

Tsuchiya＊＊IV＊141＊＊3

Tsuchiya＊＊IV＊141＊＊4

Tsuchiya＊＊IV＊141＊＊5

Tsuchiya＊＊IV＊141＊＊6

Tsuchiya＊＊IV＊141＊＊7

Tsuchiya＊＊IV＊141＊＊8

Tsuchiya＊＊IV＊141＊＊9

支那統制経濟論／羅敦偉著；河上純一訳

　　　東京：生活社：，1939．12

221P；23cm

118107338甘 Tsuchiya＊＊IV＊866＊＊

［HO60－OO58］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IIO60－0059］
支那に於ける言論の畿達／林語堂著；安藤次郎，河合徹訳

　　　東京：生活社，1939．12

　　　3，243，10p；23cm

　　　118107344T　　　Tsuchiya＊＊IV＊872＊＊

支那の現地工作を視る（要旨）／山本熊一述

　　　［東京］：日本外交協會，1939．5

　　　41p；24cm
　　　日本外交協會第328回例會講述
　　　謄写版，袋綴

　　　118106498　　　　Tsuchiya＊＊IV＊135＊＊

支那の全面的鳥磁（要旨）／横田實述

　　　［東京］：日本外交協會，1939．4

　　　33p；24cm
　　　日本外交協會第316回例會講述
　　　謄写版，袋綴

　　　118106499＄　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊136＊＊

［HO60－OO60］

［HO60－0061］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0062］
支那の中心勢力を解剖す：上海に展開する國際通信戦／松
本重治述

　　　東京：日本外交協會，1937．6

　　　28p；22cm
　　　日本外交協會第190回例會における講演の要旨

　　　118108335U　　　Tsuchiya＊＊IV＊1893＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO63］
支那の歴史と文化／ケネス＝スコット＝ラトウレット著；岡
崎三郎謬

　　　東京：生活社，1939．12－1941．7

　　　3冊；22cm
　　　別巻：参考文献

　　　118107337V　Tsuchiya＊＊IV＊865＊＊上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO64］
支那幣制の将來及蒋政権の實態：北支の實相並に瀟洲國の経
濟建設現状／寺西秀武述

　　　［東京］：日本外交協會，1937．7

　　　37p；24cm
　　　日本外交協會第6特別委員會第10同例會席上寺西秀武氏述
　　　（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108323R　　　Tsuchiya＊＊IV＊1897＊＊

支那未来記／長野朗著

　　　東京：東亜公論社，1939．10

218p；19cm

118107252R Tsuchiya＊＊lV＊783＊＊

［HO60－0065］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO66］
支那は日本に何を望むか：附右席上有志會員との問答／陳
博生述

｛東京］：日本外交協會，1937．4

62p；24cm
外政懇話會有志會席上陳博生氏述（要旨）

袋綴

謄写版

118108314R，　　Tsuchiya＊＊IV＊1876＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO67］
上海中心の諸問題と列國関係：揚子江開放問題の検討／森
島守人述

　　　［東京］：日本外交協會，1939．4

　　　42p；23cm
　　　日本外交協會第317回例會席上森島守人氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108366Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊1878＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0068］
上海の事態を中心として／岡本季正述

　　　［東京］：日本外交協會，1938．4

　　　23p；24cm
　　　日本外交協會有志招待會席上岡本季正氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108317U　　　Tsuchiya＊＊IV＊1837＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0069］
出版物を通じて見たる日本革新論の現況／内務省警保局［編］

　　　東京：内務省警保局，1933．12

　　　8，614p；22cm
　　　（出版警察資料；第5輯）

　　　1180986392　　　Tsuc卜iya＊＊V＊2988＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO70］
「蒋介石政治」を凝視して／吉岡文六述

　　　［東京］：日本外交協會，1937．4

　　　47p；24cm
　　　日本外交協會第182同例會席上吉岡文六氏述（要旨）

　　　謄写版
　　　袋綴

　　　ユ18108331q　　　Tsuchiya＊＊lV＊1828＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO71］
昭和十四年度豫算と財政経濟の前途／大ロ喜六述

　　　［東京］：日本外交協會，1939。5

　　　43p；24cm
　　　日本外交協會第322回例會席上大口喜六氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　i18108367Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1877＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO72］
昭和研究會研究大綱：附昭和十三年度事業報告／昭和研究
會事務局［編］

　　　東京：昭和研究會，［1939］

　　　68枚；27cm
　　　タイプ謄写印刷

　　　ユ18107174u　　　Tsuchiya＊＊IV＊711＊＊S14
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昭和研究會の言語魔術／蓑田胸喜著

　　　東京：原理日本社：，1940，9

　　　5，60p；19cm
　　　表紙：新体制に揺騎する思想的妖雲を掃滅す

　　　118087480．　　　Tsuchiya＊＊V＊760＊＊

昭和風雲録／満田巖著

　　　東京：新紀元社，1940．12

　　　10，549p；20cm

　　　1180883961　　　Tsuchiya＊＊V＊1633＊＊

諸國ノ封日経濟歴迫ノ現状

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，1937．12

　　　22枚；27cm
　　　タイプ謄写片面印刷

　　　118107098Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊689＊＊11

　　　東京：日本工業倶楽部，1940．4

　　　2，65p；19cm
　　　（経濟研究叢書；98輯）

　　　118107317T　　　Tsuchiya＊＊IV＊844＊＊

　　　東京：農林省農務局，1934．3

　　　3，135p；27cm

　　　118107102L　　　Tsuchiya＊＊IV＊693＊＊

時局経営懇談會速記録

　　　［東京］：日本経濟聯盟會，1938．10－1938．12

　　　3冊；23cm

　　　118108370T　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊1830＊＊1

　　　118108371U　　　Tsuchiya＊＊IV＊1830＊＊2

時局と政情：

　　　［東京］：日本外交協會，1938．5

　　　50p；24cm

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108354v　　　Tsuchiya＊＊IV＊1824＊＊

時局二戸ケル農事山斗施設及成績

　　　［東京］：農商務省農務局，1905．1

　　　1，6，126p；26cm

　　　118107488　　　　Tsuchiya＊＊IV＊1020＊＊

時局に封ずる佛印の態度／宗村丑生述

　　　［東京］：日本外交協會，1938．12

　　　27p；24cm

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108362U　　　Tsuchiya＊＊IV＊1889＊＊

［HO60－0073］

［HO60－0074］

［HO60－0075］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0076］
時局下に於ける本邦水産業に就て／井野碩哉講演

　　　第31回産業講演會（昭和15年3月15日開催）講演速記

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO77］
時局匡救耕地關係農業土木事業ノ概況並参考實例

［HO60－0078］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO79］
　　　新政窯説と近衛公の心境観測／島田俊雄述

日本外交戸戸第250回例解席上島田俊雄氏述（要旨）

［HO60－OO80］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO81］

日本外交協會第297回例會席上宗村丑生氏述（要旨）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0082］
時代の條件／池島重信編

　　　東京：名取書店，1940．9

　　　271p；19cm
　　　現代政治の科學性（大熊信行），ほか11編

　　　118088600W　　　Tsuchiya＊＊V＊1831＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0083］
時饗下に欧米を視察して／鳩山一郎述

　　　［東京］：日本外交協會，1938．4

　　　58p；24cm
　　　日本外交協會第240野州會席上鳩山一郎月内（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108350R　　　Tsuchiya＊＊IV＊1825＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0084］
事饗下に於ける上海金融の動態

　　　［出版地不明］：日本興業銀行調査部，1942．9

　　　119p；21cm
　　　118107933X　　　Tsu（：hiya＊＊IV＊1482＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO85］
事饗下の財政運用と其の影響／牧野輝智述

　　　［東京］：日本外交二二，1937．11

　　　45p；24cm
　　　日本外交協照門26回例會席上牧野輝智氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108322Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊1865＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［KO60－0086］
事饗外交に就て／本多熊太郎述

　　　［東京］：同本外交協會，1938．12

　　　67p；24cm
　　　日本外交協會第294回例會席上本多熊太郎氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108361T　　　Tsuchlya＊＊IV＊1885＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0087］
事饗後に於ける糧桂の饗革：愛革過程に於ける特産物取引機
構に關する一考察／三二纒濟調査會［編］

　　　大連：南滞洲二道，1936．5

　　　2，59p；23cm
　　　（経調資料；第112編）

　　　タイトルはカバーによる

　　　118109012N　　　Tsuchiya＊＊IV＊2548＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IIO60－OO88］
「準戦時」下の財政と経濟／高橋亀吉著

　　　東京：千倉書房，1937。1

　　　3，12，422p；19cm

　　　118129875うζ　　’Tsuchiya＊＊llI＊2294＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO89］

常會の組織とその運輸／佐々井信太郎述；中央教化團髄聯
合會編

　　　東：京：中央教化三二聯合會，1939．3

　　　2，2，3，193p；19cm

　　　118107269Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊800＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0090］
スペイン革命戦を中心とする隊洲政局／隈部種樹述．大掴
みに観たアメリカ／藤井實述

　　　［東京］：日本外交協會，1937．1

　　　45p；24cm
　　　第169回例會講演
　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118128485　　　　Tsuchiya＊＊IV＊1869＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0091］

スペイン内乱を視る／西浦進述

　　　［東京：日本外交協會，1937．7

　　　42p；24cm
　　　日本外交団會第184回鳥箒席上西浦進氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108332R　　　Tsuchiy自＊＊IV＊1867＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0092］
西安事愛後の支那一般情況／須磨彌吉郎述

　　　［東京］：日本外交協會，1937．3

　　　34p；23cm
　　　日本外交協會第6特別委員會秘密會席上に於ける講演の要旨

　　　謄写版

　　　118108312P　　　Tsuchiya＊＊IV＊1835＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO93］

世界回教徒封策の必要性に就て／松島肇著

　　　東京：大日本回教協会，1939．1

　　　21p；23cm
　　　118106530P　　　Tsuchiya＊＊IV＊159＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0094］
戦時靴墨方策論／小濱重雄著

　　　東京：資源整備調査局，1936．11

　　　4，174p；27cm
　　　限定部数300
　　　標題紙：The　Industrial　Wealth　Research　Bureau

　　　118129809＄　　　Tsuchiya＊＊lIl＊2237＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－OO95］
戦時戦後に於ける我國纒濟／河津逞著

　　　東京：明大學會，1932．fo

　　　72p；23cm
　　　　（政経論叢；附録）

　　　118107947　　　　Tsuchiya＊＊IV＊1494＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［RO60－OO96］
戦時物資需給調整及物債封策／竹内可吉，岩崎松義講述；東
京銀行集會所編纂

　　　東京：東京銀行集會所，1938．10

　　　4，95p；21cm
　　　　（銀行叢書；第37編）

　　　關係法律・勅令及商工省令：p65－95

　　　118129936／　　　Tsuchiya＊＊lll＊2335＊＊37

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0097］
宋哲元の胸臆を聴く：北支那を如何に打開するか／服部兵
次郎述

　　　　［東京］1日本外交協會，1937．7

　　　25p；23cm
　　　　日本外交協會第198回例會における講演の要旨

　　　謄写版

　　　118108338X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1854＊＊

蘇聯邦最近の實相／川谷幸左衛門講述

　　　［東京］：日本外交協會，［1935．7］

　　　59p；24cm

　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118108325T　　　Tsuchiya＊＊IV＊1898＊＊

［HO60－OO98］

「講演」第19，昭和10年7月，於第131同例會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0099］
封外繧濟調査委員會規程

　　　［出版地不明コ：［封外野濟調査委員會］，［出版年不明］

　　　4，2，2枚；27cm
　　　タイプ謄写片面印刷

　　　118107091S　　　Tsuchiya＊＊IV＊689＊＊6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0100］
封外文化工作に關する協議會要録

　　　［出版地不明］：毒煙文化振興會，［1937］

　　　冊；26cm
　　　発行年は協議会の開催日による

　　　118107056T　　　Tsuchiya＊＊IV＊662＊＊7／3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0101］
大日本回教協會の使命に就て／松島肇著

　　　東京：大日本回教協会，1939．1

　　　14p；23cm
　　　118106531Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊160＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0102］
治安關係より見たる支那の現状／安倍源基述

　　　［東京］：日本外交協會，1939．6

　　　29p；23cm
　　　日本外交協會第337同例會席上安倍源基氏述（要旨）

　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118108369．　　　Tsuchiya＊＊IV＊1823＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［H〔060－0103］

中央アジヤに於ける民族問題／有村俊雄著

　　　東京：皐月會，1939．4

　　　54枚；26cm
　　　昭和14年3月28日皐月會例會における研究報告及び質疑
　　　応答
　　　タイプ謄写印刷

　　　118107176W　　　Tsuchiya＊＊iV＊713＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0104］
中支に於ける英米の政治纒営門係／波多博述

　　　［東京］：日本外交協會，［1935．9］

　　　23p；24cm
　　　「講演」第24，昭和10年9月13日第134回例會
　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118108328W　　　　Tsuchiya＊＊IV＊1883＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0105］
中南支を視察して／神田正雄述

　　　［東京］：日本外交協會，1937．3

　　　42p；24cm
　　　日本外交協會例會席上神田正雄氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108313Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊1819＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0106］
中南支の現勢：附・日本の封支根本方針／松本重治述

　　　［東京］：日本外交協會，1938．5

　　　51p；24cm
　　　日本外交協會第256同例會席上松本重治氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108357Y　　　Tsuch；ya＊＊量V＊1862＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0107］
朝鮮の近情と鮮滞拓殖會社に就て／二宮治重述

　　　［東京］：日本外交協會，1937．9

　　　15回目24cm
　　　中央四国協會第211同聡警席上二宮治重氏述

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108315S　　　Tsuchiya＊＊IV＊1868＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0108］
鐵道を中心として見たる滞洲國の産業軍配一班／大村卓一述

　　　［東京］：中央滞蒙協會，1936．5

　　　30p，図版1枚；24cm
　　　昭和11年5月（中央滞閉門會第4特別委員會に於て）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108306S　　　Tsuchiya＊＊IV＊1880＊＊

東亜協同髄の理想／新明正道著

　　　東京：日本青年外交協會，1939．10
　　　5，［5］，240p；23cm

　　　118107930U　　　Tsuchiya＊＊IV＊1479＊＊

東亜建設戦と財政経濟の再編成／高橋亀吉著

　　　東京：千倉書房，1939．1

　　　5，12，472p；19cm

　　　1181298782　　　Tsuchiya＊＊lIl＊2297＊＊

統制會の理論と實際／帆足計著．一増補版

　　　東京：新経濟社，1942．1

　　　6，6，298p；19cm
　　　（統制會叢書；第1輯）

　　　118088690＋　　　Tsuchiya＊＊V＊1936＊＊

　　　118109147W　　　Tsuchiya＊＊V＊1936＊A＊

　　　118109148x　　Tsuchiya＊＊V＊1936＊B＊

［HO60－0109］

［HO60－0110］

［HO60－0111］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0112］
東洋平和の鍵：シンガポール大根薄地／アルフィド・バル
ク著；山内明課．一再版

　　　東京：日本探検協會
　　　東京：巖松堂書店（発売），1939．9

　　　1冊・23cm
　　　　　り
　　　増訂あり

　　　118107361S　　　Tsuchiya＊＊IV＊889＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0113］
猫逸人の観たる支那事饗並に統制経濟下の猫逸の實相／伍
堂卓雄講演

