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統計資料シリーズの発刊に際して

 日本経済統計文献センターは，1971年以来統計データの整備・加工・システム化について

新しい活動を開始した。この活動は，1800年代以降の日本経済に関する統計資料の発掘所在

調査を行い，統計原データを一定の基準において連続する系列として整理採録し，またこれ

らのデータを加工して経済分析上有用な統計量を推計し，さらにそれらをシステム化してデー

タ・バンクとしての機能を発揮し，すべての研究者に情報を提供して共同利用の実を上げる

ことを目標としている。

 このようなセンターの活動にともなって，統計文献に関する調査や統計データの整備・開

発が行われるが，それらの成果を発表し，広く統計データ利用者の便宜に供することとした。

ここに「統計資料シリーズ」として発表するものがそれである。

 上述のセンターの活動には，その対象によっては，きわめて長期間の作業を必要とするも

のもあるし，また比較的短期間にそれを完了することのできるものもあり，作業成果は必ず

しも定期的にえられるわけではない。したがって，このシリーズは定期的に刊行するわけで

はなく，センターの活動の進展にともない，成果のまとまった段階で随時発表する予定であ

る。

1972年12月8日

日本経済統計文献センター長＊

      石  川    滋

＊1988年4月8日付で「日本経済統計情報センター」と改組された。





は じ め に

 ここに，『日本帝国 外地関係統計資料目録』の標題の下に「関東州・樺太・南洋群島編」「朝鮮編」

として二分冊で上梓するものは，本日本経済統計情報センターが，その前身である日本経済統計文献

センター以来の調査・収集活動に依拠するものである。1985年に刊行した『日本帝国領有期 台湾関

係統計資料目録』に続くものであるが，対象が台湾の様に日本が植民地化した地域と異なり，樺太お

よび千島といった日本固有の領土であった地域を含むので，それらの地域を包括する法制上の名称で

ある「外地」という標題を使用することとした。

 朝鮮についてはもとより，関東州・南洋群島が日本の支配下に入るに至った歴史的経緯については，

研究者の間では，周知のことであり，ここでことさらに記す必要もないであろう。これらの地域につ

いての政府機関等の刊行物については，故東畑精一先生の指導の下に，旧宗主国の責務であるとして

遂行されたアジア経済研究所の『旧植民地関係機関刊行物総合目録』があり，多くの研究者により利

用されてきているが，統計資料については，逐次刊行物として特殊の取り扱いが必要であり，かつそ

の後各大学図書館等から旧外地関係資料の所蔵目録が刊行されるようになり，情報量も増えているの

で，それらの情報を出来る限り取り込み，総合的に編纂することを試みた。

 本目録に反映されている本センター所蔵資料の蓄積には，これ迄の一橋大学経済研究所所員の研究

活動に負う所が大であり，永年に亘って多くの文部省科学研究費の補助を得ている。代表的な一，二

のものを示すならば，

  溝口敏行研究代表者「戦前期日本人の海外における経済活動の統計的研究」（一般研究（B）昭和49年

   度）

  梅村又次研究代表者「「旧日本帝国」の数量経済史的分析」（一般研究（A）昭和53－55年度）

がある。この研究の過程での資料収集は，研究者の共同作業だけではなく，センターも，その事業の

一環として参加してきた。特に，資料の所在調査をはじめ収集作業には本センター職員高橋益代氏の

協力を得ている。資料情報には研究分担者以外にも村上勝彦東京経済大学教授はじめ多くの学外の研

究者の支援を得ている。また資料収集には北海道大学附属図書館，山口大学経済学部東亜経済研究所

などの特殊な集書で知られている機関はじめ各資料所蔵機関のご厚意を悉くした。それ等は，凡例に

記してある。

 目録作成作業は本センターの統計資料目録のデータベース化作業の一環に組み込むことによって，

文部省科学研究費データベース形成経費の援助を得た。このシステムの基本型の開発には，当時本セ

ンターに勤務していた周防節雄現神戸商科大学教授が中心となって当り，その後も種々の助言を得て

いる。

 ファイルの編成には，高橋益代氏の手を煩わしているが，印刷用出力リスト作成のプログラム処理

には当初は瀧口夏美氏後そして最終的には吉澤照子氏の手を煩わした。記して謝意にかえたい。

  1994年1月

日本経済統計情報センター主任

       松 田 芳 郎
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凡 例

収録の範囲：

 この目録は日本の所謂「旧外地」領有期における各外地に係わる統計調査資料及び統計関連資料（文

書を含む）の所在目録である。現地刊行または配布のものを中心としているが，日本内地で発表され

たものでも該地に関係あるものは収録した。地方資料については一橋大学所蔵のものと一部他機関の

ものにとどめて全般的な調査は行っていない。また月次刊行物については，年報告を補完するような

もの（例：関東州貿易月表）及び外地統計協会の刊行物のみを採録し，「調査月報」類は採録していな

い。

 所在調査の対象は1993年12月現在での本学内4機関の所蔵と，一橋大学で未所蔵の資料については

各種目録を検索して所蔵箇所を確認し，実地調査が可能な場合には閲覧または書庫内調査を行い，実

物での確認作業を行った。但し，一橋大学以外のものは調査の時期が長期間に渡りまちまちであるの

で，一律に何時現在の確定はできない。調査を行った機関の名称ならびにその略称は別表（1）の通りで

ある。

 印刷の都合上「関東州・樺太・南洋群島編」と「朝鮮編」との2分冊とし，旧外地全般を対象とし

ている資料は「朝鮮編」に収録してある。また索引は別冊とし，次年度に刊行の予定である。

 なお，台湾については先に『日本帝国領有期 台湾関係統計資料目録』（統計資料シリーズ No．30）

を刊行している。また，満鉄の刊行物には関東州に係わるものが多数あるが，今回は関東州を対象と

しているものおよび南満州を中心としていて，関東州域をかなり含んでいるもののみを採録している。

その他の資料については『「満州」関係経済文献目録』（山本有造編 1992．3）を参照されたい。

配列の基準：

 大綱は主題分類で，先に本情報センターで刊行した『日本帝国領有期台湾関係統計資料目録』（統計

資料シリーズ No．30）の分類表に多少の修正を加えたものを採用した。

 その下の配列順位は資料作成機関（作成者）二一無著者名資料は末尾に一。採録資料作成機関の名

称は別表（2）の通りである。なお，朝鮮の分は「朝鮮編」に記載する。

記載の方式：

 大体において上記の台湾の目録に準じているが，今回は初期入力から電算機処理にて作業を行った

ので，多少変更している箇所もある。

 1．継続刊行物（多巻ものを含む）

   アイテム・ナンバー（各地域別4桁の一連番号）・書名を主記入とし，次に作成機関名（別表（2））

  作成機関名の下は各年次毎・各冊毎に小番号を与え，回次・内容年次・刊行年月・所蔵機関名を

  並列記載。但し，月次刊行物は毎年で一括して小番号を付与，欠号がある場合には，〔注記〕にそ
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 の旨を記入してある。一橋大学未所蔵分については調査した機関の内の一機関名のみを掲げてあ

 る。

 編者変遷，刊行者変遷，シリーズ名（複数ある場合は／で区切って並記），注記（書誌事項・所

蔵事項等）は各見出しを立てて一括記載した。資料の表紙または扉に明示のない調査年次は〔調

査時点・期間〕の見出しで一括し，小番号と対応させてある。

  〔復刻版〕（市販版）があることが判明したものは①．日本国内で刊行のものは注記扱いとし，

国外で刊行されたものは一項目として新しくアイテム・ナンバーを付与し，別資料とした。

  〔他書誌掲載頁〕はアジア経済研究所の『旧植民地関係機関刊行物総合目録』に採録されてい

るものにたいしてその掲載頁を参考までに記載した。

  〔内容〕として資料の典拠や内容に係わる注釈等を記述した。

2．継続刊行物で書名の変遷がある場合には，書名毎に一項目とし，アイテム・ナンバーは初出の

ナンバーに枝番号を付して継続であることを示す。

 例：0001関東都督府統計書

    0001－1 関東庁統計書

    0001－2 関東局統計書

    0002 関東庁統計要覧

    0002－1 関東局統計要覧

 継続刊行物で〔作成機関〕の変遷がある場合には，初出の機関名の下に掲載してある。

3．単発資料（文書類を含む）

  アイテム・ナンバー・書名・作成機関名の下は編者（下部部局まで）・刊行者・刊行年月・頁数・

所蔵機関名。

  〔内容〕〔シリーズ名〕〔注記〕〔復刻版〕等は上記に同じ。

4．所蔵箇所の内，

 情報センターで所蔵しているものが，複製物であるときは，判る限り底本の所蔵機関名も記入

 （欠頁等あって複数の機関から複製した場合には主なる複写先を記入）また複製が全冊でなく抜

粋の場合には（）で括り，（統セ）と表示して区別してある。

 所蔵未確認の機関には機関名の後に＊を附してある。

5．書名・編者名等が旧字体のものは原則として新字体に変換した。（例：韓國→韓国）

 但し，韓国政府の刊行物と現大韓民国内で復刻されたものは原本通りとした。

 以上の目録作成作業の詳細および電算機処理の方法については「戦前期日本経済統計資料の目録編

成」（『大学図書館研究』第42号 pp．43－48）に紹介してある。
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＝参考書誌・所蔵目録一覧＝

（一橋大学以外施設の所蔵資料調査等に利用した書誌・目録類（冊子体））

1．アジア経済研究所『旧植民地関係機関刊行物総合目録 朝鮮編』1974。3

    一     『旧植民地関係機関刊行物総合目録 満州国・関東州編』1975．3

    一     『旧植民地関係機関刊行物総合目録 南満州鉄道株式会社編』1979．3

    一     『旧植民地関係機関刊行物総合目録 索引編』1981．4

2．帝国図書館・国立国会図書館『帝国図書館和漢書書名目録 第1～7編』明治32．12一昭和41．12

  国立国会図書館憲政資料室『大野緑一郎関係文書目録』

3．内閣文庫『内閣文庫明治時代洋装図書分類目録』昭和42．3

  国立公文書館『内閣文庫大正時代刊行図書分類目録』昭和54．11

        『内閣文庫所蔵昭和前期刊行図書分類目録』昭和57．9

4．総理府統計局『総理府統計局図書館 蔵書目録（和書の部） 増補改訂版』昭和48．3

5．司法省調査課『和漠図書目録 昭和11年末現在』昭和12．

  法務府法務図書館『和漢図書目録 追録1 自昭和12年1月至23年8月』昭和24．

6．農林省図書館『農林省図書館 蔵書目録 第1巻 著者名編』昭和45．3

    一   『日本農業文庫目録 第1～3巻』昭和32．3－34．2

7．東洋文庫近代日本研究室『東洋文庫所蔵 近代日本関係文献分類目録 和書・マイクロフィルム

   の部 2』1962．3

8．大阪府立図書館『大阪府立図書館天王寺分館蔵 大原文庫和漢書分類目録』昭和44．3

9．全国農業協同組合中央会協同組合図書資料センター『那須文庫目録 第1巻 農業篇』昭和60．3

10．東京商工会議所『和漢図書分類目録 改訂版』『追加 1』昭和12．3，13．3

11．大阪商工会議所『図書分類目録 昭和12年』『第1回追加目録（自昭和12年4月至17年5月）』昭

   和12．6，18．4

12．北海道大学附属図書館『北海道大学附属図書館所蔵 旧外地関係資料目録（明治一昭和20年）』昭

   和50．3

    一 経済学部『北海道大学経済学部所属 高岡・松岡旧蔵パンフレット目録 第1分冊』

   昭和55．7

13．福島大学東北経済研究所『福島大学経済学部所蔵文献目録一義植民地関係資料一』（「東北 経済」

   第81号別刷）

14．学習院大学『「友邦協会・中央日韓櫨会」文庫 資料目録』昭和60．3

15．東京大学社会科学研究所『東京大学社会科学研究所所蔵 岡野鑑記旧蔵資料目録』1990．10

16．東京経済大学図書館『東京経済大学図書館所蔵 桜井義之文庫目録一朝鮮関係文献一』1976．7
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17．法政大学図書館『協調会文庫目録（和書の部）』昭和52．11

18．早稲田大学図書館『早稲田大学和漢図書分類目録⑳ 統計之部』昭和14．3

19．横浜国立大学経済学部貿易文献資料センター『貿易文献資料センター所蔵目録（1×2）』（エコノミア

   第75，77号別刷）

20．富山大学日本海経済研究所『高岡高等商業学校蔵書分類目録一和書の部一 改訂版』1984．

21．滋賀大学経済経営研究所『滋賀大学経済学部備付 満蒙関係資料目録』昭和57．3

             『滋賀大学経済学部備付 朝鮮関係資料目録』昭和58．12

             『滋賀大学経済学部備付 台湾・南方・樺太関係資料目録』昭和60．3

    一        『滋賀大学経済学部備付 旧植民地関係資料目録（補遺）』平成4．7

22．京都大学経済学部調査資料室『旧植民地関係資料目録』（調査資料室報 No．3）1978．3

23．神戸大学附属図書館『神戸大学附属図書館六甲台分館所蔵 明治期刊行図書目録』昭和52．3

24．岡山大学農業生物研究所『岡山大学農業生物研究所図書館 和文雑誌目録 1977』昭和53。3

25．山口大学経済学部東亜経済研究所『東亜関係蔵書目録一和漢書分類の二一 1981年3月末現在一』

   1988．3 附．書名索引・著者名索引の部

26．大分大学経済研究所『大分大学経済研究所所蔵 戦前期文献目録 1．旧植民地・海外諸国編』

   昭和61．3

27．鹿児島大学農学部図書室『鹿児島大学農学部雑誌目録 和文篇 1980年9月現在』1981．3

28．中央日韓協会・友邦協会『朝鮮財政・金融発達史参考資料一中央日韓協会の蔵書と朝鮮関係の史

   料について』（資料第1号） 昭31．1

29．近藤三一 編『朝鮮関係文献・資料総目録』 巌南堂書店 昭42．2

30．友邦協会『友邦協会所蔵 朝鮮関係文献・資料総目録 2』 昭47．12

31．大月健（京都大学農学部）編『旧植民地関係資料（未定稿） 朝鮮，満鉄』 2冊

32．井村哲郎「『旧植民地関係機関刊行物総合目録』満州国・関東三編，満鉄編補遺（米国議会 図書

   館所蔵旧植民地関係目録 1）」『アジア経済資料月報』 第34巻 第11号 1992．11

33．ソウル国立図書館『蔵書分類目録 解放以前日二部 第五巻』1963．3

34．〔ソウル大学校図書館〕『経済文庫目録』〔旧京城帝国大学朝鮮経済研究所所蔵文献〕

35．北海道総務部行政資料室『樺太関係文献総目録』昭和45．3

36．小樽商科大学経済研究所資料部『樺太・千島関係資料目録』1986．11

37．京城帝国大学法文学部朝鮮経済研究所『朝鮮統計総撹j昭和6．9

38．朝鮮総督府『朝鮮総督府及所属官署主要刊行図書目録 昭和13年6月末現在』昭和13．11

39．朝鮮銀行調査課『調査課刊行物目録 自昭和6年1月至昭和11年6月』昭和11．7

40．姫野實『朝鮮経済図表』朝鮮統計協会 昭和15．12
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統計資料

 総合統計

  全 域

  地 方

 土地・気象

  土 地

  気 象

  災 害

 人 口

  人ロー般

  人口静態

  人口動態

  生命表

 労 働

   （賃金はここに）

  共済組合

 経 済

  経済一般

   （行政を含む）

  国富・国民所得

  財政・金融

  生計・物価

  企 業

   （団体・産業組合を含む）

 産業一般

   （殖民を含む）

 農林水産業

  農 業

  農業経済

   米

   その他

  畜産業

  林 業

  水産業

 鉱 業

  金 属

  非金属

 土 木

 エネルギー産業

〈主題区分表〉

1001
100110
100120
1002
100210
100220
100230
1003
100300
100310
100320
100330
100400

10』0420
1005
100510

100520
100530
100540
100550

100600

1007
100710
100711
100712
100713
100720
100730
100740
1008
100810
100820
100900
101000

 商工業            1011

  商工業一般          101110

  工業      101120
  商業      101130
  貿易      101140
 運輸・通信           1012

  運輸      101210
  通信      101220
 社 会            1013

  生活状態           101310

  社会事業           101320

 衛生      101400
 学事      101500
   （出版を含む）

 宗教      101600
 旧慣      101700
 在外朝鮮人           101800

   （在内地朝鮮人を対象とする内地機関の刊行

   物は除く）

 司法      101900
 警察      102000
   （消防を含む）

 軍事      103000
統計関連資料

 統計調査関係資料        20210

  法令一般           202100

  統計法規等          202110

 統計関連二次文献        2022

 （地名・地図等）

  地名・行政区画        202210

   （辞典を含む）

  地図      202220
  年表      202230
  書誌・目録           202240
 参考文献            2023＊

   （社史ならびに参考となる図書・資料）

   5～6桁を主綱表の01～30で展開する
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別表（1） 所蔵箇所一名称および略名表一

一橋大学

 附属図書館

 経済研究所

 産業面営研究施設

 日本経済統計情報センター

図

研

産研

統セ

公共図書館・研究所・専門図書館

 国立国会図書館            国会図

 （法令議会資料室・憲政資料室を含む）

国立公文書館内閣文庫

総務庁統計図書館

外務省外交史料館

法務省法務図書館

大蔵省文庫

農林水産省図書館

通商産業省図書館

通商産業省産業政策史研究所

農林水産省農業総合研究所

アジア経済研究所

日本銀行金融研究所図書室

東京商工会議所商工図書館

大阪商工会議所図書館

東京市政調査会

東洋文庫

全国農業協同組合

 協同組合図書資料センター

紙の博物館

中央日韓協会・友邦協会

全国樺太連盟

南洋群島協会

北海道立文書館

市立函館図書館

大阪府立中之島図書館

大阪府立論陽丘図書館

（旧外地所在）

国立中央図書館台湾分館

国立中央図書館

ソウル大学校図書館（経済文庫）

樺太庁図書館

米国議会図書館

高文晶

晶計図

外交史

法務図

大文庫

農林図

通産図

産業急

雷総研

アジ研

日銀図

東商図

大商図

東市政

東文庫

心組一

紙博

日韓協

全樺連

南洋協

道文書

函館図

大阪図

夕陽図

心湾図

韓国図

経文庫

樺太図

DLC
13

回忌（地域別）

 北海道大学附属図書館

 北海道大学経済学部図書室

 小樽商科大学附属図書館

 小樽商科大学商学部

  経済研究所

 東北大学附属図書館

 福島大学東北経済研究所

 宇都宮大学附属図書館

 東京大学附属図書館

 東京大学経済学部図書室

 東京大学社会科学研究所

 東京大学東洋文化研究所

 東京経済大学図書館

 法政大学大原社会問題研究所

 早稲田大学図書館

 横浜国立大学経済学部

  貿易文献資料センター

 富山大学日本海経済研究所

 名古屋大学農学部図書室

 滋賀大学附属図書館

 京都大学法学部図書室

 京都大学経済学部図書室

 京都大学農学部農経回室

 京都大学人文科学研究所

 大阪市立大学附属図書館

 神戸大学附属図書館（六甲台）

 神戸大学経済経営研究所

 天理大学図書館

 岡山大学農業生物研究所

 山口大学東亜経済研究所

 九州大学附属図書館

 九州大学経済学部図書室

 九州大学農学部図書室

 長崎大学附属図書館経済学部分室

 大分大学経済学部経済研究所

 鹿児島大学農学部図書室

北大図

北大経

樽商図

樽商研

東北図

福島経

宇大図

東大図

東大経

東社研

東文化

東経大

法大研

早大図

横国研

富大研

名大農

滋大図

京大法

京大経

京大農

京大人

大市図

神大図

神大経

天理図

岡大研

山口研

九大図

九大二

九大農

長大経

大分二

三大農



別表（2》

《関東州》

関東洲民政署

関東都督三

関東庁

関東局

関東州庁

関東州経済調査委員会

地方機関

 二二民政署（旅順警察署もここへ）

 大連民政署

 金州民政署

 普蘭店民政署
 ヒ  シ カ

 狼子窩民政署

 大連市

外務省

拓務局

中央気象台

中央物価統制協力会議

満洲国

南満洲鉄道株式会社

大連取引所

大連手形交換所

関東州金融組合聯合会

朝鮮銀行

横浜正金銀行

満洲中央銀行

大連商工会議所

日本商工会議所

資料作成機関名称

      関東州経済会

      関東州労務協会

      関東州水産会

      関東州工業会

      大連工業会

      満洲逓信協会

      関東州厚生事業協会

      満洲社会事業協会

      港湾協会

      大連取引所信託株式会社

      大連取引所銭紗信託株式会社

      大連汽船株式会社

      国際運輸株式会社

      大連高等商業学校

      北海道庁

       （個人）

      斎藤良二

       （無著者名資料）
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《樺太・千島》

樺太民政署

樺太庁

 豊原支庁

 大泊支庁

 本島支庁

 真岡支庁

 品品支庁

 元泊支庁

 敷香支庁

大泊町

樺太山林会

樺太林業史編纂会

樺太定置漁業水産組合

樺太建網漁業水産組合聯合会

北千島水産会

樺太電気協会

北千島水産株式会社

王子製紙株式会社

樺太工業株式会社

北日本汽船株式会社

薩吟連軍政部

総理府

外務省

海軍省

大蔵省

農商務省

農林省

閉鎖機関整理委員会

北海道庁

日本国有鉄道

日本放送協会

北海道拓殖銀行

全国樺太連盟

樺太敷香時報社

小樽新聞社

中央情報社

事業人物評論社

東亜同文会

小樽高等商業学校

（個人）

青山次郎

鈴木一雄

可野信一

高田銀次郎

池田善長

渡辺国武

高倉新一郎

菱沼右一・

中牟田五郎

今田清二

豊原商工会議所

大泊商工会議所

眞岡商工会議所

（無著者名資料）

人事相談所（樺太恩賜財団）

樺太恩賜救療委員会

樺太自治協会 大泊支部
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《南洋群島》

南洋庁

日本国政府

外務省

海軍省

拓殖局

拓務省

農商務省

逓信省

南洋群島教育会

南洋協会・南洋群島支部

南洋乱発株式会社

南洋貿易株式会社

南洋拓殖株式会社

日本郵船株式会社

（個人）

栃内吉彦

矢内原忠雄

16
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0001関東都督府統計書
    〔作成機関〕関東都督府
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一139

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

ユ2

第一

第二

第三

第四 明治四十二年
第五 明治四十三年
第六 明治四十四年
第七 大正元年
第八 大正二年
第九 大正三年
第十 大正四年

第十一 大正五年

第十二 大正六年
〔編者変遷〕

第01    関東都督府・官房・文書科

第02～12 関東都督府・官房・文書課
〔刊行者変遷〕

第01   関東都督府・官房・文書科
第02～12 関東都督府・官房・文書課

明40．08

明41．09

明42．12

明43．12

明45．03

大01．12

大02．12

大03．12

大04．12

大06．02

大07．02

大08．02

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

統セ 統計図
統セ 法務図
統セ 統計図

統セ

統セ

〔調査時点・期間〕

01  明治39年歯年度
02  明治40年及年度
03  明治41年及年度

〔注記〕

01刊年月は凡例による
02刊年月は凡例による
03 図書館所蔵本；337頁以降落丁あり

0001－1 関東庁統計書

  〔作成機関〕関東庁
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一139

13 第十三 大正七年
14 第十四 大正八年
15 第十五 大正九年
16 第十六 大正十年
17 第十七 大正十一年
18 第十八 大正十二年
19 第十九 大正十三年
20 第二十 大正十四年
21 第二十一 昭和元年
22 第二十二 昭和二年
23 第二十三 昭和三年
24 第二十四 昭和四年
25 第二十五 昭和五年
26 第二十六 昭和六年
27 第二十七 昭和七年
28 第二十八 昭和八年
  〔編者変遷〕

 第13～22 関東庁・官房・文書課
 第23～28  関京庁
  〔刊行者変遷〕

大09．03

大09．12

大10，10

大11．11

大12．11

大13．11

大14．11

大15．12

昭02．11

昭03．10

昭04．11

昭05．12

昭06．10

昭07．11

昭08．12

昭09．11

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

統セ

統セ

統セ

統王

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

1



第13～22 関東庁・官房・文書課
第23～24  中日文化協会

第25～28  関東庁
〔注記〕

 19 附．統計書概説
 20 附．統計書概説

 21附．統計書概説
 22 附．統計書概説
 23 附．統計書概説

0001－2関東局統計書
  〔作成機関〕関東局
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一139

29 第二十九 昭和九年
30 第三十 昭和十年
31 第三十一 昭和十一年
32 第三十二 昭和十二年
33 第三十三 昭和十三年
34 第三十四 昭和十四年
35 第三十五 昭和十五年
36 第三十六 昭和十六年
37 第三十七 昭和十七年
  〔編者変遷〕

 第29～37  関東局
  〔刊行者変遷〕

 第29～37  関東二

瀬11．01

昭11．12

昭13．02

昭14．03

昭15．03

昭15．12

昭16．12

昭18．02

昭18．12

図

図

図

図

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統計図

国会図

国会図

統計図

統計図

0002関東庁統計要覧
    〔作成機関〕関東庁

Ol

O2

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

〔他書誌掲載頁〕

〔内容〕

大正九年

大正十年

大正十一年

大正十二年
大正十三年

大正十四年
昭和元年

昭和二年
昭和三年

昭和四年

忌和睦年
昭和六年

昭和七年

昭和八年
〔編者変遷〕

「関東州編」一141

『関東庁（局）統計書』の摘録版。

第Ol～08  関東庁・官房・文書課
第09～14  関東庁
〔刊行者変遷〕

第01～08  関東庁・官房・文書課
第09～14  関東庁

大10．10

大11．12

大12．11

大13．11

大14．11

大15，12

昭02．11

昭03．10

昭04．11

昭05．12

昭06．10

昭07．11

昭08．12

昭09．12

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

統セ

統セ

京大経

大分研

0002－1関東局統計要覧
  〔作成機関〕関東局
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一141

01 昭和九年
02 昭和十年

昭11．01

昭11。12

図

図

統セ

統セ

2



03 昭和十一年
04 昭和十二年
05 昭和十三年
06 昭和十四年
07 昭和十五年
08 昭和十六年
  〔編者変遷〕

 第01～08 関東局
  〔刊行者変遷〕

 第01～08 関東局

0003関東庁要覧
    〔作成機関〕関東庁
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一142

  01 大正十二年
  03 大正十四年
  05 昭和二年
  06 昭和三年
  07 昭和五年
  08 昭和六年
  09 昭和七年
  10 昭和八年
  11 昭和九年
    〔編者変遷〕

   第01～09  関東庁・官房・文書課

   第10～11 関東庁・官房・調査課
    〔刊行者変遷〕

   第01～09  関東庁・官房・文書課

   第10～11 関東庁・官房・調査課
    〔調査時点・期間〕

    Ol  大正10年度又ハ11年
    03  大正12年度
    05  昭和1年
    06  昭和2年
    07  昭和3年
    08  昭和4年
    09  昭和5年
    10  昭和6年
    11  昭和7年

昭13．02

昭14，03

昭15．03

昭15．12

昭16．12

昭18，02

大12，10

大14．04

昭03．01

昭04．01

昭05．03

昭06，03

昭07．03

昭08．03

昭09．03

0003－1関東局要覧
  〔作成機関〕関東局
  〔編者〕関東局・官房・文書課
  〔刊行者〕関東局・官房・文書課
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一142

  〔内容〕昭和9年12月26日く関東局官制〉（勅令第348号）。
01 昭和十年             昭10．07
05 昭和十四年            昭15．08
07 昭和十六年            昭17．03

  〔別冊付録・付表〕

05 附図                昭15，03
  〔編者変遷〕

  第01～05  関東局・官房・文書課

  第05   関東局
  第07   関東局・官房・文書課
  〔刊行者変遷〕

  第01～05 関東局・官房・文書課

  第05   関東局

                      一 3一

図

図

図

図

図

研

図 研

図 研

図

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統計図

北大図

北大図

北大図

滋大図



第07   関東局・官房・文書課
〔調査時点・期間〕

 01  昭和8年
 05  昭和13年
 07  昭和15年
〔注記〕

 05 滴洲国地図，関東州全図

0004関東庁統計二十年誌 自明治三十九年至大正十四年
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・官房・文書課

    〔刊行者〕関東庁・官房・文書課
    〔刊行年〕昭02．03

    〔頁〕647
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一116

    〔内容〕 『関東庁統計書』よりの編さん資料。

図

OOO5関東庁施政二十年史
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・官房・文書課
    〔刊行者〕関東庁・官房・文書課

    〔刊行年〕大15．09                     図
    〔頁〕1025
    〔復刻版〕原書房  （明治百年史叢書 上・下） 昭和49年2月
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一116

0006関東州事情
    〔作成機関〕関東庁
    〔他書誌揚載頁〕 「関東州編」一117

    〔内容〕土地調査事業に附帯して調査，編纂。

  01 上巻                大12．09

  02 下巻                大12．01
    〔編者変遷〕

   第Ol～02  関東庁・臨時土地調査部
    〔刊行者変遷〕

   第01～02  満蒙文化協会
    〔調査時点・期間〕

    Ol  大正9年又ハ10年
    02  大正9年又ハ10年

0007関東局統計三十年誌 自明治三十九年至昭和十年
    （作成機関〕関東局

    〔編者〕関東局・官房・文書課
    〔刊行者〕関東局・官房・文審課
    〔刊行年〕昭12．11

    〔頁〕869
    〔他書誌掲載頁〕 「関東四二」一121

0008関東局施政三十年史
    〔作成機関〕関東局

    〔編者〕関東局

    〔刊行者〕関東局

    〔頁〕2S
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一121

  01 ［本編］ 昭11．10

 － 4

図

図

統セ

統セ

統セ

統セ

北大図

北大図



  〔別冊付録・付表〕

01 附図
  〔編者変遷〕

 第Ol   関東局
  〔刊行者変遷〕

 第01   関策局
  〔注記〕

  01 関東州全図及満洲国地図

昭11．09 図 統セ

0009関東局施政三十年業績調査資料
    〔作成機関〕関東局

    〔編者〕関東局・官房・文書課

    〔刊行者〕関東局・官房・文書課

    〔刊行年〕昭12．09

    〔頁〕724
    〔他書誌掲載頁〕 「関東三編」一121

    〔内容〕 『関東局施政三十年史』の補遺資料。

図 研  統セ

0010関東州庁要覧
    〔作成機関〕関東州庁

    〔編者〕関東州庁

    〔刊行者〕関東州庁
    〔刊行年〕昭13．07

    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

  OI 昭和十三年 昭13．07 北大図

100120

0011旅順管内要覧
    〔作成機関〕旅順民政署
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

  O1 大正十三年中
  02 大正十四年
    〔編者変遷〕

   第01～02  旅順民政署
    〔刊行者変遷〕

   第Ol～02 旅順民政署
    〔注記〕

    01内題＝旅順管内統計要覧

n．d．

n．d．

京大経

京大経

0011－1旅順要覧
  〔作成機関〕旅順民政署
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

O1 ［昭和5年現在］
04 昭和九年版
07 昭和十二年版

  〔編者変遷〕

  第01～07 旅順民政署
  〔刊行者変遷〕

  第01～07  旅順民政署
  〔調査時点・期間〕

   04  昭和8年現在
   07  昭和11年現在

昭07．02

昭09．06

昭12．11

北大図
北大図

北大図
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0012旅順管内統計 昭和三年
    〔作成機関〕旅順民政署

    〔編者〕旅順民政署

    〔刊行者〕旅順民政署
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕47
    〔調査時点・期聞〕昭和2年末現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

0013管内概況
    〔作成機関〕旅順民政署

    〔編者〕三二民政署

    〔刊行者〕旅順民政署

    〔刊行年〕昭14．12

    〔頁〕1v

    〔調査時点・期間〕昭和13年又ハ14年10月現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東三編」一XXX

0014旅順要覧
    〔作成機関〕旅順民政署

    〔編者〕旅順民政署

    〔刊行者〕興文会
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕143，7
    〔調査時点・期間〕昭和2年5月現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

0015統計摘要
    〔作成機関〕大連民政署
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

  O1 明治四十四年
  02 大正元年
    〔編者変遷〕

   第Ol～02  大連民政署
    〔刊行者変遷〕

   第Ol～02  大連民政署
    〔注記〕

    02 刊年月は凡例による

明45．06

大01．06

0016大連要覧
    〔作成機関〕大連民政署

    〔編者〕大連民政署

    〔刊行者〕東亜図書株式会社

    〔刊行年〕大10．08

    〔頁〕278，79
    〔調査時点・期間〕大正9年末現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

    〔内容〕『大連事情』（大正4年刊，6年改版）の改制。

0017大連要覧
    〔作成機関〕大連民政署

    〔編者〕大連民政署

    〔刊行者〕大連民政署

    「刊行年1昭03．11

6

大分研

大分研

京大経

国会図

国会図

東文庫

統セ 宇大図



〔頁〕302
〔調査時点・期間〕昭和2年又ハ3年4月現在
〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一152