　　　東京：太平洋協會，1938．7

　　　25p；28cm
　　　太平洋懇話会第20回例会講演筆記
　　　謄写版，袋綴

　　　118107055S　　　Tsuchiya＊＊IV＊662＊＊6

猫填合併の経濟的意義／渡邊鎮藏著

　　　東京：渡邊経濟研究所，1938．5

　　　36，5p；22cm
　　　（調査／渡邊経濟研究所［編］；3）

　　　附：独填合併による経済勢力変化一覧表

　　　118106526U　　　Tsuchiya＊＊IV＊155＊＊

［HO60－0114］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0115］
ナチス猫逸の統制経濟の面面／長井滋雨山述

　　　［東京］：日本外交引外，1938。7

　　　55p；24cm
　　　日本外交協煮湯264回例會席上長井亜歴山玄翁（要旨）

　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118108359－　　　Tsuchiya＊＊IV＊1822＊＊

ナチスの経濟政策／東亜経濟調査局編

　　　：東京：東亜経済調査局，1935．8

　　　5，259p；23cm
　　　（経済資料；通巻第195）

　　　小田忠夫執筆

　　　118107353T　　　Tsuchiya＊＊IV＊878＊＊

南京引揚げの顛末／寺岡謹平述

［HO60－0116］

［HO60－0117］

［東京］：日本外交協會，1937．9

32p；24cm
日本外交協皇弟210回例會席上寺岡謹平氏述（要旨）
袋綴

謄写版

118108341R　　　Tsuchiya＊＊IV＊1895＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0118］
南支に残る蒋介石の鹸力／吉岡文六述

　　　［東京］：日本外交協會，1938．5

　　　40p；24cm
　　　巻頭：南支に残る蒋政槽の除力
　　　日本外交協會第245同由良席上吉岡文六出帰（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108352T　　　Tsuchiya＊＊IV＊1861＊＊

南進策と小笠原群島／山田毅一著

　　　東京：放天義塾，1916．8

　　　1冊：地図；23cm

　　　1180989553　　　Tsuchiya＊＊V＊3318＊＊

〔HO60－0119］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0120］

南洋叢書

　　　東京：東亜経濟調査局，1937．9－1939．3

　　　5冊；23cm
　　　（経済資料；別冊）

　　　第1巻：蘭領東印度篇一第2巻：佛領印度支那篇一第3巻：
　　　英領マレー篇一軸4巻：シャム篇一応5巻：比律賓篇

118107345U
118107346V
118107347W
118：LO7348×

118107349Y

Tsuchiya＊＊IV＊873＊＊1

Tsuchiya＊＊IV＊873＊＊2

Tsuchiya＊＊IV＊873＊＊3

Tsuchiya＊＊IV＊873＊＊4

Tsuchiya＊＊IV＊873＊＊5
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0121］
日・蘇及び日・英・米陸・海軍の現勢調査表

　　　［東京］：日本外交協會調査局，［1937．1］

　　　6p；24cm
　　　昭和11年12月現在
　　　表紙裏：昭和12年1月，日本外交協会調査局

　　　謄写版
　　　袋綴

　　　1181083020　　　Tsuchiya＊＊IV＊1870＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0122］
日佛同志會情報

　　　東京：日野同志會，1935．7－1935．11

　　　4冊；25cm
　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118108372V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1886＊＊1

　　　118108373W　　　Tsuchiya＊＊IV＊1886＊＊2

　　　118108374X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1886＊＊3

　　　118108375Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊1886＊＊4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0123］
日米關係に就いて／澤田廉三述

　　　［東京］：日本外交協會，1936．9

　　　36p；24cm
　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108307T　　　Tsuchiya＊＊IV＊1896＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IIO60－0124］
日滞経濟提携方策と其の批判／［野田蘭藏講演］；日満實業
協會［編］

　　　東京：日滞實業協會，1935．2

　　　45p；23cm
　　　118106517U　　　Tsu（：hiya＊＊IV＊146＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0125］
日本固有の外交指導原理綱領

　　　東京：外務省調査部，1936．12

　　　2，3，152p；22cm

　　　118106515S　　　Tsuchiya＊＊IV＊144＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0126］
日本戦時重継論／経済問題研究会著；太平洋協会調査部編

　　　東京：中央公論社，1941．2

　　　4，8，510p；22cm

　　　1180989597　　　Tsuchiya＊＊V＊3322＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0127］
日本統制二二論：その批判と提唱／原祐三著

　　　東京：千倉書房，1940．10

　　　6，13，561p；23cm

　　　118098125Z　　　Tsuchiya＊＊V＊2413＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0128］
日本の封支投資に就いて／昭和研究會支那問題研究會［編］

　　　［東京］：昭和研究會支那問題研究會，1938．12

　　　30枚；27cm
　　　樋口弘会員報告要旨
　　　タイプ謄写印刷

　　　118107177X　　　Tsuchiya＊＊IV＊714＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0129］
日本は何虚へ行くか：要綱／昭和研究會事務局稿

　　　［東京］：昭和研究會事務局，1937．3

　　　47枚；27cm
　　　タイプ謄写印刷

　　　118107086W　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊689＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0130］
ヒトラ政治下町逸資本主義の饗貌／日本工業倶楽部調査課著

　　　東京：実業之日本社，1940．12

　　　6，464p；23cm

　　　：L18107363U　　　Tsuchiya＊＊IV＊891＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0131］
ファッシズム運動論／今中次麿著

　　　東京：大畑書店　1932．4
　　　　　　　　　　　，
　　　2，136p；20cm
　　　（独裁政治論叢書；第3巻）

　　　1180875883　　　Tsuchiya＊＊V＊887＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0132］
比律賓重要人物批評

　　　東京：東亜経済調査局，1939．3

　　　3，71p；23cm
　　　（東：亜小冊；第20）

　　　筆者＝濱野末太郎

　　　118107357X　　　Tsuchiya＊＊IV＊884＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0133］
福建華僑の送金／鄭林寛著；滞鐵東亜纒濟調査局課

　　　東京：点画東亜経由調査局，1943．3

　　　2，4，6，212p；21cm
　　　（経濟資料通巻／滞鐵東亜経濟調査局編；第204）

　　　118107256V　　　Tsuchiya＊＊IV＊787＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0134］
佛國を中心とする最近歌洲政情／三谷隆信述

　　　［東京］：日本外交協會，1937．5

　　　50p；24cm
　　　　日本外交協會第91回面高席上三谷隆信氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108324S　　　Tsuchiya＊＊lV＊1866＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IIO60－0135］
痴話を中心に歌詞を見る／菰田康一述

　　　［東京］：日本外交協會，1938．4

　　　64p；24cm
　　　　日本外交協會第238回例會席上菰田康一氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　ユ18108349Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊1871＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0136］
佛蘭西殖民地法提要／ルイ・ローラン，ピエール・ランピュ
エ共著；東亜二二調査二二

　　　東京：東亜経濟調査局，1937，7

　　　42，473p；23cm
　　　　（経済資料；通巻第198）

　　　118107356W　　　Tsuchiya＊＊IV＊883＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0137］
フランスのインフレーション／勝田貞次著

　　　東京：景気研究所
　　　東京：上田屋書店（発売），1939．11

　　　9，12，472p；19cm
　　　　（インフレーション研究叢書；第3輯）

　　　118107368Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊896＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－b138］

物償の三際比較及列國の金準備／渡邊鎮藏著

　　　東京：渡邊経済研究所，1938．3

　　　5p；22cm
　　　　（渡邊経濟研究所資料；1）

　　　118106519W　　　Tsuchiya＊＊IV＊148＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0139］
「ブナ」に就て：猫逸の合成ゴムの生産／渡邊鎮藏著

　　　東京：．渡邊経濟研究所，1938．3

　　　13p；23cm
　　　（調査／渡邊経口研究所［編］；1）

　　　118106521P　　　Tsuchiya＊＊IV＊150＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0140］
米英東亜侵略史／大川周明著

　　　東京：第一書房，1942．1

　　　162p；19cm
　　　118108190T　　　Tsuchiya＊＊IV＊1704＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0141］

米欧鴻爪録／芳澤謙吉述

　　　［東京］：日本外交協會，1936．11

　　　［39］p；24cm
　　　昭和11年11月6日（於外政懇話會）
　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108308U　　　Tsudliya＊＊IV＊1836＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0142］
米國及びメキシコの産業状態：日支事変に封ずる米大陸の空
氣／藤井實述

　　　［東京］：日本外交協會’，1937．10

　　　50p；24cm
　　　日本外交協会第214回例会での講演の要旨
　　　謄写版

　　　118108326u　　　Tsuchiya＊＊1V＊1832＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0143］
米國石油業概観

　　　［東京］：［外務省］亜米利加局第一課，［1936．10序］

　　　199p；23cm
　　　（米一調書；第6輯）

　　　118107900R　　　Tsuchiya＊＊lV＊1448＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0144］
米國老兵會に使して／二宮治重述

　　　〔東京］：日本外交協會，［1935．11］

　　　24p；24cm
　　　「講演」第33，昭和10年11月15日第143回例會
　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118108329X　　　Tsuchiya＊＊IV＊1881＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0145］
北支を中心とする政治経濟の建設に就て：蒋介石の長期抵抗
を如何にして破るか／堀内千城述

　　　［東京］：日本外交協會，1938．6

　　　66p；23cm
　　　日本外交協會有志會席上における講演の要旨

　　　謄写版

　　　118108319W　　　Tsuchiya＊＊IV＊1850＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0146］
北支の近情と天津の諸問題に就て／田代重徳述

　　　［出版地不明］：日本外交協會，1938．9

　　　40p；24cm
　　　日本外交協會第279同例會席上田代重徳氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108360S　　　Tsu（：hiya＊＊IV＊1873＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0147］
北支の建設情勢其他に就て／湯澤三千男述

　　　［東京］：日本外交協會，1939．4

　　　48p；23cm
　　　巻頭：北支の建設情勢其の他に就て
　　　表紙：湯澤三千男氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108562w　　　Tsuchiya＊＊IV＊1864＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0148］
北支の現状に就いて／高木陸郎述

　　　［東京］：日本外交協會，1935．8

　　　56p；24cm
　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108305R　　　Tsuchiya＊＊IV＊1884＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0149］
北面，出血及満洲國視察報告書／神田正雄［著］

　　　［出版地不明］：神田正雄，1939．3

　　　79枚；25cm
　　　タイプ謄写印刷

　　　118107175V　　　Tsuchiya＊＊IV＊712＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0150］
香港より観たる支那／神田正雄講述

　　　東京：東亜同文會，［1938．10序］

　　　23p；23cm
　　　霞山会館における講演：昭和13年9，月14日

　　　118107850v　　　Tsuchiya＊＊IV＊1413＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IIO60－0151］
本邦在住華僑の日支時局懇談

　　　［東京］：日本外交協會，1938．2

　　　69p；24cm
　　　日本外交協會主催本邦在住華僑招待懇談會

　　　謄写版
　　　袋綴

　　　1181083200　　　Tsuchiya＊＊IV＊1879＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0152］

満洲移民の實況／日満實業門燈編

　　　東京：日滞實業協會，1935．3

　　　48p；22cm

　　　118107359Z　　　Tsuchiya＊＊IV＊887＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0153］

瀟洲國視察所感／鈴木孝雄述

　　　［東京］：日本外交協會，［1935．9］

　　　19p；24cm
　　　「講演」第23，昭和10年9月13日第134同例會
　　　謄写版
　　　袋綴

　　　1i8108327V　　　Tsuchiya＊＊IV＊1882＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IIO60－0154］

滞洲國治外法権撤療問題／谷正之講述

　　　［東京］：日本外交協會，1935。6

　　　34p；24cm
　　　講演第17：昭和10年6月25日於第129回例会
　　　袋綴，謄写版

　　　1181065020　　　Tsuchiya＊＊IV＊139＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0155］
瀟洲國に於ける現下の諸問題／守屋和郎述

　　　［東京］：日本外交協會，1937．2

　　　57p；23cm
　　　中央強磁協會例會秘密會席上に於ける講演の要旨

　　　謄写版

　　　1181083110　　　Tsuchiya＊＊IV＊1834＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0156］
満洲漏地踏査の結果と其開拓案／渡邊金三述

　　　［東京］：中央満蒙協會，1937．3

　　　51p；24cm
　　　中央満蒙協会第176回例会講演（要旨）
　　　謄写版，袋綴

　　　118106514R　　　Tsuchiya＊＊IV＊143＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0157］
滞洲に於ける關富山鐵道運賃に隔て／日満實業協會編

　　　東京：日出二業協會，1935．5

　　　108p；22cm
　　　118106528w　　　Tsuchiya＊＊IV＊157＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0158］
滞洲，北支，中綱の皇軍慰問蛇に現地見聞の一端／高木富五
郎［報告］

　　　［東京］：中央滞蒙協會，1938．3

　　　81p；24cm
　　　表紙：昭和13年3月高木幹事報告要旨
　　　表紙：中央滞蒙協會，日本外交協會，北支那協會

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108303P　　　Tsuchiya＊＊IV＊1840＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0159］
満蒙農業移植民私語案梗概／大矢進駐

　　　奉天：大矢進計，1932．6
　　　10，161p，図版4枚：地図；25cm
　　　謄写版
　　　袋綴

　　　118107072R　　　Tsuchiya＊＊IV＊674＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0160］
民間経濟中櫃機關試案；農業團髄統制試案／昭和研究會編．
一再版合本

　　　東京：東洋山山出版部（発売），1939．10

　　　116p；17cm
　　　118106522Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊151＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0161］
墨西吾事情＝有望なる邦人所有の油田／倉橋籐治郎述

　　　［東京］：日本外交協會，1938．3

　　　99P；24cm
　　　p1：墨西古事情（有望なる邦人所有の油田）

　　　日本外交協會第229回例會席上倉橋藤治郎氏述（要旨）

　　　袋綴
　　　謄写版

　　　118108348Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊1841＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0162］
蒙彊政権の現状と其の首開建設全貌＝要旨／前野善衛門述；
日本外交協會［編］

　　　［東京］：日本外交協会，1938．12

　　　59p；24cm
　　　北支那協會第296回例會口演
　　　謄写版，袋綴

　　　118106501N　　　Tsuchiya＊＊IV＊138＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0163］
蒙古慣習法の研究／ウエ・ア・リヤザノフスキイ著；東亜経
濟調査局課

　　　東京：東亜経濟調査局，1935．4

　　　450p；23cm
　　　（経済資料；通巻第192）

　　　118107351R　　　Tsuchiya＊＊IV＊875＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0164】
持てる國日本／大河内正敏著

　　　東京：科学主義工業社，1939．1

　　　4，3，184p；19cm

　　　118108496　　　　Tsuchiya＊＊IV＊2022＊＊

　　　118108497＄　　　Tsuchiya＊＊IV＊2022＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0165］
予算編成に遷する研究會要録／昭和研究會事務局［編］

　　　〔東京］：昭和研究會事務局，1938．10

　　　19枚；27cm
　　　タイプ謄写印刷

　　　118107178Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊715＊＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0166］
留日華僑の日支時局観／日本外交協會調査局［編］

　　　［出版地不明コ：日本外交協會調査局，1939

　　　56，14p
　　　附録：海外華僑の概況と今後の四四庭回方針

　　　118108321P　　　Tsuchiya＊＊IV＊1892＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IIO60－0167］
ロシアの民族政策：特に回教民族政策／花岡止郎著

　　　東京：生活社，1940．10

　　　199p；23cm
　　　118107336U　　　Tsuchiya＊＊IV＊864＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0168］
我外交陣容ノ平均改善二就テ／重光［葵】［著］

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［出版年不明］

　　　25枚；27cm
　　　3月22日於外交協會重光［葵］講演
　　　タイプ謄写片面印刷

　　　118107094V　　　Tsuchiya＊＊IV＊689＊＊9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0169］
我國通貨政策と日瀟為替安定問題に就て／［野洲國國務院繕
務鷹情報虚］

　　　東京：日滞實業協會，1936．3

　　　42p；21cm
　　　118106516T　　　Tsuchiya＊＊IV＊145＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0170］
我が南洋貿易と回教徒／大日本回教協會著

　　　東京：大目本回教協會，1939．2

　　　2，57p；22cm

　　　118107852x　　　Tsuchiya＊＊IV＊1415＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［HO60－0171］
我は何をなすべきか／栗原悦藏著

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1944頃］

　　　2，76p；19cm

　　　1180874770　　　Tsuchiya＊＊V＊757＊＊
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1010＝経済学・経済政策（明治20年代以前）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1010－OOO1］
磨用経始學：完／嵯峨根不二郎謬述．El本政体史：完／秦
政治郎著

　　　東京：博文舘，1890．5

　　　170，272p；19cm
　　　（政治學経濟學法律學講習全書；第8編）

　　　118152302N　　　Tsuchiya＊＊1＊279＊＊

海外貿易離隔論：完／矢野芳弘編

　　　東京：日本経濟會，1898．5

　　　2，2，138，146p；22cm

　　　118152643v　　　Tsuchiya＊＊1＊611＊＊

會社辮／福地源一郎勾画

　　　東京：大斜照，［1871序］

　　　3，2，44丁；23cm
　　　章章及見返：官版會社辮

　　　和装本

　　　118152651U　　　Tsuchiya＊＊1＊618＊＊

會社流行之結果如何／大澤邦太郎著

　　　東京：三書房，1889．10

　　　5，3，93p；19cm

　　　1181527961　　　Tsuchiya＊＊1＊740＊＊

［工010－OOO2］

［IO10－0003］

［IOIO－0004］

［IOIO－OOO5］

外國貿易之理：全／駒井重格講述；導修學校生徒筆記

　　　東京：專修學校，［1885］

　　　71p；19cm
　　　専修高校蔵版

　　　118154000K　　　Tsuchiya＊＊1＊920＊＊

生糸貿易維持方案／星野長太郎編

　　　東京：星野長太郎，1891．1

　　　23丁，図版6枚；24cm
　　　和装，袋綴

　　　118154075W　　　Tsuchiya＊＊1＊993＊＊

［IO10－0006］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IOIO－0007］
恐慌論／チャールズ・エー・コナント著；小手川豊次郎訳

　　　東京：博文館，1896

　　　144，57p；23cm
　　　付：内外金融論（小手川豊次郎著）

　　　118154083V　　　Tsuchiya＊＊1＊1002＊＊

　　　118154084W　　　　Tsuchiya＊＊1＊1002＊A＊

経濟學協會趣意書規則

　　　［東京］：［経濟學協會］，1889．2

　　　6P；19cm
　　　表紙：明治22年2月調査

　　　118152092T　　　Tsuchiya＊＊1＊125＊＊

［IO10－0008］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1010－OOO9］
経濟學講義／ボアソナード［著］；大森鍾一訳；山崎直胤閲

　　　東京：村上勘兵衛：北畠茂兵衛，1876．3－1876．5

　　　4冊；19cm
　　　法制局蔵版

　　　118152280S　　　Tsuchiya＊＊1＊255＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IOIO－OO10］

経濟學大意：完／土子金四郎著．一訂正第4版

　　　東京：哲學書院，1896．5

　　　7，16，190p；19cm

　　　118154002M　　　Tsuchiya＊＊1＊922＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IOIO－OO11］
経濟原論／彼理（アルザル・レザム・ペーリー）著；緒方正，
箕作麟祥訳

　　　［東京］：開成同校，［1869凡例］。

冊；23cm
題簸：官版経産原論

巻7－9題簸及見返し：経済原論貨幣説
巻3－6の出版者：開成学校

和装，袋綴本

118151976＄　　　Tsuchiya＊＊1＊50＊＊3

118151977／　　　Tsuchiya＊＊1＊50＊＊4

118151978＋　　　Tsuchiya＊＊1＊50＊＊5

1：L8151979X　　　Tsuchiya＊＊1＊50＊＊6

118151980Y　　　Tsuchiya＊＊1＊50＊＊7

118151981Z　　　Tsuchiya＊＊1＊50＊＊8

118151982－　　　Tsuchiya＊＊1＊50＊＊9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1010－OO12］
維濟小雪／［エリス著］；神田孝平重謬

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，慶臆3［1867］

　　　2冊；23cm
　　　神田氏蔵版
　　　蘭訳本より重訳
　　　和装本

　　　118152115P　Tsuchiya＊＊1＊142＊＊上

　　　118152116Q　Tsuchiya＊＊1＊142＊＊下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1010－OO13］
経濟随筆

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［出版年不明］

　　　20丁；23cm
　　　巻末：右丙子（文化13丙子？）秋九月識

　　　魚尾上に「儲齋二二」とあり

　　　和装

　　　118154056V　　　Tsuchiya＊＊1＊982＊＊　・

経済説略／永田健助編述．一2版

　　　東京：石川治兵衛，1880．11

　　　2冊；23cm
　　　和装本（帳入り）

　　　118151958＄　Tsuchiya＊＊1＊36＊＊上

　　　118151959／　Tsuchlya＊＊1＊36＊＊下

［工010－OO　14］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1010－OO15］

経済入門＝一名・生産道案内／小幡篤次郎抄訳

　　　東京：丸屋三七，1877

　　　77p；19cm
　　　118152641T　　　Tsuchiya＊＊1＊609＊＊

経濟美談／金谷可美男著

　　　大阪：図書出版会社，1891．9

　　　2，4，144p；19cm

　　　118154001L　　　　Tsuchiya＊＊1＊921＊＊

［IO10－0016］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO10－0017］
繧濟要義／ケアンネス著；伴直之助訳述；田ロ卯吉校閲

　　　東京：経済学講習会，1884

　　　306p；21cm
　　　巻頭：経濟要義原名「ロジカルメソッドテフポリチカル
　　　エコノミー」英國ゼー，イー，ケアンネス氏著日本田口卯吉

　　　課，日本田部全次郎校
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表紙：明治17年6月
奥付：明治17年4月出版

118153956＄　　　Tsuchiya＊＊1＊884＊＊

経濟要旨／西村茂樹訳

　　　［東京］：文部省，1874－1876

2冊；23cm
和装，袋綴

118151963Z

118151964一

Tsuchiya＊＊1＊41＊＊上

Tsuchiya＊＊1＊41＊＊下

［1010－OO　18］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO10－0019］
経濟要説／ヘンリー・ジョフラ著；古澤滋等訳

　　　［東京］：大蔵省，1877．10－1878．7

　　　2冊；22cm
　　　原書：Catechisme　d’economie　poli丘que，1844

　　　118152586．　　　Tsuchiya＊＊1＊559＊＊2

　　　118152587　　　　Tsuchiya＊＊1＊559＊＊1

経濟論／ミル著；林子，鈴木重孝訳

　　　：東京：英蘭堂，1875一

冊；19cm
和装，袋綴

118152742V
118152743W

Tsuchiya＊＊1＊690＊＊4

Tsuchiya＊＊1＊690＊＊5

［1010－OO20］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IOIO－OO21］
圭氏経濟學／ヘンリー・シー・ケレー著；犬養毅謬

　　　東京：博文堂，1886－1888

　　　2冊；19cm
　　　関氏蔵書

　　　118152348X　　　Tsuc卜iya＊＊1＊317＊＊1－2

　　　118152349Y　　　Tsu（：hiya＊＊1＊317＊＊3－4

纏世新論：全／吉見経論著

　　　千葉：立眞舎，1883

　　　108p；18cm
　　　118152644W　　　Tsuchiya＊＊1＊612＊＊

交易問答／加藤弘藏著

　　　東京：谷山櫻，1869

　　　2冊；19cm

　　　118152703s　Tsuchiya＊＊1＊669＊＊上

　　　118152704T　Tsuchiya＊＊1＊669＊＊下

［IO10－0022］

［IO10－OO23］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO10－0024］
工商政策論：行政學講義録／ラートゲン講述

　　　［東京］：濁逸學・協會，1886－1888

　　　10冊；21cm
　　　第九，十三の講述者：ミハエリス
　　　第壷，武，三號の筆記者兼出版人：氏家禎介

　　　第四號から第十號の筆記者兼出版人（編輯兼発行者）：益森

　　　英亮

　　　118151942W　　　Tsuchiya＊＊1＊20＊＊

支那貿易／織田一著

　　　東京：東京専門學校出版部，1899．11

　　　3，3，115p；23cm
　　　（早稲田小篇）

　　　118154005P　　　Tsuchiya＊＊1＊929＊＊

［1010－0025］

小学ロ授経済談／中村護編

　　　［大阪］：［柳原喜兵衛］，1879．4

80p；19cm
関新吾校訂

118154048W Tsuchiya＊＊1＊973＊＊

商政一新／高橋義雄著

　　　東：京：大倉書店，1890．5

　　　256p；19cm

　　　118153946　　　　Tsuchiya＊＊1＊879＊＊

［1010－0026］

［1010－0027］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1010－0028］
初學経濟論／［アルフレット・ピー・マソン，ヂョン・チェー・

レロル著］；牧山耕平謬

　　　東京：雁金屋清吉：和泉屋市兵衛，1877．9

　　　3冊；23cm
　　　和装

　　　118152590W　　　Tsuchiya＊＊1＊554＊＊1

　　　118152591X　　　Tsuchiya＊＊1＊554＊＊2

　　　118152592Y　　丁suchiya＊＊1＊554＊＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IOIO－0029］
自由交易穴探／約翰・別児邪児土・巴伊児（ジョン・バルナ
ルド・バイルス）著；若山儀一訳

　　　東京：若山儀一，1877．6。

　　　冊；17cm

　　　118152305Q　　　Tsuchiya＊＊1＊283＊＊1

　　　118152306R　　　Tsuchiya＊＊1＊283＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO10－OO30］
自由保護貿易論／フォーセット著；駒井重格課

　　　東京：駒井重格，1880．11

　　　370，16p；19cm

　　　118153936．　　　Tsu（：hiya＊＊1＊868＊＊

自由貿易乎保護貿易乎／植松甲骨著

　　　東京：東洋経濟新報社，1910．3

　　　6，4，236p；20cm

　　　1181539791　　　Tsuchiya＊＊1＊909＊＊

［IO10－0031］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1010－OO32］
自由貿易論／モングレジイン著；名井敬之進訳

　　　久良岐郡（神奈川県）：名井敬之進，1881，7

　　　219p；18cm

　　　118155037V　　　Tsuchiya＊＊il＊126＊＊

情勢論：一名保護貿易一班／大島貞益述

　　　東京：煮海館，1891．3

148p；18cm

118155036U Tsuchiya＊＊ll＊125＊＊

制産微言／大徳周乗宣夫著

　　　武陽：大我井學塾，1876

　　　29丁；17cm
　　　和装，袋綴

　　　118152037S　　　Tsuchiya＊＊1＊88＊＊

［IOIO－0033］

［工010－0034］
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1010－0035］

生産道案内／小幡篤次郎課述

　　　［東京］：尚古堂，1870．5

　　　2冊；22cm
　　　慶応義塾蔵版
　　　巻頭書名に「すぎはひみちしるべ」のルビあり

　　　和装本

118152188Z

118152189－
118152190S
118152191T
118152192U
118152193V

Tsuchiya＊＊1＊174＊＊上

Tsuchiya＊＊1＊174＊＊下

Tsuchiya＊＊1＊174＊A＊上

Tsuchiya＊＊1＊174＊A＊下

Tsuchiya＊＊1＊174＊B＊上

Tsuchiya＊＊1＊174＊B＊下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1010－0036］
西洋経濟小學／［エリス著］；神田孝平重謬

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，慶磨4［1868］

　　　2冊；23cm
　　　タイトルは見返し及び題簸による
　　　巻頭：経濟小學

　　　蘭訳本より重訳
　　　和装本

　　　118152117R　Tsuchiya＊＊1＊142＊A＊上

　　　118152118S　Tsuchiya＊＊1＊142＊A＊下

戦後財政経濟策／添田寿一述

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，1895．4

　　　1冊；28cm
　　　大蔵省の名入罫紙に毛筆書き

　　　袋綴

　　　118154464Y　　　Tsuchiya＊＊ll＊586＊＊

通信教授経済学／平沼淑郎著

　　　東京：通信講学会，1886．3一

　　　冊；20cm

　　　118152283V　　　Tsuchiya＊＊1＊259＊＊1－11

【IO10－0037］

［工010－0038］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO10－OO39］
哲理経濟學史／ジェ・ケー・イングラム著；阿部虎之助課

　　　東京：経済雑誌社，1896．10

　　　1冊；23cm

　　　118088951＋　　　Tsuchiya＊＊V＊2225＊＊

日清戦争ト経済社会／晶晶太郎著

　　　東京：富山房，1894，11

　　　2，206p；19cm

　　　118129932－　　　Tsuchiya＊＊lll＊2331＊＊

日本経済論：自由交易／田ロ卯吉著．一3版

　　　東京：経済雑誌社，1896．4

　　　184p；20cm

　　　118152714U　　　Tsuchiya＊＊1＊679＊A＊

日本経腸論：自由交易：完／田沼卯吉著

　　　東京：坂上半七，1878．1

　　　2，7，210p；19cm

　　　118152713T　　　Tsuchiya＊＊1＊679＊＊

物便騰貴論／波理誤見著；松本五造訳

　　　東京：飯島静謙，1881．5

　　　4，91p；19cm

　　　1181552100　　　Tsuchiya＊＊ll＊286＊＊

［1010－0040］

【1010－OO41］

［IO10－0042］

［1010－OO43］

保護税説

　　　［出版地不明］

　　　2冊；22cm
　　　和装

　　　118154691－
　　　118154692．

［IO10－0044］

：［出版者不明］，［出版年不明］

　Tsuchiya＊＊ll＊766＊＊

　Tsuchiya＊＊ll＊766＊＊附録

保護税論

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1874序］

　　　16p；20cm
　　　表紙：あけぼの新聞第382號附録
　　　保護税論小序：明治7年12月，誠求子誌

　　　1：L8152241P　　　Tsuchiya＊＊1＊222＊＊

民力休養策＝全／鈴木幡東著

　　　東京：東：京堂，1893．2

　　　190p；19cm
　　　表紙：救民社蔵版
　　　奥付：著作兼発行者鈴木藤左衛門

　　　118152775．　　　Tsuchiya＊＊1＊717＊＊

やまと経済学／鈴木連太郎著

　　　横浜：尚古堂，1881．10

49p；20cm

118152282U Tsuchiya＊＊1＊258＊＊

輸出税全廃ヲ翼望スルノ主意書／望月二郎編

　　　東京：輸出税全廃同盟会事務所，1891．12

　　　18p；23cm
　　　118156119x　　　Tsuchiya＊＊1＊1080＊＊

［IO10－0045］

［1010－0046］

【1010－OO47］

［IOIO－0048］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1010－0049］
世渡の杖：一名経濟便蒙／ウェラント著；瑛江何課