0018大連民政署三十年記念誌
    〔作成機関〕大連民政署

    〔編者〕大連民政署

    〔刊行者〕大連民政署
    〔刊行年〕昭13．

    〔頁〕338
    〔調査時点・期間〕昭和11年現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

    〔内容〕明治39年民政署創設。昭和12年11月廃止。

東大経

0019事務綱要 昭和十年
    〔作成機関〕金州民政署

    〔編者〕金州民政署

    〔刊行者〕金州民政署
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕1v
    〔調査時点・期間〕昭和9年末現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

国会図

0020管内概況
    〔作成機関〕面子窩民政署

    〔編者〕蔭子窩民政署

    〔刊行者〕貌子窩民政署
    〔刊行年〕昭09．Ol

    〔頁〕86
    〔調査時点・期問〕昭和7年現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東四二」一XXX

滋大図

100210

0021関東州土地調査事業報告書
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・臨時土地調査部

    〔刊行者〕関東庁・臨時土地調査部
    〔刊行年〕大13．02

    〔頁〕468，58十T，F
    〔注記〕附録 関東州地誌資料
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一117

    〔内容〕土地調査事業は大正3年5月～13年2月施行。

統セ

100220

0022満洲気象報告
    〔作成機関〕関東都督府
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一148

  01 明治四十年
  02 明治四十一年

明42．03

明42．12

国会図

国会図
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03 明治四十二年           明43．12
04 明治四十三年忌          明44．10
05 明治四十四年           大01．09
06 明治四十五年            大02．10
07 大正二年              大03．10
08 大正三年              大04，11

09 大正四年             大05．10
10 大正五年             大07．03
11 大正六年             大08．03
  〔編者変遷〕

 第01～11  関東都督府・観測所
  〔刊行者変遷〕

 第Ol～11 関東都督府・観測所
  〔注記〕

  08 附．目本各地測候所創立年月日及平均気象表

北大図

北大図

国会図

北大図

北大図

国会図

北大図

北大図

北大図

0022－1満洲気象報告
  〔作成機関〕関東庁
  〔他書誌掲載頁〕 「関東輪編」一148

01 大正七年
02 大正八年
03 大正九年
04 大正十年
05 大正十一年
06 大正十二年
07 大正十三年
08 大正十四年
09 大正十五年・昭和元年
10 昭和二年
11 昭和三年
12 昭和四年
13 昭和五年
14 昭和六年
15 昭和七年
  〔編者変遷〕

 第Ol～15  関東庁・観測所
  〔刊行者変遷〕

 第Ol～15  関東庁・観測所
  〔注記〕

  06 附録 各地ノ気候
  07 附録 各地ノ気候

大09．03

大09．09

大10．08

大12．02

大13．03

大13．11

大14．06

大15．07

昭02．07

昭03．08

昭04。09

昭05．09

昭06．10

昭07．09

昭08．09

北大図

画大図

北大図

北大図

北大図

国会図

国会南

北大図

北大図

北大図

北大図

北大図

北大図

北大図

国会図

0023満洲気象年表
    〔作成機関〕関東都督府
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一149

Ol 明治四十年
02 明治四十一年
03 明治四十二年
04 明治四十三年
  〔編者変遷〕

 第Ol～04  関東都督府・観測所
  〔刊行者変遷〕

 第Ol～04  関東都督府・観測所

明42．12

明43．04

明43．12

明45．04

国会自

国点図

国会図

国会図

0023－1満洲気象表
  〔作成機関〕関東都督府
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一149
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01 明治四十四年
02 大正元年
  〔編者変遷〕

 第01～02  関東都督府・観測所
  〔刊行者変遷〕

 第Ol～02 関東都督府・観測所

大01．09

大03．

国会図
国会図＊

0023－2満洲気象表
  〔作成機関〕関東庁
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一149

01 大正十四年二月
02 昭和三年十月
03 昭和五年六月
04 昭和六年
  〔編者変遷〕

 第01～04 関東庁・観測所
  〔刊行者変遷〕

 第01～04  関東庁・観測所

大14．03

昭03．11

昭05．07

昭07．04

国会図

国会図

国会図

国会図

0024満洲気象五年報 自明治三十九年至同四十三年
    〔作成機関〕関東都督府

    〔編者〕関東都督府・観測所

    〔刊行者〕関東都督府・観測所

    〔刊行年〕大02，10

    〔頁〕8
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一148

国会図

0025気象年報
    〔作成機関〕関東局
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

  O1 昭和十年
  02 昭和十一年
    〔編者変遷〕

   第01～02  関東局・関東観測所
    〔刊行者変遷〕

   第01～02  関東局・関東観測所

昭11．06

昭12．05

国会図

国会図

0026清国大連気象表
    〔作成機関〕中央気象台

  01 明治37年
  02 明治38年
    〔編者変遷〕

   第01～02  中央気象台
    〔刊行者変遷〕

   第01～02  中央気象台

明39．03

明39．03

図

図

100310

0027関東洲現住戸口
    〔作成機関〕関東洲民政署
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一113

  01 明治三十八年九月末日現在      明39．01
  02 明治三十八年九月・同三十九年三月  明39．06

   統計図
統セ 統計図
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 （猛悪地）

〔編者変遷〕

第01～02 関東洲民政署・官房
〔刊行者変遷〕

第01～02 関東洲民政署・官房

OO28臨時戸口調査原表 大正九年
    〔作成機関〕関東庁
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編j－123

  01 第一巻 世帯之部
  02 第二巻 人口之部
   01其ノー
   02其ノニ
    〔編者変遷〕

   第Ol～02  関東庁・臨時戸口調査部
    〔刊行者変遷〕

   第01～02  関東庁・臨時戸口調査部

0028－1関東庁国勢調査結果表 大正十四年
  〔作成機関〕関東庁

  〔編者〕関東庁・官房・文書課
  〔刊行者〕関東庁・官房・文書課
  〔刊行年〕昭02．02

  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一123

大13．02

大13．02

大13．02

図

統セ 東大経

統セ 東大経

統セ 東大経

0028－2 関東庁国勢調査結果表 昭和五年

  〔作成機関〕関東庁
  〔他書誌掲載頁〕 「関東訪露」一123

01 第一巻 世帯及住居         昭08．11        図    統セ
02 第二巻               昭08．11         図    統セ
031第三巻ノー 職業・産業及失業    昭09．01         図    統セ
032 第三巻ノニ 職業・産業及失業    昭09．01         図    統セ

  〔編者変遷〕

  第01～03  関東庁・官房・調査課
  〔刊行者変遷〕

  第01～03  関東庁・官房・調査課
  〔注記〕
   02 人口．唱体位．年齢．配偶関係．本籍民籍．国籍普通教育ノ有無．出生地．来住ノ年

   031中分類
   032小分類

0028－3関東局国勢調査結果表 昭和十年
  〔作成機関〕関東局

  〔編者〕関東局
  〔刊行者〕関東局
  〔刊行年〕昭14．03

  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一124

0029臨時戸口調査 大正九年十月一日
    〔作成機関〕関東庁

    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一123

  01 比例篇               大13．03

  02 記述篇 附．描画図         大13．03
    〔編者変遷〕

   第01～02  閏寅庁・臨蒔百口調杏部

図 統セ

統セ 東大経
統セ 東大経

一10一



〔刊行者変遷〕

第01～02 関東庁・臨時戸口調査部

0029－1 関東庁国勢調査 大正十四年 記述篇及比例表 附．描画図
  〔作成機関〕関東庁
  〔編者〕関東庁・官房・文書課
  〔刊行者〕関東庁・官房・文書課
  〔刊行年〕昭02．03
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一123

図

0029－2関東庁国勢調査 昭和五年
  〔作成機関〕関東庁
  〔他書誌掲載頁〕 「関東改編」一123

01 比例篇
02 記述篇 附．描画図

  〔編者変遷〕

  第01～02  関東庁・官房・調査課
  〔刊行者変遷〕

  第01～02  関東庁・官房・調査課

昭09．02

昭09．03

図

図

統セ

統セ

0029－3関東局国勢調査 昭和十年 記述篇
  〔作成機関〕関東局

  〔編者〕関東局

  〔刊行者〕関東局
  〔刊行年〕昭14．03

  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一124

図 統セ

OQ30世帯及人ロー覧表 大正九年十月一日調査
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・臨時戸口調査部

    〔刊行者〕関東庁・臨時戸口調査部

    〔刊行年〕大12．09

    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一123

図 統セ

0031国勢調査 大正十四年 世帯及人口
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・官房・文書課

    〔刊行者〕関東庁・官房・文書課

    〔刊行年〕大15．07

    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一123

図

0031－1 国勢調査 昭和五年 世帯及人口

  〔作成機関〕関東庁
  〔編者〕関東庁・臨時国勢調査課

  〔刊行者〕関東庁・臨時国勢調査課
  〔刊行年〕昭06．07

  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一123

統計図

0031－2 国勢調査 昭和十年 世帯及人口

  〔作成機関〕関東局
  〔編者〕関東局・官房・文書課
  〔刊行者〕関東局・官房・文書課
  〔刊行年〕昭11．08 図 統セ

11



〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一124

0031－3 関東州国勢調査 昭和十五年 世帯及人口
  〔作成機関〕関東局
  〔編者〕関東局
  〔刊行者〕関東局
  〔刊行年〕昭16．05
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一124

統セ 国会図

0032関東庁現住人口統計
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁

    〔刊行者〕関東庁

    〔刊行年〕昭07．06

    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一138

  01 昭和六年 昭07．06 白 丁セ

0032－1関東庁管内現住人口統計
  〔作成機関〕関東庁
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一138

01 昭和七年
02 昭和八年
  〔編者変遷〕

 第01～02  関東庁

昭08．04

昭09，03

図

図

統セ

統セ

〔刊行者変遷〕

第01～02  関東庁

0032－2 関東局管内現住人口統計

  〔作成機関〕関東局
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一138

01 昭和九年
02 昭和十年
03 昭和十一年
04 昭和十二年
05 昭和十三年
06 昭和十四年
07 昭和十五年
08 昭和十六年
09 昭和十七年
10 昭和十八年
  〔編者変遷〕

第01

第02～03
第04～10

関東局

関東局・官房・文書課

関東局
〔刊行者変遷〕

第01

第02～03
第04～10

関東三

関三局・官房・文書課
関東局

昭10，04

昭11．D4

昭12．04

昭13．08

昭14．05

昭15．03

昭16．03

昭17．03

昭18．03

昭19．03

図

図

図

図

図

図

図

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

   大分研

   大分研

統セ 統計図

0033現住人口概要
    〔作成機関〕関東局

    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一133

  01 昭和十三年十二月末
  02 昭和十四年九月末
  03 昭和十五年三月末

昭14．01

昭14．10

昭15．04

北大図

北大図

北大図
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05 昭和十七年一月末～十一月末
07 昭和十九年五月末
  〔編者変遷〕

第01～05 関東局・官房・文書課
第07    関東局・官房・総務課
〔刊行者変遷）

第01～05
第07

〔注記〕

 05

関東局・官房・文書課
関東局・官房・総務課

所蔵：四月末欠

昭17．021昭17．12

昭19．06

統セ

DLC＊

100320

0034関東庁人口動態統計
    〔作成機関〕関東庁
    〔他書誌掲載頁〕 「関東掛帳」一137

    〔内容〕〈関東州及南満洲鉄道附属地人口動態調査規則〉（大正12年訓令第82号）に基く。

01 大正十三年
02 大正十四年
03 昭和元年
04 昭和二年
05 昭和三年
06 昭和四年
07 昭和五年
08 昭和六年
09 昭和七年
10 昭和八年
  〔編者変遷〕

 第01～06  関東庁・官房・文書課
 第07～10  関東庁
  〔刊行者変遷〕

 第01～04  関東庁・官房・文書課

 第05～10  関東庁
  〔注記〕

  01合纂＝人口動態統計概説
    附．人口動態調査規則，記入心得
  02 合纂：人口動態統計概説
    附．人口動態調査規則，記入心得
  03   合纂：人口動態統計概説

  附．人口動態調査規則，記入心得
05 附．人口動態調査規則，記入心得

06 附．人口動態調査規則，記入心得

大14．12

大15．11

昭02．11

昭03．10

昭04．09

昭05．12

昭06．11

昭07．12

昭08．12

昭09．12

統セ

統セ

0034－1 関東局人口動態統計

  〔作成機関〕関東局
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一137
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

昭和九年

昭和十年

昭和十一年
昭和十二年
昭和十三年
昭和十四年
昭和十五年

昭和十六年
昭和十七年
昭和十八年

昭11．02

昭11．11

昭13．01

昭14．03

昭15．03

昭16．01

昭16．12

昭17．12

昭18．10

昭19．12

一13一

図

図

図

図

図

図

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統計図

統計図

統計図



〔編者変遷〕

第01～10  関東局
〔刊行者変遷〕

第01～10  関東局

0035人口動態概数
    〔作成機関〕関東局

    〔編者｝関東局・官房・文書課

    〔刊行者〕関東局・官房・文書課
    〔刊行年〕昭15．04

    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一133

  01 昭和十四年十月乃至十二月 昭15．04 北大図

0035－1人口動態概要
  〔作成機関〕関東局

  〔編者〕関東局・官房・文書課

  〔刊行者〕関東局・官房・文書課
  〔刊行年〕昭17．03

  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一133

01 昭和十六年十月乃至十二月 昭17．03 統セ

0036人口動態概数 昭和十六年
    〔作成機関〕関東局

    〔編者〕関東局・官房・文書課

    〔刊行者〕関東局・官房・文書課
    〔刊行年〕昭17．05

    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一133

統セ

0037人口動態概要
    〔作成機関〕関東局

    〔編者〕関東局・官房・文書課

    〔刊行者〕関東局・官房・文書課
    〔刊行年〕昭14．04／昭14，07

    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一133

  01 昭和十四年二月中～五月中 昭14．04／昭14．07 北大図

100400

0038関東庁勇働績計書
    〔作成機関〕関東庁
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一135

  01 昭和二年十月一日
  02 昭和六年六月一日
    〔編者変遷〕

   第01～02  関東庁・官房・文書課
    〔刊行者変遷〕

   第01～02  関東庁・官房・文書課

昭04．03

昭Q7．03

図 統セ

統セ

0038－1関東局労働調査結果表
  〔作成機関〕関東局
  〔編者〕関東局
  〔刊行者〕関東局

昭和十一年六月一日

14一



〔刊行年〕昭13．03                      図    統セ
〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一139

〔内容〕〈関東局労働調査規則〉（関東局令第7号）に基く。労働調査としては第3回に相当す。

0039労働統計実地調査速報 昭和二年
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・官房・文書課

    〔刊行者〕関東庁
    〔刊行年〕昭02．12

    〔他書誌掲載頁〕 「関東言言」一xxx

0039－1労働統計実地調査概報 昭和六年
  〔作成機関〕関東庁

  〔編者〕関東庁
  〔刊行者〕関東庁
  〔刊行年〕昭06．10
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一135

0039－2 労働調査通報 昭和十一年

  〔作成機関〕関東局
  〔編者〕関東局・官房・文書課

  〔刊行者〕関東局・官房・文書課
  〔刊行年〕昭11．11
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一139

0040関東局労働調査結果概要 昭和十二年
    〔作成機関〕関東局

    〔編者〕関東局・官房・文書課

    〔刊行者〕関東局・官房・文書課
    〔刊行年〕昭12．11

    〔調査時点・期間〕昭和12年7月1日現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一139

図

大分研

統セ 統計図

統セ

大分研

0041関東局交通労働調査結果表 昭和十二年
    〔作成機関〕関東局

    〔編者〕関東局

    〔刊行者〕関東局

    〔刊行年〕昭14．03                        研

    〔調査時点・期間〕昭和12年7月1日現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一139

    〔内容〕昭和12年4月28日く関東局交通労働調査規則〉（関東局令第50号）およびく関東局海上運輸労働調
       査規則〉（関東局令第51号）に基く。

0042関東局労働者現態及需給調査結果表
    〔作成機関〕関東局
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一139

    〔内容〕現在数，雇入，解雇，行先別。昭和13年は関東州のみ。

  01 昭和十二年             昭14．03
  02 昭和十三年夏            昭15．03
    〔編者変遷〕

   第01～02  関東局
    〔刊行者変遷〕

   第Ol～02 関東局

                       一15一

図 統セ

統セ



0042－1労働者現態及需給調査結果表
  〔作成機関〕関東局
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一139

02 昭和十四年下半期
03 昭和十五年上半期

  〔編者変遷〕

  第02～03  関東局・官房・文書課
  〔刊行者変遷〕

  第02～03 関東局・官房・文書課

n．d．

n．d．

図

統セ

OO43労働者現態及需給調査概要
    〔作成機関〕関東局
    〔他書誌掲載頁〕 「関東更正」一150

01 昭和十二年上半期          昭12．09

06 昭和十四年下半期         n．d．
07 昭和十五年上半期          昭15．11
  〔編者変遷〕

 第01～Q7  関東局・官房・文書課
  〔刊行者変遷〕

 第01～07  関東局・官房・文書課
  〔注記〕

  06 昭和14年上半期は「関東局局報」

図

研

（昭和14年11月15日）に発表

東大経

0043－1労働者現態及需給調査ノ概要
  〔作成機関〕関東局
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

OI 昭和十六年上半期
02 昭和十六年下半期

  〔編者変遷〕

  第Ol～02 関東局
  〔刊行者変遷〕

  第01～02  関東局

n．d．

n．d。

研

研

OO44関東且且満鉄沿線に於ける日支労働者の概数
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南下洲鉄道株式会社・総裁室・人事課
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・総裁室・人事課
    〔刊行年〕昭04．12

    〔頁〕83
    〔調査時点・期間〕昭和2年現在
    〔注記〕表紙刊年月：昭和4年9月
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一〇40

    〔内容〕 「第一編」に労働者数調査の各種資料についての解説あり。

統セ 法大研

OO45関東州及満鉄附属地企業別地方別並人種別労働者人員（但シ使用人員10人以上ノ企業）

  月末日現在
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社
    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・経済調査会・第2部

    〔刊行者〕南毛玉鉄道株式会社・経済調査会・第2部
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕13
    〔注記〕表タイトル：在満企業別労働者人種別調
    〔他書誌掲載頁〕 「滴三編」一XXX

昭和6年12

法大研

一16一



0046中国人徒弟に関する調査（大連）

    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・社長室・人事課
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・社長室・人事課
    〔刊行年〕昭04．02

    〔頁〕26
    〔調査時点・期間〕昭和3年11月～12月調査
    〔注記〕永野賀成 調査

       表紙刊年月：昭和4年1月
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一〇31

図

0047南満洲二於ケル労働争議録
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・社長室・人事課
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社
    〔：刊行年〕昭02．03

    〔注記〕奥付編者：庶務部・調査課

       附．同盟罷業調査表（関東庁保安課調）大正5年～14年
    〔シリーズ名〕 調査報告書 第二十九巻

    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一275

    〔内容〕関東庁保安課資料他による。

  01 大正十五年度            昭02．03         図

0047－1南滴洲に於ける労働争議録
  〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社
  〔編者〕南満洲鉄道株式会社・社長室・人事課

  〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社

  〔刊行年〕昭03．05

  〔注記〕表紙刊年月：昭和3年4月
      田中有年，永野賀成 述
  〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一275

  〔内容〕表示は年度とあるが，内容は暦年。

02 昭和二年度             昭03．05 国会図

OO47－2南満洲に於ける労働争議
  〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社
  〔編者〕南満洲鉄道株式会社・社長室・人事課

  〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社
  〔刊行年〕昭04．03
  〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一275

  〔内容〕表示は年度とあるが，内容は暦年。社内情報および関東庁警務局高等課資料による。

03 昭和三年度             昭04．03                 国会図

0047－3満洲の労働争議
  〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社
  〔編者〕南満洲鉄道株式会社・総裁室・人事課

  〔刊行者｝南滴洲鉄道株式会社
  〔刊行年〕昭05．02

  〔注記〕表紙刊年月＝昭和5年1月
  〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一XXX

  〔内容〕社内情報および関東庁警務局高等課資料による。

04 昭和四年に於ける         昭05．02 国会図

0047－4滴洲に於ける労働運動並労働争議
  〔作成機関〕南滴洲鉄道株式会社
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  〔編者〕南満洲鉄道株式会社・総務部・労務課

  〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社
  〔刊行年〕昭06．02

  〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一267

  〔内容〕表示は年度とあるが，内容は暦年。社内情報および関東庁警務局高等課資料による。

05 昭和五年度             昭06．02                 国会図

OO48過去十箇年に於ける南満洲労働争議統計
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・社長室・人事課

    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課
    〔刊行年〕昭03．01

    〔頁〕24

    〔調査時点・期間〕：大正5年～14年
    〔注記〕田申有年 編

       刊年月は凡例による
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一XXX

国会図

0049満洲に於ける労働運動拉に労働争議
    〔作成機関〕丁丁洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・総裁室・人事課
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社

    〔刊行年〕昭04．07

    〔頁〕57
    〔調査時点・期間〕大正5年～昭和3年
    〔調査区域〕南満洲

    〔注記〕永野賀成 編

       表紙刊年月：昭和4年4月
    〔シリーズ名〕 満洲労働事情 第三輯
    〔他書誌掲載頁〕 「滴鉄編」一146

    〔内容〕年報告資料とは別資料。累年データ。

図

0050関東州工場労働調査 昭和十四年
   ．〔作成機関〕関東州労務協会

    〔編者〕関東州労務協会

    〔刊行者〕関東州労務協会

    〔刊行年〕昭15．05研    〔頁〕32，35
    〔調査時点・期間〕昭和14年8月31日現在
    〔内容〕昭和14年9月「関東局ノ命二依リ調査シタル調査表二基ク」。日本人経営工場。

0051関東州満支人経営工場労働調査書 昭和十五年八月
    〔作成機関〕関東州労務協会

    〔編者〕関東州労務協会

    〔刊行者〕関東州労務協会
    〔刊行年〕昭16．06

    〔頁〕48
    〔調査時点・期間〕昭和15年8月末現在
    〔シリーズ名〕 関労協調査資料 第二輯

    〔内容〕『関東州工場労働調査』と対の資料。

研  統セ

0052関東州労働者数調査書 昭和十五年十月末現在
    〔作成機関〕関東州労務協会

    〔編者〕関東州労務協会

    〔刊行者〕関東州労務協会
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〔刊行年〕昭16．06

〔頁〕13，50
〔シリーズ名〕 関労協調査資料 第三輯

〔内容〕『関東州工場事業場名簿』参照。

研  統セ

0053賃金概況
    〔作成機関〕関東州労務協会

    〔編者〕関東州労務協会・調査課

    〔刊行者〕関東州労務協会・調査課
    〔刊行年〕n．d．

    〔内容〕主要22工場 月別調査の集計。
  01 昭和十七年下半期          n，d． 統セ

0054北支労働賃銀概況一関・満労働賃銀との比較調査資料一
    〔作成機関〕関東州労務協会

    〔編者〕関東州労務協会

    〔刊行者〕関東州労務協会

    〔刊行年〕昭16．08

    〔頁〕83
    〔調査時点・期間〕昭和14年
    〔シリーズ名〕 労務対策資料 第一輯

研

0055業務統計年報
    〔作成機関〕関東州労務協会

    〔内容〕関東州労務協会は昭和13年10月22日創設。入離満（大連経由）労働者，労働者の登録・募集・斡旋
       等を主要業務とす。

01 昭和十五年度
02 昭和十六年度
03 昭和十七年度
  〔編者変遷〕

 第01～03  関東州労務協会
  〔刊行者変遷〕

 第01～03  関東州労務協会

昭16，12

昭17．12

昭19．03

   統計図

   統計図
統セ 統計図

0056 ［画幅満人労働者体力比較表］

    〔作成機関〕無著者名資料

    〔刊行年〕n．d．                               東社研

    〔頁〕14S
    〔内容〕1．年齢別握力（荷役工）2．身長別握力（荷役工）3．体重別握力（荷役工）4．年齢別背筋力（荷役
       工）5．身長別背筋力（荷役工）6．体重別背筋力（荷役工）7．年齢別握力（技術工）8．身長別握力
       （技術工）9．体重別握力（技術工）10．年齢別背筋力（技術工）11．身長別背筋力（技術工）12
       ．体重別背筋力（技術工）13．日鮮満力役労働者体力比較 14．日鮮満技術労働者体力比較

100420

0057関東局警察共済組合事業成績
    〔作成機関〕関東州庁

    〔編者〕関東州庁・警察部

    〔刊行者〕関東州庁・警察部
    〔刊行年〕n．d．

    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一139

    〔内容〕昭和2年9月1日く関東庁警察共済組合令〉（勅令第159号）に基き創設。昭和9年12月官制改正，
       関東局警察共済組合。昭和12年11月30日満洲国成立に伴い，関東州庁所属職員のみ対象とする。
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01 昭和十六年度 n，d． 大市図

100510

0058関東州に於ける地方行政
    〔作成機関〕関東庁
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一145

01  ［昭和4年度］           昭05．07
02  ［昭和5年度］           昭06．09
  〔編者変遷〕

 第01～02  関東庁・内務局・地方課
  〔刊行者変遷〕

 第01～02 関東庁・内務局・地方課

大市図

滋大図

0058－1関東州に於ける地方行政
  〔作成機関〕関東州庁
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一145

01 昭和十一年十二月
03 昭和十三年十二月
05 昭和十五年十二月
06 昭和十六年十二月
  〔編者変遷〕

第01～03 関東州庁・内務部・地方課
第05～06 関東州庁・内務部・民生課
〔刊行者変遷〕

第01～03  関東州庁・内務部・地方課

第05～06  関東州庁・内務部・民生課

昭12，02

昭14，04

昭16．11

昭17．09

研

大分研

北大図

大分研

0059満洲重要経済統計表
    〔作成機関〕朝鮮銀行

    〔編者〕朝鮮銀行・大連支店

    〔刊行者〕朝鮮銀行・大連支店

    〔刊行年〕大09．04

    〔頁〕188
    〔調査時点・期間〕大正8年12月現在
    〔注記〕表紙刊年月＝大正9年1月
    〔他書誌掲載頁〕 「朝鮮編」一166

図 統セ

0060満蒙経済統計
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大連商業会議所

    〔刊行者〕大連商業会議所

    〔刊行年〕大05．10

    〔注記〕裏表紙表題；大連商業会議所年報

    〔シリーズ名〕 満蒙実業彙報臨時増刊第15号
  Ol 大正四年             大05，10 図

0060－1大連商業会議所統計年報
  〔作成機関〕大連商工会議所

01 大正五年
02 大正六年
03 大正七年
04 大正八年

大07．03

大07．12

大09，03

大09．12

図

統セ

統セ

東大経
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05

06

07

08

09

10

11

01上編
02下編
 〔編者変遷〕

第01～02 大連商業会議所
 〔刊行者変遷〕

第Ol～02 大連商業会議所
 〔注記〕

 02
   倉庫．会社．財政．租税

大正九年
大正十年
大正十一年
大正十二年
大正十三年
大正十四年
大正十五年
   貿易之部

大10．12

大11．12

大12．11

大13．12

大14．11

大15．10

昭02．05

昭02．11 図

統セ

統セ

統セ

統セ

東大経
東大経

東大経

下編書名＝土地．気象．戸口．物価労銀．鉄道，海運．金融．保険，取引所．通信．水産及塩業．工場．

0060－2 大連商工会議所統計年報

  〔作成機関〕大連商工会議所

01 昭和二年
 01上編 貿易之部           昭03．06         図
 02下編                昭03．11         図

02 昭和三年
 01上編 貿易之部           昭04．06              統セ
 02下編                昭04．10              統セ

03 昭和四年
 01上編 貿易之部           昭05．08              統セ
 02下編               昭05．11             統セ
04 昭和五年
 01上編 貿易之部           昭06．08              統セ
 02下編                昭06．11             統セ
05 昭和六年
 01上編 貿易之部           昭07．08             統セ
 02下編                昭07．12             統セ
06 昭和七年
 01上編 貿易之部           昭09．06             統セ
 02下編               昭08．12             統セ
  〔編者変遷〕

  第01～02 大連商工会議所
  〔刊行者変遷〕

  第01～02 大連商工会議所
  〔注記〕

   02 下編書名：土地．気象．戸口．金融．物価労銀．保険．鉄道．海運．通信．取引所．水産及塩業．鉱業．

     工場．倉庫．会社．財政，租税
   02 下編書名：土地．気象．戸口．金融．物価労銀．保険．鉄道．海運．航空．通信．取引所．水産及塩業．

     鉱業．工場．倉庫．会社．財政．租税

0060－3 満洲経済統計年報

  〔作成機関〕大連商工会議所

01 昭和八年
 01上編 貿易之部
 02下編
02 昭和九年
 01上編 貿易之部
 02下編
03 昭和十年
 01上編 貿易之部
 02下編

昭09．12

昭10．01

昭10．09

昭i1．01

昭11．11

昭12．01
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図

図

図

図

図

図

経義

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ



04 昭和十一年
05 昭和十二年
06 昭和十三年
07 昭和十四年
08 昭和十五年
09 昭和十六年
  〔編者変遷〕

 第01～09  大連商工会議所
  〔刊行者変遷〕

 第01～09  大連商工会議所

昭12．12

昭14．03

昭15．04

昭16．03

昭17．04

昭18．05

図

図

図

図

統セ

統セ

統セ 統計図
統セ 統計図
統セ

統セ

〔注記〕

02下編書名＝土地．気銀．戸口．金融．物価労銀．保険，鉄道．海運．航空．通信．取引所，水産及塩業．

  鉱業．工場．倉庫．会社．財政
02 下編書名：面積戸口．金融．物価．取引所．労銀．会社，保険．鉄道．海運．倉庫．鉱業．水産及塩業．

  財政．航空．通信．工場
02 下編書名1面積戸口．金融．取引所．財政．物価．労銀，会社．工場．鉄道．海運．倉庫．通信．航空．

  農業．鉱業．水産及塩業．保険

0061関東州経済図説
    〔作成機関〕大連商工会議所

  01 昭和十四年版
  02 昭和十六芋版
    〔編者変遷〕

   第01～02 大連商工会議所
    〔刊行者変遷〕

   第01～02  大連商工会議所
    〔調査時点・期間〕

    01  昭和14年7月末現在
    02  昭和15年末現在

昭14．10

昭16．11

図 研
図 研

0062満洲経済図表
    〔作成機関〕大連商工会議所

01 昭和九年版
02 昭和十年版
03 昭和十一年版
04 昭和十二年版
  〔編者変遷〕

 第01～04 大連商工会議所
  〔刊行者変遷〕

 第01～04  大連商工会議所
  〔調査時点・期間〕

  03  昭和10年現在

昭09．08

昭10．08

昭11．05

昭12．09

統セ

大分研

大分研

大分研

0062－1満洲経済図説
  〔作成機関〕大連商工会議所

01 昭和十三年版
02 第六回 昭和十五年版

  〔編者変遷〕

  第01～02  大連商工会議所
  〔刊行者変遷〕

  第01～02 大連商工会議所
  〔調査時点・期間〕

   02  昭和14年現在

昭13．09

昭15．11 研

大分研

0063黄海経済要覧
    〔作成機関〕大連商工会議所
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  〔編者〕大連商工会議所

  〔刊行者〕黄海経済聯盟
  〔刊行年〕昭17，03

  〔調査時点・期間〕昭和14年現在
01 昭和十七年版 昭17．03 研

0064大連経済年史
    〔作成機関〕大連商工会議所

01 昭和三年
02 昭和四年
03 昭和五年
04 昭和六年
  〔編者変遷〕

 第01～04 大連商工会議所
  〔刊行者変遷〕

昭04．03

昭05．04

昭06，07

昭07．11

統セ

蟹江

国会図

滋大図

第01～04  大連商工会議所

100520

0065満洲（関東州ヲ含ム）国際収支調査書
    〔作成機関〕満洲國
    〔他書誌掲載頁〕 「満洲編」一〇79

01 康徳二年              康徳03．09

02 康徳三年             康徳04．11
03 康徳四年             康徳05。09
04 康徳五年              康徳06．11
  〔編者変遷〕

 第01    滴州国・財政部・理財司・理財科
 第02～04  満州国・経済部
  〔刊行者変遷〕

 第01    満州国・財政部・理財司・理財科
 第02～04  満州国・経済部

統セ 大文庫

統セ 京大人

統セ 日銀図

   DLC＊

0066満洲（関東州ヲ含ム）国際収支一覧表
    〔作成機関〕満洲国

    〔編者〕満州国・経済部・金融司・金融科
    〔刊行者〕満州国・経済部・金融司・金融科
    〔刊行年〕康徳06．11

    〔注記〕附．康徳五年度満洲国際収支一覧表送付ノ件，康徳五年度満洲国際収支二就テ，満洲（関東州ヲ含ム）国

       際収支最近五ケ年間対照表
    〔他書誌掲載頁〕 「満洲編」一XXX

  O1 康徳五年度             康徳06．11            統セ 東社研

0067満洲（関東州ヲ含ム）国際収支調査書 昭和8・9年度
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・経済調査会
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・経済調査会
    〔刊行年〕昭10．11

    〔頁〕317
    〔注記〕異版（第25編 第3巻第1号）あり
    〔シリーズ名〕 立案調査書類 第25編 第2巻第1号
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一439

    〔内容〕康徳2年以降は満洲国にて調査す。『「満洲1関係経済文献目録』

統セ 国会図

（1992年3月）参照。
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100530

OO68関東州地方費収入支出予算各目明細書
    〔作成機関〕関東都督府

    〔編者〕関東都督府

    〔刊行者〕関東都督府
    〔刊行年〕n．d。

    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一143

  01 大正七年度 n．d． 北大図

0069関東庁税務統計書
    〔作成機関〕関東庁
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一142

01 昭和四年
02 昭和五年
03 昭和六年
04 昭和七年
  〔編者変遷〕

 第Ol～02 関東庁・財務部
 第03～04 関東庁・財務局
  〔刊行者変遷〕

 第01～02  関東庁・財務部
 第03～04  関東庁・財務局
  〔注記〕

  01所蔵注記：昭和3年

昭06．03

昭07．03

昭08．06

昭09．10

富山大（『関東州編』に所収）所蔵せず

大分研

大分研

大分研

大分研

0069－1関東局税務統計書
  〔作成機関〕関東局
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一142

01 昭和八年
02 昭和九年
03 昭和十年
04 昭和十一年
05 昭和十二年
  〔編者変遷〕

 第Ol～05 関東局・司政部
  〔刊行者変遷〕

 第Ol～05  関東局・司政部

昭10．03

昭12．10

昭13．12

昭14．07

昭15．11

大分研

大分研

大分研

大分研

大分研

0070大連金銀相場決定論 昭和六年版
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・財務部

    〔刊行者〕関東庁・財務部

    〔刊行年〕昭06，05

    〔頁〕265，2T
    〔注記〕刊年月は凡例による
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一119

東大経

0071金融統計
    〔作成機関〕関東州庁
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一145

  01 昭和十四年上期
  02 昭和十四年下期

n．d．

n．d．

大分研

大分研
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03 昭和十五年上期          n．d．
04 昭和十五年下期          n．d．
05 昭和十六年度上期         n．d．
06 昭和十六年度下期         n．d．
07 昭和十七年度上期         n．d．
08 昭和十七年度下期         n．d．
10 昭和十八年度下期         n，d．
ll 昭和十九年度上期         n，d．
  〔編者変遷〕

 第01    関東州庁・財務部・理財課
 第02～07 関東州庁・経済部・理財課
 第08～11  関東州庁・経済部・金融貿易課
  〔刊行者変遷〕

統セ

統セ

統セ

統セ

大分研

北大図

北大図

京大経

第01   関東州庁・財務部・理財課
第02～07 関東州庁・経済部・理財課
第08～11 関東州庁・経済部・金融貿易課

0072関東州金融事情
    〔作成機関〕関東州庁
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一144

01 昭和十四年上期          昭14．06
02 昭和十四年下期          昭15．01
03 昭和十五年上期           昭15．07

04 昭和十五年下期           昭16．02

05 昭和十六年上期          昭16．08
06 昭和十六年下期          昭16．12
07 昭和十七年上期          昭17．06
08 昭和十七年下期          昭17．12
09 昭和十八年上期          昭18．06
10 昭和十八年下期          昭18．12
11 昭和十九年上期          昭19．06
  〔編者変遷〕

 第Ol   関東州庁・財政部・理財課
 第02～07  関東州庁・経済部・理財課

 第08～11 関東州庁・経済部・金融貿易課
  〔刊行者変遷〕

 第01   関東州庁・財政部・理財課
 第02～07 関東州庁・経済部・理財課
 第08～11  関東州庁・経済部・金融貿易課

研

研

研

研

統セ

大分研

大分研

大分研

京大経

北大図

京大経

0073関東州内二於ケル小洋銭事情
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・経済調査会
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・経済調査会
    〔刊行年〕昭09．02

    〔頁〕50
    〔注記〕坂本善三郎（大連商工会議所） 調査
    〔他書誌掲載頁〕 「滴鉄編」一XXX

北大経

0074銭砂統計
    〔作成機関〕大連取引所

    〔編者〕大連取引所

    〔刊行者〕大連取引所

    〔刊行年〕昭09．03

    〔頁〕58
    〔調査時点・期間〕大正6年～昭和8年
    〔内容〕大連銭業公所を大連取引所に移し， 同所銭砂市場として大正8年6月1日開所。

大分研
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0075大連取引所要覧
    〔作成機関〕大連取引所

01 昭和七年
03 昭和九年
  〔編者変遷〕

 第01～03 大連取引所
〔刊行者変遷〕

第01～03 大連取引所

昭07．03

昭09．03

大分研

北大図

〔調査時点・期間〕

Ol  昭和6年現在
03  昭和8年現在

0076業務石積報告書
    〔作成機関〕大連手形交換所

16 大正十五年上半期
17 昭和元年下半期
18 第拾八回 昭和武年上半期
19 第十九回 昭和二年下半期
20 護憲拾回 昭和参年上半期
21 護憲魚店回 昭和参年下半期
22 護憲拾武回 昭和四年上半期
23 第戴拾参回 昭和四年下半期
24 第二拾四回 昭和五年上半期
25 第戴拾五回 昭和五年下半期
26 第武拾六回 昭和六年上半期
28 第戴拾八回 昭和七年上半期
29 第武拾九回 昭和七年下半期
30 第参拾回 昭和八年上半期
31 第参拾右回 昭和八年下半期
32 第参拾武回 昭和九年上半期
33 第参拾参回 昭和九年下半期
34 第三拾四回 昭和拾年上半期
35 第参拾五回 昭和拾年下半期
36 第参拾六回 昭和拾登年上半期
37 第参拾七回 昭和拾登年下半期
38 第参拾八回 昭和拾早年上半期
39 第参拾九回 昭和二士年下半期
40 第四拾回 昭和拾参年上半期
41 第四拾宣回 昭和拾参年下半期
  〔編者変遷〕

 第16～41 大連手形交換所
  〔刊行者変遷〕

 第16   大連手形交換所
 第17～41

大15．07

昭02．01

昭02．07

昭03．01

昭03，07

昭04．01

昭04．07

昭05．01

昭05．07

昭06．01

昭06．07

昭07．07

昭08．01

昭08．07

昭09．01

昭09．07

昭10．01

昭10．07

昭11．01

昭11．07

昭12．01

昭12．07

昭13．01

昭13．07

昭14．01

大分研

大分研

大分研

大分五

大玉盃

大分五

大直証

大分研

大分五

大五五

大分研

大分五

大分五

大立証

大分研

大分亜

大分研

大分五

大分亜

大分研

大分研

大分亜

大分画

大分研

大分研

0077金融組合統計年報
    〔作成機関〕関東州金融組合聯合会

    〔内容〕〈関東州及南満洲鉄道附属地金融組合施行規則〉（昭和3年9月22日庁令第44号）により設立。
  02 昭和十二年度（自十二年四月至十三  昭13．07                福島経
    年三月）

  04 昭和十四年度            昭15．07              統セ
  08 昭和十八年度            昭19．06              統セ
    〔編者変遷〕

   第02～08  関東州金融組合聯合会
    〔刊行者変遷〕

   第02～08  関東州金融組合聯合会
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〔注記〕

02 「凡例」に「昭和11年度に準ず」とあり
  刊年月は凡例による

0078金融組合及聯合会業勢概況
    〔作成機関〕関東州金融組合聯合会

    〔編者〕関東州金融組合聯合会

    〔刊行者〕関東州金融組合聯合会
    〔刊行年〕n．d．

    〔調査時点・期間〕昭和16年2月末現在

研

0079大連取引所信託株式会社要覧
    〔作成機関〕大連取引所信託株式会社

    〔編者〕大連取引所信託株式会社

    〔刊行者〕大連取引所信託株式会社

    〔刊行年〕大15．07

    〔頁〕31
    〔調査時点・期間〕第1期（大正2．6／8）～第35期（昭和5．6／11）
    〔内容〕業務成績。大正2年9月1日業務開始。

大分研

0080：大連銭砂市場資料 自大正六年六月至昭和八年拾弐月

    〔作成機関〕大連取引所銭砂信託株式会社
    〔編者〕大連取引所銭砂信託株式会社

    〔刊行者〕大連取引所銭紗信託株式会社
    〔刊行年〕昭09．09

    〔頁〕93

統セ 横国研

100540

0081関東州重要物価表 明治四十年前半期
    〔作成機関〕関東都督府

    〔編者〕関東都督府

    〔刊行者〕関東都督府
    〔刊行年〕n．d，

    〔他書誌掲載頁〕 「関東畔編」一XXX

    〔内容〕都督府罫紙に手書きの資料。

大商図

OO82物価：賃銀調査年報
    〔作成機関〕関東庁
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一136

    〔内容〕〈関東庁物価調査規程〉（関東庁令第30号）および〈関東庁賃銀調査規程〉（関東庁令第31号） （昭

       和4年12月18日）に基く。
  01 自昭和五年至昭和六年        昭07．06        図    統セ
  02 昭和七年号             昭08．10         図    統セ

  03 昭和八年             昭09．08        図
    〔編者変遷〕

第01   関東庁・官房・文書課
第02～03  関東庁・官房・調査課
〔刊行者変遷〕

第01   関東庁・官房・文書課
第02～03  関東庁・官房・調査課
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0082－1物価賃銀調査年報
  〔作成機関〕関東局
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一136
01

02

03

04

05

06

07

08

昭和九年
昭和十年
昭和十一年
昭和十二年
昭和十三年
昭和十四年

昭和十五年
昭和十六年

〔編者変遷〕

第01～03 関東局・官房・文書課
第04～08 関東局
〔刊行者変遷〕

第01～03 関東局・官房・文書三
二04～08  関東局

昭10．12

昭11．06

昭12．07

昭14．03

昭15．03

昭15．12

昭16．12

昭17．09

図

図

図

図

図

図

図

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

0082－2 物価調査年報

  〔作成機関〕関東局

  〔編者〕関東局
  〔刊行者〕関東間
  〔刊行年〕昭18．10

  〔他書誌掲載頁〕 「関東愛盛」一133

01 昭和十七年 昭18．10 統セ

0083満洲参考物価統計
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社
    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・総務部・調査課

    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社
    〔刊行年〕昭06．03

    〔頁〕99
    〔調査時点・期間〕昭和5年現在

    〔注記〕表紙刊年月：昭和6年1月
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一269

    〔内容〕大連卸・小売・労銀表あり。『満洲物価調査』参照。

図 統セ

0084調査部「大連卸売物価指数」ノ改編
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・調査部・資料課・第二統計係
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・調査部
    〔刊行年〕昭15．12

    〔頁〕73，4F
    〔注記〕福田勇，殿村亦一，日下部甚一郎 編

       刊年月は凡例による
    〔シリーズ名〕 統計彙輯 第7号
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一564

    〔内容〕現行卸売物価指数は昭和3年1月調査開始。

統セ 統計図

0085大連在勤満鉄邦人社員生計費調査 自大正十三年十月至翌十四年三月
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・社会課
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・社会課
    〔刊行年〕大15．03

    〔頁〕98，93
    r脅鷺書壽志‡冒1載1ぎ㍉  「滴鉄繍1 －035

図
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0086生計調査報告書 自昭和十六年九月至昭和十七年二月
    〔作成機関〕関東州労務協会

    〔編者〕関東州労務協会

    〔刊行者〕関東州労務協会

    〔刊行年〕昭18．02

    〔頁〕159
    〔シリーズ名〕 関労協調査資料 第五輯
    〔内容〕関東州内在住満支人労働者について。

統セ 法大研

100550

0087在満法人現状調査要覧
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・臨時経済調査委員会
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社
    〔刊行年〕昭04．08

    〔頁〕80
    〔調査時点・期間〕昭和3年6月決算
    〔シリーズ名〕 資料 第九編
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一226

東大経

0088大連に於ける主要外商と其実態
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・臨時経済調査委員会
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社

    〔刊行年〕昭05．03

    〔頁〕94
    〔調査時点・期間〕昭和4年現在
    〔注記〕林寛規 編

    〔シリーズ名〕 資料 第二十六編
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一227

    〔内容〕 『大連主要外商個別業態』 （昭和3年2月）の補修編さん。

東大経

0089在満株式会社株金異動調査書 自昭和元年至昭和11年
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南下洲鉄道株式会社・調査部

    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・調査部
    〔刊行年〕昭14．07

    〔頁〕769
    〔シリーズ名〕 産業調査資料 第59編
    〔他書誌掲載頁〕 「滴鉄編」一211

図

0090昭和十二年度新設ノ全満主要会社工場一覧
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・総裁室・弘報課
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・総裁室・弘報課
    〔刊行年〕昭13．08

    〔頁〕35
    〔調査時点・期間〕昭和12年度～13年上期
    〔シリーズ名〕 綜合情報（総恩情13 第2号一18）
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一555

大市図
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0091満洲会社調
    〔作成機関〕朝鮮銀行

    〔編者〕朝鮮銀行・東京調査部

    〔刊行者〕朝鮮銀行・東京調査部

    〔刊行年〕大11．03

    〔頁〕90
    〔調査時点・期間〕大正10年12月現在
    〔他書誌掲載頁〕 「朝鮮編」一166

図

0092関東州に於ける会社業績
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大連商業会議所

    〔刊行者〕大連商業会議所
    〔刊行年〕昭02．11

    〔頁〕94
    〔調査時点・期間〕昭和2年下期現在

    〔注記〕表紙刊年月；昭和2年10月

図

0093関東州事業成績分析
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大連商工会議所

    〔刊行者〕大連商工会議所

    〔刊行年〕昭17．12

    〔内容〕『滴洲事業成績分析』の姉妹編。

  01 第1回 昭和十六年度        昭17．12 図 研  統セ

0094満洲事業成績分析
    〔作成機関〕大連商工会議所

01 第1回 昭和十二年度
02 第2回 昭和十三年度
03 第3回 昭和十四年度
04 第4回 昭和十五年度
05 第5回 昭和十六年度
  〔編者変遷〕

 第01～05  大連商工会議所・調査課
  〔刊行者変遷〕

 第01～05 大連商工会議所

昭13．09

昭14．11

昭15．11

昭16．11

昭18．08

図

図 研

図 研

図 研  統セ

  研

0095満洲銀行会社年鑑
    〔作成機関〕大連商工会議所

01 ［第1回］ 昭和拾年版
02 第2回 昭和拾壱年版
03 第3回 昭和拾丁年版
05 第5回 昭和拾四年版
08 第8回 昭和拾七年版
  〔編者変遷〕

 第01   大連商工会議所・調査部
 第02～08  大連商工会議所
  〔刊行者変遷〕

第Ol～08 大連商工会議所
〔調査時点・期間〕

 01  昭和9年12月末現在
 02  昭和11年5月末現在
 03  昭和12年6月末現在
 05  昭和14年6月末現在

昭10．06

昭11．08

昭12．08

昭14．09

昭18．03

図

図

図 研

統セ

統セ

北大図
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08   昭和17年11月末現在
〔注記〕

Ol昭和10年3月末局報及官報による訂正を含む
08 別冊（凡例にB／s，PILは別冊記載とあり）所蔵機関は不明

0096満洲金属・機械器具工業会社の貸借対照表科目調査
    〔作成機関〕大連高等商業学校

    〔編者〕大連高等商業学校・満洲産業経営調査室
    〔刊行年〕昭15．04

    〔頁〕62，3T
    〔調査時点・期間〕昭和11年6月～13年12月
    〔調査区域〕14社
    〔シリーズ名〕 滴洲金属・機械器具工業経営分析 其の一／調査報告 第一輯

東大経

100600

0097関東州内外殖産概見図表（：大正二年四月調査）

    〔作成機関〕関東都督府

    〔編者〕関東都督府

    〔刊行者〕関東都督府
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕6F
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一113

統セ

OO98満洲重要産業統計書
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・内務局・殖産課

    〔刊行者〕関東庁・内務局・殖産課
    〔刊行年〕大15．06

    〔頁〕98
    〔調査時点・期間〕大正13年現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一148

統セ

0099関東州二於ケル農業移民
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・内務局・農林課

    〔刊行者〕関東庁・内務局・農林課
    〔刊行年〕昭07．05

    〔頁〕17
    〔調査時点・期間〕昭和6年現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

協組セ

0100愛川村 邦人満洲移民ノ魁
    〔作成機関〕関東州庁

    〔編者〕関東州庁・土木課

    〔刊行者〕関東州庁・土木課

    〔刊行年〕昭10．11                       図

    〔頁〕358
    〔調査時点・期間〕昭和8年現在

    〔注記〕附．1．関東庁水源水利調査事業ノ概要 2．愛川村移民地状況（大正4年） 3．愛川村潅概工事二関
       スル復命書 4．水田ノ愛川村 5．愛川村移民地状況（昭和5年） 6．関東州二於ケル農業移民（昭
       和7年） 7．滴洲移民ノ住宅ト食物
    〔シリーズ名〕 関東州庁水源水利調査資料 第一
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〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

0101産業の大連
    〔作成機関〕大連市
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一152

01 昭和十年版
02 昭和十一年版
03 ［昭和10年］
04  ［昭和11年］

05 ［昭和13年］
  〔編者変遷〕

 第01～04 大連市・産業課
 第05   大連市・殖産課
  〔刊行者変遷〕

 第01～05  大連市
  〔調査時点・期間〕

  01    昭和8年現在
02  昭和9年現在

〔注記〕

03表紙刊年月＝昭和12年3月
04表紙刊年月：昭和13年3月
05 表紙刊年月：昭和14年3月

昭10．04

昭11．03

昭12．04

昭13．05

昭14．07

東大経
大分研

大分研

大分研

大分研

100710

0102関東州農業概況
    〔作成機関〕関東都督府

    〔編者〕関東都督府・民政部・庶務課

    〔刊行者〕関東都督府・民政部・庶務課

    〔刊行年〕大06．03

    〔頁〕44
    〔調査時点・期間〕大正5年現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一114

北大図

0103関東州農業概況
    〔作成機関〕関東都督府

    〔編者〕関東都督府・民政部・殖産課

    〔刊行者〕関東都督府・民政部・殖産課

    〔刊行年〕大07．07

    〔頁〕63
    〔調査時点・期間〕大正6年現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編j－xxx

東大経

0104関東州の農業
    〔作成機関〕関東局

    〔編者〕関東局

    〔刊行者〕関東局
    〔刊行年〕昭12．10

    〔頁〕63
    〔調査時点・期間〕昭和10年現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一146？

協組セ

0105翰出入植物検査統計
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  〔作成機関〕関東局
  〔編者〕関東局・関東植物検査所

  〔刊行者〕関東局・関東植物検査所

  〔刊行年〕昭14．07

  〔シリーズ名〕 報告 第一号
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

O1 第一号 昭和十年至昭和十二年 昭14．07 鹿大農

OlO6関東州の農業
    〔作成機関〕関東州庁

    〔編者〕関東州庁

    〔刊行者〕関東州庁
    〔刊行年〕昭13．06

    〔頁〕61
    〔調査時点・期間〕昭和11年現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東血止」一146

研

100711

0107農家経済調査報告 自昭和九年度至十一年度
    〔作成機関〕関東州庁

    〔編者〕関東州庁・経済部・農林水産課

    〔刊行者〕関東州庁・経済部・農林水産課

    〔刊行年〕昭16．03

    〔頁〕242，16T
    〔調査区域〕邦人農家
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一126

研

0108管内支那人の農家経済
    〔作成機関〕普蘭店民政署

    〔編者〕普蘭店民政署

    〔刊行者〕関東庁

    〔刊行年〕昭07．03

    〔頁〕291
    〔調査時点・期間〕昭和5年（陰暦1ケ年）
    〔他書誌掲載頁〕 「関東丁丁」一116

図 研

0109満洲及関東州二於ケル日・滴人農家ノ経済状態
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社
    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・産業部・農林拓殖係

    〔刊行者）南満洲鉄道株式会社・産業部
    〔刊行年〕昭12．08

    〔頁〕27
    〔調査時点・期間〕昭和9又ハ10年度
    〔シリーズ名〕 邦人移民関係参考資料
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一xxx

北大図

100713

0110関東州に於ける棉作奨励
    〔作成機関〕関東庁
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〔編者〕関東庁・内務局・農林課

〔刊行者〕関東庁・内務局・農林課
〔刊行年〕昭09．12

〔頁〕83
〔調査時点・期間〕昭和8年度現在

〔注記〕表紙刊年月：昭和9年10月
〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一119

東大経

0111大連・安東両港背後地に於ける柞竃業
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課

    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕44，1T
    〔調査時点・期間〕大正12年現在
    〔シリーズ名〕 パンフレット 第一一号
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一180

図

100740

0112関東州ノ塩業
    〔作成機関〕関東都督府

    〔編者〕関東都督府・民政部・庶務課

    〔刊行者〕関東都督府・民政部・庶務課
    〔刊行年〕大01。10

    〔頁〕61
    〔調査時点・期間〕明治44年現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一114？

東大経

0113膠州湾及関東州ノ製塩業
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・民政部・殖産課
    〔刊行者〕関東庁・民政部・殖産課
    〔刊行年〕大10，03

    〔頁〕73
    〔調査時点・期間〕大正9年10月調査
    〔注記〕刊年月は凡例による
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一119

東大経

0114関東州の盛業
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・内務局・商工課
    〔刊行者〕関東庁・内務局・商工課
    〔刊行年〕昭08．07

    〔頁〕43
    〔調査時点・期間〕昭和7年現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一146

農総研

0115関東州ヲ中心トスル水産物需給二関スル調査
    〔作成機関〕関東局

  〔他書誌掲載頁〕

  〔内容〕

OI 生産ノ部

「関東州編」一127

「製造業ノ部」は「生産ノ部」の中の製造業に就き精査・補足をなしたもの。

昭10．09

一34一

富大研



02 需給ノ部
03 製造業ノ部
  〔編者変遷〕

第01～03 関東局・関東水産試険場
〔刊行者変遷〕

第Ol～03  関東局・関東水産試険場
〔調査時点・期間〕
Ol

O2

03

昭和8年現在
昭和9年現在
昭和8，10年調

室11．01

昭12．05

富大研

東大図

0116関東州の繋留
    〔作成機関〕関東州庁

    〔編者〕関東州庁・内務部・殖産課

    〔刊行者〕関東州庁・内務部・殖産課

    〔刊行年〕昭11．08

    〔頁〕42
    〔調査時点・期問〕昭和10年現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一146

統セ

0117関東州の壌業 附．朝鮮の塩業
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・社長室・調査課

    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・社長室・調査課
    〔刊行年〕大12，03

    〔頁〕169，31
    〔調査時点・期聞〕大正10年現在
    〔注記〕大倉一郎 調査
    〔シリーズ名〕 盛塩調査資料 第十三篇
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一156

図

0118我が国に於ける塩の需給と関東州の塩業 附．関東州塩業法規
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社

    〔刊行年〕大15．04

    〔頁〕284，32
    〔調査時点・期間〕大正13年末現在
    〔注記〕大倉一郎 調査

    〔シリーズ名〕 満鉄調査資料 第五十一編
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一159

図

Q119関東州三業統計
    〔作成機関〕南音曲鉄道株式会社
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一161

01 昭和元年              昭03．01
02 昭和二年              昭03，06

03 昭和三年              昭04．05

04 昭和4年           昭05。04
05 昭和5年              昭06．06
  〔編者変遷〕

 第01～04 南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課
 第05    南満洲鉄道株式会社・総務部・調査課
  〔刊行者変遷〕

 第01～05  南満洲鉄道株式会社
  〔シリーズ名〕

一35一

図

図

図

図

統セ

統セ

統セ

大分研



01満鉄調査資料 第七十二編
02 満鉄調査資料 第七十八編
03 満鉄調査資料 第百二編

04満鉄調査資料 第128編
05 滴鉄調査資料 第159編

0119－1関東幽幽満洲国塩業統計
  〔作成機関〕南滴洲鉄道株式会社
  〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一257

Ol 昭和7年              昭08．03
02 昭和8年              昭09．04
03 昭和9年（康徳元年）        昭10．05
  〔晒者変遷〕

 第01～03  南満洲鉄道株式会社・経済調査会
  〔刊行者変遷〕

 第Ol～03 南満洲鉄道株式会社

図

図

図

統セ

統セ

0119－2 関東州・満洲国及北目（長薩塩）塩業統計
  〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

  〔編者〕南満洲鉄道株式会社・経済調査会

  〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社
  〔刊行年〕昭11．04

  〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一257

01 昭和10年（康徳2年）       昭11．04 図 統セ

0119－3 日下支二業統計

  〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社
  〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一279

01 昭和11年             昭12．05
02 昭和12年             昭14，03

  〔編者変遷〕

  第01   南満洲鉄道株式会社・産業部・商工課
  第02   南満洲鉄道株式会社・調査部
  〔刊行者変遷〕

  第01～02 南満洲鉄道株式会社

図

研

0120関東州塩田芒硝に関する調査資料
    〔作成機関〕南面洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・総務部・調査課

    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社

    〔刊行年〕昭05．12

    〔頁〕51
    〔調査時点・期間〕昭和1年～3年
    〔シリーズ名〕 満鉄調査資料 第百四十八編
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」弓67

研

100800

0121関東州の鉱業
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・内務部・農林課
    〔刊行者〕関東庁・内務部・農林課
    〔刊行年〕昭09．10 東大経
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〔頁〕38，ユF
〔調査時点・期間〕昭和9年1月1日現在
〔注記〕表紙刊年月：昭和9年8月
〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一119

100900

O122大連都市計画参考資料 昭和九年二月作製
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・内務局・土木課
    〔刊行者〕関東庁・内務局・土木課
    〔刊行年〕昭09．02

    〔頁〕1v
    〔調査時点・期間〕昭和8年現在

    〔注記〕内容：1．区域決定参考資料（人口関係統計）
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

国会図

2．街路計画参考資料（交通関係統計）

0123大連都市計画概要
    〔作成機関〕関東州庁

    〔編者〕関東州庁・土木課

    〔刊行者〕関東州庁・土木課
    〔刊行年〕昭12．03

    〔調査時点・期間〕昭和6年調査
    〔他書誌掲載頁〕 r関東州編」一126

  01 第一輯 昭12．03 図

101000

0124関東庁電気事業要覧
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・逓信局

    〔刊行者〕関東庁・逓信局

    〔刊行年〕昭04．03

    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一135

  01 第一回 昭和三年三月末現在 昭04．03 統計図

0124－1電業事業要覧
  〔作成機関〕関東庁
  〔他書誌掲載頁〕 「関東三編」一135

02 第二回 昭和四年三月末現在
03 第三回 昭和五年三月現在
04 第四回 昭和六年三月末現在
05 第五回 昭和七年三月末現在
  〔編者変遷〕

 第02～05  関東庁・逓信局
  〔刊行者変遷〕

 第02～05  満洲電気協会

昭05．11

昭06．09

昭07．09

昭08．07 図

統セ
統計図

統計図

0124－2電気事業要覧並瓦斯事業要覧
  〔作成機関〕関東庁

  〔編者〕関東庁・逓信局
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  〔刊行者〕滴洲電気協会
  〔刊行年〕昭09．03

  〔他書誌掲載頁〕 「関東膝当」一135

06 第六回 昭和八年三月末現在 昭09．03 図 統セ

O124－3 電気事業要覧並瓦斯事業要覧

  〔作成機関〕関東局
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一135

07 第七回 昭和九年三月末現在
08 第八回 昭和十年三月末現在
09 第九回 昭和十一年三月末日現在
10 第十回 昭和十二年三月末日現在
11 康徳四年・昭和十二年度
  〔編者変遷〕

 第07～10
 第11
  〔刊行者変遷〕

 第07～11 満洲電気協会

昭10．06

昭11．04

昭11．12

昭12．12

康徳07．03

関東局・関東逓信官署・逓信局
満洲国・産業部1関東局・関東逓信官署・逓信皇

図 統セ

統セ

統セ

統計図

北大図

101120

0125全満工場名簿
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・官房・調査課

    〔刊行者〕関東庁・官房・調査課
    〔刊行年〕昭08．12

    〔頁〕205
    〔調査時点・期閥〕昭和7年12月末現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一151

    〔内容〕関東州及満鉄附属地回はく資源調査令〉に基く。

統セ 統計図

『満洲工場名簿』に続く。

0126満洲工場統計
    〔作成機関〕関東局
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一149

    〔内容〕〈満洲工業調査協定〉（昭和8年12月）に基く。第1回の調査は関東州及満鉄附属地のみ。

01 昭和8年
 01 （A－1）

 02 （B－1）

02 昭和9年
 01（A）

昭10．09

昭10．10

昭12．03

図

図

統セ 東文化

統セ
〔編者変遷〕

第01～02  関東局・司政部・殖産課
〔刊行者変遷〕

第01～02  関東局・司政部・殖産課

題02    南満洲鉄道株式会社
〔注記〕

 Ol満洲国実業部工商司工務科，満鉄経済調査会との共同調査

 02 表紙刊年月：昭和10年9月
 02 満洲国実業部臨時産業調査局，満鉄産業部資料室との共同調査

0127満洲工場名簿
    〔作成機関〕関東局
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一149

    〔内容〕 「満洲工業調査協定」 （昭和8年12月）に基く。
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Ol 昭和8年末現在           昭10．09         図
02 昭和9年末現在           昭12．01         図

03 昭和11年末現在         昭13．06
  〔編者変遷〕

 第Ol～02 関東局・司政部・殖産課
 第03   関東局・官房・庶務課
  〔刊行者変遷〕

 第Ol   南満洲鉄道株式会社
 第02   満洲統計協会
 第03    南満洲鉄道株式会社
  〔注記〕

  01満洲国実業部工商司工務科，満鉄経済調査会との共同調査

    表紙刊年月：昭和10年5月
  02満洲国実業部臨時産業調査局，満鉄経済調査会との共同調査
  03 満洲国産業部鉱下司，満鉄調査部資料課との共同調査

統セ

統セ

統セ

統計図

国会図

0128満洲工場名簿
    〔作成機関〕関東局

    〔編者〕関東局・司政部・殖産課

    〔刊行者〕関東局・司政部・殖産課

    〔刊行年〕昭12．07

    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一149

    〔内容〕〈関東州爆心満洲鉄道附属地資源調査規則〉に基く。附録に満洲国内の主要工場名（満洲国調査）あり。

  01 昭和10年末現在          昭12．07         図    統セ 統計図

0129満洲工場統計速報
    〔作成機関〕関東局
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一149

    〔内容〕〈満洲工業調査協定〉（昭和8年12月）に基く。速報の刊行は昭13年分より。

  02 昭和14年半           昭15．12             統セ
  03 昭和15年・康徳7年      昭16．12           統セ 東大経
    〔編者変遷〕

   第02～03  関東局・官房・文書課
    〔刊行者変遷〕

   第02～03  関東局・官房・文書課
    〔注記〕

    02 満洲国経済部工務司，満鉄調査部資料課との共同調査 第6回全満工場調査結果の速報
      刊年月は凡例による
    03満洲国経済部工務司，満鉄新京支社調査室との共同調査
      刊年月は凡例による

0130関東州工場統計
    〔作成機関〕関東局
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一145

    〔内容〕滴洲国成立に伴い，満洲国の分と分離刊行す。

       B）刊行ありと。『滴洲工場統計』参照。

01 昭和13年
 01 （A）

02 昭和14年
 01 （A）

03 昭和15年
 01 （A）

04 昭和16年
 01 （A）

 02 （B）

昭15，02

昭16．02

昭16．12

昭18．02

昭18．02

（A）は総括表， （B）は個別表。昭和13，14年も

統セ 農林図

統セ 農林図

統セ 農林図

統セ

統セ
〔編者変遷〕

第01   関東局・官房・総務課
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第02～03 関東局・官房・文書課
第04～02 関東局・官房・総務課
〔刊行者変遷〕

第01   関東局・官房・総務課
第02～03  関東局・官房・文書課

第04～02 関東局・官房・総務課
〔注記〕

 Ol刊年月は凡例による
 02刊年月は凡例による
 03 刊年月は凡例による

 04刊年月は凡例による
 02刊年月は凡例による

O131関東州工場名簿
    〔作成機関〕関東局
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一145

    〔内容〕『満洲工場名簿』参照。

01 昭和13年末現在
02 昭和14年末現在
03 昭和15年末現在
  〔編者変遷〕

 第01   関東局・官房・総務課
 第02～03  関東局・官房・文書課
  〔刊行者変遷〕

 第01   関東局・官房・総務課
 第02～03  関東局・官房・文書課
  〔注記〕

  01刊年月は凡例による
  02刊年月は凡例による
  03刊年月は凡例による

昭15．01

昭16．01

昭16．07

統セ 統計図
統セ 統計図

統セ 統計図

0131－1関東州工場鉱山名簿
  〔作成機関〕関東局
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一145