　　　東京：袋屋亀次郎，1872．1一［1874．6緒言］

　　　4冊；23cm
　　　罪科辞世版
　　　和装本（肝入り）
　　　後編巻之1，2：「塗立齋蔵版」の表示のみあり

118151993
118151994＄

118151995／

118151996＋
118151997％

1181519980

Tsuchiya＊＊1＊67＊＊1

Tsuc卜iya＊＊1＊67＊＊2

Tsu（：hiya＊＊1＊67＊＊3

日目uchiya＊＊1＊67＊＊4

Tsuchiya＊＊1＊67＊A＊2

Tsuchiya＊＊1＊67＊A＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO10－0050］
李氏経群論／［フレデリツキ・リスト著］；富田鐵之助校閲；
大島貞益謬

　　　東京：日本経濟會，1889．12

　　　2冊；22cm

118152816X　Tsuchiya＊＊1＊760＊＊上

118152817Y　Tsuchiya＊＊1＊760＊＊下

戸生抄／遊佐好生撰
［IOIO－0051］

［出版地不明］：［出版者不明］，元禄15［1702］

8丁；24cm
巻末：元禄十五年去月五日仙壷遊佐好生撰
和装，袋綴

118152146T　　　Tsuchiya＊＊1＊162＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［工021－0001］
イギリスの農業経済／三沢嶽旧著

　　　東京：農林水産業生産性向上会議，1958．9

　　　xi，316p；22cm
　　　（世界農業経済概観）

　　　引写末：文献

　　　118087110R　　　Tsuchiya＊＊V＊164＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－OOO2］
インフレーション概論／勝田貞次著

　　　東京：景気研究所，1939．3

　　　12，282p；19cm
　　　（インフレーション研究叢書；第1輯）

　　　118098200T　　　Tsu（：hiya＊＊V＊2530＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0003］
インフレーション研究／昭和研究會［編］

　　　東京：生活社，1941．1

　　　2，4，123p；19cm

　　　118107250P　　　Tsuchiya＊＊IV＊781＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0004］
インフレーションの経済理論：預金貨幣インフレーションの
研究／岡橋保著

　　　東京：世界文化社，1948．5

　　　4，2，185p；21cm

　　　li8098201U　　　Tsuchiya＊＊V＊2531＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－OOO5］
株式會翁面小論／上田貞次郎著．一改訂増補第6版

　　　東京：冨山房，1921．4

　　　4，2，14，420，56，10p；23cm
　　　附録：株式前程の起源に就て，會社の課税に關し疑問となり

　　　たる二つの鮎

　　　118152826Y　　　Tsuchiya＊＊1＊769＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0006］
株式會社経比論／上田貞次郎著

　　　東京：冨山房，1913．11

　　　2，14，382p；23cm

　　　118152825x　　　Tsuchiya＊＊1＊769＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0007］
貨幣信用學説史／シャルル・リスト著；天沼紳一郎訳

　　　東京：実業之日本社，1943．5

　　　7，14，634p；22cm

　　　1180985953　　　Tsuc卜iya＊＊V＊2937＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0008］
機械の経濟學／戸田武雄著．一増補

　　　東京：駆引書院，1943．7

　　　2，2，2，361p；20cm

　　　1180986550　　　Tsuchiya＊＊V＊3007＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0009］
企業集中論／高宮晋著

　　　東京：有斐閣，1942．4

　　　495p；22cm
　　　118130234N　　　Tsudliya＊＊lll＊2537＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－OO　10】
恐慌論／宇野弘蔵著

　　　東京：岩波書店，1953．9

　　　4，3，228p；22cm

　　　118098120U　　　Tsuchiya＊＊V＊2408＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－OO　11］
恐慌論／カール・カウツキー，オットウ・パウエル，ローザ・
ルクセンブルグ共著；松崎敏太郎訳編

　　　東：京：叢高閣，1935．11

　　　2，2，266p；20cm

　　　118106449Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊88＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［工021－0012】
技術経高山／Eレーデラー著；高山洋吉訳

　　　東京：科學主義工業社，1942．5－6

　　　3冊；22cm

　　　1180887583　Tsuc卜iya＊＊V＊2013＊＊上

　　　1180887594　Tsuchiya＊＊V＊2013＊＊中
　　　1i8088760＄　Tsuchiya＊＊V＊2013＊＊下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－OO13］
技術論／ヴェー・ゾムバルト著；阿閉吉男繹

　　　東京：科学主義工業社，1941．7

　　　7，278p；22cm

　　　118108517W　　　　Tsuchiya＊＊lV＊2045＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－OO14］
景気不景気論／ハーベラー著；桑原晋課

　　　東京：實業之日本社，1944．1

　　　11，23，600，18p；22cm
　　　原著は1939年新訂増補版

　　　1180985964　　　Tsuchiya＊＊V＊2938＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【1021－0015］
経濟一家言／瀧本誠一著

　　　東京：國文堂　1920．5
　　　　　　　　　ナ
　　　4，4，874p；23日頃
　　　附録：田口卯吉先生演説筆記3篇

　　　118107215Q　　　Tsuc卜iya＊＊IV＊748＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0016］
経濟學研究／向坂逸郎著

　　　東：京：生活社，1947．9

　　　278p；19cm
　　　118098115Y　　　Tsuchiya＊＊V＊2402＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－OO　17］
経濟學講義／福田徳三著．一増訂3版

　　　東京：大倉書店，1910．6

　　　678p；22cm
　　　6版による標題：経濟學講義完

　　　118154716Y　　　Tsuchiya＊＊ll＊897＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0018］
経済学史／坂本市郎編

　　　東京：例文社，1966．1

　　　6，262p；22cm

　　　lt8088842／　　　Tsuchiya＊＊V＊2104＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021・一〇〇1gj

経濟學序論／松浦要著

　　　東京：生活社，1947．7

　　　2，181p；19cm

　　　118129947％　　　Tsuchiya＊＊1書1＊2345＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－OO20］
縷濟學二二／シャルル・ジイド，シャルル・リスト原著；宮
川貞一郎鐸

　　　東京：東京堂，1936－1938

　　　2冊；22cm

　　　118098276Z　Tsuchiya＊＊V＊2615＊＊上

　　　1180982770　Tsuchiya＊＊V＊2615＊＊下
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－OO21］
経濟學説史／シァルル・ジイド，シァルル・リスト共著；山
村喬謬

　　　東京：有斐閣，1935．10

　　　27，274p；22cm
　　　原著第5版

　　　1180985920　　　Tsuchiya＊＊V＊2934＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0022］
経濟學に於ける消費論の重要性／笠森傳繁［著］

　　　［東京］：［大正大學出版部］，［19一］

　　　p55－70；22cm
　　　表紙：大正大學々報第10輯抜刷

　　　1181072481J　　　Tsuchiya＊＊IV＊779＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－OO23］
経濟學における諸定義／マルサス［著］；小松芳喬課

　　　東京：適業二日本社，1944．9

　　　326p；21cm
　　　1180985975　　　Tsuchiya＊＊V＊2939＊＊

経済學の將来／東京経濟學研究所編

　　　東京：条文社，1946．11

　　　5，10，280p；19cm

　　　118107267X　　　Tsuchiya＊＊IV＊798＊＊

［1021－OO24］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－0025］
経濟學論文集：十周年記念／九州帝國大三法文學部［編］

　　　東京：岩波書店，1936，12

　　　4，456p；23cm
　　　奥付：阿武京二郎（編者代表）

　　　118098214Y　　　Tsuc卜iya＊＊V＊2549＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－0026］
経濟原論／シャルル・ジイド著；宮川貞一郎課

　　　東京：東京堂，1943．9

　　　2，15，4，12，874p；22cm

　　　1180982781　Tsuchiya＊＊V＊2617＊＊上

経濟進化論／田添二二著

　　　東京：平民社，1904．10

　　　4，9，154p；15cm
　　　（平民文庫）

　　　1181295981　　　Tsuchiya＊＊lll＊2030＊＊

経濟知識／経濟知識社

　　　創刊號（昭4．3）一

　　　東京：丹碧知識社

　　　請求記号3Tsuchiya＊＊V＊2107＊＊

　　　所蔵年次31930－1930
　　　所蔵巻次33－4

経濟ト道徳／田島錦治著

　　　東京：有斐閣，1920．1

　　　4，4，268p；23cm

　　　118108494－　　　Tsuchiya＊＊IV＊2020＊＊

経濟と美術・工藝／河田嗣郎著

　　　東京：有斐閣，1942．2

　　　3，210p；19cm

　　　1180888663　　　Tsuchiya＊＊V＊2127＊＊

［工021－0027］

［1021－0028］

［1021－OO29］

［IO21－0030］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0031］
経濟の基礎／カール・タールハイム著；中野研二訳

　　　東京：東亜書局，1943．4

　　　3，1，125p；19cm
　　　標題紙：民族智将社版

　　　118088651　　　　Tsuchiya＊＊V＊1891＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－0032］
経濟の歴史と理論／上田貞次郎博士記念論文集編纂委員会編

　　　東京：科学主義工業社，1943．1

　　　9，2，655p；22cm
　　　（上田貞次郎博士記念論文集／上田貞次郎博士記念論文集編

　　　纂委員会編；第2巻）

　　　118129872＄　　　Tsuchiya＊＊lll＊2291＊＊

経濟護言：完／橋本重兵衛著

　　　横濱：橋本重兵衛，1898．10

　　　46p；23cm
　　　118107901S　　　Tsuchiya＊＊IV＊1449＊＊

［IO21－0033］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－OO34］
決戦下の社會諸科學／森戸辰男［ほか］著；大原社會問題研
究所編

　　　東京：栗田書店，1944

　　　262p；22cm
　　　118109239Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊2821＊＊

研究年報経濟學／東北帝國大學経濟學會編

　　　東京：岩波書店，1934．12一

　　　冊；23cm

118098252－
118098253．
118098254
118098255＄

118098256／

118098257＋

Tsuchiya＊＊V＊2589＊＊1

Tsuchiya＊＊V＊2589＊＊3

Tsuchiya＊＊V＊2589＊＊5

Tsuchlya＊＊V＊2589＊＊6

Tsuchiya＊＊V＊2589＊＊7

Tsuchiya＊＊V＊2589＊＊8

現戦争ノ直接戦費／イ・エル・ボガルト著

　　　東京：大蔵省理財局，1918．6

　　　57p；26cm
　　　（調査月報；第8巻第10號）
　　　カーネギー萬國平和財團経濟及歴史部編纂

　　　表紙：大正7年6月10日
　　　118129811iJ　　　Tsuchiya＊＊llI＊2238＊＊

［1021－OO35］

［IO21－0036］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－0037］
工業経濟／戸田海市著．一再版

　　　東京：外文館，1917．10

　　　8，662p；24cm
　　　（藤野全書；第3巻．経濟各論；第2部第3篇）

　　　118154003N　　　Tsuchiya＊＊1＊924＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－OO38］
國民経濟學／フックス著／フックス著；坂西由藏課

　　　東京：同文館，1928．4

　　　26，214，16p；20cm
　　　（内外経済学名著；第2冊）

　　　フックスの肖像あり
　　　巻末：参考書目

　　　118154715X　　　Tsuchiya＊＊回＊896＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0039］
國民経幅跳髄系／フリードリッヒ・リスト著；谷ロ吉彦，正
木一夫共繹

　　　東京：改造社，1938．1

　　　8，519p；23cm

　　　118087370Z　　　Tsuchiya＊＊V＊650＊＊
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乞食袋／瀧本誠一著

　　　東京：日本評論社，1929．12

　　　2，13，414p；20cm

　　　118107211M　　　Tsuchiya＊＊IV＊744＊＊

合同：か一てる及とらすと／戸田海市著

　　　京都：京都法学会，1910

　　　192p；23cm
　　　（法律學煙嵐學研究叢書；第5冊）

　　　118152679／　　　Tsuchiya＊＊1＊641＊＊5

［1021－OO40］

［1021－0041］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【IO21－0042］
シスモンデイの再生産＝恐慌の理論／岡本博之著

　　　大阪：大阪商科大學経濟研究所，1938．5

　　　［36］p；23cm
　　　「経濟學雑誌」第2巻5號の抜刷

　　　118107249X　　　Tsuchiya＊＊IV＊780＊＊

資本主義的精神／河田嗣郎著

　　　京都：京都法即下，1910．5

　　　4，169p；23cm
　　　（法律學経濟學研究叢書；第6冊）

　　　118152680W　　　Tsuchiya＊＊1＊641＊＊6

　　　118152681X　　　Tsuchiya＊＊1＊641＊A＊6

資本主義末期の研究／高橋覇吉著

　　　東京：改造社，1927．3

　　　3，9，526p；20cm

　　　118088512Y　　　Tsuchiya＊＊V＊1754＊＊

社會経営論／佐田介石［著］；本庄榮治郎解題

　　　東京：日本評論社，1941。12
　　　2，3，293p，図版2枚；19cm
　　　（明治文化叢書）

　　　佐田介石氏肖像あり
　　　佐田介石研究文献：p92－96

　　　1180885963　　　Tsuchiya＊＊V＊1826＊＊

［1021－OO43］

［IO21－0044］

［IO21－OO45］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［工021－0046］
商工経平郷／［ウ井ルヘルム、ロッシェル原著］；平田東助
［ほか］謬

　　　東京：國光社：，1896．1

　　　2冊；23cm
　　　上・下編とも冒頭にウ井ルヘルム、ロッシェル原著とあり

　　　1180990960　Tsuchiya＊＊V＊3465＊＊上

　　　1180990971　Tsuchiya＊＊v＊3465＊＊下

新経濟十二講／平岡敏男著

　　　東京：高山書院，1940．12

354p；23cm

1180884580 Tsuchiya＊＊V＊1697＊＊

新利子論研究／高田保馬著

　　　東京：岩波書店，1940．7

　　　3，2，346p；23cm
　　　各章末に参考文献

　　　118109658＄　　　Tsuchiya＊＊IV＊3252＊＊

［1021－OO47］

［IO2i－0048］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－0049］
菱撫リチャード’ジョーンズ［著］；鈴木鴻一郎・遊部

　　　東京：日本評論社，1942．9

　　　62，10，365p；22cm

　　　118098225－　　　Tsuchiya＊＊V＊2561＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－0050］
十周年記念経濟論集／東北帝國大霜法文恥部編

　　　東京：岩波書店，1934．9

　　　782p；23cm
　　　118098162－　　　Tsuchiya＊＊V＊2484＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0051］
剰鯨債値學説史／カール・マルクス［著］；向坂逸郎［ほか］

訳．一新謬

　　　東京：改造社，1936
　　　冊；23cm
　　　第2巻軸1部の訳者：大森義太郎
　　　第2巻第2部の訳者：猪俣津南雄

　　　1180889912　　　Tsuchiya＊＊V＊2275＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0052］
人ロの原理に關する一論：ゴツドウヰン氏コンドルセー氏そ
の他諸家の研究に回れて、社會詠唱の改善に封ずる影響を
論ず／ロバート・マルサス著；高野岩三郎，大内兵衛共謬．
一改訂版

　　　東京：同人社書店，1933．11

　　　3，4，9，357，36p；19cm

　　　118087871＋　　　Tsuchiya＊＊V＊1190＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0053］
スミスとリスト：経濟倫理と経濟理論／大河内一男著

　　　東京：日本評論社，1943．6

　　　8，3，548p；21cm

　　　118098270－　　　Tsuchiya＊＊V＊2608＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0054］
政治経論學新原理／シスモンヂ著；山ロ茂，菅間正朔共課

　　　東京：慶磨書房，1942．10

　　　10，2，7，5，340，9p；22cm
　　　シスモンヂ著作目録：p1－9

　　　背表紙標題；政治経二二新原理上巻

　　　1180985931　　　Tsuchiya＊＊V＊2935＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【1021－0055］
世界戦事経濟の構造／ソ聯科學アカデミー著；川村三郎繹

　　　東京：育生社弘道閣，1943．10

　　　3，30，545p；22cm
　　　「世界経濟と世界政治」誌附録「Business　Bulletin」を訳編し

　　　たもの

　　　1181297950　　　Tsuchiya＊＊Ill＊2223＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－OO56］
戦時産業動員論／E・シエルペニング著；救一派繁，渋川貞
樹訳

　　　東京：白揚社，1939．9

　　　16，325，6p；23cm
　　　文献目録：巻末p〔1］一6

　　　118129808　　　　Tsuchiya＊＊III＊2236＊＊

戦孚繕i濟に題する研究／カー・ヘッセ［編］
研究會［訳］

　　　［東京］：日滞財政経論研究會，1938．10

　　　224p；26cm
　　　謄写版，袋綴

　　　118129250T　　　Tsuchiya＊＊lIl＊1740＊＊

　［1021－0057］

，日滞財政経濟
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0058］
戦争経済の理論と政策／ロルフ・ヴァーゲンフユール著；阪
本泉訳

　　　東京：日本評論社，1940．5

　　　13，302p；19cm

　　　118129812X　　　Tsuchiya＊＊lll＊2240＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0059］
手心と日本経濟／シャー・リフ著；イェ・エス・ヴァルが総
監修；和田勇訳

　　　東京：黄土社，1946．6

　　　8，319p；18cm

　　　118129814Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊2242＊＊

績日本経濟叢書／瀧本誠一編

　　　東京：大鐙閣，1923．54923．7

　　　3冊；23cm

　　　118099104x　　　Tsuchiya＊＊V＊3475＊＊1

　　　118099105Y　　　Tsuchiya＊＊V＊3475＊＊2

　　　118099106Z　　　Tsuchiya＊＊V＊3475＊＊3

高橋是清三二論／高橋是清遺述．一15版

　　　東京：千倉書房，1936．5

　　　9，683p；20cm
　　　論稿発表時所一覧：p663－668

　　　年譜：p669－683

　　　118098272　　　　Tsuchiya＊＊V＊2610＊＊

［工021－OO60］

［IO21－0061］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－OO62］
第三の企業体制：大企業の社会的責任／ジョージ・ゴイダー
著；喜多了祐訳

　　　東京：春秋社，1963，11

　　　1，2，2，224，5p；20cm

　　　118107020K　　　Tsuchiya＊＊IV＊630＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0063］
第二国富論：正しい経済のあり方／山下寅蔵著

　　　名古屋：明日の経済社，1959．10一

　　　冊；27cm

　　　118107187Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊726＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［工021－0064］
二二二丁二丁：過渡期を支配するもの／木村禧八郎著

　　　東京：太陽社：，1933．4

　　　4，8，332p；19cm

　　　1181298760　　　Tsuchiya＊＊Ill＊2295＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－OO65］
トーマス・マンの貿易差額論とブリオニズム：イギリス・マー

カンチリズムに配する通説への一批判／張漢裕［著］

　　　［東京］：［東京帝国大学経済学会］，［1940〕

　　　p75－109；23cm
　　　「経読學論集」第10巻第7號別刷

　　　118107261R　　　Tsuchiya＊＊IV＊792＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－0066］
トゥマス・モーアとそのユゥトピア／カァル・カウツキー著
，高橋正男訳

　　　東京：聚英閣，1928．5

　　　8，5，478p；20cm

　　　118140744U　　　Tsuchiya＊＊川＊2707＊＊

統制経濟論総観／向坂逸郎著

　　　東京：改造社，1934．2

　　　4，305p；23cm
　　　（日本統制経濟全集；第10巻）

　　　118107299　　　　Tsuchiya＊＊IV＊828＊＊

日本経濟卓説の要領／滝本誠一著

　　　東京：吉川弘文館，1908．11

　　　2，136p；22cm

　　　118152814V　　　Tsuchiya＊＊1＊758＊＊

　　　118152815W　　　Tsuchiya＊＊1＊758＊A＊

［IO21－OO67］

1：1021－OO68］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【1021一隔0069］
日本コンツェルン畿達史／ワインツワイグ著；永住道雄謬；
モスクワ世界経濟世界政治研究所監修

　　　東京：慶磨書房，1937．3

　　　2，4，211p；23cm

　　　118129762．　　　Tsuchiya＊＊lll＊2190＊＊

弥講

　　　東京：叢文閣，1937．8

　　　3，5，199p；23cm
　　　（日本経論讃本；1）

　　　118129874＋　　　Tsuchiya＊＊lll＊2293＊＊

［1021－OO70】

日本資本主義護士爵／コンスタンチン・ポポフ著；宮田徹

日本土地経濟論／角田啓司著

　　　東京二奴隷房，1900．4

　　　104p；24cm
　　　札幌農学校学芸会蔵版
　　　付：北海道の将来

　　　1181540040　　　TsL」chiya＊＊1＊925＊＊

日本乃縷濟／戸田海市著

　　　東京：博文館，1911．8

　　　2，9，718p；23cm

　　　118106453T　　　Tsuchiya＊＊IV＊92＊＊

【1021－OO71］

［1021－OO72］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［工021－OO73］
日本の猫占資本主義：金融資本の恐慌封策／猪俣津南雄著．
一普及版

　　　東京：南北書院，1932．6

　　　3，14，342p；19cm

　　　118129873／　　　Tsuchiya＊＊lIl＊2292＊＊

人間未來史／勝田貞次著

　　　東京：動態経濟研究所，1947．8一

　　　冊；19cm

　　　118130254P　Tsuchiya＊＊川＊2557＊＊上

［IO21－OO74］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－0075］
農業と工業＝相対所得／⊥R．ベラビイ著；野田孜［ほか］訳

　　　東京：東洋経済新報社，1958．9

　　　xix，317，8p；22cm
　　　監訳：大川一司

　　　118087109Z　　　Tsuchiya＊＊V＊163＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【1021－OO76］
佛蘭西重商政策の一考謹：モンクレチアン研究／竹内謙二
［著］

　　　［福岡］：［九州帝国大学経済学会］，［1931以降］

　　　164p；23cm
　　　表紙：九州帝業大黒経濟學研究抜刷

　　　118108848＄　　　Tsuchiya＊＊IV＊2385＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－OO77］
丁丁騰貴の研究／教化團髄聯合丁丁

　　　東京：教化團腔聯合會，1924．12

　　　8，106p；23cm
　　　（教化資料；第11輯）
　　　教化團髄聯合會嘱託豊浦與七氏が研究調査したもの

　　　118154645Z　　　Tsuchiya＊＊ll＊731＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－0078］
物償の理論と實際／牧野輝智講演

　　　東京：啓明會事務所，1937

　　　47，20p；23cm
　　　（講演集；76同）

　　　118155091V　　　Tsuchiya＊＊ll＊167＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1021－0079］
報恩社法／小菅縣［編］

　　　小菅縣（武蔵國）：小菅縣，1870

　　　182丁；23cm
　　　和装本

　　　118154895％　　　Tsuchiya＊＊1＊837＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－OO80］
明治経濟學史：自由主義・保護主義を中心として／堀経夫著

　　　京都：弘文堂書房，1935．1

　　　4，2，2，385p；23cm

　　　1181299480　　　Tsuchiya＊＊lll＊2346＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－0081］
やさしい経済学＝経済学の理論と実際／都留重人編；篠原
三代平［ほか］著

　　　東京＝如水書房，1953
　　　2冊；19cm
　　　118129803x　　　Tsuchiya＊＊lll＊2230＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO21－0082］
理論経濟學／柴田敬著

　　　東京：弘文堂書房，1935．8－1936．3

　　　2冊；23cm

　　　118099091　Tsuchiya＊＊V＊3460＊＊上
　　　118099092＄　Tsuchiya＊＊V＊3460＊＊下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［工021－OO83］
理論経濟學の本質と主要内容／シュムペーター［著］；木村
健康，安井琢磨謬

　　　東京：日本評論社，1936，2

　　　18，12，607p；23cm

　　　118098283／　　　Tsuchiya＊＊V＊2622＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［工021－0084］
列強の戦時経濟政策：世界大戦時の歴史的・髄系的研究／ブ
クシュバン著；白谷忠三繹

　　　東京：育生社，1937．11

　　　2，6，393，19p；19cm
　　　（現代國防研究叢書；1）

　　　118129820W　　　Tsu（：hiya＊＊Ill＊2249＊＊

勢働概念の吟味／森耕二郎著

　　　福岡：九州帝國大引理外學會，1934．6

　　　［25］p；23cm
　　　「歯噛學研究」第4巻2號の抜刷

　　　118107244S　　　Tsuchiya＊＊IV＊775＊＊

勢働擁護論／ホヂスキン著；鈴木鴻一郎訳

　　　東京：日本評論社，1948．7

　　　116p；15cm
　　　（世界古典文庫；35）

　　　118140754V　　　Tsuchiya＊＊lll＊2717＊＊

［IO21－OO85］

［1021－OO86］

1022＝日本経済面・現状分析（明治30年代
　　　　　　　　　　　　以降）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－OOO1］
一九三〇年世界経濟恐慌／経濟批判會課編

　　　東京：叢文閣，1930．9－

　　　2冊；20cm
　　　（世界四壁叢書；1－2）

　　　1180873971　　　Tsuchiya＊＊V＊675＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0002］
インフレーションと社會化／有澤廣巳著

　　　東京：日本評論社，1948．10

　　　262p；22cm

　　　118087418　　　　Tsuchiya＊＊V＊697＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0003］
沖縄言下経濟の現況

　　　［熊本］：熊本税務監督局，1926．12

　　　3，112p，図版1枚；23cm
　　　（経濟調査；特別號）

　　　118107882－　　　Tsuchiya＊＊IV＊1427＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－OOO4］
経濟官臆と経濟團盤／高田源清著

　　　東京：東洋書館，1941．11

　　　4，6，463，120p；22cm
　　　關係法規集：巻末p1。120

　　　1181297983　　　Tsuchiya＊＊lll＊2226＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－0005］
経濟合同組織協議會参画資料／岩手縣［編］

　　　［盛岡］：岩手縣，1935．5

　　　10枚；27cm
　　　袋綴

　　　1ユ8107466Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊997＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－OOO6］
経濟調査會経過及成績／臨時國民経濟調査會［編］

　　　［東京］：臨時皇民鼻骨調査會，1919。3

　　　210p；26cm
　　　118127954　　　　Tsuchiya＊＊lll＊379＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－0007］
現下インフレーションの諸問題

　　　東京：日本銀行，1948。1

　　　214p；21cm
　　　（調内；第2号．戦後問題研究；14）

　　　118087269りζ　　　Tsuchiya＊＊V＊527＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［工022－OOO8］
現下の繰合問題／相原茂編

　　　東京：時潮社，1937．10

　　　162p；19cm

　　　118108227U　　　Tsuchiya＊＊IV＊1744＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－0009］
現代日本の独占企業／儀我壮一郎著

　　　京都：ミネルヴァ書房，1962．4

　　　9，390，7p；22cm

　　　118106439X　　　Tsuchiya＊＊IV＊82＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［工022－OOIO］
高度資本主義／ウェルナー・ゾムバルト著；梶山力訳

　　　東京：有斐閣，1940．12

　　　冊；21cm
　　　原書第3巻の翻訳

　　　118109432T　　　Tsuchiya＊＊IV＊3018＊＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22一。0011］
國際信用恐慌：インフレーションへの道／経濟批判會謬編

　　　東京：叢文閣，1932．12

　　　272p；20cm
　　　（世界経町叢書；9）

　　　1180873960　　　Tsuchiya＊＊V＊675＊＊9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0012］
國民経濟の成立／カール・ビュヒァー著；権田保之助謬．一
増補改訂

　　　東京：栗田書店，1942．11

　　　16，3，480，14，22p；22cm
　　　原著第16版（1922年刊）の翻訳

　　　118098280．　　　Tsuchiya＊＊V＊2619＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0013］
「國民的螢賃」＝勢賃の引際的比較の問題／森耕二郎著

　　　福岡：九州帝國大回経濟學會，1934．12

　　　48p；23cm
　　　「経濟學研究」第4巻4號の抜刷

　　　118107246U　　　Tsuchiya＊＊IV＊777＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［工022－OO　14］
最近日本経済問題／佐藤三郎編述

　　　東：京：明文社，1899．6

　　　295，4p；23cm

　　　118154038V　　　Tsuchiya＊＊1＊961＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0015］　．
最近の官鷹野謬資料の紹介／商工省調査統計局調査課［編］

　　　［東京］：商工調査統計局調査課，1949．1

　　　10p；25cm
　　　謄写版

　　　118129612V　　　Tsuchiya＊＊IIl＊2042＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO　16］
再建日本襟掛研究のために／鈴木武雄著

　　　東京：繧緯書房，1947。9

　　　186p；18cm
　　　118129881＄　　　Tsuchiya＊＊lll＊2300＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO17］
産業構造研究会防衛生産小委員会報告

　　　［出版地不明］：［産業構造研究会防衛生産小委員会］，1955．5

　　　90枚；24cm
　　　謄写版

　　　1180888472　　　Tsuchiya＊＊V＊2108＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－0018］
産業合理化とは何か／勝部兵助著

　　　東京：アルス　1930．6
　　　　　　　　　ウ
　　　5，293p；19cm

　　　1180982：【5Z　　　Tsuchiya＊＊V＊2550＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO　19］
産業合理化の諸問題／モデスト・ルビンシュタイン，イサ・
シュトラツサー著；不破倫三課編

　　　東京：墨磨閣，1930．3

　　　3，2，158p；21cm

　　　118087394＋　　　Tsuchiya＊＊V＊674＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO20］
産業能率増進に關する諸問題／内燃機関編輯部編

　　　東京：山海堂，1943．5

　　　4，4，346p；19cm
　　　（産業能率増進叢書；［11］）

　　　118087317－　　　Tsudliya＊＊V＊582＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO21］
三十七八年戦役及戦後の経済／東洋経済新報社編

　　　東京：東洋経済新報社，1906．11

　　　120p；26cm
　　　（東洋経済新報臨時増刊；395号）

　　　118127952－　　　Tsuchiya＊＊lll＊376＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－OO22］
財閥・政商・高高／三鷹尊人著