01 昭和十六年末現在
02 昭和十七年末現在

  〔編者変遷〕

  第01   関東局・官房・文書課
  第02   関東局・官房・総務課
  〔刊行者変遷〕

  第01   関東局・官房・文書課
  第02   関東局・官房・総務課
  〔注記〕

   01刊年月は凡例による
   02刊年月は凡例による

昭17，09

昭18．09

研  統セ 統計図

   統セ 統計図

0132大連二於ケル油房業
    〔作成機関〕朝鮮銀行

    〔編者〕朝鮮銀行・調査局

    〔刊行者〕朝鮮銀行・調査局
    〔刊行年〕大06．09

    〔頁〕32
    〔調査時点・期間〕大正5年現在
    〔他書誌掲載頁〕 「朝鮮編」一167

北大図

0133関東州の工業事情
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〔作成機関〕大連商工会議所

〔編者〕大連商工会議所

〔刊行者〕大連商工会議所
〔刊行年〕昭14．05

〔頁〕210
〔調査時点・期間〕昭和13年末現在
〔シリーズ名〕 東亜経済事情叢刊 第五輯

図 研

O134満洲工業情勢
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大連商業会議所

    〔刊行者〕大連商業会議所

    〔刊行年〕大15．12

    〔頁〕79
    〔調査時点・期間〕大正14年末現在
    〔内容〕工場名簿が大半。

東大経

0135滴洲工場要覧
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔内容〕 『満洲経済統計年報』に発表の工場生産高を別冊とし刊行す。

  01 昭和九年              昭11．05
  02 昭和十年              昭12．04
    〔編者変遷〕

   第01～02 大連商工会議所
    〔刊行者変遷〕

   第01～02 大連商工会議所

統セ

滋大図

O136関東州工業の現勢
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大連商工会議所

    〔刊行者〕大連商工会議所

    〔刊行年〕昭03．08

    〔頁〕14，2T
    〔調査時点・期間〕昭和2年現在

図

0137関東州工場事業場名簿
    〔作成機関〕関東州労務協会

    〔編者〕関東州労務協会

    〔刊行者〕関東州労務協会

    〔刊行年〕昭16．03

  01 昭和十五年十月末現在 昭16．03 統セ 統計図

0138関東州工場案内
    〔作成機関〕関東州工業会

    〔編者〕関東州工業会

    〔刊行者〕関東州工業会

    〔刊行年〕昭17．07

    〔調査時点・期間〕昭和16年11月現在
  01 昭和17年版            昭17．07 東商図

O139事務報告書
    〔作成機関〕大連工業会

    〔編者〕大連工業会

    〔刊行者〕大連工業会
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  〔刊行年〕昭13．04

01 昭和十二年度 昭13．04 東商図

0140大連工場統計 大正十三年十月調
    〔作成機関〕無著者名資料
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕3
    〔内容〕工場名簿。

大分研

101130

0141関東庁業態調査結果表 昭和二年
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・官房・文書課

    〔刊行者〕関東庁・官房・文書課

    〔刊行年〕昭04．02

    〔注記〕附 関東庁業態調査概説
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一137

図 統セ

0141－1 関東局業態調査結果表 昭和九年

  〔作成機関〕関東局

  〔編者〕関東局・官房・文書課
  〔刊行者〕関東局・官房・文書課
  〔刊行年〕昭10．12

  （他書誌掲載頁〕 「関東州編」一137

図 統セ

0142関東局業態調査 記述編 昭和九年
    〔作成機関〕関東局

    〔編者〕関東局・官房・文書課
    〔刊行者〕関東局・官房・文書課
    〔刊行年〕昭11．03

    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一137

図 統セ

0143臨時関東州国勢調査結果表 昭和十四年
    〔作成機関〕関東局

    〔編者〕関東局

    〔刊行者〕関東局

    〔刊行年〕昭16．03

    〔頁〕465
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」。XXX

統セ 統計図

0144中央卸売市場年報
    〔作成機関〕大連市

  〔他書誌掲載頁〕

Ol 昭和九年度
02 昭和十年度
03 昭和十一年度
06 昭和十四年度
07 昭和十五年度
  〔編者変遷〕

 第Ol～07

r関東州編」一XXX

〔内容〕昭和3年6月27日耀市場開設。

大連市・中央卸売市場

n．d．

昭11．07

昭12，07

昭15．11

昭17．02

研

研

滋大図

滋大図

滋大図
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〔刊行者変遷〕

第01～07  大連市・中央卸売市場

O145大連二於ケル華商市場粒販売組織（一名聯号調査）
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・大連調査員
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・大連調査員
    〔刊行年〕大15．03

    〔頁〕47
    〔調査時点・期間〕調査時点不明（大正11年？）
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一〇24

東大経

0146大連市に於ける営業分布に関する調査
    〔作成機関〕大連商工会議所

01 ［第1回］ 昭和十年七月調査
02 ［第2回］ 昭和十三年九月調査
  〔編者変遷〕

 第01～02  大連商工会議所
  〔刊行者変遷〕

 第01～02 大連商工会議所

昭11．06

昭14．09

図 統セ

滋大図

0146－1関東州に於ける営業分布に関する調査
  〔作成機関〕大連商工会議所

  〔編者〕大連商工会議所

  〔刊行者〕大連商工会議所
  〔刊行年〕昭17．11

03 ［第3回］ 昭和十六年十月調査   昭17．11 図 研

0147大連市主要商店街商店照明調査報告（浪速町磐城町連鎖街）

  調査
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大連商工会議所・大連小売業合理化委員会

    〔刊行者〕大連商工会議所・大連小売業合理化委員会
    〔刊行年〕昭11．07

    〔頁〕49

昭和十年自十月二十九日至十一月二十七日

統セ 横国研

0148大連三品事情
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大連商業会議所

    〔刊行者〕大連商業会議所
    〔刊行年〕大15．11

    〔頁〕108，7T
    〔調査時点・期間〕大正3年～15年

東大経

101140

0149関東州貿易統計
    〔作成機関〕関東庁
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一143

Ol

O2

03

昭和三年
昭和四年
昭和五年

昭04．08

昭05．10

昭06．12
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図

図

統セ



04 昭和六年
05 昭和七年
  〔編者変遷〕

 第01～05 関東庁
〔刊行者変遷〕

第Ol～02  中日文化協会

第03～05 関東寒

湿07．11

昭08．11

図

図

統セ

統セ

0149－1関東州貿易統計
  〔作成機関〕関東州庁
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一143

01 昭和八年
02 昭和九年
03 昭和十年
04 昭和十一年
  〔編者変遷〕

 第01～04  関東州庁・官房・庶務課
  〔刊行者変遷〕

 第01～04  関東州庁・官房・庶務課

昭10．03

昭11．03

昭11．12

昭12．11

図

図

図

図

統セ

統セ

統セ

統セ

0149－2 関東州貿易統計

  〔作成機関〕関東局
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一143

01 昭和十二年
02 昭和十三年

  〔編者変遷〕

  第01～02 関東局
  〔刊行者変遷〕

  第01～02  関東局

昭13．12

昭15．04

図

図

統セ

統セ

0150関東州貿易月表
    〔作成機関〕関東庁
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一170

01 大正十年一月～十二月
02 大正十一年一月～十二月
03 大正十二年一月～十二月
04 大正十三年一月～十二月
05 大正十四年一月～十二月
06 大正十五年一月～昭和元年十二月
07 昭和二年一月～十二月
08 昭和三年一月～十二月
09 昭和四年一月～十二月
10 昭和五年一月～十二月
11 昭和六年一月～十二月
12 昭和七年一月～十二月
13 昭和八年一月～十二月
14 昭和九年一月～七月
  〔編者変遷〕

 第01～12  関東庁・官房・文書課
 第13～14  関東庁・官房・調査課
  〔注記〕

  01

  02所蔵注記：情報センター
  10 刊行者：2月～12月
  11刊行者：中日文化協会
  12
    刊行者：1月～3月

大10．041大11．04

大11．04／大12．03

大12．04／大13．03

大13．04！大14．03

大14．03／大15．02

大15．03／昭02，02

昭02．03／昭03．03

昭03．031昭04．02

昭04．03／昭05．02

昭05．02／昭06．01

日召06．02／日召07．01

昭07．02／昭08．01

昭08．02／昭09．01

昭09．02／昭09．11

合纂附録＝汽車便輸出［以下同じ］

            2～6月欠
           中日文化協会

編者＝昭和7年6月～官房・調査課
          中日文化協会，4月

図

図

図

図

統セ

統セ 統計図
統セ

統セ

統セ

顧慮

統底

盤セ

統セ

統セ

統セ

統計図

満蒙文化協会，5月～12月 満洲文化協会
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  所蔵注記：図書館 10月欠
13 刊行者＝滴洲文化協会

14 刊行者：1月～2月 滴洲文化協会
  所蔵注記＝図書館 7月欠／情報センター 1～6月欠

0150－1 関東州貿易月表

  〔作成機関〕関東州庁
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一170

01 昭和九年八月～十二月
02 昭和十年一月～十二月
03 昭和十一年一月～十二月
04 昭和十二年一月～十一月
  〔編者変遷〕

 第01～04  関東州庁・官房・庶務課
  〔注記〕

01

02

04

昭09．12／昭10．04

昭10．05／昭11．02

昭11．03／昭12．02

昭12．03／昭12．12

10月分より附録（陸路輸出）別冊刊行
9月分書名：関東州貿易月報

編者：昭和12年10月，11月 官房・文書課
陸路輸出は本文に含む（別冊刊行なし）

図

図

図

統セ

統セ

統セ

統セ

0150－2 関東州貿易月表

  〔作成機関〕関東局
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一170

01 昭和十二年十二月
02 昭和十三年一月～十二月
03 昭和十四年一月～十二月
04 昭和十五年一月
05 昭和十六年一月
  〔編者変遷〕

 第01～05 関東局
  〔注記〕

  02 陸路輪入 別冊として刊行
    所蔵注記：情報センター 1～6月欠
  03 所蔵注記＝情報センター 2～5月，

昭13．02

日召13．03／日召14．03

昭15．06／昭15．08

昭15．10

昭16．05

7～11月欠

図

図

統セ

統玉

無玉

無セ 山口研

統セ 山口研

0151大連港貿易
    〔作成機関〕関東庁
    〔他書誌掲載頁〕 r関東州編」一XXX

01 昭和7年上半季報
02 昭和7年下半季報
03 昭和8年上半季報
05 昭和9年上半季報
  〔編者変遷〕

 第01～03  関東庁・商工課

 第05   関東庁・内務部・商工課
  〔刊行者変遷〕

 第01～03 関東庁・商工課
 第05   関東庁・内務部・商工課

昭07．11

昭08．03

昭08．09

昭09．10

山口研

山口研

山口研

山口研

0152関東州貿易月表 附録
    〔作成機関〕関東州庁
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一170

    〔内容〕陸路輸出 別冊刊行。これ以前は本編中に附録として合纂あり。

01 昭和九年十月～十二月
02 昭和十年一月～十二月
03 昭和十一年一月～十二月

n．d．／n．d．

n．d。／n．d，

n．d。／n．d．

一45一
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図

図

統セ

統セ

統セ



〔編者変遷〕

第01～03  関東州庁・官房・庶務課
〔注記〕

 02所蔵注記：図書館 5～12月欠

0152－1 関東州貿易月表 別冊

  〔作成機関〕関東局
  〔編者〕関東局
  〔刊行年〕n．d．1n．d．

  〔他書誌掲載頁〕 「関東州立」一170

  〔内容〕陸路輸入 別冊として刊行（ただし11月分以降は刊行なし）。陸路輸出は本編中にあり。
01 昭和十三年一月～十月       n，d．／n．d。       図    統セ

0153対関東洲貿易統計表 昭和元年一同一八年 重要品目別輸出入
    〔作成機関〕外務省

    〔編者〕外務省・調査局・第三課

    〔刊行者〕外務省・調査局・第三課
    〔刊行年〕昭21．

    〔頁〕22
    〔注記〕 （大蔵省外国貿易月報ニヨル）

統セ

0154大連港輸移出統計（出廻）
    〔作成機関〕南滴洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・鉄道部・庶務課

    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・鉄道部・庶務課
    〔刊行年〕昭07．10

    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一250

  01 昭和6年度             昭07．10 大分研

0154－1大連港輸出統計（出廻）

  〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社
  〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一250

01 昭和7年度
02 昭和8年度
03 昭和9年度
04 昭和10年度
05 昭和11年度
  〔編者変遷〕

昭08．11

昭09．11

昭10．11

昭11．11

昭12．11

第01～03 南満洲鉄道株式会社・鉄道部・庶務課
第04～05 南満洲鉄道株式会社・鉄道総局・資料課
〔刊行者変遷〕

第01～03 南満洲鉄道株式会社・鉄道部
第04～05 南満洲鉄道株式会社・鉄道総局

大分研

大分研

大分研

大分研

大分研

0155大連港輸出入貨物明細表
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一250

01 大正五年中            n。d．
03 大正七年中             n．d．
04 大正八年中             n．d．
  〔編者変遷〕

 第01～04 南満洲鉄道株式会社・埠頭事務所
  〔刊行者変遷〕

 第01～04  南満洲鉄道株式会社・埠頭事務所

図

統セ 山口研
   東大経
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Q156大連港統計要覧
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・鉄道部・埠頭事務所
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・鉄道部・埠頭事務所
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕11
    〔調査時点・期間〕明治43年～大正14年
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一250

大分研

0157関東州ヲ中心トスル対北支戎克貿易ノ現状
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社
    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・産業部・商工課
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・産業部・商工課
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一519

01 其ノー             昭11。09
02 其ノニ             昭11．09
03 其ノ三              昭11。09
Q4 其ノ四            昭11．09
05 其ノ五            昭11。09
  〔別冊付録・付表〕

05 翼東特殊貿易の実状及北口向特殊貿  昭12．03

  易品の最近大連に於ける状況一附録

  其の一及ニー
  〔編者変遷〕

 第01～05 南満洲鉄道株式会社・経済調査会
 第05    南満洲鉄道株式会社・産業部・商工課
  〔刊行者変遷〕

 第01～05  南満洲鉄道株式会社・経済調査会
 第05    南満洲鉄道株式会社・産業部・商工課
  〔調査時点・期間〕

  01  昭和10年現在
  〔注記〕

  01第一篇 対北野戎克貿易商品別数量価額，仕出地仕向地別
  02第二篇 仕出地（川口）二於ケル輸出事情

図

図

図

図

図

国会図

03 第三篇 関東州二於ケル取引事情，第五篇 密輸者二関スル調査，第八篇 関東州二於ケル中継貿易二関

  スル商業施設二関スル調査，第九篇 関東州二於ケル中継貿易振興助成二関スル特殊施設
04第六篇 関東州ヲ中心トスル戎克及発動機船，第七篇 戎克及発動機船用港湾
05 第四篇 陸揚地二於ケル輸入事情，第十篇 陸揚地ヨリ消費地二至ル輸送二関スル調査
〔シリーズ名〕

05 産業調査資料 第11編 別冊

0158大連港貿易年報
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大連商業会議所

    〔刊行者〕大連商業会議所

    〔刊行年〕大07．05

  01 大正六年 大07．05 北大図

0159大連港輸入品の現勢 第一編
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大連商工会議所

    〔刊行者〕大連商工会議所

    〔刊行年〕昭04．03

    〔調査時点・期間〕昭和2年現在

統セ 横国研
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0159－1大連港輸入品 第二編
  〔作成機関〕大連商工会議所
  〔編者〕大連商工会議所
  〔刊行者〕大連商工会議所
  〔刊行年〕昭05．05

  〔調査時点・期間〕昭和3年現在
  〔注記〕表紙刊年月：昭和5年6月

統セ 横国研

0160大連港ト支那沿岸貿易
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大連商業会議所

    〔刊行者〕大連商業会議所

    〔刊行年〕大07．10

    〔頁〕109
    〔調査時点・期間〕大正4年～6年

図

O161大連・営口際港に於ける支那沿岸貿易
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大連商工会議所

    〔刊行者〕大連商工会議所

    〔刊行年〕昭04．02

    〔頁〕81
    〔調査時点・期間〕昭和2年現在

    〔注記〕表紙刊年月＝昭和4年1月

東大経

O162日滴支貿易統計資料
    〔作成機関〕日本商工会議所

    〔編者〕日本商工会議所

    〔刊行者〕日本商工会議所

    〔刊行年〕昭14．03

    〔シリーズ名〕 東亜経済資料 7

  01 昭和14年 昭14．03 図 統セ

0162－1 日満関支貿易統計資料

  〔作成機関〕日本商工会議所

  〔編者〕日本商工会議所

  〔刊行者〕日本商工会議所
  〔刊行年〕昭15．06

  〔シリーズ名〕 東亜経済資料 8

01 昭和15年 昭15．06 図 統セ

101210

O163統計表
    〔作成機関〕関東局

01

02

03

04

〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一136

〔内容〕大連港出入汽船・漁船・帆船，検疫等。

昭和十一年
昭和十二年

昭和十三年
昭和十四年

〔編者変遷〕

n，d，

n．d．

n．d．

n．d，

大市図

大市図

大市図

大市図

第01～04 関東局・関東海務局
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〔刊行者変遷〕

第Ol～04 関東局・関東海務局

0164海路に依る満洲（関東州を含む）への上陸者及滴洲よりの乗船者調査
  〔作成機関〕関東局

  〔他書誌掲載頁〕 「関東空子」一120

01 昭和十一年四月中
03 昭和十一年六月中
  〔編者変遷〕

 第01～03 関東局・官房・文書課
  〔刊行者変遷〕

 第01～03  関東局・官房・文書課
  〔調査区域〕

  01  大連・営口・安東港

昭11．06

昭11．09

滋大図

北大経

0165大連港の上陸者及乗船者調査概要
    〔作成機関〕関東局
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一133

Ol 昭和15年11月中に於ける
02 昭和15年12月中に於ける
03 昭和16年1月中に於ける
04 昭和16年3月中に於ける
05 昭和16年4月中に於ける
  〔編者変遷〕

 第01～05
  〔刊行者変遷〕

 第01～05

関東局・官房・文書課

関東局・官房・文書課

昭16．01

昭16．01

昭16。03

昭16．05

昭16．05

研

研

研

研
研

0165－1 大連港上陸者及乗船者調査概要

  〔作成機関〕関東局
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一133

06 昭和17年1月中に於ける
07 昭和17年2月中に於ける

  〔編者変遷〕

  第06～07 関東局・官房・文書課
  〔刊行者変遷〕

  第06～07 関東局・官房・文書課

昭17．03

昭17．03

研

出

0166鉄道輸送数量上より見たる大連港背後地の範囲
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課
    〔刊行年〕大12．08

    〔頁〕83
    〔調査時点・期間〕大正10年現在
    〔注記〕表紙刊年月：大正12年7月
    〔他書誌掲載頁〕 「滴鉄編」一〇32

国会図

Q167南満三港海運事情
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課

    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課
    〔刊行年〕昭03．12

    〔頁〕133
    〔調査時点・期間〕1912年～1927年

図
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〔調査区域〕大連・営口・安東港

〔シリーズ名〕 満鉄調査資料 第88編
〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一162

O168大連港勢一班
    〔作成機関〕福耳洲鉄道株式会社

    〔編者〕南滴洲鉄道株式会社・庶務部・調査課
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課

    〔刊行年〕大13．06

    〔頁〕367
    〔調査時点・期間〕：大正11年

    〔他書誌掲載頁〕 r満鉄編」一250

国会図

0168－1大連二二一斑
  〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社
  〔編者〕南満洲鉄道株式会社・鉄道部・港湾課
  〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・鉄道部・港湾課

  〔刊行年〕昭10．04

  〔調査時点・期間〕昭和8年
  〔注記〕同一資料で鉄道部貨物課 昭和10年5月刊行のものあり
  〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一250

01 昭和九年版             昭10．04         図 統セ

0169大連港二関スル諸統計表
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・埠頭事務所
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・埠頭事務所
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕1v

    〔調査時点・期間〕1907年～1917年
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一XXX

東大経

0170大連港貨物年報
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社
    〔他書誌掲載頁〕 r滴鉄編」一249

01 大正十年中            n．d．
02 大正十一年中           n，d．
03 大正十二年中           n．d．
04 大正十三年中           n，d，
05 大正十四年中           n．d，
06 昭和元年中             昭02．07

07 昭和二年             昭03．09
08 昭和三年             昭04．09
09 昭和四年（暦年）          昭05．09
10 昭和五年（暦年）          昭06．05

11 昭和六年（暦年）          昭07．05

12 昭和7年（暦年）          昭08．03
13 昭和8年（暦年）         昭09．04
14 昭和9年（暦年）        昭10。03
15 昭和10年（暦年）       昭11．03
16 昭和11年（暦年）         昭12．03
17 昭和12年（暦年）         昭13．08
18 昭和13年（暦年）         昭14．05
  〔編者変遷〕

 第01～06 南満洲鉄道株式会社・埠頭事務所
 第07～15  南満洲鉄道株式会社・鉄道部・庶務課

東大経

東大経

東大経

東大経

東大経

東商図

統計図

東商白

帯計図

統計図

滋大図

滋大図

大分研

大分研

大分研

大分研

大分研

統計図
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第16～18  南滴洲鉄道株式会社・鉄道総局・資料課
〔刊行者変遷〕

第01～06
第07～12
第13～15
第16～18

南満洲鉄道株式会社・埠頭事務所
南満洲鉄道株式会社・鉄道部・庶務課

南満洲鉄道株式会社・鉄道部
南満洲鉄道株式会社・鉄道総局

0171大連港を中心とする船舶の概勢
    〔作成機関〕南滴洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課
    〔刊行者〕南滴洲鉄道株式会社・庶務部・調査課

    〔刊行年〕大15．10

    〔頁〕36
    〔調査時点・期間〕大正14年度現在
    〔シリーズ名〕 パンフレット 第二十六号
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一181

    〔内容〕埠頭事務所の統計に基く。

図 研

0172大連港背後地の研究
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課

    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課

    〔刊行年〕大12．07           図研
    〔頁〕302，76
    〔調査時点・期間〕大正10年又は11年現在
    〔注記〕野中時雄，菊田直次，宮本通治 編
    〔シリーズ名〕 調査報告書 第十九巻
    〔他書誌掲載頁〕 「滴鉄工」一〇94

    〔内容〕『鉄道輸送数量上より見たる大連港背後地の範囲』は本書よりの抜葦編集。

101220

0173関東庁逓信統計要覧
    〔作成機関〕関東庁
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一147

01 大正十一年度
02 大正十二年度
03 大正十三年度
Q4 大正十四年度
05 大正十五・昭和元年度

06 昭和二年度
07 昭和三年度
08 昭和四年度
10 昭和六年度
11 昭和七年度
12 昭和八年度
  〔編者変遷〕

 第01～12  関東庁・逓信局
  〔刊行者変遷〕

 第01～12  関東庁・逓信局
  〔注記〕

  12刊年月は例言による

大12．11

大13．11

大14．12

昭02．01

昭02．11

昭04．01

昭04．12

昭06．04

昭07．11

昭09．04

昭09．09

東大図

東大図

東大図

東大図

統計図

滋大図

東大経

東大経

東大経

東大経

東大経

O173－1  閏東藷看イ言統言十藝覧

一51一



〔作成機関〕関東局

〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一147

〔内容〕満洲国成立に伴い，昭和9年12月26日行政機構改革。官制改正。

01 昭和九年度
02 昭和十年度
03 昭和十一年度
04 昭和十二年度
05 昭和十三年度
06 昭和十四年度
07 昭和十五年度
08 昭和十六年度
  〔編者変遷〕

 第Ol～08
  〔刊行者変遷〕

 第01～08
  〔注記〕

  01

昭10．11

昭11．12

昭12．10

昭13．12

昭15，02

昭16。02

昭17．03

昭18．03

関東局・関東逓信官署・逓信局

関東局・関東逓信官署・逓信局

刊年月は例言による

東大経

東大経

統計図

統計図

統計図

統計図

統計図

統計図

101310

0174大連市中に於ける下層中国人の飲食物調
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・社長室・人事課

    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・社長室・人事課
    〔刊行年〕昭02．05

    〔頁〕19
    〔調査時点・期間〕昭和2年5月下旬調
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一〇30

    〔内容〕自由労働者の飲食物の種類調査。

大分研

101320

0175関東庁管内社会事業要覧
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・内務局・地方課

    〔刊行者〕関東庁・内務局・地方課
    〔刊行年〕大14．11

    〔調査時点・期間〕大正14年3月末現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一118

  01 大正十四年             大14．11 法大研

0176関東州社会事業概要
    〔作成機関〕関東州庁
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一146

    〔内容〕「定例報告其ノ他ノ資料二基」

01 昭和十二年度
02 昭和十三年度
03 昭和十四・十五年度
  〔編者変遷〕

 第01   関東州庁・地方課
 第02   関東州庁・内務部・地方課
 第03    関東州庁・民生課
  〔刊行者変遷〕

く。

昭14．03

 昭15．09

 昭17．05

一52一

研

統セ 京大人

   福島経



第01

第02

第03

関東州庁・地方課
関東州庁・内務部・地方課

関東州庁・民生課

0176－1関東州社会事業概要
  〔作成機関〕関東州厚生事業協会
  〔編者〕関東州厚生事業協会
  〔刊行者〕関東州厚生事業協会
  〔刊行年〕昭18．06
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

O1 昭和十六年度 昭18．06 統セ タ陽図

0177関東州社会事業年報
    〔作成機関〕満洲社会事業協会

  01 昭和十一年度
  02 昭和十二年度
    〔編者変遷〕

   第01～02 満洲社会事業協会
    〔刊行者変遷〕

   第01～02 満洲社会事業協会
    〔注記〕

    02 関東州庁編『関東州社会事業概要

昭13．03

昭14．03

昭和十二年度』と同一内容

   北大図
統セ タ陽図

101400

0178大連及旅順水道小誌
    〔作成機関〕関東都督府

    〔編者〕関東都督府・民政部・土木課出張所

    〔刊行者〕関東都督府・民政部・土木課出張所
    〔刊行年〕大06．09

    〔頁〕76
    〔他書誌掲載頁〕 「関東当面」一113

東大経

0179関東庁上水道概要
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・内務局・土木課

    〔刊行者〕関東庁・内務局・土木課

    〔刊行年〕昭07．09

    〔頁〕85
    〔調査時点・期間〕昭和6年現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

国会図

0180関東庁下水道概要
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・内務局・土木課

    〔刊行者〕関東庁・内務局・土木課

    〔刊行年〕昭07．09

    〔頁〕37
    〔調査時点・期間〕昭和7年3月末現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

国会図

0181衛生概観
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  〔作成機関〕関東局

  〔編者〕関東局・警務部・衛生課

  〔刊行者〕関東局・警務部・衛生課

  〔刊行年〕昭12．11

  〔調査時点・期間〕昭和11年中
  〔他書誌掲載頁〕 「関東二三」一133

01 昭和十二年度 昭12．11 国会図

0182天寸胴移民村実地調査概要（昭和十一年八月）

    〔作成機関〕関東局

    〔編者〕関東局・移民衛生調査委員会

    〔刊行者〕関東局・移民衛生調査委員会

    〔刊行年〕昭12．01

    〔頁〕22
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一122

    〔内容〕衛生調査。

東大経

101500

0183関東庁学事統計書
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・内務局・学務課

    〔刊行者〕関東庁・内務局・学務課
    〔刊行年〕昭08．03

    〔頁〕305
    〔調査時点・期間〕昭和6年度又ハ7年度
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一135

国会図

0184関東庁学事統計書（学生生徒児童身体検査）
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・内務局・学務課

    〔刊行者〕関東庁・内務局・学務課
    〔刊行年〕昭09．03                               北大図

    〔頁〕299
    〔調査時点・期間〕大正10年度～昭和5年度
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一135

    〔内容〕官公私立各学校（小学校～大学）にて毎年施行の定期身体検査の成績を輯録。

0185在満日本人教育施設要覧
    〔作成機関〕関東局
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一151

01

02

03

昭和十五年度

昭和十六年度
昭和十七年度

〔編者変遷｝

昭15．11

昭17．03

昭18．05

第01～03  関東局・官房・学務課／関東局・在満教務部
〔刊行者変遷〕

第01   関東局・官房・学務課／関東局・在満教務部
第02～03  関東局・在満教務部
〔調査時点・期間〕

01

02

03

昭和15年5月1日現在
昭和16年5月1日現在
昭和17年5月1日現在

図 研

図 研

北大図
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0186学校一覧表
    〔作成機関〕関東州庁

    〔編者〕関東州庁・内務部・学務課

    〔刊行者〕関東州庁・内務部・学務課

    〔刊行年〕昭13．03

    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一144

  01 昭和十二年度            昭13，03 大分研

0186－1 関東州学校一覧表

  〔作成機関〕関東州庁
  〔他書誌掲載頁〕 「関東露盤」一144

01 昭和十三年度
02 昭和十四年度
03 昭和十五年度
04 昭和十六年度
05 昭和十七年度
  〔編者変遷〕

 第01～05 関東州庁・内務部・学務課
  〔刊行者変遷〕

 第Q1～05  関東州庁・内務部・学務課

昭14．03

昭15．05

昭16．03

昭17，03

昭18．03

研

大分研

大分研

大分研

大分研

0187関東州の教育
    〔作成機関〕関東州庁
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一125

01 ［昭和10年5月1日現在｝
04 ［昭和13年5月1日現在］
06  ［昭和15年5月1日現在］
  〔編者変遷〕

 第Ol～06  関東州庁・内務部・学務課
  〔刊行者変遷〕

 第01～06  関東州庁・内務部・学務課
  〔注記〕

  04 表紙刊年月：昭和14年1月

昭11．03

昭14．02

昭16，03 研

大分研

福島経

101700

0188関東州土地旧慣提要
    〔作成機関〕関東都督府

    〔編者〕関東都督府・臨時土地調査部

    〔刊行者〕関東都督府・臨時土地調査部
    〔刊行年〕大07．06

    〔頁〕212，48
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一115

    〔内容〕『関東州土地旧慣一斑』の簡略版。

統セ

0189関東州土地旧慣一斑
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・総務部・事務局・調査課
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・総務部・事務局・調査課
    〔刊行年〕大04．02

    〔頁〕310，60，10
    〔他書誌掲載頁〕 「滴鉄編」一〇29

    〔内容〕関東都督府の委嘱による調査。関東州内の土地制度について。

統セ

一55一



101900

0190関東庁司法一覧
    〔作成機関〕関東庁
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一136

01 大正十三年調
02 大正十四年調
03 大正十五年調
04 昭和二年調
05 昭和三年調
07 昭和五年調
08 昭和六年調
09 昭和七年調
10 昭和八年調
  〔編者変遷〕

 第Ol～10 関東庁・内務局
  〔刊行者変遷〕

 第01～10  関東庁・内務局
  〔調査時点・期間〕

01

02

03

04

05

07

08

09

10

大正12年
大正13年
大正14年
大正15年
昭和2年
昭和4年
昭和5年
昭和6年
昭和7年

n．d．

n．d．

n．d．

n，d．

n．d，

n．d．

n，d，

n．d．

n．d．

法務図

法務図

法務図

法務図

法務図

法務図

法務図

法務図

法務図

102000

O191警察統計書
    〔作成機関〕関東煮
    〔他書誌掲載頁〕 「関東面面」一144

01 昭和四年
02 昭和五年
03 昭和六年
04 昭和七年
  〔編者変遷〕

 第01～04 関東庁・警務局
〔刊行者変遷〕

第01～04
〔注記〕

 03

 04

関東庁・警務局

表紙刊年月：昭和7年12月
表紙刊年月：昭和9年9月

昭05．10

昭06．09

昭08．02

昭09．12

北大図

北大図

北大図

北大図

O191－1警察統計書
  〔作成機関〕関東局
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一144

01 昭和八年
02 昭和九年
03 昭和十年

昭12．06

昭12．06

昭12．08

北大図

北大図

京大経
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〔編者変遷〕

第01～03 関東局・警務部
〔刊行者変遷〕

第01～03  関東局・警務部
〔注記〕

 01表紙刊年月＝昭和12年5月
 02表紙刊年月：昭和12年5月

0191－2 警察統計書

  〔作成機関〕関東州庁
  〔編者〕関東州庁・警察部
  〔刊行者〕関東州庁・警察部
  〔刊行年〕昭14．04
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一144

  〔内容〕昭和12年12月1日く治外法権撤廃条約〉施行により，
01 昭和十二年             昭14．04

関東局管下は関東州のみとなる．

         大分研

O192管内状況 昭和十年四月末現在
    〔作成機関〕旅順民政署

    〔編者〕旅立警察署

    〔刊行者〕旅順警察署
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕67
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

国会図

202100

0193関東洲民政署法規提要
    〔作成機関〕関東洲民政署
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一113

  01 明治三十九年四月現行
  02 続篇 明治三十九年九月現行
    〔編者変遷〕

第Ol

第02

関東洲民政署・官房
関東洲民政署・官房・文書科

〔刊行者変遷〕

第01

第02

関東洲民政署・官房
関東洲民政署・官房・文書科

明39．05

明39、11

内文庫

内文庫

〔注記〕

01刊年月は例言による
02刊年月は例言による

0193－1関東都督府法規提要
  〔作成機関〕関東都督府
  〔他書誌掲載頁〕 「関東手編」一147

  〔内容〕附録に「法規編年目録」あり
01

02

03

04

05

06

07

明治四十年八月現行

 ［明治41年6月30日現行］
明治四十二年十月三十一日現行
明治四十三年十一月一日現行
明治四十四年十一月一日現行

追録 大正元年十一月三十日現行
 ［大正3年］
〔編者変遷〕

明40．09

明41．09

明42．11

明43．12

明44．12

大01．12

大03．08
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   内文庫
   法務図
   内文庫
   内文庫
   法務図
   京大経
（統セ）国会図