　　　東京：公人書房，1934．3

　　　10，240p；19cm

　　　118129761－　　　Tsuc｝1iya＊＊lll＊2189＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0023］
新條約出面後の農工商業に及ぼす影響如何／［瀬下清著］；矢
野芳弘編

　　　東京：日本経濟會，1899．12

　　　2，2，96p；23cm

　　　118128811V　　　Tsuchiya＊＊lll＊1324＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［工022－OO24］
時局ノ内外貿易並二商工業山隠ホセル影響調査報告／農商
務省商工局［編］

　　　［東京］：農商務省商工局，1904．12

　　　2，1，65，43p，図版13枚；26cm

　　　118128812W　　　Tsuchiya＊＊lll＊1325＊＊

　　　118128813X　　　Tsuchiya＊＊llI＊1325＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0025］
事饗下に於ける日本経濟の獲展／沖中恒幸著

　　　東京：精興社書店，1939．7

　　　3，8，374p；22cm

　　　118129870．　　　Tsuchiya＊＊llI＊2289＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0026］
重要産業の回顧／本庄榮治郎編

　　　東京：龍吟社，1943．7

　　　2，286p；19cm
　　　（日本経済史研究所経済史話叢書；第3冊）

　　　118098193／　　　Tsuchiya＊＊V＊2522＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO27］
人ロ及人口問題／本庄栄治郎著

　　　東京：日本評論社，1930．12

　　　2，3，258p；20cm

　　　118109016R　　　Tsuchiya＊＊IV＊2554＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－OO28］
圖譜日本経濟饗遷大系／日本経濟研究所編．一改訂増版

　　　東京：日本経濟研究所，1932。7

　　　2，9，500p；30cm

　　　118129783／　　　Tsuchiya＊＊lll＊2213＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0029】
生産憤充を搬ふ重鮎會社／東洋温温新報正編

　　　東京：東洋経濟新報社，1941．11

　　　156p；26cm
　　　（会社かゴみ；昭和17年版）

　　　118087566Z　　　Tsuchiya＊＊V＊852＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－OO30］
清算期世界月立と日本／高橋亀吉著

　　　東京：千倉書房，1933．5

　　　6，11，373p；19cm

　　　：L181298771　　　Tsuchiya＊＊lll＊2296＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0031］
生産調査會ノ経過及成績

　　　［東京］：臨時國民経濟調査會，1919．3

　　　183p；27cm
　　　118127953．　　　Tsuchiya＊＊lll＊378＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－0032］
世界恐慌：数字に現れた／経濟批判會繹編

　　　東京：叢文明，1932．2

　　　1，1，231p；20cm
　　　（世界経濟叢書；6）

　　　118087395％　　　Tsuchiya＊＊V＊675＊＊6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0033］
世界経濟情勢

　　　［東京］：参謀本部，1932．12

　　　2，199，493p；22cm

　　　118109240q　　　Tsuchiya＊＊IV＊2822＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－0034］
世界感応と日本経濟／東京大首邑濟會編

　　　東京：東京大學経濟會
　　　東京：有斐閣（発売），1956．12

　　　2，3，422p：肖像；22cm
　　　（経済学論集／東京大学経済学会；第25巻1，2号．有沢
　　　教授還暦記念論文集；2）

　　　有沢広巳教授略歴・主要著作目録

　　　118098161Z　　　Tsuchiya＊＊V＊2483＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－OO35］
世界経濟の行方／社會主義教育協温湯

　　　東京：三元社，1948．6

　　　264p；21cm
　　　（社會主義講座／社會主義教育協會編；第3巻．経済；2）

　　　執筆者：飯時ほか5名

　　　118087334Z　　　Tsuchiya＊＊V＊603＊＊3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO36］
世界的不況の眞相／［日本銀行］調査局［編］

　　　［東京］：［日本銀行調査局］，1930．11

　　　21枚；28cm
　　　（海外事情；25）

　　　表紙：昭和5年11月，調査局
　　　タイプ謄写印刷
　　　仮綴じ

　　　118130267T　　　Tsuchiya＊＊lll＊2567＊＊d

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－0037］
世界と日本：封恐慌工作裡の政治経濟「年並」／東京政治維
濟研究所［編］

　　　東京：岩波書店，1934．10

　　　2，10，576，29p；23cm
　　　世界日本政治経濟年表：p548－576

　　　118129946＋　　　Tsuchiya＊＊lll＊2344＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－0038］
世界不景氣と我國民の覧悟／井上準之助著

　　　東京：経濟知識社，1930

　　　6，90p；19cm

　　　118109640U　　　Tsuchiya＊＊IV＊3234＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－OO39］
戦後に於ける我國の経出店金融／井上準之助著

　　　東京：岩波書店，1925．5

　　　2，7，246p；23cm

　　　1180888652　　　Tsuchiya＊＊V＊2126＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO40］
戦後の経済／小手川豊次郎著

　　　東京：博文館，1895．12

　　　2，6，157p；23cm

　　　118107946．　　　Tsuchiya＊＊IV＊1493＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［工022－0041］
戦時下の日本経濟の護展／小柳賢一著

　　　東京：日本出版社，1942．5

　　　4，4，277p；21cm

　　　118129931Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊2330＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－0042］
戦時経産講話／高橋亀吉著

　　　東京：今日の問題社，1938．11

　　　302p；20cm
　　　118129935＄　　　Tsuchiya＊＊Il畳＊2334＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【1022－OO43］
戦時政治経濟日誌

　　　［東京］：國民経濟研究協會：金属工業調査會，［1947．1序］

　　　321p；25cm
　　　附：主要統計図表，政治経済小史

　　　謄写印刷

　　　118129852．　　　Tsuchiya＊＊Hl＊2277＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0044］
戦時・戦後インフレーションの心願／木村禧八郎著

　　　東京：橘書店，1937．11

　　　3，8，428p；19cm
　　　奥付：戦時戦後のインフレーション経済

　　　118098127．　　　Tsu（：hiya＊＊V＊2446＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－OO45］
戦孚と日本経濟力／高橋亀吉著

　　　東京：千倉書房，1937．11

　　　5，7，240，53p；19cm

　　　1181297972　　　Tsuchiya＊＊lll＊2225＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO46］
大正七年以降財界ノ推移／服部勝威講述

　　　東京：啓明社（印刷），［1932］

　　　131p；22cm
　　　謄写印刷

　　　118107366X　　　Tsuchiya＊＊IV＊894＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO47］
第二次大戦と世界経回／国際決済銀行［編］；東京銀行調査
部訳

　　　東京：時事通信社，1947．3

　　　2，5，256p；21cm
　　　（國際決濟銀行年次報告／國際決濟銀行［編］；第15回
　　　（1944－45））

　　　118129807．　　　Tsuchiya＊＊lll＊2235＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO48］
致富新策／橋本重兵衛著

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1897］

　　　20p；19cm
　　　巻頭：致富新策，横浜，橋本重兵衛著

　　　累年比較表は明治30年まであり
　　　裏表紙東京市忠愛社印刷

　　　118156263X　　　Tsuchiya＊＊ll＊2034＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO49］
帝國主義の纒濟的基礎／ミハイル・パブロヴィッチ著；上田
茂樹訳

　　　東京：早稲田泰文社，1924

　　　3，3，242p；20cm

　　　118087361Z　　　Tsu（：hiya＊＊V＊641＊＊

東亜経濟論：ソ海蝕曲論／安平哲二述

　　　東京：東大協同組合プリント部，［1946］

　　　2冊；25cm
　　　［1］：ソ聯邦経済論

　　　出版年は［1］p5の記述より推定
　　　謄写印刷

　　　118129619　　　　Tsuchiya＊＊lll＊2048＊＊

　　　118129620U　　　Tsuchiya＊＊lll＊2048＊＊2

統制會と財閥／小宮山利政著

　　　東京：科学主義工業社，1942．1

　　　6，8，248p；18cm

　　　118129794％　　　Tsu（：hiya＊＊lll＊2222＊＊

統制経濟講話／波多野鼎著

　　　東京：日本評論社，1939．10

　　　2，7，308p；20cm
　　　附録：國家総動員法

　　　118109232R　　　Tsuchiya＊＊IV＊2812＊＊

統制経濟と経濟戦／大河内正敏著．一初版

　　　東京：科學主義工業社，1940

　　　7，4，150p；19cm

　　　118109231Q　　　Tsuchiya＊＊IV＊2811＊＊

統制経済の現状と将来／高橋亀吉著

　　　東京：朱雀書林，1941．9

　　　4，8，432p；19cm

　　　118129871　　　　Tsuchiya＊＊lll＊2290＊＊

［工022－OO50］

［1022－0051］

［1022－OO52］

［1022・一〇〇53］

［1022－0054］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22・一〇〇55］
都市國家と経濟／ハーゼブレック［著］；原随園，市川文蔵課

　　　大阪：創元社，1943．6

　　　20，8，3，388，12p；19cm
　　　（史學叢書）

　　　主要文献略號：p17－20

　　　118088430X　　　Tsuchiya＊＊V＊1668＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0056］
廿七八年戦役後之財政及日明／三島仁吉，柳澤泰爾共編

　　　東京：経濟雑誌社，1903．10

　　　2，12，826p；19cm

　　　118128938＋　　　Tsuchiya＊＊lil＊1455＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【工022－OO57］
日本インフレーションの研究／大内兵衛［ぽか］共著

　　　東京：黄土社，1946．6

　　　247p；19cm
　　　118107258X　　　Tsuchiya＊＊IV＊789＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［］＝022－OO58］

日本インフレーションの本質／黒田久太著

　　　東京：群衆館，1947．8

　　　346p；18cm

　　　1180981960　　　Tsuchiya＊＊V＊2525＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－0059］
日本金融資本戦／大阪毎日新聞社東京日日新聞社エコノミ
スト部編

　　　東京：日本評論社，1929．9

　　　2，10，493p；20cm
　　　（エコノミスト叢書；1）

　　　118129757＋　　　Tsuchiya＊＊l11＊2185＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0060］
日本経済恐慌の研究／Eugen　Varga編；茂森唯士訳

　　　東京：木星社書院，1932．4

　　　1，261p；19cm
　　　「世界政治・経濟研究所」輯録

　　　：L181298984　　　Tsuchiya＊＊IV＊3315＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO61］
日本経濟研究／土方成美著

　　　東京：日本評論社，1928．6
　　　3冊；26c孟

　　　118107921U　Tsuchiya＊＊IV＊1469＊＊上

　　　118107922v　Tsuchiya＊＊IV＊1469＊＊下
　　　118107923w　Tsuchiya＊＊IV＊1469＊＊付録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0062］
日本経濟再建の基本問題：特別調査委員會報告／［外務省特
別調査委員會編］

　　　［東京］：外務省調査局，1946．3

　　　145p；21cm
　　　（調三資料／外務省調査局；第9號）

　　　118087854Z　　　Tsuchiya＊＊V＊1173＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－0063］
日本経濟の再編成／笠信太郎著

　　　東京：中央公論社，1939．12

　　　6，244p；23cm

　　　1180989575　　　Tsuchiya＊＊V＊3320＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－0064］
日本経済の新課題：重要産業を中心として／正木千冬著

　　　東京：若狭書房，1947．11

　　　5，143p；19cm
　　　（明文化双書）

　　　118098087Z　　　Tsuchiya＊＊V＊2374＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO65］
臼本経済の針路：フル・エンプロイメントを目指して／石
橋湛山［著］

　　　東：京：東洋経済新報社，1959。3

　　　xx，392，4p；19cm

　　　1180889473　　　Tsuchiya＊＊V＊2221＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0066］
日本経濟論：全／阪谷芳郎述；菊池曉汀編纂

　　　東京：丸山舎書籍部，1912．11

　　　2，2，32，1009p；23cm

　　　118106565X　　　Tsuchiya＊＊IV＊193＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－0067］
日本産業構造の研究／山中篤太郎編

　　　東京：有斐閣，1944
　　　2，6，7，12，478p；22cm
　　　（日本學術振興野里23小委員會報告；．中小工業研究；2）

　　　118088239！　　　Tsuchiya＊＊V＊1463＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO68］
日本産業集中の実態／公正取引委員会事務局経済部調査課編

　　　東京：東洋経済新報社，1957．8

　　　viii，282p；21cm

　　　118129750Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊2180＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0069】
日本財界の現勢／東京商工会議所調査課編

　　　東京：改造社，1935．12

　　　2，194p；23cm

　　　118：L29805z　　　Tsuchiya＊＊111＊2233＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－0070】
日本財閥の解剖／高橋覇吉著

　　　東京：中央公論社，1930．4

　　　5，6，362p；23cm

　　　118129793＋　　　Tsuc｝1iya＊＊lll＊2221＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【1022－OO71］
日本資本主義の諸問題：資本主義と農村の階青田分化／向
坂逸郎著

　　　東京：黄土社，1947。7

　　　7，2，333p；21cm

　　　1180985942　　　Tsuchiya＊＊V＊2936＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－OO72］
日本資本主義護達史／成瀬秀雄，仁藤潔共著

　　　東京：三笠書房，1939．11

　　　218p；17cm
　　　（日本歴史全書；第11）

　　　118087481　　　　Tsuchiya＊＊V＊761＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－0073］
日本政治経濟の動向／日本経濟機構研究所著

　　　東京＝研三社，1947．6

　　　200，15p；19cm
　　　付録：重要日誌1945年8月一46年9月

　　　118088452．　　　Tsuchiya＊＊V＊1691＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO74］
日本猫占産業物語／岩井良太郎著

　　　東京：千倉書房，1934．11

　　　3，8，342p；19cm

　　　118129775＋　　　Tsuchiya＊＊llI＊2203＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［工022－0075］
日本の景気野州／東洋経濟新報社編纂

　　　東京：東洋経濟新報社，1931．6

　　　2冊；23cm
　　　下巻：日本の景気変動図表

　　　118129928＋　Tsuchiya＊＊lll＊2327＊＊下

　　　118129929Z　Tsuchiya＊＊川＊2327＊＊上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0076］
日本の財閥／ペヴズネル著；社会経済調査会訳

　　　東京：岩崎書店，1951．11－1952．5

　　　3冊；19cm
　　　K．ポポフ監修

　　　1181297871　　　Tsuchiya＊＊lIl＊2216＊＊1

　　　1181297882　　　Tsuchiya＊＊lll＊2216＊＊2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0077］
日本の人ロ問題／W．R．クロッケー著；近藤常次繹

　　　東京：南調川：，1935．5

　　　275p；20cm
　　　118109023P　　　Tsuchiya＊＊IV＊2563＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO78］
米國経濟事情／今野［源八郎著］

　　　［東京］：東大協同組合プリント部，［1946］

　　　128p；25cm
　　　表紙：昭和21年度講義
　　　謄写印刷

　　　118129618．　　　Tsuchiya＊＊lll＊2047＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－0079］
没落資本主義の「第三期」＝日本資本主義は没落しないか？／
猪俣津南雄著

　　　東京：大衆公論社：，1930．9

　　　5，8，367p；19cm

　　　1180987540　　　Tsuchiya＊＊V＊3106＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［工022－OO80］
明治三十七年ノ物債二及ホセシ戦孚ノ影響

　　　〔東京］：［農商務大臣官房統計課］，1905．10

　　　45p；26cm
　　　118128676！　Tsuchiya＊＊lll＊1198＊＊明治37

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－0081］
來年の景氣：難問山積の財界！！果たして景氣は出るか／伊
藤好道著

　　　東京：現平庭，1934．12

　　　63p；19cm
　　　（景氣叢書；1）

　　　1180985841　　　Tsuchiya＊＊V＊2925＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO82］
利権物語／時事新報社経濟部編一3版

　　　東京：：東洋経一新報社出版部，1928

　　　7，22，458p；20cm

　　　118129758％　　　Tsuchiya＊＊111＊2186＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1022－OO83］
臨時國民望濟調査三一確定調査報告案

　　　［東京］：臨時国民経済調査会，［19一］

　　　2，12，2，61，2，48p；26cm

　　　118127958Z　　　Tsuchlya＊＊llI＊380＊＊
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10233経済政策（明治30年代以降）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［工022－0084］
臨時國民経濟調査會要覧

　　　［東京］：臨時国民経済調査会，［1919．7凡例］

　　　2，98p；27cm

　　　118129092X　　　Tsuchiya＊＊lll＊1598＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0085］
わが国主要産業の実態／通商産業省通商企業局編

　　　東京：通商産業調査会，1950一

　　　冊；21cm
　　　第12編より「主要産業の實態」に改題

　　　118098186％　　　Tsuchiya＊＊V＊2515＊＊8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO22－0086］
我國の資本家團髄／森田良雄著

　　　東京：東洋経済新報社，1926．10

　　　4，2，6，319p；20cm
　　　附録：主要資本家団体一覧，定款及規約

　　　1181297781　　　Tsuchiya＊＊lll＊2208＊＊

　　　1023＝経済政策（明治30年代以降）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO23－OOO1］
監政論：全：附・毫溝監業晶晶來／井上甚太郎著

　　　東京：井上甚太郎，1898．9

　　　3，5，160p；22cm

　　　118169350Y　　　Tsuc卜iya＊＊1＊962＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1023－0002］
欧洲戦後の復興と各自面隠政策／大阪商業會議所書記局［編］

　　　大阪：大阪商業會議所，1926．6

　　　2，307p；22cm
　　　国際商業会議所発行の「Progress　in　economic　restoration」

　　　の翻訳

　　　118109241R　　　Tsuchiya＊＊IV＊2823＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO23－0003］
大島郡振興救濟策：附自叙略傳／伊東義尚述

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1926序］

　　　4，119p：肖像；23cm
　　　自叙丁丁：p101－119

　　　118154081T　　　Tsuchiya＊＊1＊1000＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1023－0004］
活法経賢愚／岡田良一郎著

　　　掛川町（静岡縣）：山内恒六
　　　静岡：報徳學圖書痴（血忌），1879．7

　　　2冊；23cm
　　　見返し：明治12年新案，山内氏蔵版
　　　和装，袋綴

　　　118152746z　Tsuchiya＊＊1＊692＊＊乾
　　　118152747－　Tsuchiya＊＊1＊692＊＊坤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1023－OOO5］
技術政策／藤沢威雄著

　　　東京：白揚社：，1943．3

　　　3，6，384p；22cm

　　　1180986987　　　Tsuchiya＊＊V＊3048＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1023－OOO6］
計査経濟と日本財閥：轄換期日本財閥の立髄的構成／樋ロ
弘著

　　　東京：味燈書屋，1941．3

　　　3，12，318p；22cm

　　　11812975：LZ　　　Tsuchiya＊＊1置1＊2181＊＊

　　　118129752－　　　Tsuchiya＊＊IH＊2181＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【IO23－0007］
経済安定本部行政史／戦後経済史編纂室［編］

　　　［東京］：［経済企画庁戦後経済史編纂室］，1955．12

　　　217p；24cm
　　　謄写版

　　　118087350X　　　Tsuchiya＊＊V＊621＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1023－OOO8］
経濟政策論／宇野弘蔵著

　　　東京：弘文堂書房，1936．5

　　　3，2，329p；23cm

　　　118098130V　　　Tsuchiya＊＊V＊2449＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO23－0009］
経済統制法年報／中央物債統制協力會議編

　　　東京：中央物債統制協力會議
　　　東京：日本評論社（発売），1942．10一

　　　冊；21cm
　　　第1巻：昭和17年
　　　118130329S　　　Tsuchiya＊＊llI＊2574＊＊1／1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO23－OO10］
懸賞募集我経濟界困弊ノ原因及其救治策／大阪商業會議所
［編］

　　　大阪：大阪商業會議所，1901．10

　　　2冊；22cm
　　　表紙：明治34年5月

　　　118155223S　　　Tsuchiya＊＊ll＊295＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1023－0011］
興産致富の道／前田正名述；菊池曉汀編

　　　東京：大學館，1914．12

　　　14，208p；23cm
　　　述者の肖像あり

　　　118087429！　　　Tsuchiya＊＊V＊708＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1023－OO　12］
高低螢賃政策の理論／森耕二郎著

　　　福岡：九州帝國大學経濟學會，1934．9

　　　41p；23cm
　　　「経濟學研究」第4巻3號の抜刷

　　　118107245T　　　Tsuchiya＊＊IV＊776＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO23－0013］
最近財界不況の實状並に之が原因と封策／日本経済聯盟會，
日本工業倶二部［編］

　　　［東京］：日本経済聯盟會，1931．5

　　　6，438p；22cm

　　　118107274V　　　Tsuchiya＊＊IV＊805＊＊

　　　118107275W　　　Tsuchiya＊＊IV＊805＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO23－OO14］
財政経濟冷感意見

　　　東京：原潜，1900．8

　　　77p；22cm
　　　118154030N　　　Tsuchiya＊＊1＊957＊＊
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10233経済政策（明治30年代以降）

商業政策／河津遙著

　　　東京：日本経済社，1902．5

　　　133p；24cm
　　　（経三三叢；第2編）

　　　118154086Y　　　Tsuchiya＊＊1＊1013＊＊

食糧増産の礎：酒匂常明博士傳／恩田鐵彌著

　　　東京：目黒書店，1945．2

　　　145p；23cm
　　　118087439＋　　　Tsuchiya＊＊V＊718＊＊

振鷺會調査書類其他

　　　［製作地不明］；［製作者不明］，［1932］

　　　1綴；28cm
　　　書写資料

［IO23－0015】

［IO23－0016］

［1023－0017］

文書「昭和7年6月，財政経済問題，振鷺會」あり
原稿用紙にペン書き，新聞記事切抜き，等8件の書類綴り

仮綴じ

118130273Q　　　Tsuchiya＊＊lll＊2580＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO23－OO18］
時局二封スル産業督働調査：第1次：附成績批判／岩手縣
内務部第四三編

　　　［盛岡］：岩手縣，1905．2

　　　2，2，124p；23cm

　　　118087723．　　　Tsuchiya＊＊V＊1038＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO23－0019］
重商主義制度と其歴史的意義／グスタフ・シユモラー［著］
；木岡永次郎鐸

　　　東京：三田書房，1923．6

　　　6，139p；19cm

118088241X　　　丁suchiya＊＊V＊1465＊＊

政治経二二防講義案／アダム・スミス［著］・

　　　京都：山口書店，1943．10

　　　328p；21cm
　　　1180982792　　　Tsuchiya＊＊V＊2618＊＊

世界経濟と技術／赤松要，小島清共著

　　　東京：商工行政社，1943．6

　　　5，10，634p；19cm
　　　（技術文化大系）

　　　1180986954　　　Tsuchiya＊＊V＊3045＊＊

［IO23－0020］

，樫原信一訳

［IO23－0021］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO23－OO22コ
世界経濟不況ノ現状及劃策／三菱経濟研究所［編］

　　　東京：三菱経濟研究所
　　　東京：巌松堂書店（発売），1932．8

　　　1，3，363p；22cm

　　　118107409V　　　Tsuchiya＊＊IV＊934＊＊

　　　118107410N　　　Tsuchiya＊＊IV＊934＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1023－0023］
大戦中の英国財政及当初の経済政策／大蔵大臣官房財政経
済調査課編

　　　東京：千倉書房，1937．12

　　　3，155，2，127p；19cm

　　　118107251q　　　Tsuchiya＊＊IV＊782＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1023－OO24］
調査時報／持株會社整理委員會調査部第二課

　　　1巻1號（昭23．4）一
　　　［東京］：持株會社整理委員會調査部第二課，1948一

　　　請求記号3Tsuchiya＊＊川＊2205＊＊

　　　所蔵年次：1950－1950
　　　所蔵巻次32（7）

転形期の政治と経済／高橋正雄著

　　　東京：黄土社，1947．10

336p；19cm

118088454＄ Tsuc卜iya＊＊V＊1693＊＊

日本経書再建の目標／木村禧八郎著

　　　東京：商工行政社
　　　東京：高山書院（襲爵），1940．8

　　　4，250p；23cm

　　　118130240K　　　Tsuchiya＊＊lll＊2543＊＊

［IO23－0025］

［1023－OO26］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1023－OO27］
日本経済新論＝近代日本の経済的発展／加田哲二著

　　　東京：慶磨出版社，1943．3

　　　392p；19cm
　　　118087851＄　　　Tsuchiya＊＊V＊1170＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO23－OO28］
日本経済の現位置と若干の見透／石橋湛山講述

　　　東京：東京銀行集会所，1937．2

　　　2，103p；21cm
　　　（銀行叢書；第31編）

　　　1181299390　　　Tsuchiya＊＊lIl＊2335＊＊31

日本工業政策／田中貢著．一改訂増補6版

　　　東京：栗田書店，1933．5

　　　6，396p：23cm

　　　118109313R　　　Tsuchiya＊＊IV＊2899＊＊

日本財政経済策／田尻門次郎著

　　　東京：同文館，1911．10

　　　192p；22cm
　　　「実業界臨時増刊」2巻7号
　　　同文館創業15週年記念

　　　118128721V　　　Tsuchiya＊＊川＊1292＊＊

【1023－0029］

［1023－OO30］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［IO23－OO31］
濱ロ内閣不高望政策の實相／立憲政友會會報局編

　　　東：京：立憲政友會會報局，1930．12

　　　2，8，277，52p；23cm

　　　118109636Z　　　Tsuchiya＊＊量V＊3229＊＊

富國捷径／福住正兄著

　　　［出版地不明］：福住弓蔵梓，1874．2

　　　43丁；23cm
　　　見返の書名：報徳方法冨國捷径

　　　和装
　　　2篇：報徳教會略辮

　　　118152079Y　　　Tsu（：hiya＊＊1＊113＊＊2

［1023－0032］
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JO10：鉱工業（明治30年代以前）

富國捷径／福住正兄述

　　　［出版地不明］：神習舎，［1875．5］

　　　37，8丁；23cm
　　　和装
　　　4篇：報徳永安法方辮
　　　附：本教略圖説

　　　出版年は37丁から
　　　福住蔵版

　　　118152081R　　　Tsuchiya＊＊1＊113＊＊4

富國捷径／福住正兄述．一訂正増補

　　　東京：有隣堂，〔1873序］

　　　4，55丁；23cm
　　　題簸書名：報徳教會富國捷径

　　　和装

　　　118152082S　Tsuchiya＊＊1＊113＊＊初

富國捷径／福住正兄述

　　　東京：有隣堂，［1878．10］

　　　32丁；23cm
　　　和装
　　　出版年は32丁目の記述による

　　　118152078x　Tsuc卜iya＊＊1＊113＊＊初／二

物償調節二二シ施設スヘキ事項

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，1918。9

　　　2，23p；26cm
　　　表紙：大正七年九月調

　　　118155907．　　　Tsuchiya＊＊ll＊1792＊＊

物債ノ調節二二スル政策

　　　［出版地不明］；［出版者不明］，［1919．8］

　　　14，231p；26cm
　　　表紙：代筆爲

　　　1181289201J　　Tsuchiya＊＊Ill＊1437＊＊

［1023－0033］

［IO23－0034］

［IO23－OO35］

［1023－0036］

［1023－0037］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1023－OO38］
米穀法に關する参考資料／全國取引所同盟聯合會米穀部幹
事會［編］

　　　［東京］：全国取引所同盟連合会米穀部幹事会，1928。11

　　　5，6，127，8，229p；22cm

　　　118155213R　　　Tsuchiya＊＊奮1＊289＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1023－0039］

報徳教會富國捷径／福住正兄謹述

　　　［出版地不明］：報徳教轟轟本社（蔵梓），［1874］一［1875

　　　文末］

　　　2冊；23cm
　　　題簸の書名：富國捷径3篇御神徳耕
　　　和装
　　　3篇：天祖御神徳辮
　　　4篇：永安法方写本白星図説

　　　118152080Q　　　Tsuchiya＊＊1＊113＊＊3

」010＝鉱工業（明治30年代以前）

足利繁昌記／鵜田遼鶴著

　　　足利町（栃木県）：両毛新報社，1897．10

　　　60p，図版3枚：肖像；19cm
　　　奥付：著者兼発行者野田國治

　　　118129747／　　　Tsuchiya＊＊lIl＊2176＊＊

［JO10－OOO　1］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JOIO－OOO2］
井上農商務大臣ノ談話．ワグ子ル氏ノ工業ノ方針
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ
　　　［東京］：農商務省，［1888．10序］

　　　18，85p；19cm

　　　118154425V　　　Tsuchiya＊＊ll＊530＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JO10－0003］

岩手の金山：青化製煉法の発明と金山の革命／岩手縣内務
部第四課編

　　　［盛岡］：岩手縣内務部第四課，1905。1

　　　96p，図版6枚；22cm

　　　118128228X　　　Tsuchiya＊＊llI＊725＊＊

烏龍茶紅茶傳習所報告／大橋協平編

　　　濱松町（静岡県）：大橋協平，1891．10

　　　28p；19cm

　　　118088026Y　　　Tsuchiya＊＊V＊1360＊＊

［JO10－0004］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JOIO－0005］
英国綿業論：日本綿業の将来をトす／田中穰著

　　　東京：東洋経済新報社，1956．5

　　　xxi，218，5p；22cm

　　　118088003T　　　Tsuchiya＊＊V＊1329＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JO10－0006］
大阪府勧業課諮問及報告書／大阪商法會議所［編］

　　　［大阪］：［大阪商法舌面所］，［1883］

　　　17，205，53p：19cm
　　　出版年は「天p1」による

　　　118152562V　　　Tsl」chiya＊＊1＊535＊＊

　　　118152563W　　　Tsuchiya＊＊1＊535＊A＊

大阪府工業概覧

　　　［大阪］：府立大阪商品陳列所，1903，1

　　　10，454，8p；22cm

　　　118127820U　　　Tsuchiya＊＊川＊230＊＊

各黒田制調査書／大藏省主税局編

　　　東京：大蔵省主税局，1905．3

　　　3，23，4，284p；22cm
　　　調査：江角蔵次郎

　　　118128415V　　　Tsuchiya＊＊llI＊945＊＊

釜石陰山調査報告／鑛山局［編］

　　　［東京］：農商務省鑛山局，1893．2

　　　56p；23cm
　　　報告：野呂景義，香村小録

　　　：L18：L28223s　　　Tsuchiya＊＊Ill＊719＊＊

［JOIO－OOO7］

［JO10－OOO8］

［JO10－OOO9］
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」0103鉱工業（明治30年代以前）