第01   関東都督府・官房・文書科
第02～07 関東都督府・官房・文書課
〔刊行者変遷〕

第01

第02

第03～05
第06

第07
〔注記〕

 01

 04
 05

 07

関東都督府・官房・文書科
関東都督府・官房・文書課
関東都督府
満洲日日新聞社
関東都督油

滴年月は凡例による
附録 民政署・警務署・領事館・南満洲鉄道沿線法規集
附録 民政署・警務署・領事館・南満洲鉄道沿線法規集

附録 民政署・警務署・領事館・南満洲鉄道沿線法規集

0193－2 関東局法規提要

  〔作成機関〕関東局
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

  〔内容〕加除式。 ［昭和2年1月10日現在 底本］

01 ［昭和18年11月11日 加除］
01上巻ノー
02上巻ノニ
03下巻ノー
04下巻ノニ
05別冊 関東州価格等統制規則二依ル

 価格等
 〔編者変遷〕

第01～05 関東局・官房・文書課
 〔刊行者変遷〕

第01～05 関東局
 〔注記〕

 01第1（面面）～第7／2（社会）
 02 第8（交通・運輸）～第10（法務）
 03 第11（警察）～第13（財務）
 04 第14（土地・建造物）～第17 （地方制度・市会），編年目次

九大図

九大図

九大図

九大図

九大図

0194関東都督府例規類纂
    〔作成機関〕関東都督府
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

01 明治四十四年三月一日現行      明44，03                 内文庫
02 明治四十五年七月二十九日現行    大01．08                内文庫
03 大正二年八月二十日現行       大02．09             （統セ）内文庫
  〔編者変遷〕

 第01～03 関東都督府・官房・文書課
  〔刊行者変遷〕

 第01～03  関東都督府
  〔注記〕

  01 附録 関東都督府臨時防疫部例規集

    本文末尾「追録」に明治43年11月1日～44年3月20日公布の法規を収める

O195関東州及南満洲鉄道附属地外国為替管理令三関係法規
    〔作成機関〕関東局

    〔編者〕関東局・司政部・財務課

    〔刊行者〕関東局・司政部・財務課
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕56
    〔調査時点・期間〕昭和10年現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一122

法務図
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〔内容〕法規輯成。

0196関東州統制法規集
    〔作成機関〕関東局

    〔編者〕関東局・官房・文書課
    〔刊行年〕昭17．03                             法務図

    〔頁〕766
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一120

    〔内容〕 「〈関東州国家総動員令〉（昭和14年勅令第609号）二基ク法令ヲ中心トシテ…関係法令ヲ集録セリ

       」加除式。 （昭和17年9月加除まで）

0197農務関係例規集
    〔作成機関〕関東州庁

    〔編者〕関東州庁・内務部・殖産課

    〔刊行年〕昭12．06                             法務図

    〔頁〕289
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一125

    〔内容〕 「追次加除訂正ノ予定」とあり。〈関東局報告例〉（昭和10年訓令第27号改正まで）〈政務報告例〉
        （昭和8年内訓第2号改正まで）を含む。

0198満洲同齢東国ノ物価法令
    〔作成機関〕中央物価統制協力会議

    〔編者〕中央物価統制協力会議

    〔刊行者〕中央物価統制協力会議

    〔刊行年〕昭18．02

    〔頁〕78
    〔内容〕法規音韻。

研

0199日本・満洲国及関東州外国為替管理法令対照表
    〔作成機関〕滴洲中央銀行

    〔編者〕 ［滴州中央銀行］臨時為替局

    〔刊行者〕 ［満州中央銀行］臨時為替局

    〔刊行年〕n．d．                                東社研

    〔頁〕158，22
    〔調査時点・期間〕昭和十四・康徳六年三月現在
    〔内容〕康徳5年8月10日満洲国経済部，満洲中央銀行，関東局の三者統合し，満洲中央銀行内に臨時為替局開
       設。

0200外国為替管理・貿易管理法規集
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大連商工会議所

    〔刊行者〕大連商工会議所

    〔刊行年〕昭13．05

    〔頁〕219

図 統セ

0201関東州実業組合令規集
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大連商工会議所

    〔刊行者〕大連商工会議所
    〔刊行年〕昭13．05

    〔頁〕44
    〔内容〕〈関東州実業組合令〉（昭和12年9月）他関係法規を輯録。

滋大図
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202110

0202関東都督府報告例
    〔作成機関〕関東都督府

    〔編者〕関東都督府

    〔刊行者〕関東都督府
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕305
    〔他書誌掲載頁〕 「関東三編」一XXX

    〔内容〕大正7年5月訓令第38号別冊。

統セ 統計図

0202－1関東庁報告例
  〔作成機関〕関東庁

  〔編者〕関東庁

  〔刊行者〕関東庁
  〔刊行年〕n．d．

  〔頁〕368
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

  〔内容〕大正13年5月訓令第33号別冊。

統セ 統計図

0203関東曲人口動態調査関係法規
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・調査課・統計係

    〔刊行者〕関東庁・調査課・統計係
    〔刊行年〕昭07

    〔頁〕43
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一117

滋大図

0204業態調査例規集 昭和九年
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁

    〔刊行者〕関東庁
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕42
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一116

北大図

0205満洲物価調査
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課

    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社
    〔刊行年〕昭04．01

    〔頁〕152
    〔注記〕男盛松之助 述

       表紙刊年月：昭和3年11月
    〔シリーズ名〕 満鉄調査資料 第九十二編
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一163

    〔内容〕満洲における各種物価調査の現状と批判。

図 統セ

0206満洲に於ける物価調査粒指数構成の現状
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社
    〔編者〕南滴洲鉄道株式会社・調査部
    〔刊行者〕南滴洲鉄道株式会社・調査部
    〔刊行年〕昭16．12 研  統セ
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〔頁〕114
〔注記〕日下部甚一郎 述

   満鉄資料彙報 昭和十六年十一・十二月号 抜刷
〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一XXX

〔内容〕満洲における各種機関の物価調査・指数の解説。

202220

0207関東庁管内行政区雷雨附図（関東州）
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁

    〔刊行者〕関東庁

    〔刊行年〕昭04．12                             北大図
    〔頁〕14S
    〔注記〕1。関東州及南満洲鉄道附属地行政区域一覧図

       2．関東州行政区域会別一覧図
       3．旅順民政署管内行政区域図
       4。大連民政署管内行政区域図
       5。凹凹民政支署管内行政区域図
       6．普蘭店民政支署管内行政区域図
       7，8．貌子窩民政支署管内行政区域図  （1） （2）

       9，旅順市街図，10．大連市街図，11．金州市街図，12．普蘭店市街図，
       13．貌子窩市街図，14．城子嘘市街図
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一117

0208満洲国全図
    〔作成機関〕関東局

    〔編者〕関東局

    〔刊行者〕関東局
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕1S

    〔調査時点・期間〕昭和lO年12月調製
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一124

図

202301

0209関東州と満鉄附属地
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・官房・文書課

    〔刊行者〕関東庁・官房・文書課

    〔刊行年〕大14．08

    〔頁〕75，4
    〔調査時点・期間〕大正13年現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一116

北大図

0210最近の関東州と満鉄附属地一如政二十年記念一
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁

    〔刊行者〕関東庁
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕54
    〔調査時点・期間〕大正15年現在

統セ
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〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

0211露治時代二於ケル関東州
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁

    〔刊行者〕関東庁

    〔刊行年〕昭06．09

    〔頁〕244
    〔調査時点・期間〕1903年調査
    〔注記〕矢野太郎翻訳官 編述
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一116

    〔内容〕r1902．3年二於ケル大連市』他による訳編。

東文庫

0212露治時代（明治三十五．六年）曾於ケル大連市
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁

    〔刊行者〕関東庁

    〔刊行年〕昭06．09

    〔頁〕61

    〔調査時点・期間〕1903年調査
    〔注記〕矢野太郎翻訳官 編
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一116

    〔内容〕1903年大連市（ダルニー市）刊行の翻訳。

東文庫

0213大連正史
    〔作成機関〕大連市

    〔編者〕大連市

    〔刊行者〕大連市

    〔刊行年〕昭11．09                       図 研

    〔頁〕870
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一152

    〔内容〕市制20周年記念として編輯・刊行。附帯として『大連市政二十年史』 （昭和10年刊）あり。

0214大連読本
    〔作成機関〕横浜正金銀行

    〔編者〕横浜正金銀行・調査課

    〔刊行者〕横浜正金銀行・調査課
    〔刊行年〕昭14．06

    〔頁〕38
    〔注記〕神野正雄（大連支店）稿

    〔シリーズ名〕 調査報告 第百十五号

図 研

202304

0215 ［関東州労務協会関係資料］

    〔作成機関〕関東局
    〔編者〕 ［関東局］

    〔刊行者〕 ［関東局］

    〔刊行年〕一                               東社研
    〔頁〕37S
    〔注記〕内容＝1．関東州二於ケル労働統制要領（関東局案）2．労働者取締対策案

       綱4．関東局令第号労働者登録二関スル件5．関東州労務協会改組統合要綱案
       会定款 7．関東州労務協会調整要綱案（4種）板倉幹事（案）

一62一

3．関東州労務協会設立要

    6．関東州労務協



〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

〔内容〕康徳5年10月労務委員会第一分科会幹事会において「労働統制法要綱」 を審議。

202305

0216関東州特恵関税法ノ実績
    〔作成機関〕関東庁
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

  O1 ［昭和7年現在］         昭07．12
  02 ［昭和9年10月現在］     昭09．12
    〔編者変遷〕

   第01～02  関東庁・内務局・商工課
    〔刊行者変遷〕

   第01～02  関東庁・内務局・商工課

0216－1関東州特恵関税法の実積
  〔作成機関〕関東州庁

  〔編者〕関東州庁・［内務部］殖産課
  〔刊行者〕日満実業協会
  〔刊行年〕昭10．09

  〔頁〕24
  〔調査時点・期間〕昭和9年現在
  〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一126

0217歳入歳出科目解疏
    〔作成機関〕関東局

    〔編者〕関東局・関東逓信官署・逓信局

    〔刊行者〕関東局・関東逓信官署・逓信局
    〔刊行年〕n．d．

    〔他書誌掲載頁〕 「関東蟷螂」一XXX

  O1 昭和十七年度           n，d，

0218重ナル懸案事項
    〔作成機関〕関東局

    〔編者〕関東局

    〔刊行年〕昭10．09

    〔頁〕35＋2
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

    〔内容〕謄写刷。部内資料。

0219事務概況
    〔作成機関〕関東局

    〔編者〕関東局

    〔刊行年〕昭11．03

    〔頁〕1v
    〔注記〕内容：1．事務ノ現況 2．懸案事項
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一xxx

    〔内容〕謄写刷。部内資料。

図

研

山口研

山口研

国会図

国会図

0220会制度解説
    〔作成機関〕関東州庁

    〔編者〕関東州庁・地方課
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〔刊行者〕関東州庁・地方課
〔刊行年〕n．d．

〔頁〕95．28
〔調査時点・期聞〕昭和14年告示まで
〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一125

研

0221関東州各種組合及団体調査
    〔作成機関〕関東州庁

    〔編者〕関東州庁

    〔刊行者〕関東州庁

    〔刊行年〕昭11．10

    〔頁〕51
    〔調査時点・期間〕昭和11年前期現在
    〔シリーズ名〕 組合令資料
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一125

滋大図

0222第一回 関東州経済調査委員会 第一及第二諮問事項録事
    〔作成機関〕関東州経済調査委員会
    〔編者〕関東州経済調査委員会

    〔刊行年〕昭13．03

    〔頁〕116
    〔注記〕昭和13年2月2日～3月8日 開催
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一144

国会図

0223関東州二於ケル会村二関スル調査
    〔作成機関〕拓殖局

    〔編者〕拓殖局

    〔刊行者〕拓殖局
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕1v
    〔調査時点・期間〕大正7年10月現在

研

0224関東州特恵関税に当て
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課
    〔刊行年〕大14．05

    〔頁〕64，2T
    〔注記〕刊年月は序による

    〔シリーズ名〕 パンフレット 第十三号
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一180

図

0225満洲に於ける支那の特殊関税制度
    〔作成機関〕南滴洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社

    〔刊行年〕昭03．07           図研 統セ
    〔頁〕232
    〔シリーズ名〕 満鉄調査資料 第七十九編
    〔他書誌掲載頁〕 「滴鉄編」一162

    〔内容〕第1，2章に関東州の関税制度についての，第七章に大連税関（海関）の記述あり。

0226 ［紗票に関する件］

    〔作成機関〕大連取引所
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〔編者〕 ［大連取引所］

〔刊行者〕 ［大連取引所］

〔刊行年〕昭11．03                             国会図
〔頁〕10
〔注記〕刊年月はペン字書き入れ

〔内容〕通貨統一の見地より「砂票ト特産銀建廃止」および取引関係3社合併一綜合取引所化案。大連取引所罫紙
   使用。

0227朝鮮・関東州・支那に於ける当行主要各店所在地一般経済状況
    〔作成機関〕朝鮮銀行

    〔編者〕朝鮮銀行・調査部

    〔刊行者〕朝鮮銀行・調査部
    〔刊行年〕昭18．04

    〔頁〕81
    〔調査区域〕大連

    〔注記〕表紙刊年月：昭和18年3月
    〔他書誌掲載頁〕 「朝鮮編」一165

    〔内容〕記述のみ。支那についての記述が大部分。

昭和十七年下半期

研

0228 『大連』メモ集

    〔作成機関〕横浜正金銀行

    〔編者〕横浜正金銀行・頭取席・調査課

    〔刊行者〕横浜正金銀行・頭取席・調査課

    〔刊行年〕昭09．03                               東文庫

    〔頁〕278
    〔シリーズ名〕 通報号外 第四十六号

    〔内容〕 「大連支店メモ」 （昭和7年～9年2月）の内より参考資料として保存するに足るものを主題別（為替・

       特産物・輸入品・雑学）に編纂し印刷に附す。

0229大連を中心として見たる満洲の金融，為替，貿易
    〔作成機関〕横浜正金銀行

    〔編者〕横浜正金銀行・調査課

    〔刊行者〕横浜正金銀行・調査課

    〔刊行年〕昭02．02

    〔頁〕124
    〔注記〕関恵行（大連支店）稿

    〔シリーズ名〕 調査報告 第六十六号

国会図

0230関東州に於ける生活必需品切符制度の現状
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大連商工会議所

    〔刊行者〕大連商工会議所

    〔刊行年〕昭17．08           図研
    〔頁〕137
    〔内容〕〈関東州物品販売制限規則〉（昭15年12月31日局令第123号）による。24品目。

0231関東州の関税制度
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大連商工会議所

    〔刊行者〕大連商工会議所
    〔刊行年〕昭10。10

    〔頁〕128
    〔シリーズ名〕 東亜経済事情叢刊 第二輯

図 研
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0232関東州特恵関税品目及通関手続
    〔作成機関〕大連商工会議所

01 ［昭和2年目
02 ［昭和4年］
  〔編者変遷〕

第01

第02

大連商業会議所
大連商工会議所

〔刊行者変遷〕

第01

第02

大連商業会議所
大連商工会議所

昭02．06

昭04．11

国会図

国会図

0233関東州関税制度改正方二関スル建議書
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大連商工会議所

    〔刊行者〕大連商工会議所

    〔刊行年〕昭07．08                              東大経
    〔頁〕38
    〔注記〕附．大連海関設置並内水汽船航行二関スル協定，膠州湾租界地二於ケル製造品二関スル規則抜粋，関東州
       租借地税関仮規則，関東州ノ生産二係ル物品ノ輸入税免除二関スル法律

0234経済都市大連
    〔作成機関〕大連商工会議所

01 ［昭和6年現在］
02 ［昭和10年現在］
  〔編者変遷〕

 第01～02  大連商工会議所
  〔刊行者変遷〕

 第01～02 大連商工会議所
  〔シリーズ名〕

  02 東亜経済事情叢刊 第四輯

昭08．07

昭12．

研

北大図

0235関東州経済年報
    〔作成機関〕関東州経済会

    〔編者〕関東州経済会

    〔刊行者〕関東州経済会

    〔刊行年〕昭20．01

  01 昭和19年版 昭20．01 統計図

0236関東州に於ける生活必需品切符制度の現状
    〔作成機関〕関東州経済会

    〔編者〕関東州経済会

    〔刊行者〕関東州経済会

    〔刊行年〕昭19．05

    〔頁〕65

    〔調査時点・期間〕昭和19年3月1日現在
    〔調査区域〕主として大連市 32品目

滋大図

0237関東州経済の現勢
    〔作成機関〕関東州経済会

    〔編者〕関東州経済会

    〔刊行者〕関東州経済会

    〔刊行年〕昭19．10

    〔頁〕125
    〔調査時点・期間〕昭和19年5月現在

国会図
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0238大連取引所信託株式会社略史
    〔作成機関〕大連取引所信託株式会社

    〔編者〕大連取引所信託株式会社

    〔刊行者〕大連取引所信託株式会社

    〔刊行年〕昭15．06                               東商図

    〔頁〕140
    〔注記〕 「業績一覧表」 （第1期～第53期）， 「株式年別最高最低拉平均値段表j （大正9年～昭和14年）

    〔内容〕明治45年6月設立。昭和14年10月31日関東局告示第85号によリ取引所廃止。

0239大連汽船株式会社二十年略史
    「作成機関〕大連汽船株式会社

    〔編者〕大連汽船株式会社

    〔刊行者〕大連汽船株式会社
    〔刊行年〕昭10．06

    〔頁〕365
    〔調査時点・期間〕第1期（大正4年度）～昭和9年下半期

東大経

0240国際運輸株式会社二十年史
    〔作成機関〕国際運輸株式会社

    〔編者〕国際運輸株式会社

    〔刊行者〕国際運輸株式会社

    〔刊行年〕昭18．12                              国会図

    〔頁〕572
    〔調査時点・期間〕大正15年度～昭和17年度
    〔内容〕大正12年6月国際運送株式会社設立，大正15年8月国際運送は日通へ合併し，大連支社は国際運輸株
       式会社して独立。

202307

0241関東都督府水産試験場要覧 附．関東州水産諸規則及統計
    〔作成機関〕関東都督府

    〔編者〕関東都督府・水産試験場

    〔刊行者〕関東都督府・水産試験場

    〔刊行年〕大02．03                               北大図

    〔頁〕116
    〔調査時点・期間〕明治44年末現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編j－xxx

    〔内容〕明治40年7月8日訓令第60号く関東都督府水産試験場規程〉により設立。

0242柞謬（草稿）

    〔作成機関〕関東都督府

    〔編者〕関東都督府・民政部・庶務課

    〔刊行者〕関東都督府・民政部・庶務課
    〔刊行年〕明44．10

    〔頁〕181
    〔調査時点・期間〕明治43年現在
    〔注記〕松原豪 編
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一114

研

0243青島塩と関東州塩の今後
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課

一67一



〔刊行者〕南滴洲鉄道株式会社
〔刊行年〕大15．09

〔頁〕48
〔注記〕大倉一郎 調査

〔シリーズ名〕 滴鉄調査資料 第五十七編
〔他書誌掲載頁〕 r満鉄編」一160

図

0244南満洲米作概況（大正二年）
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社
    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・地方部・地方課
    〔刊行者〕南滴洲鉄道株式会社・地方部・地方課
    〔刊行年〕大03．01

    〔頁〕42，2
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一274

    〔内容〕附録に「関東州内水稲作付反別収穫量（大正元年末現在）」あり。

北大経

0245関東州水産会十年史
    〔作成機関〕関東州水産会

    〔編者〕関東州水産会

    〔刊行者〕関東州水産会

    〔刊行年〕昭11．01                             東大経

    〔頁〕190
    〔調査時点・期間〕昭和9年現在

    〔内容〕関東州水産会はく関東州水産会令〉（大正15年5月10日勅令第107号）により設立。

0246関東州水産事情
    〔作成機関〕関東州水産会

    〔編者〕関東州水産会

    〔刊行者〕関東州水産会

    〔刊行年〕昭05．10

    〔頁〕118，29
    〔調査時点・期間〕昭和4年現在

富大研

202311

0247大連市中央卸売市場に就て
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社
    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社

    〔刊行年〕昭05．04

    〔頁〕65
    〔注記〕齊藤征生 述

    〔シリーズ名〕 満鉄調査資料 第百二十六編
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一165

図

0248大連に於ける特産物の取引及採算
    〔作成機関〕南滴洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・総務部・調査課
    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社
    〔刊行年〕昭06．06

    〔頁〕149
    〔調査時点・期間〕昭和4年現在
    〔注記〕加悦秀二 調査

図

一68一



〔シリーズ名〕 満鉄調査資料 第百五十八編
〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一168

0249大連港と沿岸貿易
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大忌商業会議所

    〔刊行者〕大連商業会議所

    〔刊行年〕昭02．09

    〔頁〕78
    〔調査時点・期間〕昭和1年現在

東大経

0250大連特産市場不振の原因と其の対策
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大連商工会議所

    〔刊行者〕大連商工会議所

    〔刊行年〕昭04，02

    〔頁〕160
    〔調査時点・期間〕昭和2年現在

図

0251大連港航路拡張二関スル建議書
    〔作成機関〕大達商工会議所

    〔編者〕大連商業会議所

    〔刊行者〕大連商業会議所

    〔刊行年〕n．d．                        図

    〔頁〕84
    〔調査時点・期間〕大正5年現在
    〔注記〕原本表紙欠落につき目次書名による

    〔内容〕大正6年6月内閣・外務・逓信・関東都督府へ提出。附表として貿易関係の26表あり。

0252昭和製鋼所二関スル陳情書
    〔作成機関〕大連商工会議所

    〔編者〕大連商工会議所

    〔刊行者〕大連商工会議所

    〔刊行年〕昭04．10

    〔頁〕4

    〔内容〕昭和4年10月外務・拓務・商工・大蔵・関東長官へ提出。

統セ

（大発第886号）

0253大連に於ける海産物取引事情
    〔作成機関〕北海道庁

    〔編者〕北海道・経済部・商工課

    〔刊行者〕北海道・経済部・商工課

    〔刊行年〕昭12．09

    〔頁〕87
    〔調査時点・期間〕昭和11年度現在
    〔シリーズ名〕 商工資料 第七輯

図

202312

0254大連港・旅順港要覧
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・海務局

    〔刊行者〕関東庁・海務局
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〔刊行年〕昭06，03

〔頁〕194，F， T
〔調査時点・期間〕昭和4年末現在
〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一119

富大研

0255埠頭特定料金
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一252

  01 大正九年十二月一日改正       n．d．

  02 大正十五年一月十五日現在      n．d．
    〔編者変遷〕

   第Ol～02 南滴洲鉄道株式会社・埠頭事務所
    〔刊行者変遷〕

   第01～02 南満洲鉄道株式会社・埠頭事務所

大市図

大分研

0256大連港と密接の貿易関係を有する各港港湾諸掛便覧
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・臨時経済調査委員会
    〔刊行者〕南滴下鉄道株式会社

    〔刊行年〕昭04．09

    〔頁〕391
    〔注記〕内坦坦，西田勇吉 調査

       表紙刊年月＝昭和4年6月
    〔シリーズ名〕 資料 第八編
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一226

図

0257大連掃墨豊津港ト密接ナル貿易関係ヲ有スル各港港湾諸掛調
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・鉄道部・港湾課

    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社・鉄道部・港湾課
    〔刊行年〕昭08．04

    〔頁〕326
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一〇56

滋大図

0258大連港及対満貿易関係諸港湾諸掛
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南滴洲鉄道株式会社・鉄道部・貨物課
    〔刊行者〕三盛洲鉄道株式会社・鉄道部・貨物課
    〔刊行年〕昭11．05                               国会図

    〔頁〕580
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一〇56

    〔内容〕『大弓港及羅津港ト密接ナル貿易関係ヲ有スル各港港湾諸掛調』の改訂増補。

0259大連港の荷役力
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社
    〔編者〕南満洲鉄道株式会社

    〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕28

    〔調査時点・期間〕1929年
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一〇25

    〔内容〕 「大連港の標準荷役力決定の資料を供する」。

東商図

0260南北満洲の主要海港河港
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〔作成機関〕南満洲鉄道株式会杜

〔編者〕南満洲鉄道株式会社・庶務部・調査課

〔刊行者〕南満洲鉄道株式会社
〔刊行年〕昭02．06

〔頁〕429
〔調査時点・期間〕1925年又ハ26年
〔シリーズ名〕 満鉄調査資料 第六十七編
〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一161

〔内容〕第一編（1－132頁）に大連 附．旅順あり。

図 研

0261関東逓信三十年史
    〔作成機関〕滴洲逓信協会

    〔編者〕満洲逓信協会

    〔刊行者〕満洲逓信協会
    〔刊行年〕昭11．10

    〔頁〕864
    〔調査時点・期間〕昭和10年度

    〔注記〕年表 明治37年9月～昭和11年8月

統セ

0262大連港荷役調査
    〔作成機関〕港湾協会

    〔編者〕港湾協会

    〔刊行者〕港湾協会

    〔刊行年〕昭05．08

    〔頁〕64
    〔調査時点・期間〕昭和4年5月現在
    〔シリーズ名〕 港湾調査資料 第六輯

大分研

202313

0263大連に於ける中国人労働者の生活状態
    〔作成機関〕南満洲鉄道株式会社

    〔編者〕南満洲鉄道株式会社・社長室・人事課
    〔刊行者〕南滴洲鉄道株式会社

    〔刊行年〕昭03．08

    〔頁〕53
    〔他書誌掲載頁〕 「満鉄編」一〇31

北大図

202314

0264阿片概要
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・警務局・衛生課

    〔刊行者〕関東庁・警務局・衛生課

    〔刊行年〕昭08．08

    〔頁〕117
    〔調査時点・期間〕昭和7年現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一XXX

国会図

202315
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0265南満洲教育概況
    〔作成機関〕関東都督府

    〔編者〕関東都督府・民政部・地方課

    〔刊行者〕関東都督府・民政部・地方課

    〔刊行年〕大07．05

    〔頁〕76
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一114

滋大図

202320

0266関東庁警察要覧
    〔作成機関〕関東庁

    〔編者〕関東庁・警務局

    〔刊行者〕関東庁・警務局

    〔刊行年〕昭03．02

    〔頁〕204
    〔調査時点・期間〕昭和2年末現在
    〔他書誌掲載頁〕 「関東州編」一118

東文庫

0267関東局警察四十年の歩みとその終焉
    〔作成機関〕斎藤良二

    〔編者〕斎藤良二

    〔刊行者〕関東国警友会・事務局

    〔刊行年〕昭56．11

    〔頁〕353
    〔調査時点・期間〕明治37年5月～昭和27年3月
    〔内容〕記述のみ。関東局（州）警察についての年表あり。

国会図

一72一



2．樺太・千島編
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0001樺太要覧
    〔作成機関〕樺太民政署

    〔編者〕樺太民政署

    〔刊行者〕樺太民政署
    〔刊行年〕明40．08

  01 ［明治39年末又ハ40年1月］ 明40．08 神大図

0001－1樺太要覧
  〔作成機関〕樺太庁
  〔内容〕 「統計書」の記述編。
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 ［明治40年12月末現在］
 ［明治43年末現在］
 ［大正1年末日現在］

大正十四年

大正十五年
昭和二年

昭和三年

昭和四年

昭和五年

昭和六年

昭和七年

昭和八年
昭和九年

昭和十年

昭和十一年
昭和十二年

昭和十三年

昭和十四年
昭和十五年

昭和十六年

昭和十七年
〔編者変遷〕

第01～05

第06

第07～09

第10～16

第17
第18～20
第21

樺太庁

樺太庁・内務部

樺太庁

樺太庁・官房・調査課

樺太庁・内務部・調査課

樺太庁・官房・文書課

樺太庁・内務部・総務課

明41．09

明45．03

大03。03

大14．07

大15，08

昭02．12

昭03．06

昭04．06

昭05．06

昭06．07

昭07．08

昭08．08

昭09．06

昭10．12

昭12．01

昭12．正2

昭14，01

昭15．01

昭16，01

昭17．01

昭18．01

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

研

統セ

統セ

統セ

法務図

法務図

滋大図

福島経
国会図

国会図

法務図

統セ 全樺連

〔刊行者変遷〕

第01～05 樺太庁
第06   若林書店
第07～21 樺太庁
〔調査時点・期間〕

04

05

06

07

08

09
10

11

12

大正13年又ハ年度
大正14年又ハ年度
大正15年又ハ年度
昭和2年又ハ年度
昭和3年
昭和4年
昭和5年
昭和6年
昭和7年
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13  昭和8年
14  昭和9年
15   昭和10年末
16   昭和11年末
17  ‘昭和12年
18  昭和13年
19  昭和14年
20  昭和15年
21  昭和16年度又ハ17年4月現在

〔注記〕

01再版あり（明治41年12月刊）

0002樺太庁治一斑
    〔作成機関〕樺太庁

Ol 第一回
02 第二回
03 第三回
04 第四回
05 第五回
06 第六回
07 第七回
08 第八回
09 第九回
10 第十回
正1 第十一回

12 第十二回
13 第十三回
14 第十四回
15 第十五回
16 第十六回
17 第拾七回
18 第拾八回
  〔編者変遷〕

 第01   樺太庁・第一部・庶務課
 第02～18  樺太庁
  〔刊行者変遷〕

 第01～18 樺太庁
  〔調査時点・期間〕

01

02

03

04

05

06

07

08

09
10

11

12

13

14

15

16

17

18

明治41年
明治42年
明治43年
明治44年
明治45年
大正2年
大正3年
大正4年
大正5年
大正6年
大正7年
大正8年
大正9年
大正10年
大正11年
大正12年
大正13年
大正14年

0002－1樺太庁治一班

明42．12

明43．10

明44．10

大01．11

大02．12

大03．12

大04．12

大05．10

大06．10

大07．12

大09．03

大10．03

大11．03

大12．01

大13．02

大13．12

大14．12

昭01．12
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図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

露玉

統玉

露玉

池玉

無玉

露王

統セ

統セ

統玉

露五

道文書

法務図

国会図

法務図

法務図

国会図

統計図



  〔作成機関〕樺太庁

Ol 第拾九回
02 劇画拾回
  〔編者変遷〕

 第01～02 樺太庁
  〔刊行者変遷〕

昭02．12

昭03．10

図 統セ

統セ

第Ol～02 樺太庁
〔調査時点・期間〕

 01  大正15年
 02  昭和2年

OOO2－2樺太庁統計書
  〔作成機関〕樺太庁
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

昭和三年

昭和四年

昭和五年
昭和六年

昭和七年

昭和八年
昭和村年

昭和十年

昭和十一年
昭和十二年

昭和十三年

昭和十四年
昭和十五年
昭和十六年

〔編者変遷〕

第01

第02～09
第10

第11～13
第14

樺太庁
樺太庁・官房・調査課

樺太庁・内務部・調査課
樺太庁・官房・文書課

樺太庁・内務部・総務課

昭05．Ol

昭05．12

昭07．03

昭08．03

昭08．12

昭09．12

昭10．12

昭11．12

昭12．12

昭13．12

昭14．12

昭16．03

昭17．03

昭18．10

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

〔刊行者変遷〕

第01～14 樺太庁

0003樺太庁累年統計表 明治四十年乃至昭和六年
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・官房・調査課

    〔刊行者〕樺太庁

    〔刊行年〕昭08．06

    〔頁〕1v

    〔注記〕第1～12表

統セ

0004樺太庁治要覧
    〔作成機関〕樺太庁
    〔内容〕 「統計書」の摘要版。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

［大正9年］

第二回
第三回
第四回

第五回
第六回

第七回

第八回
昭和三年

昭和四年

大10．11

大11．11

大12．11

大13．11

大14．12

昭Ol．12

昭02。12

昭03．10

昭05．03

昭05．12
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図

図

図

図

図

図

図

京大経

京大経

法務図



11

12

13

14

15

16

昭和五年
昭和六年
昭和九年刊行
昭和十年刊行
昭和十一年版
昭和十二年度版

〔編者変遷〕

第Ol

第02～06
第07～09
第10～16
〔刊行者変遷〕

第01

第02～06

第07～16

樺太庁
樺太庁・内務部・地方課

樺太庁
樺太庁・官房・調査課

樺太庁

樺太庁・内務部・地方課

樺太庁

昭07．03

昭08．03

昭09．03

昭10．03

昭11．03

昭12．03

図

図

図

滋：大図

滋：大図

福島経

〔調査時点・期間〕

02

03

04

05

06

07

08

13

14

15

16

大正10年
大正11年
大正12年
大正13年
大正14年
大正15年
昭和2年
昭和7年
昭和8年
昭和9年
昭和10年末

OOO5樺太概要
    〔作成機関〕樺太庁
    〔内容〕『樺太要覧』の小型版。

01 昭和四年
02 昭和五年
03 昭和六年
04 昭和七年
05 昭和八年
  〔編者変遷〕

 第01～05 樺太庁

 第Ol～05 樺太庁

〔刊行者変遷｝

〔調査時点・期間〕

01  昭和3年
Q2  昭和4年
03  昭和5年
04  昭和6年
05   昭和7年

〔注記〕

03刊年：昭和5年とあるが，

昭04．06

昭05．06

昭06．07

昭07．08

昭08．08

6年のミスと判定

図

図

図

統セ

滋大図

0006樺太庁施政三十年史
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁

    〔刊行年〕昭1LO8

    〔頁〕1788
    〔調査時点・期間〕明治39年～昭和10年
    〔復刻版〕原書房  （明治百年史叢書 第223巻～224巻）

統セ

昭和48年12月～49年1月
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OOO7北樺太統計表 大正十三年度
    〔作成機関〕薩恰燵軍政部

    〔編者〕薩暗腱軍政部

    〔刊行者〕雌雄樋軍政部
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕72

統セ

0008戦前における樺太の概況
    〔作成機関〕北海道庁
    〔編者〕北海道・総務部・領土復帰北方漁業対策本部
    〔刊行者〕北海道・紬務部・領土復帰北方漁業対策本部
    〔刊行年〕昭37．02

    〔頁〕192

全樺連

0009樺太年鑑
    〔作成機関〕樺太敷香時報社

    〔編者〕樺太敷香時報社

    〔刊行者〕樺太敷盤時報社
Ol

O2

03

04

05

06

07

08

09

10

08

昭和六年

昭和七年

昭和八年

昭和九年

昭和十年

昭和十一年
昭和十二年

昭和十三年

昭和十四年
昭和十五年度
〔別冊付録・付表〕

別冊
〔編者変遷〕

第01～02 敷香時報社
第03～10 樺太敷香時報社
〔刊行者変遷〕

第01～02  敷香時報社
運03～10  樺太敷香時報社
〔調査時点・期間〕

01

02

03

04

05

06

07

08

09

〔注記〕

03

04

05

08

昭和5年
昭和6年3月末現在
昭和6年末又ハ7年
昭和7年末又ハ8年
昭和9年
昭和9年又ハ10年
昭和10年又ハ11年
昭和11年
昭和12年

昭05．11

昭07．03

昭08．03

昭09．04

昭10．05

昭11．05

昭12．05

昭13．05

昭14．07

昭15．09

昭13，05

附録 樺太町村勢 附．町村役場更員並議員

附録 樺太人名録

附録 樺太人名録
樺太北海道人名録～官公衙・銀行・会社・学校・団体職員録

樽商研
国会図

国会図

国会図

滋大図
国会図

国会図

国会回

国皇図
樺太図＊

国会図

0010樺太年鑑（復刻版）
    〔作成機関〕樺太敷香時報社

    〔編者〕樺太敷香時報社

    〔刊行者〕国書刊行会
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  〔刊行年〕昭55．02

  〔調査時点・期間〕昭和12年

Ol 昭和十四年版 昭55．02 統セ

OO11北海道樺太年鑑
    〔作成機関〕小樽新聞社

01 昭和九年版
03 昭和十一年版
06 昭和十四年版
07 昭和十五年版
08 昭和十六年版
09 昭和十七年版
  〔編者変遷〕

 第Ol～09 小樽新聞社
  〔刊行者変遷〕

 第Ol～09  小樽新聞社
  〔調査時点・期間〕

01

03

06

07

08

09

昭和7年
昭和8年
昭和12年
昭和13年
昭和14年
昭和15年

昭09．04

昭10．12

昭13．11

昭14，10

昭15．10

昭16．10

統セ

統セ

統セ

統セ

国会図

国会図

0012樺太統計
    〔作成機関〕無著者名資料
    〔刊行年〕昭18．11

    〔頁〕160
    〔調査時点・期間〕昭和17年末現在
    〔内容〕 『北海地方総監府記録帳 昭和二十年六月十日

道文書

佐々木属』のコピー。後半に統計表あり。

100120

0013管内要覧
    〔作成機関〕豊原支庁

  01 昭和五年
  05 ［昭和9～10年］
    〔編者変遷〕

   第01～05 樺太庁・豊原支庁
    〔刊行者変遷〕

   第01～05 樺太庁・豊原支庁
    〔調査時点・期間〕

    01  昭和4年

昭05．08

昭11．06

樽商研

北大図

0014管内概況
    〔作成機関〕大泊支庁

01 ［昭和3年］
04 昭和七年
05 昭和八年
  〔編者変遷〕

 第01～05  樺太庁・大泊支庁
  〔刊行者変遷〕

 第01～05  樺太庁・大泊支庁

昭05．04

昭08．

n．d．

樽商研

樽商研

樽商研
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OO15本斗支庁管内一質
    〔作成機関〕本斗支庁

    〔編者〕樺太庁・本斗支庁

    〔刊行者〕樺太庁・本斗支庁
    〔刊行年〕n．d．

    〔調査時点・期間〕大正10年～12年
  01 大正十三年編纂           n．d． 樽商研

0016管内要覧
    〔作成機関〕本斗支庁

    〔編者〕樺太庁・本斗支庁

    〔刊行者〕樺太庁・本斗支庁
    〔刊行年〕昭04，06

    〔調査時点・期間〕昭和3年

  01 昭和四年参月末日調査 昭04．06 滋大図

0017管内統計一斑 附．統計要覧・管内地図
    〔作成機関〕眞岡支庁

    〔編者〕樺太庁・眞岡支庁

    〔刊行者〕樺太庁・眞岡支庁

    〔刊行年〕明45．05

    〔調査時点・期間〕明治44年末現在
  03 第三回              明45．05 早大図

0018管内概況
    〔作成機関〕眞岡支庁

    〔編者〕樺太庁・眞岡支庁
    〔刊行者〕樺太庁・眞岡支庁
    〔刊行年〕n．d．

    〔調査時点・期間〕昭和3年

  01 昭和四年六月調 n，d． 滋大図

0019泊居支庁管内案内
    〔作成機関〕幽居支庁

    〔編者〕樺太庁・泊居支庁

    〔刊行者〕樺太庁・泊居支庁
    〔刊行年〕大14，08

    〔頁〕1

    〔調査時点・期間〕大正13年度現在

樽商圏

0020泊居支庁管内概況
    〔作成機関〕泊居支庁

  01 昭和4年末現在
  02  一一
    〔編者変遷〕

   第01～02 樺太庁・里居支庁
    〔刊行者変遷〕

   第01～02  樺太庁・泊居支庁

昭05．09

昭09．

全樺連
北大図＊

0020－1管内概況
  〔作成機関〕泊居支庁

  〔編者〕樺太庁・泊居支庁
  〔刊行者〕禅太庁・泊居支庁
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    〔刊行年〕昭10．08

  01 昭和9年現在           昭10．08

0021管内要覧
    〔作成機関〕元泊支庁

  01 昭和六年             昭06．05
  05 昭和十一年            昭11．08
    〔編者変遷〕

   第Ol～05 樺太庁・元泊支庁
    〔刊行者変遷〕

   第Ol～05  樺太庁・元泊支庁
    〔注記〕

    Ol刊年月は序による

0022管内要覧
    〔作成機関〕幽香支庁

  01 昭和六年五月編纂         昭06．07
  02 ［昭和8年］           昭09．06
  06 昭和十三年             昭13．07
    〔編者変遷〕

   第01～06  樺太庁・敷香支庁
    〔刊行者変遷〕

   第01～06  樺太庁・敷香支庁
    〔調査時点・期間〕

    01  昭和5年現在
    06   昭和12年～13年4月末

0023管内概況
    〔作成機関〕幽香支庁

  01 昭和三年四月調         昭03．05
  08 昭和十年七月編纂          n．d．
    〔編者変遷〕

   第01～08 樺太庁・敷香支庁
    〔刊行者変遷〕

   第01～08 樺太庁・敷香支庁
    〔調査時点・期間〕

    Ol  昭和3年
    08  昭和10年6月現在

0024大泊町統計書
    〔作成機関〕大泊町

    〔編者〕大泊町

    〔刊行者〕大泊町

    〔刊行年〕昭02．03

    〔調査時点・期間〕大正14年現在
  01 第一回 昭和戴年          昭02．03

0025大泊町勢要覧
    〔作成機関〕大泊町

    〔編者〕大泊町

    〔刊行者〕大泊町

    〔刊行年〕大14．08

    〔頁〕102
    〔調査時点・期間〕大正13年現在
    〔内容〕大正14年皇太子の来島を記念して編纂す。
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全樺連

樽豊岡
福島経

全樺連

樽商研

北大図

滋大図

滋大図

東商図

全樺連



0026北方地域総合実態調査書
    〔作成機関〕総理府

01

02

03

04

歯舞群島の部
国後島の部
択捉島の工
臨戦史（資料・年表篇）
〔編者変遷〕

第Ol～02
第03
第04

総理府・特別地域連絡局
総理府・沖縄・北方対策庁
総理府・北方対策本部

〔刊行者変遷〕

第01～02
第03

第04

総理府・特別地域連絡局

総理府・沖縄・北方対策庁
総理府・北方対策本部

昭45．03

昭45．03

昭46．03

昭48．03

統セ

統セ

統セ

統セ

0027千島概況
    〔作成機関〕北海道庁
    〔編者〕 1ヒ海道

    〔刊行者〕北海道

    〔刊行年〕昭09．02

    〔頁〕140
    〔調査時点・期間〕昭和8年10月1日現在
    〔注記〕中村廉次 述

    〔内容〕千島北洋開発期成招待会において配布。

国会図

0028千島概誌
    〔作成機関〕北海道庁

    〔編者〕北海道

    〔刊行者〕国書刊行会

    〔刊行年〕昭52．09

    〔頁〕140
    〔調査時点・期間〕昭和8年10月1日現在
    〔注記〕原書にある地図欠

    〔内容〕上記文献の改題復刻。

国会図

0029千島調査書
    〔作成機関〕北海道庁

    〔編者〕北海道・千島調査所

    〔刊行者〕北海道・総務部・領土復帰北方漁業対策本部
    〔刊行年〕昭31．06

    〔頁〕186
    〔調査時点・期間〕昭和14年～16年調査
    〔注記〕刊年月は序による

    〔復刻版〕昭和32年12月 193P
    〔内容〕戦前に調査のものを印刷。

統セ 国会図

0030千島概況
    〔作成機関〕北海道庁

    〔編者〕北海道・根室支庁

    〔刊行者〕北海道・根室支庁
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕67
    〔調査時点・期間〕昭和5年現在

統セ 樽商研
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100220

0031樺太気象年表
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・測候所

    〔刊行者〕樺太庁・測候所

    〔刊行年〕明43．12

    〔内容〕『和漢図書増加目録 第一冊』

       ．12）あり。
  Ol 明治四十二年

（樺太庁図書館編）に『樺太気象年報 明治40年』 （測候所編 明41

明43．12 国会図

0031－1樺太気象表
  〔作成機関〕樺太庁

Ol 明治四十三年
02 明治四十四年

  〔編者変遷〕

  第01～02 樺太庁・測候所
  〔刊行者変遷〕

  第01～02 樺太庁・測候所

明45．04

大01．09

国会図

国会図

0032樺太気象年報
    〔作成機関〕樺太庁

01 昭和五年
02 昭和六年
  〔編者変遷〕

 第01～02 樺太庁・観測所
〔刊行者変遷〕

第01～02 樺太庁・観測所

昭06．03

昭07．03

大分研

大分研

0032－1樺太気象報
  〔作成機関〕樺太庁

01 昭和八年
02 昭和九年
04 昭和十一年
  〔編者変遷〕

 第01～04  樺太庁・観測所
  〔刊行者変遷〕

 第Ol～04  樺太庁・観測所

昭09．03

昭10。03

昭12．03

国会図

樺太図＊

大分研

0033樺太気象概報
    〔作成機関〕樺太庁

    〔内容〕記述編と表。
01

03

04

05

06

昭和五年
昭和七年
昭和八年
昭和九年

置和十年
〔編者変遷〕

第01～06 樺太庁・観測所
〔刊行者変遷〕

第01～06 樺太庁・観測所

昭06．09

昭08．08

昭09．10

昭10．10

昭12．04

大分研

大分研

大分研

大分研

大分研
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0034気象十年報（大泊之部） 自明治三十九年至大正四年
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・観測所

    〔刊行者〕樺太庁・観測所

    〔刊行年〕大08．03

    〔頁〕64
    〔内容〕樺太地域における観測所の設置は大泊（明治38．10），敷香（明治40．
       4◎．11），本斗（大正9．1），安別（大正11．10）。

国会図

9）眞岡および落合（明治

0034－1気急二拾年報 自明治三十九年至大正十四年
  〔作成機関〕樺太庁

  〔編者〕樺太庁・観測所
  〔刊行者〕樺太庁・観測所
  〔刊行年〕昭02．12

  〔頁〕185＋13
国会図

100300

0035人口統計
    〔作成機関〕樺太庁

01 昭和四年末現在
02 昭和五年末現在
03 昭和六年末現在
04 昭和七年末現在
05 昭和八年末現在
06 昭和九年末現在
07 昭和十年末現在
08 昭和十一年末現在
09 昭和十二年末現在
10 昭和十三年末現在
11 昭和十四年末現在
12 昭和十五年末現在
  〔編者変遷〕

 第01～10 樺太庁・官房・調査課
 第11～12 樺太庁・官房・文書課
  〔刊行者変遷〕

 第01～12 樺太庁

昭05．06

昭06．06

昭07．06

昭08，07

昭09，06

昭10．08

昭11．08

昭12．08

昭13．08

昭14．08

昭15．09

昭16．09

図

図

図

図

統セ 瀬田研

統セ 統計図

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統計図
面計図

統計冠

雪計図

統計図

統計図

100310

0036国勢調査結果表 第一回
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁

    〔刊行年〕大11．12

大正九年十月一日現在

図 統セ

0036－1 国勢調査結果報告

  〔作成機関〕樺太庁
  〔編者〕樺太庁
  〔刊行者〕樺太庁
  〔刊行年〕昭02．01

大正十四年十月一日現在

図 統セ
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QQ36－2国勢調査結果表 昭和五年
  〔作成機関〕樺太庁
  〔編者〕樺太庁
  〔刊行者〕樺太庁
  〔刊行年〕昭09．02 図 統セ

0036－3 国勢調査結果報告 昭和十年

  〔作成機関〕樺太庁
  〔編者〕樺太庁
  〔刊行者〕樺太庁
  〔刊行年〕昭12．02 図 統セ

0037国勢調査報告 第一回 大正九年十月一日現在
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁

    〔刊行年〕大12．03

    〔内容〕記述・顛末編に相当す。

図 統セ

0037－1国勢調査報告 付．図表 昭和五年
〔作成機関〕樺太庁

〔編者〕樺太庁

〔刊行者〕樺太庁

〔刊行年〕昭09．03 図 統セ

0038国勢調査要覧表 第一回
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁

    〔刊行年〕大lLO8 統計図

0038－1 国勢調査要覧 昭和五年

  〔作成機関〕樺太庁

  〔編者〕樺太庁・臨時国勢調査部
  〔刊行者〕樺太庁・臨時国勢調査部

  〔刊行年〕昭07．04 統計図

OQ39国勢調査結果概報 世帯及人口 第一回
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁

    〔刊行年〕大10．02 国会図

0039－1国勢調査速報 世帯及人口 大正十四年
〔作成機関〕樺太庁

〔編者〕樺太庁

〔刊行者〕樺太庁

〔刊行年〕n．d， 国会図

0039－2 国勢調査概報 世帯及人口

  〔作成機関〕樺太庁

昭和五年
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〔編者〕樺太庁・臨時国勢調査部

〔刊行者〕樺太庁・臨時国勢調査部

〔刊行年〕昭06．Ol 樽商研

0039－3 国勢調査速報 世帯及人口 昭和十年

  〔作成機関〕樺太庁
  〔編者〕樺太庁
  〔刊行者〕樺太庁
  〔刊行年〕昭10．12 図 続セ

0040国勢調査中間報 世帯及人口 昭和十年
    〔作成機関〕樺太庁
    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁

    〔刊行年〕昭1LO6 図 統セ

100400

0041賃銀統計表
    〔作成機関〕樺太庁

  01 昭和十年
  03 昭和十二年
    〔編者変遷〕

   第01～03 樺太庁・官房・調査課
    〔刊行者変遷〕

   第01～03 樺太庁

昭11．03

昭13，03

統セ 農林図

統セ 全樺達

OO42人事相談所統計要覧
    〔作成機関〕人事相談所（樺太恩賜財団）

  01 ［昭和7・8年度分］       n．d．
  03 昭和十年度             n，d．
    〔編者変遷〕

   第01～03  人事相談所
    〔刊行者変遷〕

   第01～03  人事相談所

統セ 全樺連

統セ 全樺連

100420

0043樺太庁鉄道共済組合事業成績
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・鉄道共済組合

    〔刊行者〕樺太庁・鉄道共済組合
    〔刊行年〕n．d．

  01 昭和八年度 n．d． 京大経

100510

0044北海道経済統計要覧
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  〔作成機関〕北海道拓殖銀行

  〔編者〕北海道拓殖銀行・調査部

  〔刊行者〕北海道拓殖銀行・調査部
  〔刊行年〕大12．05

  〔調査時点・期間〕大正1年～10年
Ol 大正十二年版           大12．05 図

0044－1北海道及樺太経済統計婁覧
  〔作成機関〕北海道拓殖銀行
01

02

03

03

04

05

06

07

12

14

大正十三年版
大正十五年齢

昭和二年版
昭和二年版

昭和三年版

昭和四年版

昭和五年版

昭和六年版

昭和十一年版
昭和十三年版

〔編者変遷〕

第01   北海道拓殖銀行・調査部
第02～14  北海道拓殖銀行・調査課
〔刊行者変遷〕

第01   北海道拓殖銀行・調査部
第02～14  北海道拓殖銀行・調査課
〔調査時点・期間〕
01

02

03

03

04

05

06

07

12

14

〔注記〕

Ol

O2

03

04

05

06

07

12

14

大正12年
大正13年
大正14年又ハ昭和1年
大正14年又ハ昭和1年
昭和1年又ハ2年
昭和2年又ハ3年
昭和3年又ハ4年
昭和4年又ハ5年
昭和9年又ハ10年
昭和12年

刊年月は凡例による
刊年月は凡例による

大正14年版は休刊
刊年月は凡例による

刊年月は凡例による

刊年月は凡例による
刊年月は凡例による
刊年月は凡例による

刊年月は凡例による

刊年月は凡例による

大13．06

大15．06

昭02．12

昭02．12

昭03．12

昭04．12

昭05．12

昭06．12

昭11．10

昭13．07

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

0045豊原商工会議所報
    〔作成機関〕豊原商工会議所

    〔内容〕大正12年3月設立。
14 第十四号
15 第十五号
  〔編者変遷〕

 第14～15 豊原商工会議所
〔刊行者変遷〕

第14～15  豊原商工会議所

昭07．04

昭07，09

樽商研

樽商研

〔調査時点・期間〕
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14

15
昭和6年
昭和7年7月現在

0046統計年報
    〔作成機関〕豊原商工会議所

01 ［昭和9年］
02 ［昭和10年］
  〔編者変遷〕

 第01～02 豊原商工会議所
  〔刊行者変遷〕

 第01～02  豊原商工会議所

昭10，12

昭11．12

滋大図
滋大図

0047大泊商業会議所半年報
    〔作成機関〕大泊商工会議所

    〔編者〕大泊商業会議所

    〔刊行者〕大泊商業会議所

    〔刊行年〕大10．03

    〔調査時点・期間〕大正9年
    〔注記〕事務報告と合纂

    〔内容〕樺太の〈商業会議所法〉は大正11年9月施行。大拍商業会議所は同法により大正11年9月設立。昭和
       3年1月く商工会議所法〉施行によリ改称。
  01 第登回               大10．03                 樽商研

0048眞工商業会議所統計年報
    〔作成機関〕豊岡商工会議所

    〔編者〕眞岡商業会議所

    〔刊行者〕重岡商業会議所

    〔刊行年〕大14．03

    〔内容〕大正12年2月設立。
  01 大正十三年 大14．03 統セ

0049眞岡商業会議所報
    〔作成機関〕眞岡商工会議所

09

12

14

15

16

17

第九号

第十二号

第十四号

第十五号
第十六号
第十七号
〔編者変遷〕

第09～17 高岡商業会議所
〔刊行者変遷〕

第09～17 高岡商業会議所

大13．11

大14．08

大15．09

昭02．01

昭02．07

昭03．05

樽商研
樽商研

樽商研

樽商研

樽商研

樽商研

〔調査時点・期間〕

09
12

14

15

16

17

大正13年5月～9月
大正14年1月～6月
大正15年1月～6月
大正15年下期
大正15年度
昭和2年度

0049－1眞岡商工会議所報
  〔作成機関〕眞岡商工会議所
  〔内容〕昭和3年1月く商工会議所法〉施行により改称。

18 第十八号             昭04．05 樽商研
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19 第十九号
20 第二十号
21 第二十一号
22 第二十二号
  〔編者変遷〕

 第18～22 眞岡商工会議所
  〔刊行者変遷〕

 第18～22 眞岡商工会議所
  〔調査時点・期間〕

  18  昭和3年度
  19  昭和4年
前 20  昭和5年
  21  昭和6年
  22  昭和7年

昭05．10

昭06．07

昭07．06

昭08．08

樽商研

坐商研

立商研

樽商研

100530

0050樺太庁財政及金融二関スル資料
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・財務課

    〔刊行者〕樺太庁・財務課

    〔刊行年〕昭08．06

    〔頁〕79
    〔調査時点・期間〕明治40年～昭和8年

統セ 東大経

OO51樺太町村ノ現況 附 樺太ノ生産ト公課
  〔作成機関〕樺太庁

  〔編者〕樺太庁・内務部

  〔刊行者〕樺太庁・内務部
  〔刊行年〕大10．12

04 第四回 大正九年

0052樺太町村財政一斑
    〔作成機関〕樺太庁

  01 自昭和元年度至昭和三年度
  02 昭和三年度
   02決算
  03 昭和四年度
   02決算
  04 昭和五年度
   02決算
  06 昭和七年度
   Ol予算
   02決算
  07 昭和八年度
   01予算
   02決算
  08 昭和九年度
   01予算
   02決算
  09 昭和十年度
   Ol予算
   02決算
  10 昭和十一年度
   01予算

大10．12

n．d．

n．d．

n．d．

n．d．

n．d．

n．d．

n．d．

昭09．12

n．d．

昭10．12

昭10．07

昭11．10

昭11．05
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統セ 統計図

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

締や

樽商研

樽商研

樽商研

樽商研

樽商研

大分研

大分研

大分研

大分研

北大図

大分研
大分研

士4ト石拝



02決算
11 昭和十二年度
01予算

〔編者変遷〕

第01～07 樺太庁
第02～11 樺太庁・内務部・地方課
〔刊行者変遷〕

第Ol～07
第02～11
〔注記〕

 02
 02

 09

 02
 10

 02
 11

樺太庁
樺太庁・内務部・地方課

刊年月は凡例による
刊年月は凡例による

刊年月は凡例による
刊年月は凡例による

刊年月は凡例による
刊年月は凡例による

刊年月は凡例による

昭12．11

昭12．05

図

図

0052－1樺太市町村財政一斑
  〔作成機関〕樺太庁

01 昭和十二年度
02決算

02 昭和十三年度
01予算

03 昭和十四年度
01予算
02決算

04 昭和十五年度
01予算

〔編者変遷〕

第01～04  樺太庁・内務部・地方課
〔刊行者変遷〕

第01～04
〔注記〕

 01

 02

 03

 02

樺太庁・内務部・地方課

刊年月は凡例による

刊年月は凡例による

刊年月は凡例による

刊年月は凡例による

昭13．12

昭13．10

昭14．06

昭15．12

n．d．

図

図

図 研

  研

研

0053北海道樺太対各地思出入金高調
    〔作成機関〕北海道拓殖銀行

01 大正五年
02 大正六年
03 大正七年
Q4 大正八年
05 大正九年
07 大正拾登年
08 大正拾戴年
09 自大正拾参年半昭和元年
10 昭和戴年
11 昭和参年
12 昭和四年
13 昭和五年
14 昭和六年
  〔編者変遷〕

 第01～14  北海道拓殖銀行
  〔刊行者変遷〕

 第01～14 北海道拓殖銀行

大05．Q7

大06．07

大07．10

大08，10

大11．04

大13．07

大14．06

昭02，08

昭03．09

昭04．11

昭05．12

昭α’．02

昭07．09

図

図

図

図

図

図

図

図

図

図

東商図

東商図
滋大図
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〔注記〕

01刊年月は凡例による
02刊年月は凡例による
03刊年月は凡例による
04刊年月は凡例による
05 刊年月は凡例による

07刊年月は凡例による
08刊年月は凡例による
09刊年月は凡例による
lO刊年月は凡例による
11刊年月は凡例による
12刊年月は凡例による
13 刊年月は凡例による

14 刊年月は凡例による

0054北海道対各地間樺太対曲地聞為替受携高調
    〔作成機関〕北海道拓殖銀行

01 大正二年
03 大正四年
  〔編者変遷〕

 第01～03  北海道拓殖銀行
〔刊行者変遷〕

第01～03
〔注記〕

 01

 03

北海道拓殖銀行

刊年月は凡例による

刊年月は凡例による

大03．06

大05．04 図

樽商研

OO55北海道及樺太各銀行預金貸付高調
    〔作成機関〕北海道拓殖銀行

01 自大正元年上半期至大正五年下半期
02 自大正二年上半期至：大正六年下半期

04 自大正四年上半期至大正八年下半期
05 自大正五年上半期至大正九年下半期
07 自大正七年上半期至大正十一年下半

  期
08 自大正八年上半期至大正十二年下半

  期
11 自大正面隔年上半期至大正拾五年下

  半期
12 自大正拾武年上半期至昭和戴年下半

  期
13 自大正拾参年上半期至昭和参年下半

  期
14 自大正拾四年上半期至昭和四年下半

  期
  〔編者変遷〕

 第01～14 北海道拓殖銀行
  〔刊行者変遷〕

 第01～14  北海道拓殖銀行
  〔注記〕

  07 図書館所蔵本：

大06．06

大07．10

大09．12

大10，06

大13，04

大14．01

昭02．06

昭03．08

昭04．11

昭05．12

図

図

図

図

図

図

『北海道及樺太経済統計要覧 昭和三年版』に合綴

滋大図

滋大図

滋大図

滋大図

0056年賦定期貸付郡区町村別使用途別調
    〔作成機関〕北海道拓殖銀行

  01 大正十年六月三十日現在
  02 大正十年十二月三十一日現在
  03 大正十一年六月三十目現在

n．d．

n．d．

n．d．

一90一

樽商研

樽商研

樽商研



〔編者変遷〕

第01～03 北海道拓殖銀行
〔刊行者変遷〕

第01～03  北海道拓殖銀行

0056－1 年賦定期貸付郡市町村別使用途別調

  〔作成機関〕北海道拓殖銀行
01 大正十一年十二月三十一日現在    n．d．

02 大正十二年六月三十日現在      n．d．

  〔編者変遷〕

  第01～02 北海道拓殖銀行
  〔刊行者変遷〕

  第01～02 北海道拓殖銀行

樽商研
樽商研

0057北海道樺太の不動産売買及抵当起債状況近年の趨勢に就て
    〔作成機関〕北海道拓殖銀行

    〔編者〕北海道拓殖銀行・調査部

    〔刊行者〕北海道拓殖銀行・調査部

    〔刊行年〕昭17．10

    〔頁〕61
    〔調査時点・期間〕昭和2年～15年
    〔シリーズ名〕 調査要報 第六十五号

樽商研

0058大泊支庁管内町村財政
    〔作成機関〕樺太自治協会 大泊支部

    〔編者〕樺太自治協会・大泊支部

    〔刊行者〕樺太自治協会・大泊支部
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕14
    〔調査時点・期間〕昭和8年度

統セ 樽商研

100540

0059物価統計表
    〔作成機関〕樺太庁

  01 昭和十年
  03 昭和十二年
    〔編者変遷〕

   第Ol～03 樺太庁・官房・調査課
    〔刊行者変遷〕

   第01～03  樺太庁

昭11．03

昭13．03

統セ 北大図

   福島経

100550

0060樺太産業組合要覧
    〔作成機関〕樺太庁

    〔内容〕〈禅太庁統計調査規則〉による。

  01 大正十四年度            大15．10

  02 大正十五年度           昭03．04
  04 昭和参年度            昭04．10
  05 昭和四年度            昭05．08
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図

統セ 農林図

統セ 農林図
統セ 農林図



06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

昭和五年度
昭和六年度
昭和七年度
昭和八年度
昭和九年度
昭和十年度
昭和十一年度
昭和十二年度
昭和十三年度
昭和十四年度
昭和十五年度
昭和十六年度

〔編者変遷〕

第01～08
第09～15
第16

第17

樺太庁

樺太庁・内務部・地方課

樺太庁・殖産部・管理課

樺太庁・経済部・農務課
〔刊行者変遷〕

第01～17 樺太庁

昭06．12

昭07．12

昭08．11

昭09．10

昭10．11

昭11．12

昭12．12

昭14．01

昭15．03

昭15．11

昭16．12

昭18．07

研

研

統セ 農林図
統セ 大分研
統セ 大分研

統セ 大分研
統セ 大分研
統セ 大分研
統セ 大分研
統セ 大分研
統セ 大分研
統セ 大分研

0061会社一覧 昭和九年十二月末現在
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・官房・調査課

    〔刊行者〕樺太庁・官房・調査課
    〔刊行年〕昭11．01

    〔頁〕25
    〔注記〕刊年月は凡例による

統セ 北大図

0062北海道樺太会社調
    〔作成機関〕北海道拓殖銀行

    〔編者〕北海道拓殖銀行・調査課

    〔刊行者〕北海道拓殖銀行・調査課
    〔刊行年〕昭19．06

    〔頁〕85

    〔調査時点・期間〕昭和18年12月末
    〔シリーズ名〕 調査要報 第六十五号

研

0063北海道及樺太株式会社回覧
    〔作成機関〕北海道拓殖銀行
    〔内容〕 「営業報告書」よりの集成。

01

03

06

10

16

自大正七年上半期至大正十二年下半
期

自大正七年上半期至大正十四年下半
期

昭和四年版

昭和八年版
昭和十四年版

〔編者変遷〕

第Ol～16 北海道拓殖銀行・調査課
〔刊行者変遷〕

第Ol～16 北海道拓殖銀行・調査課
〔調査時点・期間〕

06

10

16

〔注記〕

03

大正13年～昭和3年
昭和5年～7年
昭和10年～14年

刊年月は凡例による

大13．08

大15．07

昭04．01

昭08．09

昭15．09
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図

図

図 研

大分研

滋大図



06 刊年月は凡例による

10刊年月は凡例による

0064樺太二於ケル資本増減調 大正八年度
    〔作成機関〕北海道拓殖銀行

    〔編者〕北海道拓殖銀行

    〔刊行者〕北海道拓殖銀行
    〔刊行年〕大09．

    〔頁〕1～43
    〔シリーズ名〕 調査彙纂 第三巻第一号
    〔内容〕 「在籍会社外モ北海道・樺太二専ラ若クハ主トシテ営業スルモノヲ含ム」。

樽商研

0065北海道及樺太に於ける諸事業資本系統要覧
    〔作成機関〕北海道拓殖銀行

    〔編者〕北海道拓殖銀行・調査課

    〔刊行者〕北海道拓殖銀行・調査課
    〔刊行年〕昭17．04

    〔頁〕99
    〔調査時点・期間〕昭和15年現在
    〔シリーズ名〕 調査要報 第六十四号

研

0066終戦時の樺太における統制団体・特殊法人一一覧表
    〔作成機関〕全国樺太連盟

    〔編者〕全国樺太連盟・樺太史編集委員会
    〔刊行者〕全国樺太連盟

    〔刊行年〕昭40．08

    〔頁〕12
    〔調査時点・期聞〕昭和十九年九月末現在
    〔注記〕附．設立根拠法令別索引便覧

    〔シリーズ名〕 樺太資料 第4号

全樺連

0067北海道及樺太株式会社年鑑
    〔作成機関〕事業人物評論社

    〔編者〕事業人物評論社

    〔刊行者〕事業人物評論社

    〔刊行年〕昭08．10

    〔調査時点・期間〕昭和5年上期～7年下期
    〔注記〕経済雑誌事業と人 臨時増刊

  01 昭和八年版             昭08．10 統セ

100600

0068南部樺太殖民地選定調査書
    〔作成機関〕檸太民政署

    〔編者〕樺太民政署

    〔刊行者〕樺太民政署

    〔刊行年〕明40．02

    〔頁〕36

    〔調査時点・期間〕明治38年～39年
    〔注記〕附図 殖民地選定区域図

神大図

0069樺太殖民地選定報文
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〔作成機関〕樺太庁

〔編者〕樺太庁・第二部・拓殖課

〔刊行者〕樺太庁・第二部・拓殖課
〔刊行年〕明43．05

〔頁〕135，12
〔調査時点・期間〕明治38年～42年調査

統セ 北大図

0070樺太殖民の沿革
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・農林部

    〔刊行者〕樺太庁・農林部

    〔刊行年〕昭04．10

    〔頁〕107
    〔調査時点・期聞〕大正12年現在
    〔注記〕表紙刊年月3昭和4年7月

統セ 東大経

0071昭和十一年農業移民ヲ入地セシムル集団殖民地状況
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・農林部・殖民課