紙漉重小回／國東治兵衛撰；丹羽四脚画

　　　大阪：製紙印刷研鎭會，1925．6

　　　20丁，7p，図版5枚；23cm
　　　（製紙印刷研興野叢書；1巻）

　　　寛政10年刊本の複製
　　　影印
　　　和装

　　　118152147U　　　Tsuchiya＊＊1＊163＊＊

勧業雑誌

　　　1号（明15．10）一13号（明16．4）

　　　東京：勧業雑誌社，1882－1883

　　　13冊；19cm
　　　請求記号3Tsuchiya＊＊ll＊1062＊＊

　　　所蔵年次31882－1883
　　　所蔵巻次＝1－13

硝子官行：品川硝子製作所

　　　［東京］：［製作者不明］，［189一］

　　　1綴：26cm
　　　袋綴，ペン書きの書写資料

　　　118087681！　　　Tsuchiya＊＊V＊994＊＊

［JOIO－OOIO］

［JO　10－OO　11］

［JOIO－0012］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【JOIO・一〇〇13］

きぬのほまれ／菊池貞三編纂

　　　結城町（茨城縣）：絹魯社，1906．5

　　　4，147p，図版3枚；19cm
　　　茨城縣知事寺原長耀君題字，茨城縣事務官高橋諸随君序文，

　　　菊池貞三君編
　　　践：井口久米蔵

　　　118154029V　　　Tsuchiya＊＊1＊956＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JOIO－0014］
九州石炭集散及責買慣習取調報告／［堀文平，松島準吉調査］

　　　［東京］：東京高等商業學校，1905．5

　　　3，151p；23cm

　　　1180884872　　　Tsuchiya＊＊V＊1728＊＊

京都府著名物産調

　　　京都：京都府内務部第四課，1900．1

　　　2，3，230p，図版17枚；27cm

　　　118152350q　　　Tsuchiya＊＊1＊319＊＊

　　　118152351R　　　Tsuchiya＊＊1＊319＊A＊

［JOIO－0015］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JO10－0016］
清浦男爵産業論集／［清浦奎吾述］；神山潤次編

　　　東：京：博文館，1906．5

　　　273p；23cm
　　　118154021四　　　Tsuchiya＊＊1＊947＊＊

桐生商工案内／岩下龍太郎編

　　　桐生：桐生懇和會，1903．1

　　　2，8，233p，図版16枚：地図；20cm
　　　表紙：上陽桐生懇話會編纂

　　　118129473－　　　Tsuchiya＊＊lll＊1929＊＊

［JOIO－0017］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JOIO－0018】
金石封名表／武藤掌編；田中芳男，和田維四郎閲

　　　［東京］：［宮内省博物館］，1879．2

　　　40，44p；20cm
　　　金石学附録

　　　118109246w　　　Tsuchiya＊＊IV＊2828＊＊

魚油蝋編／柁川温著

　　　東京：有隣堂，18922
　　　3，139p，図版6枚；25cm

　　　118128503T　　　Tsuchiya＊＊lll＊1037＊＊

久留米側／津原順吉著

　　　福岡：吉田友吉　1896．12
　　　　　　　　　　ツ
　　　11，130，32，13p；22cm
　　　付録：久留米緋沿革誌（篠原省三編）

　　　118129746＄　　　oTsuchiya＊＊lll＊2175＊＊

群馬縣織物業沿革調査書

　　　［前橋］：群馬県内務部，1904．11

1冊；22cm

1181559670 Tsuchiya＊＊ll＊1852＊＊

［JO10－0019］

［JO10－OO20］

［JO　10－0021］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JO　10－0022］
工業視察紀要

　　　［東京］：農商務省商工局工務課，1896，7一

　　　冊；23cm

　　　118127818．　Tsuchiya＊＊lll＊228＊＊織物之部上

　　　11812781g　　Tsuchiya＊＊lll＊228＊＊織物之部下

　　　118127868Z　Tsuchiya＊＊Ill＊228＊＊陶磁上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1：JO10－OO23］
工藝品意匠之沿革

　　　［東京］：農商務省商工局，1900

　　　42p図版78枚；27cm
　　　（農商務省商工局臨時報告／農商務省商工局口；号外）
　　　「農商務省商工局臨時報告」号外（明治33年3月）

　　　118155268．　　　Tsuc卜iya＊＊Il＊347＊＊

鑛山法例

　　　［東京］：農商務省丁丁局，1892．5

　　　2，163p；20cm

　　　118128233T　　　Tsuchiya＊＊lll＊728＊＊

鑛山法例

　　　［出版地不明］：［出版者不明］，［1884］

　　　4，72p；20cm
　　　目次：従明治4年至同17年

　　　118128232S　　　　Tsuchiya＊＊Ill＊727＊＊

紅茶製法纂要／多田元吉編

　　　東京：中溝熊象，1878

　　　2冊；23cm

　　　118150716U　Tsuchiya＊＊ll＊1311＊＊上

　　　118150717V　Tsuchiya＊＊ll＊1311＊＊下

紅茶製法書：全／内務省勧業寮

　　　［東京］：内務省勤業寮，1874，3

　　　17丁；22cm
　　　附録：紅茶利益ノ諭告
　　　和装，袋綴

　　　1181565992　　　Tsuchiya＊＊ll＊2346＊＊

　　　118156600S　　　Tsuchiya＊＊ll＊2346＊A＊

［JO　10－0024］

［JOIO－0025］

［JOIO・一〇〇26］

［JOIO－OO27］
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呉服往来／池田東簾亭［著］

　　　大阪：監屋喜兵衛，天保8［1837］

　　　30丁；23cm
　　　見返し：

　　　巻末：池田二二亭書
　　　題簸：呉服往来全

　　　和装

　　　118152485Z　　　Tsuchiya＊＊塵＊459＊＊

［JOIO－OO28］

東南亭池田先生著臨書，京摂曼監玉松軒合鏑

砂糖暑説

　　　［東京］：勧農局，1879．2

26p；22cm

1181278982 Tsuchiya＊＊lll＊318＊＊

［JOIO－0029］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JOIO－0030］
産業視察録：全：憂溝・北海道・沖縄・九州／井上甚太郎著

　　　東京：井上甚太郎，1897．5

　　　2，320p；23cm

　　　118128353W　　　l「suchiya＊＊lIl＊885＊＊

世七八年戦役中の本邦紡績業／庄司乙吉著

　　　大阪：大日本紡績聯合會，1916．1

　　　5，181p；23cm

　　　118098743＋　　　Tsuchiya＊＊V＊3094＊＊

試金要暑：全／岩佐巌著

　　　［東京］：東京大學，1882．1

　　　2，11，168p；20cm

　　　118129058Z　　　Tsuchiya＊＊Ill＊1572＊＊

諸職往来

　　　京都：升屋勘兵衛，［1一］

　　　16丁；22cm
　　　題叢：假名讃入諸職往来全
　　　和装本，袋綴

　　　1181520330　　　Tsuchiya＊＊1＊82＊＊

［JOIO－0031］

［JO10－OO32］

［JOIO－OO33］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JO10－OO34］
清韓輸出本邦綿糸、綿布、燐寸、紙巻煙草調査資料／農商務
省商工局［編］

　　　東京＝農商務省商工局，1904．7

　　　8，228p；22cm
　　　工産調第一編

　　　118154026S　　　Tsuchiya＊＊1＊954＊＊

　　　118154027T　　　Tsuchiya＊＊1＊954＊A＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JO10－OO35］
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）：農商務省農事試験場，1904。2

　　　29丁・23cm　　　　　　，
　　　和装

　　　118154971．　　　Tsuchiya＊＊lI＊48＊＊

實業調査書／京都府［編］

　　　京都：京都府，1920．5

　　　4，4，458，59p；26cm

　　　118128311Q　　　Tsuchiya＊＊lll＊833＊＊

［JO10－OO36］

製油録／大蔵永常著；松川半山画

　　　大坂：河内屋長兵衛，天保7［1836］

　　　2冊：挿図；22cm
　　　和装

　　　118150734U　　　Tsuchiya＊＊ll＊1327＊＊

製造機械品目／東京赤羽工作分局［編］

　　　東京：東京赤羽工作分局
　　　東京：製紙分社（印行），1881．10

　　　123p；27cm
　　　118128950Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊1467＊＊

製茶粗製濫造改良意見書

　　　神戸：神戸港貿易茶商組，［1883］

　　　13p；19cm
　　　発行年は7頁より

　　　118128396＄　　　Tsuchiya＊＊Ill＊928＊＊

製糖試験録／勧農局編

　　　東京：内務省勧農局，1880．1－5

2冊；21cm

118152564×
118152565Y

Tsuchiya＊＊1＊538＊＊

Tsuchiya＊＊1＊538＊A＊

西洋更紗骨法書：完／是洞能凡類訳

　　　［東京］：東：京府勧業課，1879。1

　　　211，10p；19cm

　　　118099282！　　　Tsuchiya＊＊ll＊1759＊＊

西洋染色法＝上下／［齊藤二二課］．一訂正

　　　［東京］：東京府勧業課，1878．1

　　　2，13，54，52，20p；19cm

　　　1181278993　　　Tsuchiya＊＊lll＊320＊＊

撮州灘酒造法實験説／畑中醇治著

　　　東京：画業社，1889．10

　　　2，3，2，186p；19cm

　　　118088028－　　　Tsuchiya＊＊V＊1362＊＊

染物秘傳書／西原勝三郎著

　　　函南村（静岡縣）：西原勝三郎，1895．7

　　　23p；19cm
　　　表紙：西原漏泄著
　　　表紙：東洋織物講習丁丁

　　　118127740V　　　Tsuchiya＊＊lll＊150＊＊

大日本織物誌／須永金三郎著

　　　東京：博文館，1888．11

　　　3，231p；19cm
　　　附録：実用染色法

　　　118128307v　　　Tsuchiya＊＊lIl＊827＊＊

大日本産業事蹟／大林雄也編輯

　　　東京：目黒伊三郎，1891

　　　2冊；20cm

　　　118150769　Tsuchiya＊＊ll＊1609＊＊上

　　　118150770u　Tsuchiya＊＊ll＊1609＊＊下
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［JO　10－0037］

［JO10－0038］

［JO　10－0039］

［JOIO－0040］

［JO　10－0041］

［JO10－0042］

［JO10－OO43］

［JO10－0044］

［JOIO－0045］

［JO10－0046］
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JO10－OO47］
筑豊炭鉱誌：附・三池炭鉱誌／高野江基太郎著

　　　門司：中村近古堂，1898．5

　　　735，49p；22cm

　　　118088482／　　　Tsuchiya＊＊V＊1722＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JO10－0048］
筑豊地方二於ケル炭磧経理ノ状況調査報告書／服部保次郎
［著］．大阪町於ケル輸出機械織布調査報告書／山内定爾［著］

　　　東京：東京高等商業學校，1905．8

　　　2，35，2，2，86p；22cm

　　　118155928！　　　Tsuchiya＊＊ll＊1810＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JOio－OO49］
地質調査報文分析之部／農務局地質課

　　　［東京］：農商務省農務局，1881，12

　　　2，2，195p，図版3枚；23cm

　　　表紙：明治14年6月

　　　118152476z　　　Tsuchiya＊＊1＊451＊＊1

　　　118152477－　　　Tsuchiya＊＊1＊451＊A＊1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JOIO－0050］
鐵考／大藏省略

　　　［東京］：大蔵省，1892．4

　　　3，266p；23cm

　　　118155961．　　　Tsuchiya＊＊ll＊1845＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JO10－0051］
電信沿革略史

　　　［東京］：逓信省電務局，1892．9　　　　　　　／

　　　64p；20cm
　　　118155972＄　　　Tsuchiya＊＊ll＊1857＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JOIO－OO52］
特用作物論＝全／本田幸介講述．一再版

　　　［東京］：見山慶二郎，1898．5

　　　6，599p；23cm

　　　118128319Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊843＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JOIO－OO53］
特許藍綻製造藍合成剤法分権要書／尾高惇忠，加藤彦七郎
共述

　　　［仙台］：［出版者不明］，1892．2

　　　26p；19cm
　　　118128086Z　　　Tsuchiya＊＊lll＊522＊＊

土木工要録／内務省土木局編

　　　東京：内務省，1881．3

　　　5冊；26cm
　　　和装

　　　118129059－　Tsuchiya＊＊lll＊1574＊＊天
　　　118129060S　Tsuchiya＊＊lll＊1574＊＊地

　　　118129061T　Tsuchiya＊＊Ill＊1574＊＊附録

内外糖業調書

　　　［出版地不明］

　　　36p；26cm

　　　118128318X

：［出版者不明］，［1899？］

　Tsuchiya＊＊lll＊838＊＊

西陣織物調査／大阪税務監督局

　　　大阪：大阪税務監督局，1928．8

　　　6，109，68p；23cm

　　　118155966Z　　　Tsuchiya＊＊lI＊1851＊＊

［JO10－0054］

［JO10－OO55］

［JO10－OO56］

日本機織雑纂／山田三郎編

　　　京都：木村彌七郎，1900．6

　　　2，6，85p；22cm

　　　1ユ8088314Y　　　Tsuchiya＊＊V＊1535＊＊

［JO10－OO57］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JOio－OO58］
日本金石産地／武藤三編；田中芳男，和田維四郎閲

　　　［東京］：［宮内省博物館］，1879．2

　　　10，160p；20cm
　　　標題紙：金石学附録

　　　118109248Y　　　Tsuchiya＊＊IV＊2829＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JO10－0059］
日本鉱業会誌／日本鉱業会

　　　1（明18）一v．104，no．1210（［19］88．12）

　　　Vol．104，　no．1210（’88．12）の責任表示：資源・素材学会

　　　Vol．104，　no．1210の並列タイトル：Journal　of　the　Min－

　　　ing　and　Metallurgical　Institute　of　Japan

　　　請求記号：Tsuchiya＊＊lll＊710＊＊

　　　所蔵年次31885－1885
　　　所蔵巻次＝1，4－5

日本鑛産地

　　　［東京］：農商務省鉱山局，1900．5

　　　5，14，703，3，11p；19cm

　　　118128220P　　　Tsuchiya＊＊lll＊716＊＊

［JO　10－0060］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JO10－OO61］
日本最大之機業地：附西陣商工人名録／小原豊著

　　　京都：小原豊，1899．11

　　　114，40p；19cm

　　　118154802U　　　Tsuchiya＊＊Il＊994＊＊

日本小工業之前途／芝川又三郎著；島芳二面

　　　京都：島芳蔵，1904．11

　　　10，115，2p；23cm

　　　lt81081040　　　Tsuchiya＊＊IV＊1619＊＊

［JO10－0062］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JO　10・一〇〇63］

日本醸酒編／アトキンソン撰著；中澤岩太，石藤豊太共課

　　　［東京］：東京大學，［18一］

　　　2，2，191p；28cm
　　　（理科會粋；第五族）

　　　1t8128463Y　　　Tsuchiya＊＊lll＊999＊＊

日本中部工業ノ景況／中村貞吉

　　　［東京］：［工学會事務所］，188－

　　　50p；20cm
　　　工學會八専72巻抜葦

　　　118155955／　　　Tsuchiya＊＊II＊1839＊＊

日本之工業／井上吉太郎著

　　　東京：井上野太郎，1897．10一

　　　冊；22cm
　　　序：日本の工業

　　　1ユ8152534U　　　Tsu（：hiya＊＊1＊503＊＊

［JOlO－0064］

［JO10－0065］
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