    〔刊行者〕樺太庁・農林部・殖民課
    〔刊行年〕昭10．08

    〔頁〕10
滋大図

0072樺太拓殖計画案
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁

    〔刊行年〕昭06．12

    〔頁〕2，358
統セ

0073樺太拓殖二関スル計画説明概要
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁

    〔刊行年〕昭09．05

    〔頁〕99
統セ 東大経

0074樺太拓殖調査委員会答申及説明書
    〔作成機関〕樺太庁

01 第一・部 農業・牧畜業・植民

02 第二部 林業
03 第三部 水産
04 第四部 鉱業
05 第五部ノ内 交通
06 第五部ノ内 金融
  〔編者変遷〕

 第01～06
  〔刊行者変遷〕

 第01～06

樺太庁・樺太拓殖調査委員会

樺太庁・樺太拓殖調査委員会

昭08．09

昭08．09

昭08，09

昭08．09

昭08．09

昭08．09

統セ 全樺連
統セ 全樺連
統セ 全樺連

統セ 全樺連

統セ 全禅連
統セ 全樺連

0075昭和九年度樺太拓殖事業費予算ト樺太拓殖十五箇年計画概要
〔作成機関〕樺太庁

〔編者〕樺太庁

〔刊行者〕樺太庁
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〔刊行年〕昭09．05

〔頁〕174

全樺遮

0076樺太の生産 昭和八年
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・官房・調査課

    〔刊行者〕樺太庁・官房・調査課
    〔刊行年〕昭09．09

    〔頁〕1S

滋大図

0077樺太産業統計要覧
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・官房・調査課

    〔刊行者〕樺太庁・官房・調査課

    〔刊行年〕昭08．10

    〔頁〕7

    〔調査時点・期間〕昭和7年

農林図

OO78樺太之産業
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・拓殖部

    〔刊行者〕樺太庁・拓殖部

    〔刊行年〕大12．08

    〔頁〕38
統セ 宇大図

0079樺太島ノ殖産業
    〔作成機関〕農商務省

    〔編者〕農商務省・山林局

    〔刊行者〕農商務省・山林局
    〔刊行年〕明38．07

    〔頁〕21

    〔調査時点・期間〕1900年～1901年
    〔注記〕道家充之 調査

東商図

0080北千島資源調査書 附．北洋漁業概説
    〔作成機関〕北海道庁

    〔編者〕北海道

    〔刊行者〕北海道

    〔刊行年〕昭07．08

    〔頁〕113，86
    〔調査時点・期間〕昭和5年現在

滋大図

0081樺太拓殖計画の全貌
    〔作成機関〕中央情報社

    〔編者〕中央情報社

    〔刊行者〕申央情報社

    〔刊行年〕昭09．06

    〔頁〕195
    〔内容〕樺太拓殖調査委員会の答申の解説。

北大図

100710
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0032南部樺太農事概況調査書
    〔作成機関〕樺太民政署

    〔編者〕樺太民政署

    〔刊行者〕樺太民政署

    〔刊行年〕明40．02

    〔頁〕23
    〔調査時点・期間〕明治39年現在

0083樺太の農業
    〔作成機関〕樺太庁

  Ol ［大正12年現在］        大14．07
  02 ［大正13年現在］        大15．08
    〔編者変遷〕

   第01   樺太庁・殖産課
   第02   樺太庁・内務部・殖産課
    〔刊行者変遷〕

   第01   樺太庁・殖産課
   第02   樺太庁・内務部・殖産課

0084移民石針畜産事業実績
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕122
    〔調査時点・期間〕昭和6年現在

0085土地関係事業実績
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・農林部・殖民課

    〔刊行者〕樺太庁・農林部・殖民課
    〔刊行年〕昭08．06

    〔頁〕36
    〔調査時点・期間〕昭和6年現在

0086土地改良事業実績
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕40
    〔調査時点・期間〕明治42年度～昭和7年度

             100711

0087農家経済調査 昭和七年調査
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・農林部・殖民課

    〔刊行者〕樺太庁・農林部・殖民課
    〔刊行年〕昭08．05

    〔頁〕15

                       －96一

神大図

農総研

農総研

全樺連

全樺連

全樺血

統セ 東大経



0088養狐業二関スル経済調査
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・農林部・殖民課

    〔刊行者〕樺太庁・農林部・殖民課
    〔刊行年〕昭08．06

    〔頁〕21
    〔調査時点・期間〕大正13年以降
    〔注記〕表紙刊年月：昭和8年5月

統セ 東大経

100730

0089南部樺太森林調査書 附．国境附近ノ林況
    〔作成機関〕樺太民政署

    〔編者〕樺太民政署

    〔刊行者〕樺太民政署

    〔刊行年〕明40．02

    〔頁〕69
    〔調査時点・期間〕明治39年現在

統セ 樽商研

0090樺太森林統計
    〔作成機関〕樺太庁

01 第一回 大正十二年度
03 第三回 大正十四年度
04 第四回 昭和元年度
05 第五回 昭和二年度
06 第六回 昭和三年度
07 第七回 昭和四年度
08 第八回 昭和五年度
09 第九回 昭和六年度
10 第十回 昭和七年度
ll 第十一回 昭和八年度
12 第十二回 昭和九年度
13 第十三回 昭和十年度
14 第十四回 昭和十一年度
15 第十五回 昭和十二年度
16 第十六回 昭和十三年度
17 第十七回 昭和十四年度
  〔編者変遷〕

 第01～03 樺太庁
 第04～12
 第13～17
  〔刊行者変遷〕

 第01～03 樺太庁
 第04～12

第13～17

樺太庁・農林部・林務課
樺太庁・殖産部・林務課

樺太庁・農林部・林務課

樺太庁・殖産部・林務課

大14．03

大15。08

昭02．08

昭03．12

昭05．03

昭06．07

昭07．02

昭08．11

昭09．06

昭09．12

昭10．12

昭11．12

昭12．12

昭14．01

昭15．02

昭16．03

図

統セ 農林図

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

北大図

大分研

大分国

大分研

東大経

北大図

大分研

大分研

東大経

東大経

樽商研

農総研

0091樺太森林一斑
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁

    〔刊行年〕大13．05

    〔頁〕197
    〔調査時点・期間〕大正12年現在
    〔注記〕西俣栄編

統セ 樽商研
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0092樺太之造林
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁

    〔刊行年〕昭06．03

    〔頁〕39
    〔調査時点・期間〕大正9年度～昭和4年度

統セ 樽商研

0093樺太国有林経営概要
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・拓殖部・林務課

    〔刊行者〕樺太庁・拓殖部・林務課
    〔刊行年〕大03．02

    〔頁〕39
    〔調査時点・期間〕大正1年現在

統セ 丁目研

0094樺太の森林
    〔作成機関〕樺太庁

01 ［大正14年現在］
02 ［昭和2年現在］
03  ［昭和3年現在］

  〔編者変遷〕

 第Ol   樺太庁・内務部・林務課
 第02～03 樺太庁・農林部・林務課
  〔刊行者変遷〕

 第01   樺太庁・内務部・林務課
 第02～03  樺太庁・農林部・林務課

大15．08

昭03．07

昭05．06

東大三

農総研

樽商研

OO94－1樺太ノ林業
  〔作成機関〕樺太庁

  〔編者〕樺太庁

  〔刊行者〕樺太庁
  〔刊行年〕n．d．

01 ［昭和8年5月現在］ n．d． 国会図

0095樺太庁臨時森林作業所官行研伐事業誌
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・森林作業所

    〔刊行者〕樺太庁・森林作業所
    〔刊行年〕昭02．1ユ

    〔頁〕675
    〔調査時点・期間〕大正11年5月～昭和2年3月

農総研

0096樺太森林調査書
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁

    〔刊行年〕明42．12

    〔調査時点・期間〕明治40年～41年現在
    〔注記〕附．森林利用二関スル参考資料
    〔内容〕物価・労銀・木材関係データあり。

  02 明治四十一年度           明42．12 東商図
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0097北樺太森林調査書
    〔作成機関〕薩嗜腱軍政部

    〔編者〕薩恰腱軍政部

    〔刊行者〕薩嗜腱軍政部

    〔刊行年〕大14．06

    〔頁〕306，49
    〔調査時点・期間〕大正11年～12年

図

0098各府県ノ用材出材量 附．北海道・樺太ノ用材出材量
    〔作成機関〕農林省

04 第四回 大正十三年
05 第五回 大正十四年
06 第六回 大正十五年
07 第七回 昭和二年
  〔編者変遷〕

 第04～07  農林省・山林局
  〔刊行者変遷〕

 第04～07  農林省・山林局
  〔注記〕

  04 山林彙報 増刊
  05 山林彙報 増刊
  06 山林彙報 増刊

大14．09

大15．08

昭02．08

昭03．08

滋大図

滋大図

滋大図

滋大図

0099千島森林誌
    〔作成機関〕農林省

    〔編者〕農林省・帯広営林局

    〔刊行者〕農林省・帯広営林局
    〔刊行年〕昭34．06

    〔頁〕344

国会図

0100樺太林政三十年史
    〔作成機関〕樺太山林会

    〔編者〕樺太山林会

    〔刊行者〕樺太山林会

    〔刊行年〕昭ll．03

    〔頁〕146，19
    〔調査時点・期間〕昭和10年現在
    〔復刻版〕樺太庁 昭和12年5月

統セ 全樺連

0101樺太林業史
    〔作成機関〕樺太林業史編纂会
    〔編者〕樺太林業史編纂会

    〔刊行者〕農林出版

    〔刊行年〕昭35．11

    〔頁〕351
    〔調査時点・期間〕終戦時まで

統セ

100740

0102樺太南部水産予察調査報告
    〔作成機関〕樺太民政署

    〔編者〕樺太民政署
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〔刊行者〕樺太民政署

〔刊行年〕明40．03

〔頁〕184
〔調査時点・期間〕明治39年現在

神大図

0103水産統計
    〔作成機関〕樺太庁

  Ol 第壱回
  02 ［大正3年～12年］
    〔編者変遷〕

   第Ol   樺太庁・拓殖部
   第02   樺太庁・内務部
    〔刊行者変遷〕

   第01   樺太庁・拓殖部
   第02   樺太庁・内務部
    〔調査時点・期間〕

    01  大正3年～11年
    〔注記〕

    02表旧刊年月3大正14年2月

大13．03

大14．03

統セ 北大図
   国会図

0104水産物検査統計書
    〔作成機関〕樺太庁

01 第一回 昭和九年          昭10．11

02 第二回 昭和十年          昭11．03

03 第三回 昭和十一年         昭12．03

04 第四回 昭和十二年        昭13．06
05 第五回 昭和十三年         昭14．08

Q6 第六回 昭和十四年        昭15．07
07 第七回 昭和十五年         昭16．07
  〔編者変遷〕

 第Ol～02 樺太庁・農林部・水産物検査所
 第03～07  樺太庁・殖産部・水産物検査所
  〔刊行者変遷〕

 第01～02  樺太庁・農林部・水産物検査所

 第03～07 樺太庁・殖産部・水産物検査所

統セ

統玉

露セ

統玉

露セ

統玉

露セ

北大図

北大図

北大図

農林図
農林図

0105樺太之水産物検査概婁
    〔作成機関〕樺太庁

  01 ［昭和6年現在］          昭07．06
  02  ［昭和7年現在］          昭08．06
    〔編者変遷〕

   第01～02 樺太庁・農林部・水産物検査所
    〔刊行者変遷〕

   第01～02 樺太庁・農林部・水産物検査所

東商図

大分研

OlO5－1水産物検査概要
  〔作成機関〕樺太庁
01

02

03

04

05

06

07

08

 ［昭和8年］

 ［昭和9年目

 ［昭和10年］

 ［昭和11年］

 ［昭和12年］

 ［昭和13年］

 ［昭和14年］

 ［昭和15年］
〔編者変遷〕

昭09．06

昭10．06

昭11．07

昭12．06

昭13．05

昭14．05

昭15．05

昭16．08
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統セ 樽商研

統セ 樽商研
統セ 北大図
統セ 北大図
統セ 北大図
統セ 北大図
   岡大研
   岡大研



第01～03 樺太庁・農林部・水産物検査所
第04～08 樺太庁・殖産部・水産物検査所
〔刊行者変遷〕

第01～03
第04～08
〔注記〕

 07
 08

樺太庁・農林部・水産物検査所
樺太庁・殖産部・水産物検査所

表紙刊年月＝昭和15年4月
表紙刊年月3昭和16年4月

0106樺太之水産
    〔作成機関〕樺太庁

Ol

O2

03

04

05

06

07

08

10

11

12

［大正15年］
 ［昭和2年］

［昭和3年］

 ［昭和4年］

 ［昭和5年］

 ［昭和6年］

 ［昭和7年］

 ［昭和8年］

 ［昭和10年］

昭和十二年

昭和十三年
〔編者変遷〕

第01～05
第06～08
第10

第11～12

樺太庁・内務部

樺太庁・農林部
樺太庁・農林部・水産課

樺太庁・殖産部・水産課
〔刊行者変遷〕

第01～05

第06～08
第10

第11～12

樺太庁・内務部

樺太庁・農林部

樺太庁・農林部・水産課

樺太庁
〔調査時点・期間〕
11

12

〔注記〕

06

08

昭和11年
昭和12年

表紙刊年月：昭和7年5月
表紙刊年月：昭和9年7月

昭02．05

昭03．06

昭04．06

昭05．06

昭06．07

昭07．06

昭08．05

昭09．08

昭11．08

昭12，12

昭13．12

統セ 京大経
統セ 樽商研
統セ 樽商研

統セ 樽商研

統セ 樽商研

統セ 樽商研

統セ 樽商研

統セ 樽商研

   山口研
   京大経

   福島経

0107樺太之水産
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・農林部

    〔刊行者〕樺太庁・農林部

    〔刊行年〕昭08．06

    〔頁〕34，39
    〔調査時点・期間〕昭和7年現在
    〔内容〕年報『樺太之水産』とは同名異書。

東大経

0108漁村経済調査書 大正十四年
    〔作成機関〕樺太庁

01 上
02 下

〔編者変遷〕

第01～02 樺太庁・内務部
〔刊行者変遷〕

第Ol～02 樺太庁・内務部

大14．03

大14．03

農総研

農総研

〔調査時点・期間〕
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Ol  大正11年～13年調査
〔注記〕

01野田郡野田町字浜町他 12村又ハ字（野田郡・眞岡郡・本斗郡）
02泊居回泊居町大字泊居字泊帆他 29字又ハ大字（泊居・久春内・大泊・長浜・留加多・栄浜・元泊・敷
  香郡）

0109漁業組合事業状況
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁
    〔刊行年〕昭06．

    〔頁〕19
    〔調査時点・期間〕昭和1年度～5年度

統セ 樽商研

0110北海道樺太及東北地方漁業貿易概況 大正十二年
    〔作成機関〕大蔵省

    〔編者〕函館税関

    〔刊行者〕函館税関
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕51

    〔調査時点・期間〕大正10年～12年
    〔注記〕大正十二年十一月調

東商図

Olll北千島二於ケル水産業調査報告書
    〔作成機関〕農林省

    〔編者〕農林省・水産局

    〔刊行者〕農林省・水産局

    〔刊行年〕昭11．03

    〔頁〕346
    〔調査時点・期間〕昭和8年度～9年度
    〔注記〕中村新七・川面洋 調査

樽商研

0112北千島漁業粒二品ノ労働事情論
    〔作成機関〕北海道庁

    〔編者〕北海道・学務部・職業課

    〔刊行者〕北海道・学務部・職業課
    〔刊行年〕昭13．08

    〔頁〕142
    〔調査時点・期間〕昭和12年夏現在
    〔注記〕池田善長 調査

       刊年月は序による

統セ 樽商研

0113主要水産物の出廻期価格に就いて
    〔作成機関〕大泊商工会議所

    〔編者〕大泊商工会議所

    〔刊行者〕大泊商工会議所

    〔刊行年〕昭08．10

    〔頁〕4

    〔調査時点・期間〕昭和6，7年

統セ 樽商研

O114樺太水産統計
    〔作成機関〕樺太定置漁業水産組合
    〔編者〕樺太定置漁業水産組合
    〔刊行者〕樺太定置漁業水産組合
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  〔刊行年〕昭10．11

  〔注記〕目次書名：水産物検査統計書

Ol 第一回 昭和九年度        昭10．11 統セ

0114－1樺太水産統計書
  〔作成機関〕樺太定置漁業水産組合

02 第二回 昭和十年
03 第三回 昭和十一年

  〔編者変遷〕

  第02～03 樺太定置漁業水産組合
  〔刊行者変遷〕

  第02～03  樺太定置漁業水産組合

昭11．03

昭12．04

統セ

統セ

0115漁業贈呈最近三ヶ年収獲高
    〔作成機関〕樺太定置漁業水産組合

    〔編者〕樺太定置漁業水産組合

    〔刊行者〕樺太定置漁業水産組合

    〔刊行年〕昭05．07

    〔内容〕『樺太関係郷土資料目録 昭和十六年八月一日現在』 （樺太庁図書館）所収。

  Ol 昭和五年              昭05．07                樺太図＊

0116三富鮭鑑収獲高並漁業税
    〔作成機関〕樺太定置漁業水産組合
    〔内容〕『樺太関係郷土資料目録

01 昭和十三年
02 昭和十四年
03 昭和十五年
  〔編者変遷〕

 第01～03 樺太定置漁業水産組合
  〔刊行者変遷〕

 第01～03 樺太定置漁業水産組合

昭和十六年八月一日現在』

   昭13．07

   昭14．10

   昭15．12

（樺太庁図書館）所収。

樺太図＊

樺太図＊

樺太図＊

0117漁業料井最近三ヶ年収獲高
    〔作成機関〕樺太建網漁業水産組合聯合会

  01 大正三年改正           大04．02
  02 大正五年改正           大05．01
    〔編者変遷〕

   第01～02 樺太建網漁業水産組合聯合会
    〔刊行者変遷〕

   第01～02 樺太建網漁業水産組合聯合会

統セ 樽商研

統セ 樽商研

Ol18北千島水産業統計表
    〔作成機関〕北千島水産会

  01 昭和九年度
  02 昭和十年度
  03 昭和十一年度
    〔編者変遷〕

   第01～03 北千島水産会
    〔刊行者変遷〕

   第01～03 北千島水産会

n．d．

n．d．

n．d．

樽商研

樽商研

樽商研

0119北千島水産業統計表［累年計］

    〔作成機関〕北千島水産会

  01 大正五年以来 昭09．02 統セ 道文書
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02 昭和九年以来
03 昭和九年以降
  〔編者変遷〕

 第01～03 北千島水産会
  〔刊行者変遷〕

第01～03 北千島水産会
〔調査時点・期間〕
01

02

03

〔復刻版〕

01

大正5年～昭和8年
昭和9年～12年
昭和9年～13年

昭13，03

昭14．01

統セ 道文書

   樽商研

『大正五年創立以来 北千島水産業統計表』 北千島水産組合 昭和9年2月

0120北千島の水産業概要
    〔作成機関〕北千島水産株式会社

    〔編者〕北千島水産株式会社

    〔刊行者〕北千島水産株式会社

    〔刊行年〕昭15．08

    〔頁〕102
    〔調査時点・期間〕昭和14年現在

樽商研

0121新興北千島漁業の経済調査
    〔作成機関〕小樽高等商業学校

    〔編者〕小樽高等商業学校・北海道経済研究所

    〔刊行者〕小樽高等商業学校・北海道経済研究所
    〔刊行年〕昭10．05

    〔頁〕104
    〔注記〕大野純一・服部政一・斎藤雄治 執筆
    〔シリーズ名〕 調査報告 第二輯

大分研

0122経済上より見たる新興北千島漁業
    〔作成機関〕小樽高等商業学校

    〔編者〕小樽高等商業学校・北海道経済研究所
    〔刊行者）杉山書店

    〔刊行年〕昭10．09

    〔頁〕122
    〔注記〕大野純一・服部政一・斎藤雄治 執筆
    〔内容〕上記文献の市販版。

統セ 樽商研

100800

0123樺太鉱産調査概報
    〔作成機関〕樺太民政署

    〔編者〕樺太民政署

    〔刊行者〕樺太民政署

    〔刊行年〕明40．03

    〔頁〕147
    〔調査時点・期間〕明治39年調
    〔注記〕川崎繁太郎 編

研

O124樺太庁管内鉱区一覧
    〔作成機関〕樺太庁

  Ol 昭和四年一月一日現在 昭04．08 北大図
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02

03

04

05

06

07

08

09
10

11

昭和五年一月一日現在
昭和六年一月一日現在
昭和七年一月一日現在
昭和八年一月一日現在
昭和九年一月一日現在
昭和十年一月一日現在
昭和十一年一月一日現在
昭和十二年一月一日現在
昭和十三年一月一日現在
昭和十四年一月一日現在

〔編者変遷〕

第01～03

第04～08
第09～11

樺太庁・内務部・鉱務課
樺太庁・農林部・鉱務課

樺太庁・殖産部・署務課
〔刊行者変遷〕

第01～03
第04～08
第09～11
〔注記〕

 01

 02

 03

 04

 05 附．

 06

 Q7

 08 附．

樺太庁・内務部・鉱務課
樺太庁・農林部・鉱務課

樺太庁・殖産部・鉱務課

附．樺太鉱業の現況

附．樺太鉱業の現況

附．樺太鉱業の現況

附．樺太鉱業の現況

  樺太鉱業の現況
附．樺太鉱業の現況

附．樺太鉱業の現況

  樺太鉱業の現況

昭05．05

昭06．05

昭07．06

昭08．05

昭09．05

昭10．04

昭11．05

昭12．04

昭13．04

昭14．04

図

   北大図
統セ 北大図

統セ 大分研
統セ 大分研
統セ 大分研
統セ 大分研
統セ 大分研
統セ 大分研

統セ 大分研

O125樺太庁管内鉱業一覧
    〔作成機関〕樺太庁

01 昭和11年
02 昭和12年
03 昭和13年
  〔編者変遷〕

 第01～03 樺太庁・殖産部・鉱務課
  〔刊行者変遷〕

 第01～03 樺太庁・殖産部・鉱務課

昭12．07

昭13．11

昭14．10

統セ 全樺連

統セ 全樺連
統セ 全樺連

0126樺太の鉱業
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・内務部・取回課

    〔刊行者〕樺太庁・内務部・園務課

    〔刊行年〕昭03．09

    〔頁〕26
    〔調査時点・期間〕昭和2年末現在

統セ 大分研

0127樺太乃鉱業
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・［農林部・鉱務課］

    〔刊行者〕樺太庁・［農林部・鉱務課］
    〔刊行年〕n．d，

    〔頁〕73
    〔調査時点・期間〕昭和7年末現在

東大経

101000
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0128電気事業統計要覧
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・内務部・逓信課
    〔刊行者〕樺太庁・内務部・逓信課
    〔刊行年〕昭07．07

  01 第一回 昭和五年末現在 昭07．07 統セ 滋大図

O128－1電気事業要覧
  〔作成機関〕樺太庁

03 第三回 昭和九年末現在
06 第六回 昭和十二年末現在

  〔編者変遷〕

  第03～06  樺太庁・逓信課
  〔刊行者変遷〕

  第03～06 樺太電気協会

昭10．09

昭13．10

統セ 全樺連
統セ 全樺連

101110

0129樺太の商工業
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・商工課

    〔刊行者〕樺太庁・商工課

    〔刊行年〕大13．06

    〔頁〕71
    〔調査時点・期間〕大正11年

統セ 北大図

101120

O130工場名簿（附．鉱山名簿）
    〔作成機関〕樺太庁

    〔内容〕〈樺太資源調査規則〉に基く。

01 昭和九年十二月末現在
02 昭和十年十二月末現在
03 昭和十一年十二月末現在
04 昭和十二年十二月末現在
05 昭和十三年十二月末現在
06 昭和十四年十二月末現在
  〔編者変遷〕

第01～03
第04

第05
第06

樺太庁・官房・調査課

樺太庁・内務部・調査課
樺太庁・内務部・調整課

樺太庁・内務部・物資調整課
〔刊行者変遷〕

第Ol～06 樺太庁

昭10．12

昭11．正2

昭12．12

昭14．01

昭15．02

昭16．04

研

研  統セ

   統セ 統計図
   統セ 統計図
   統セ 統計図

   統セ 統計図

0131製材工場並製紙工場調 昭和九年現在
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・殖産部・林務課

    〔刊行者〕樺太庁・殖産部・林務課
    〔刊行年〕昭09． 樺太図＊

一106一



〔頁〕不詳

〔内容〕 『樺太関係郷土資料目録 昭和十六年八月一日現在』 （樺太庁図書館）所収。

0132樺太のパルプ並製紙工業
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・内務部・林務課

    〔刊行者〕樺太庁・内務部・林務課
    〔刊行年〕大14．

    〔頁〕16
    〔内容〕 『市立函館図書館蔵 郷土資料分類目録 第4分冊

函館図＊

昭和39年12月31日現在』所収。

101130

0133商業実情調査書
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁
    〔刊行年〕昭13．03

    〔頁〕40，105
    〔調査時点・期間〕昭和12年1月調
    〔内容〕1市10町村。商工会議所または商工会に委託調査。

統セ 全樺連

0134臨時国勢調査結果表 昭和十四年
前   〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁
    〔刊行者〕樺太庁

    〔刊行年〕昭16．06

    〔頁〕437
統セ 統計図

O135北海道及樺太商品要覧
    〔作成機関〕北海道拓殖銀行

    〔編者〕北海道拓殖銀行・調査課

    〔刊行者〕北海道拓殖銀行・調査課

    〔刊行年〕昭13．03

    〔調査時点・期間〕昭和11年度
  01 昭和十三年版 昭13．03 図

101140

O136貿易年表
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・官房・調査課

    〔刊行者〕樺太庁・官房・調査課
    〔刊行年〕n．d．

  01 昭和九年 n．d． 統セ 農林図

0136－1貿易統計表
  〔作成機関〕樺太庁
  〔内容〕 『樺太関係郷土資料目録

      昭10」とあり？。
昭和十六年八月一B現在』に「昭和14年」記載あるが， 「官房・調査課編
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01

02

03

昭和十年
昭和十一年
昭和十二年

〔編者変遷〕

第01～02 樺太庁・官房・調査課
第03   樺太庁・内務部・調査課
〔刊行者変遷〕

第Ol～02 樺太庁・官房・調査課
第03   樺太庁・内務部・調査課

n．d．

昭12．09

昭13．10

統セ 農林図
統セ 東大経
統セ 東大経

0137樺太貿易統計表 昭和元年至十八年主要品目別輸移出入
    〔作成機関〕外務省

    〔編者〕外務省・調査局・第三課

    〔刊行者〕外務省・調査局・第三課
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕24
    〔注記〕 （樺太庁統計書ニヨル）

    〔シリーズ名〕 経済基礎資料 第六号

統セ

0138島外移入庄島産品調査表
    〔作成機関〕豊原商工会議所

    〔編者〕豊原商工会議所

    〔刊行者〕豊原商工会議所

    〔刊行年〕昭06，10

    〔頁〕16
    〔調査時点・期間〕 ［昭和5年］

統セ

0139翰出入移出入統計
    〔作成機関〕大泊商工会議所

    〔編者〕大泊商工会議所

    〔刊行者〕大泊商工会議所

    〔刊行年〕昭07．11

    〔シリーズ名〕 商工資料 第五輯

  01 昭和六年度 昭07．11 大分研

O139－1輸移出入統計表
  〔作成機関〕大泊商工会議所
  〔編者〕大泊商工会議所

  〔刊行者〕大泊商工会議所
  〔刊行年〕昭10．12

  〔シリーズ名〕 商工資料 第十九輯

Ol 昭和九年度             昭10．12 大分研

101210

0140年報
    〔作成機関〕樺太庁

Ol

O2

03

04

05

06

大正十年度
大正十一年度
大正十二年度
大正十三年度
大正十四年度
昭和元年度

大12．04

大13．04

大14．04

大15．04

昭02．12

昭03．04

   北大図
統セ 北大図
統セ 北大図

統セ 統計図
統セ 東大経
統セ 東大経
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07 昭和二年度
08 昭和三年度
09 昭和四年度
10 昭和五年度
11 昭和六年度
12 昭和七年度
13 昭和八年度
14 昭和九年度
15 昭和拾年度
16 昭和拾壱年度
17 昭和拾弐年度
18 昭和拾参年度
  〔編者変遷〕

 第Ol～18  樺太庁・鉄道事務所
  〔刊行者変遷〕

 第01～18 樺太庁・鉄道事務所

昭04．05

昭05．08

昭06．07

昭07．08

昭08．07

昭09．08

昭10．11

昭11．11

昭12．12

昭13．10

昭15．03

昭15．12

統セ 東大経
統セ 東大経
統セ 東大経
統セ 東大経
統セ 東大経
統セ 大分研
統セ ：大分研

統セ 大分研
統セ 統計図
統セ 統計図
統セ 統計図
統セ 統計図

0141樺太庁鉄道営業統計概要
    〔作成機関〕樺太庁

05

07

08

09

10

11

12

13

17

18

第五回 昭和三年度
第七回 昭和五年度
第八回 昭和六年度
第九回 昭和七年度
第十回 昭和八年度
第十一回 昭和九年度
第千武回 昭和拾年度
第拾参回 昭和拾登年度
第拾七回 昭和拾五年度
第十八回 昭和十六年度
〔編者変遷〕

第05

第07～12

第13
第17

第18

樺太庁・鉄道事務所・会計係

樺太庁・鉄道事務所・経理係

樺太庁・鉄道事務所

樺太歯
軸太虚・交通部・鉄道課

（刊行者変遷〕

第05

第07～12

第13

第17

第18

樺太鱒・鉄道事務所・会計係
樺太庁・鉄道事務所・経理係

樺太庁・鉄道事務所

樺太庁

樺太庁・交通部・鉄道課

昭04．06

昭06．06

昭07．05

昭08．05

昭09．05

昭10．05

昭11．05

昭12．06

昭16．10

昭17．09

   樽商研

   北大図
   北大図

   北大図
   北大図

   北大図

   北大図
   樽偏窟

   全面連

統セ 全樺連

0142樺太之鉄道
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁

    〔刊行年〕昭08．06

    〔頁〕274
    〔調査時点・期間〕昭和7年現在

東大経

0143豊真線建設概要
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・鉄道事務所

    〔刊行者〕樺太庁・鉄道事務所

    〔刊行年〕昭03．09

    〔頁〕45

統セ 樽商研

一109一



0144樺太ノ道路・港湾及船入澗
    〔作成機関〕樺太庁

  01 ［昭和7年8月調］
  03  ［昭和9年度］

    〔編者変遷〕

   第Ol～03 樺太庁・土木課
    〔刊行者変遷〕

   第01～03 樺太庁・土木課

n．d．

n．d．

統セ 東大経
   道文書

0144－1港湾、船入江及道路要覧
  〔作成機関〕樺太庁
  〔編者〕樺太庁・交通部・土木課

  〔刊行者〕樺太庁・交通部・土木課
  〔刊行年〕n．d．

  〔調査時点・期間〕昭和7年～11年
01 昭和十三年             n．d． 全樺連

0145樺太の港湾要覧
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁

    〔刊行年〕昭12．05

    〔頁〕21
    〔調査時点・期間〕昭和10年現在

統セ 全樺連

0146港湾に関する諸調書
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕1v
    〔調査時点・期間〕昭和6年末調
    〔シリーズ名〕 拓統報告 第五号，附 第三号

全盛連

101220

0147業務統計要覧
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・内務部・逓信課
    〔刊行者〕樺太庁・内務部・逓信課
    〔刊行年〕昭06．07

  01 昭和四年度 昭06．07 樽商研

0147－1樺太逓信事業統計要覧
  〔作成機関〕樺太庁
01

02

03

04

05

06

07

昭和五年度
昭和六年度
昭和七年度
昭和八年度

昭和九年度
昭和十年度

昭和十一年度

昭07．07

昭08．03

昭08．08

昭09．IO

昭10．10

昭1L10
昭12．11

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

大分研

大分研

大分研

大分研

大分研

大分研

全樺連
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08 昭和十二年度
09 昭和十三年度
10 昭和十四年度
11 昭和十五年度
12 昭和十六年度
  〔編者変遷〕

 第01～06 樺太庁・［内務部］逓信課
 第07～12 樺太庁・交通部・逓信課
  〔刊行者変遷〕

昭13．11

昭14．11

昭16．02

昭16．11

昭17．12

統セ 全樺連
統セ 全樺連
統セ 全樺連
統セ 全樺連
統セ 統計図

第01～06 樺太庁・［内務部］逓俗課
第07～12 樺太庁・交通部・逓信課

0148樺太逓信事業要覧 昭和八年
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・逓信課

    〔刊行者〕樺太庁・逓信課

    〔刊行年〕昭08．03

    〔頁〕122

樽商研

0149樺太庁電信電話施設一覧表
    〔作成機関〕樺太庁

01 昭和五年度末
03 昭和七年度
04 昭和八年度
05 昭和九年度
  〔編者変遷〕

 第01～05 樺太庁・内務部・逓信課
  〔刊行者変遷〕

n。d，

n．d．

n．d．

n．d．

統セ 大分研
統セ 大分研
統セ 大分研

統セ 大分研

第01～05 樺太庁・内務部・逓信課

0149－1樺太庁電信電話施設一覧
  〔作成機関〕樺太庁
01

02

03

05

昭和十年度

昭和十一年度

昭和十二年度
昭和十四年度

〔編者変遷〕

第01   樺太庁・内務部・逓信課
第02～05 樺太庁・交通部・逓信課
〔刊行者変遷〕

第01   樺太庁・内務部・逓信課
第02～05 樺太庁・交通部・逓信課

昭11，09

昭12．08

昭13．09

昭15．12

統セ 大分研

統セ 大分研

統セ 全樺連
統セ 大分研

101320

0150恩賜救療事業実施状況
    〔作成機関〕樺太恩賜救療委員会
    〔編者〕樺太恩賜救療委員会

    〔刊行者〕樺太恩賜救療委員会
    〔刊行年〕n．d．

    〔内容〕昭和7年8月設立，昭和7年10月事業開始。
  01 昭和八年度            n．d． 全樺連
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10140G

0151樺太衛生概況
    〔作成機関〕樺太庁

01 ［昭和12年12月末現在］    昭14．03
02 ［昭和13年12月末現在］    昭15．06
03  ［昭和14年12月末現在］     昭17．02
  〔編者変遷〕

 第01～03 樺太庁・警察部・衛生課
  〔刊行者変遷〕

 第Ol～03 樺太庁・警察部・衛生課

全樺連

北大図

国会図

101500

O152樺太教育概況
    〔作成機関〕樺太庁

01 昭和六年
02 昭和七年
03 昭和八年
05 昭和十年
  〔編者変遷〕

第01～03 樺太庁
第05   樺太庁・内務部・学務課
〔刊行者変遷〕

第Ol～03 樺太三
密05   樺太庁・内務部・学務課
〔調査時点・期間〕

Ol  昭和6年5月末調
02  昭和7年5月末調
03  昭和8年4月末現在
05  昭和10年4月末現在

〔注記〕

03 附．社会事業概況
  一部昭和9年分書き入れあり
05一部昭和12年分書き入れあり

昭06．08

昭07．07

昭08．07

昭10．12

統セ 樽商研
統セ 樽商研

統セ 全樺連

統セ 全樺連

0153樺太教育発達史
    〔作成機関〕高田銀次郎

    〔編者〕高田銀次郎

    〔刊行者〕樺太教育会

    〔刊行年〕昭11．08

    〔頁〕454
    〔調査時点・期間〕昭和10年現在
    〔復刻版〕青史社  （旧植民地教育史資料集 3） 1982年4月

統セ

102000

O154警察要覧
    〔作成機関〕樺太庁

  01 昭和七年
  02 昭和八年

昭08．07

昭09．08

統セ 樽商研

統セ 北大図
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04 昭和十年
06 昭和十二年
  〔編者変遷〕

 第01～06  樺太庁・警察部
  〔刊行者変遷〕

 第01～06 樺太庁・警察部

昭11．06

昭13．07

統セ 北大図
統セ 北大図

202100

0155樺太法令類聚
    〔作成機関〕樺太庁

  01  ［明治40年1月1日現行］     明41。02
  02 訂正増補              明42．12
    〔編者変遷〕

   第Ol～02 樺太庁・官房
    〔刊行者変遷〕

   第01   樺太庁・官房
   第02   樺太日日新聞社
    〔調査時点・期間〕

    02   ［明治42年10月10日現行］

   国会図
（統セ）国会図

0156樺太庁法規輯覧
    〔作成機関〕樺太庁
    〔内容〕加除式。

  Ol ［大正12年11月1日現在］
   01上巻               大13．03
   02下巻                大13．03

  02  ［昭和8年6月30日現在】
   01上巻               昭09．03
   02中巻                昭09．03
   03下巻                昭09．03
    〔編者変遷〕

   第01～03 樺太庁
    〔刊行者変遷〕

   第Ol～03 帝国地方行政学会
    〔注記〕

    01第1（法令・公式令・文書）～第12（運輸・通信）
    02 第13（拓殖）～第19（衛生）年別索引
    02 第1（法令・公式令・文書）～第9（国籍・戸籍・証明）

    02第10（会計・租税）～第12（運輸・通信・瓦斯・電気）
    03 第13（拓殖）～第19（衛生）

国会図

国会図

国会図

国会図

国会図

0157樺太庁法規
    〔作成機関〕檸太庁
    〔内容〕加除式。

Ol

O2

03

上巻
中巻

下巻
〔編者変遷〕

第01～03
〔刊行者変遷〕

第Ol～03
〔調査時点・期間〕
01

〔注記〕

樺太庁・官房・調査課

樺太印刷合資会社

［昭和9年5月31日現在］

昭09．10

昭09，10

昭09，10
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01第1（憲法・皇室典範・法令・行政裁判・訴願・公布式）～第7（衛生）
02第8（地方制度）～第13（社寺・兵事・国籍・証明）
03第14（拓殖）～第20（通信・電気・瓦斯），年別索引

0158樺太地方制度法規
    〔作成機関〕樺太庁

    〔内容〕大正ユO年法第47号の附属令規。大正12年4月の改正を含む。
  02 第二巻
   01第一編 総則・吏員・評議会・給料  n．d．

    及給与
   03第三編 監督・雑・附録       n．d．
    〔編者変遷〕

   第02   樺太庁
    〔刊行者変遷〕

   第02    樺太庁

0159樺太庁鉄道事務所歳入歳出科目井解琉
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・鉄道事務所

    〔刊行者〕樺太庁・鉄道事務所
    〔刊行年〕n．d．

  01 昭和九年度

O160水産物検査二関スル法規
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁
    〔刊行年〕昭08．05

    〔頁〕64

n．d．

樽商研

樽聖廟

統セ 北大図

大分研

202110

0161樺太庁報告例
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁
    〔刊行年〕n．d，

    〔内容〕大正十一年三月十五日く樺太庁訓令〉第31号（大正3年3月訓令第1号の改正）。
  02 大正十一年施行           n．d．               統セ 統計図

0162産業分類及職業分類（内容例示）
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・官房・調査課

    〔刊行者〕樺太庁・官房・調査謀
    〔刊行年〕昭08．11

    〔頁〕340
    〔シリーズ名〕 統計資料

    〔内容〕内閣統計局作成のものを国勢調査用に編集。

東大経

0163労働技術統計調査提要
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁
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  〔刊行者〕樺太庁
  〔刊行年〕n．d．

01 昭和十六年調査用 n．d． 統セ 全樺連

0164国勢調査 産業及職業名鑑 昭和五年
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁

    〔刊行年〕昭09．03                              樺太図＊
    〔頁〕不詳

    〔内容〕 『樺太関係郷土資料目録 昭和十六年八月一日現在』 （檸太庁図書館）所収。

202210

0165樺太の地名
    〔作成機関〕菱沼右一
    〔内容〕地名辞書。

01  ［第1版］             昭05．08

03 ［第3版］            昭05．12
  〔編者変遷〕

 第01～03 菱沼右一／葛西猛千代／西鶴定嘉
〔刊行者変遷〕

第Ol～03
〔注記〕

 03

樺太郷土会

  附録の「樺太島新旧地名対照」及び地図はなし
〔シリーズ名〕

01 樺太文献叢書 1
03 樺太文献叢書 1

〔復刻版〕

Ol第一書房 昭和57年4月  ［地図欠］

統セ

国会図

202220

O166樺太現況一覧図 明治四十三年十月調
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁
    〔刊行者〕．樺太庁

    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕9

    〔調査時点・期間〕明治42年末現在
    〔注記〕1．樺太全図 2．内地交通連絡図 3．政務機関配置図 4．拓殖一覧図
       一覧図 7．鉱業一覧図 8．島内交通一覧図 9．気象及商工業

東文庫

5．水産一覧図 6．森林

202230

0167樺太基本年表
    〔作成機関〕北海道庁

    〔編者〕北海道・総務部・行政資料室

    〔刊行者〕北海道・総務部・行政資料室
    〔刊行年〕昭46．03 統セ
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〔頁〕299
〔調査時点・期間〕昭和22年現在

202240

0168樺太関係郷土資料目録 昭和十六年八月一日現在
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・図書館

    〔刊行者〕樺太庁・図書館

    〔刊行年〕昭16．08

    〔頁〕146＋5
    〔内容〕 『樺太庁図書館図書目録』 （昭13．10）『和漢図書増加目録 第一冊』

       も収む。

国会図

（昭14．11）に収録の分

202301

0169樺太沿革史
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁

    〔刊行者〕樺太庁

    〔刊行年〕昭05。08

    〔頁〕272
    〔調査時点・期間〕上世～現時

    〔注記〕序年月：大正14年6月
       『樺太関係郷土資料目録
    〔内容〕『樺太施政沿革』の改編。

統セ

昭和十六年八月一日現在』に大正14年8月刊行あり

0170樺太施政沿革
    〔作成機関〕樺太庁
    〔内容〕中院富有編。前後篇共各上下に分れる。各編に年譜あり。

  01 前篇 維新以前           明45．03

  02 後篇 維新以後           明45．03
    〔編者変遷〕

第01～02  樺太庁
〔刊行者変遷〕

第01～02  樺太庁
〔調査時点・期間〕
01

02
慶応3年まで
明治初～8年，軍政時代

東文庫

東文庫

0171新撰 大泊史
    〔作成機関〕大泊町

    〔編者〕西鶴定嘉

    〔刊行者〕大拍町

    〔刊行年〕昭14．07

    〔頁〕304，2
    〔調査時点・期間〕昭和12年現在
    〔復刻版〕国書刊行会 一一

全樺連

0172北千島調査報文
    〔作成機関〕北海道庁
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〔編者〕北海道

〔刊行者〕北海道

〔刊行年〕明34．05

〔頁〕105
〔調査時点・期間〕明治32年又ハ33年7月現在
〔継電〕北海道庁参事官 高岡直吉復命書

〔復刻版〕北海道出版企画センター 昭和50年11月

樽商研

0173樺太沿革・行政史
    〔作成機関〕全国樺太連盟

    〔編者〕全国樺太連盟

    〔刊行者〕全国樺太連盟

    〔刊行年〕昭53．06

    〔頁〕1070
統セ

0174樺太終戦史
    〔作成機関〕全国樺太連盟

    〔編者〕樺太終戦史刊行会

    〔刊行者〕全国樺太連盟

    〔刊行年〕昭48．03

    〔頁〕665，63
    〔内容〕 「終戦史資料」道文書館にあり。

統セ

0175樺太連盟四十年史
    〔作成機関〕全国樺太連盟

    〔編者〕全国樺太連盟

    〔刊行者〕全国樺太連盟
    〔刊行年〕昭63．03

    〔頁〕277
    〔内容〕終戦時状況あり。

国会図

0176樺太及北沿海州
    〔作成機関〕東亜同文会

    〔編者〕東亜同文会・編纂局

    〔刊行者〕東亜同文会

    〔刊行年〕明38．09

    〔頁〕178，242，58
    〔調査時点・期間〕明治36年度現在
    〔内容〕 〔第2編〕樺太事情（1－242頁）。

図 研

202302

0177北海道樺太南部沿岸水路誌
    〔作成機関〕海軍省

  01 第1巻 追補第1
  02 第2巻 迫補第1
    〔編者変遷〕

第Ol～02 海軍省・水路部
〔刊行者変遷〕

第01～02 海軍：省・水路部
〔調査時点・期間〕
01

02
昭和3年12月～6年9月告示
昭和3年11月～6年9月告示

昭06．11

昭06．12
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〔注記〕

01書誌 第3号 A追
02書誌第3号 B追

202304

0178北千島に於ける漁業労働
    〔作成機関〕池田善長

    〔編者〕池田善長

    〔刊行者〕農業と経済社（西ヶ原刊行会内）

    〔刊行年〕昭12．12

    〔頁〕120－127
    〔注記〕農業と経済 第四巻第十二号 別刷

統セ 樽商研

202305

OI79樺太開発株式会社の清算記録
    〔作成機関〕閉鎖機関整理委員会
    〔編者〕閉鎖機関整理委員会

    〔刊行年〕昭29．03                             全樺連
    〔頁〕17

    〔注記〕下出繁雄昭和40年7月1日転記・加筆
    〔シリーズ名〕 樺太資料 第三号

    〔内容〕『閉鎖機関とその特殊清算』の樺太開発株式会社の部分を抜き書きし，注を加筆す．

0180北海道拓殖銀行史
    〔作成機関〕北海道拓殖銀行

    〔編者〕北海道拓殖銀行

    〔刊行者〕北海道拓殖銀行
    〔刊行年〕昭46．04

    〔頁〕634
    〔内容〕特に樺太についての別掲データはない。

産研

『北海道拓殖銀行五十年史』も同様。

0181王子製紙社史
    〔作成機関〕王子製紙株式会社
    〔内容〕第3巻に樺太工場関係事項あり。附録には年表および統計あり。

  03 第三巻                昭33．04           産研

  05 附録篇               昭34．10           産研
    〔編者変遷〕

   第03～05 成田潔英
    〔刊行者変遷〕

   第03～05  王子製紙社史編纂所

O182王子製紙山林事業史
    〔作成機関〕王子製紙株式会社

    〔編者〕王子製紙山林事業史編集委員会
    〔刊行者〕王子製紙山林事業史編集委員会
    〔刊行年〕昭51．06

    〔頁〕595
    〔内容〕附録に年表および統計あり。

産研
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0183樺太工業要覧
    〔作成機関〕樺太工業株式会社

    〔内容〕会社案内のパンフレットであるが，同社の資料他にないので掲げておく。同社は大正2年12月創立。昭

       和8年5月王子製紙株式会社へ合併。

Ol ［大正8年12月現在］
02 ［昭和4年6月現在］
  〔編者変遷〕

 第Ol～02 樺太工業株式会社
  〔刊行者変遷〕

 第01～02  樺太工業株式会社

n。d．

n．d．

紙博

紙博

0184北日本汽船株式会社二十五年史
    〔作成機関〕北日本汽船株式会社
    〔編者〕北日本汽船株式会社

    〔刊行者〕北日本汽船株式会社
    〔刊行年〕昭14．06

    〔頁〕476，54
    〔調査時点・期間〕大正3年上期～昭和13年度
    〔内容〕大正3年3月創立。

産研

0185威拾週年史
    〔作成機関〕北日本汽船株式会社

    〔編者〕北日本汽船株式会社

    〔刊行者〕北日本汽船株式会社

    〔刊行年〕昭09．03

    〔頁〕34
    〔調査時点・期間〕大正3年～昭和8年

東商図

0186樺太電気株式会社十五年史一電気事業より見たる（旧）王子製紙株式会社樺太開拓史一
    〔作成機関〕渡辺国武

    〔編者〕渡辺国武

    〔刊行者〕渡辺国武

    〔刊行年〕昭51．12                            東大経
    〔頁〕142
    〔調査時点・期間〕昭和3年～18年
    〔注記〕昭和19年脱稿
    〔内容〕昭和2年12月創立，昭和19年3月清算。

202306

0187樺太案内 渡航移住手引草
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・第二部・拓殖課
    〔刊行者〕樺太庁・第二部・拓殖課
    〔刊行年〕明41．09

    〔頁〕3

    〔調査時点・期間〕明治40年現在

国会図

0188千島北洋開発期成招待会紀要
    〔作成機関〕北海道庁
    〔編者〕北海道／北海道協会
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〔刊行年〕昭Q9．12

〔頁〕162
〔内容〕昭和9年2月帝国ホテルにおいて開催。展示史料目録あり。

国会図

202307

0189土地処分沿革概要
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・農林部・殖民課

    〔刊行者〕樺太庁・農林部・殖民課
    〔刊行年〕昭08．05

    〔頁〕46
    〔注記〕大正14年刊の再版

全樺連

0190樺太農家の苦心談
    〔作成機関〕樺太庁

    〔編者〕樺太庁・農林部

    〔刊行者〕樺太庁・農林部

    〔刊行年〕昭04，08

    〔頁〕36

統セ 宇大図

0191樺太漁業制度の沿革
    〔作成機関〕樺太建網漁業水産脚台聯合会

    〔編者〕樺太建網漁業水産組合聯合会

    〔刊行者〕樺太建網漁業水産組合聯合会
    〔刊行年〕大05．01

    〔頁〕136
    〔内容〕大正4年7月2日く樺太漁業令〉改正。

樽商研

0192北洋材墨取船舶事情
    〔作成機関〕青山次郎

    〔編者〕青山次郎

    〔刊行者〕北海道林業会

    〔刊行年〕昭05．06

    〔頁〕25
    〔調査時点・期間〕昭和2年度～3年度現在
    〔注記〕林業会報 第三百三十号 別刷

樽商研

O193北洋材積取事業
    〔作成機関〕鈴木一雄

    〔編者〕鈴木一雄

    〔刊行者〕北海道林業会

    〔刊行年〕昭04．08

    〔頁〕32
    〔注記〕北海道林業会報 別刷

統セ

O194樺太森林開発事情
    〔作成機関〕中牟田五郎

    〔編者〕中牟田五郎

    〔刊行者〕帝国森林会

    〔刊行年〕昭06．07

    〔頁〕196
国会図
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〔調査時点・期間〕明治40年～昭和5年
〔内容〕樺太パルプ工場建設関係。

0195千島漁業国策論
    〔作成機関〕今田清二

    〔編者〕今田清二

    〔刊行者〕北海道帝国大学
    〔刊行年〕昭11．07

    〔頁〕234
    〔調査時点・期閥〕昭和10年現在
    〔内容〕研究論文。

統セ

202308

0196樺太炭田調査報告
    〔作成機関〕樺太庁

  01 第壱号
  02 第弐号
    〔別冊付録・付表〕

  01 附図 18枚
  02 附図 12枚
    〔編者変遷〕

   第01   樺太庁
   第02   樺太庁
    〔刊行者変遷〕

   第01   樺太庁
   第02   樺太庁
    〔注記〕

    01 内渕炭田 附．川上炭田
    02 西海岸北部地方 其一

昭09．03

昭10．05

統セ 全樺連

統セ 北大図

統セ 全樺連

統セ 北大図

0197樺太油田地質調査報告
    〔作成機関〕樺太庁

01

02

03

04

05

01

03

04

05

 第壱号

 第弐号

 第参号

 第四号 昭和拾年度
 第五号
〔別冊付録・付表〕

 附図 其の1～10
 附図 其の1～6，3S
 附図 11S（昭和十二年）
 附図 11S（昭和十三年）
〔編者変遷〕

第01   樺太四
竃02～03 樺太庁
第04   樺太庁
第05   樺太庁
〔刊行者変逼〕

第Ol   樺太庁
第02～03  樺太庁

第04   樺太庁
第05   樺太庁
〔注記〕

 02第弐号別冊附図は所在不明

昭07．03

昭08．03

昭11．10

昭12．12

昭13．03

統セ 全樺連

統セ 北大図

統セ 全樺連

統セ 北大図

統セ 全樺連

   滋大図
統セ 全樺連
   滋大図

   滋大図
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O198樺太の鉱業
    〔作成機関〕可野信一

    〔編者〕可野信一

    〔刊行年〕昭06．12

    〔頁〕46
    〔調査時点・期間〕昭和5年現在
    〔内容〕日本鉱業大会における講演草稿。著者は樺太庁鉱務課長。

統セ 大分研

0199樺太鉱業の参考資料
    〔作成機関〕可野信一

    〔編者〕可野信一

    〔刊行年〕昭06．05

    〔頁〕78
    〔調査時点・期間〕昭和3年又ハ5年現在

統セ 東大経

202310

0200樺太電気事業小史
    〔作成機関〕樺太電気協会

    〔編者〕樺太電気協会

    〔刊行者〕樺太電気協会

    〔刊行年〕昭07．09

    〔頁〕不詳

    〔内容〕 『樺太関係郷土資料目録 昭和十六年八月一日現在』 （樺太庁図書館）所収。

樺太図＊

202311

0201近世に於ける樺太を中心とした日滴交易
    〔作成機関〕高倉新一郎

    〔編者〕高倉新一郎

    〔刊行者〕北海道帝国大学

    〔刊行年〕昭14．03

    〔頁〕32
    〔調査時点・期間〕慶応3年現在
    〔注記〕北海道帝国大学北方文化研究報告 第一輯 別刷

研

202312

0202稚泊連絡船史
    〔作成機関）日本国有鉄道

    〔編者〕日本国有鉄道

    〔刊行者〕日本国有鉄道

    〔刊行年）昭49．01

    〔頁〕 354， 22
    〔調査時点・期間〕終戦次まで

樽商研

0203豊原放送局
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〔作成機関〕日本放送協会

〔編者〕日本放送協会・総合放送文化研究所・放送史編修室
〔刊行者〕日本放送協会・給合放送文化研究所
〔刊行年〕昭46．03

〔頁〕283
〔調査時点・期間〕昭和16年度現在
〔シリーズ名〕 放送吏料集 3

〔内容〕昭和16年12月26日開局。

国会図
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3．南洋群島編
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0001南洋庁統計年報
    〔作成機関〕南洋庁

    〔編者〕南洋庁

    〔刊行者〕南洋庁

    〔刊行年〕昭08．06

    〔調査時点・期間〕大正11年～昭和6年
    〔内容〕大正11年4月1日南洋庁設置。
  01 第一回              昭08．06 図 統セ

0001－1 南洋庁統計年鑑

  〔作成機関〕南洋庁
01

02

03

04

05

06

07

08

第二回

第三回
第四回
第五回

第六回
第七回

第八回

第九回
〔編者変遷〕

第01～02
第03～04
第05～07
第08

南洋庁
南洋庁・官房・文書課

南洋庁・官房・調査課
南洋庁・内務部・企画課

〔刊行者変遷〕

第01～02
第03～04
第05～07
第08

南洋庁

南洋庁・官房・文書課

南洋庁・官房・調査課
南洋庁・内務部・企画課

〔講査時点・期間〕
01

02

03

04

05

06

07

08

昭和7年
昭和8年
昭和9年
昭和10年
昭和11年
昭和12年
昭和13年
昭和14年

昭09，12

昭10．11

昭11．08

昭12．03

昭13．03

昭14．04

昭15．03

昭16．08

図

図

図

図

図

図

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統計図

統計図

統計図

0002南洋群島現勢要覧
    〔作成機関〕南洋庁
    〔内容〕 『南洋庁統計年報』の前身に当る。

Ol

O2

03

04

05

06

07

08

09

 ［大正11年末調］

 ［大正12年末調］
 ［大正13年末調］
 ［大正14年末調］
 ［昭和1年末調］

 ［昭和2年末調］

 ［昭和3年末調］

 ［昭和4年末調］

 ［昭和5年末調］
〔編者変遷〕

大13．05

大14．01

大15．01

昭02．01

昭02．12

昭04．01

昭05．03

昭05．12

昭06．12

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

南洋協

統計図

農総研
農総研
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第01～09 南洋庁
〔刊行者変遷〕

第01～09 南洋庁

0003委任統治地域南洋群島事情
    〔作成機関〕南洋庁

    〔内容〕『南洋群島婁覧』の前身に当る。

01 ［大正13年又ハ14年］
03 ［大正15年］
05 昭和四年
07 昭和六年
  〔編者変遷〕

 第01～07 南洋庁
  〔刊行者変遷〕

 第Ol～07 南洋庁
  〔調査時点・期間〕

  05  昭和3年現在
  07  昭和5年現在

大15．03

昭03．03

昭05．01

昭06．11

統セ 統計図
   統計図
   統計図
統セ 統計図

0004南洋群島要覧
    〔作成機関〕南洋庁

Ol

O2

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

昭和七年版

面和八年版
面和道年占

昭和拾年版

面血痕歴年版
面和拾武年版

昭和拾参年三
山和拾四年版

昭和拾五年版

昭和拾六年版

昭和拾七年版
昭和拾八年版

〔編者変遷〕

第◎1～12 南洋庁
〔刊行者変遷〕

第01～12 南洋庁
〔調査時点・期聞〕
01

02

03

04
05

06

07

08

09

10

11

12

昭和6年末調
昭和7年末調
昭和8年末調
昭和9年末調
昭和10年末調
昭和11年末劇
昭和12年末調
昭和13年末調
昭和14年末調
昭和15年末調
昭和16年末醐
昭和17年末調

昭07．12

昭08．12

昭09．12

昭10．12

昭12．01

昭12．12

昭13．12

昭14．12

昭15．12

昭16．12

昭17．12

昭18．12

図

図

   滋大図
統セ

統セ 北大図

心セ 北大図
   統計図

心セ 北大図

統セ 南洋協

   大分研
統セ

統セ 南洋協

0005甫洋庁施政十年史
    〔作成機関〕南洋庁

    〔編者〕南洋庁・官房

    〔刊行者〕南洋庁・官房
    〔刊行年〕昭07．07

    〔頁〕476
図 統セ
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〔調査時点・期間〕大正11年～昭和6年

0006南洋群島統計一覧 大正十一年
    〔作成機関〕南洋庁

    〔編者〕南洋庁

    〔刊行者〕南洋庁
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕1S

法務図

0007Annual report to the League
  administration of the South
  Japanese mandate for the
    〔作成機関〕日本国政府

01  1921
05  1925
13  1933
  〔編者変遷〕

 第01～13  日本国政府
〔刊行者変遷〕

第01～13  日本国政府

n．d．

n．d．

n．d．

   of Nations on the
   Sea Islands under
year，

図

北大図

北大図

0007－1 Annual report
    Nations on
    Islands under
O1  1934
02  1935

  〔編者変遷〕

  第01～02  日本国政府
  〔刊行者変遷〕．

  第01～02  日本国政府

   to the Council of the League of
the administratiQn of the South Sea
   Japanese mandate for the year．
     n．d．           図
     n．d．           図

0007－2 Report to the League
    tration of the South
    mandate for the year．
  〔編者〕日本国政府

  〔刊行者〕日本国政府
  〔刊行年〕n．d．
01 1937             n．d．

of Nations on the adminis－Sea Islands under Japanese

図

0008日本帝国委任統治行政年報
    〔作成機関〕外務省

01 千九百二十五年度
02 千九百二十六年度
03 千九百二十七年度
  〔編者変遷〕

 第01～03  外務省
  〔刊行者変遷〕

 第01～03 外務省
  〔注記〕

  01刊年月は表紙による

大15．07

昭02．09

昭03．09

図

早大図

早大図

02刊年月は表紙による
03 刊年月は表紙による

0008－1 日本帝国委任統治地域行政年報
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  〔作成機関〕外務省

Ol 千九百二十八年度
02 千九百二十九年度
03 千九百三十年度
04 千九百三十一年度
05 千九百三十二年度
06 千九百三十三年度
07 千九百三十四年度
08 午九百三十五年度
09 千九百三十六年度
10 千九百三十七年度
  〔編者変遷〕

 第01～10 外務省
  〔刊行者変遷〕

 第01～10 外務省
  〔注記〕

  01刊年月は表紙による
  02刊年月は表紙による
  03刊年月は表紙による
  04刊年月は表紙による
  05 刊年月は表紙による
  06刊年月は表紙による
  07 刊年月は表紙による
  08 刊年月は表紙による
  09刊年月は表紙による
  10刊年月は表紙による

昭04．12

昭05．10

昭05．10

昭07．09

昭08．09

昭09．11

昭10．U
昭ll．11

昭12．10

昭13．10

図

図

図

図

図

図

図

図

図

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

早大図

0009臨時南洋群島防備隊現況概要 大正八年下半期
    〔作成機関〕海軍省

    〔編者〕海軍省・軍務局

    〔刊行者〕海軍省・軍務局

    〔刊行年〕大09．04

    〔頁〕62
    〔内容〕海軍省罫紙使用。 「写 海軍省軍務局山梨大佐よリ送付」とあり。

農総研

0010南洋占領地事情概要
    〔作成機関〕拓殖局

    〔編者〕拓殖局

    〔刊行者〕拓殖局

    〔刊行年〕大08．07

    〔頁〕109
    〔調査時点・期間〕大正6年現在

北大図

0011南洋群島事情概要
    〔作成機関〕拓殖局

    〔編者〕拓殖局

    〔刊行者〕拓殖局

    〔刊行年〕大11．02

    〔頁〕104
    〔調査時点・期間〕大正9年現在

農継研

OO12南洋占領諸島之現況
    〔作成機関〕農商務省

    〔編者〕臨時産業醐査局・第四部・第二課
    〔刊行者〕臨時産業調査局・第四部・第二課
    〔刊行年〕n．d． 国会図
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〔頁〕1S
〔調査時点・期間〕大正6年度末

0013南洋国勢一覧
    〔作成機関〕農商務省

    〔編者〕臨時産業調査局・第四部・第二課
    〔刊4諸｝臨時産業調査局・第四部・第二課
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕1v
    〔調査時点・期間〕大正6年
    〔内容〕 「本邦占領諸島」は第1表にのみあり。

国会図

100220

OO14南洋庁観測所年報（観測成績之部）
    〔作成機関〕南洋庁

01 大正十三年
02 大正十四年
03 大正十五年
04 昭和二年
05 昭和三年
06 昭和四年
07 昭和五年
08 昭和六年
09 昭和七年
10 昭和八年
11 昭和九年
12 昭和十年
13 昭和十一年
  〔編者変遷〕

 第01～13  南洋庁・観測所
  〔刊行者変遷〕

 第01～13  南洋庁・観測所

大14．05

大15．05

昭02．07

昭03．08

昭04．04

昭05．06

昭06．07

昭07．09

昭08．09

昭09．11

昭10．12

昭11．12、

昭13．03

岡大研

北大図
北大図

北大関

北大図

岡大証

岡大盃

岡大盃

岡大盃

岡大証

岡大研

北大図

北大図

0014－1内南洋気象年報（観測成績之部）

  〔作成機関〕南洋庁

  〔編者〕南洋庁・気象台
  〔刊行者〕南洋庁・気象台

  〔刊行年〕昭15．07

01 昭和十二年 昭15．07 北大図

0015熱帯気象表
    〔作成機関〕南洋庁

  01 第一巻 雨量ノ部 昭和三年
  02 第二巻 気温・湿度・風向・風力・
    雲量及日照ノ部 昭和五年
    〔編者変遷〕

   第01～02 南洋庁・観測所
    〔刊行者変遷〕

   第Ol～02  南洋庁・観測所

昭03．03

昭06．03

北大図

北大図

0016サイパン島気象五年報 自昭和二年至昭和六年
    〔作成機関〕南洋庁
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〔編者〕南洋庁・観測所

〔刊行者〕南洋庁・観測所
〔刊行年〕昭07．12

〔頁〕58

0017パラオ島気象五年報 自昭和六年至昭和十年
    〔作成機関〕南洋庁

    〔編者〕南洋庁・観測所

    〔刊行者〕南洋庁・観測所

    〔刊行年〕昭11．11

    〔頁〕58

OO18南洋群島パラオ島の気象
    〔作成機関〕南洋庁

    〔編者〕南洋庁・観測所

    〔刊行者〕南洋庁・観測所

    〔刊行年〕昭05．02

    〔頁〕40
    〔内容〕月別および年気象についての記述。

大分研

北大図

農総研

100310

0019南洋群島勢調査報告
    〔作成機関〕海軍省

    〔編者〕臨時南洋群島防備隊

    〔刊行者〕臨時南洋群島防備隊
    〔刊行年〕大11．03

    〔調査時点・期間〕大正9年10月1日（第1回 国勢調査）

0019－1南洋群島島勢調査報告 大正十四年
  〔作成機関〕南洋庁

  〔編者〕南洋庁
  〔刊行者〕南洋庁
  〔刊行年〕昭02．03

0019－2南洋群島島勢調査書 昭和五年
  〔作成機関〕南洋庁

01 第一巻 総括編
02 第二巻 島民編
03 第三巻 邦人外国人編
04 第四巻 顛末

  〔編者変遷〕

  第Ol～04 南洋庁
  〔刊行者変遷〕

  第01～04 南洋庁

0019－3南洋群島島努調査書 昭和十年
  〔作成機関〕南洋庁

01 第一巻 統計表
02 第二巻 顛末

  〔編者変遷〕

  第01～02  南洋庁・官房・文書課

昭07．01

昭07．01

昭07．01

昭07．03

昭12．03

昭12．q3

図

図

図

図

図

図

図

統セ 統計図

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ

統セ
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〔刊行者変遷〕

第01   南洋庁・官房・文書課
第02   南洋庁

100320

0020南洋群島人口動態年表
    〔作成機関〕南洋庁

    〔編者〕南洋庁

    〔刊行者〕南洋庁
    〔刊行年〕n．d．

  01 昭和十三年 n．d． 統計図

0021南洋群島人口動態月表
    〔作成機関〕南洋庁
    〔内容〕 「報告例」に基く人口動態小票による。

  01 昭和十三年一月～十二月       n．d．／n．d．

  02 昭和十四年一月～十二月       n．d．／n．d．

    〔編者変遷〕

   第01～02  南洋庁
    〔刊行者変遷〕

   第01～02  南洋庁

法務図

法務図

100600

0022昭和十八年度 所要資材輸送計画調書
    〔作成機関〕甫洋庁

    〔編者〕南洋庁

01 ［本編］

  〔別冊付録・付表〕

01 生活必需品輸送計画
02 南洋群島生活必需品各島別輸送計画

  調書
  〔編者変遷〕

 第01～02 南洋庁
  〔調査時点・期間〕

  01  昭和十八．六．二十一調

n．d．

n．d．

昭18，6。

統セ

統セ

統セ

100740

0023南洋群島の水産
    〔作成機関〕南洋庁

    〔編者〕南洋庁

    〔刊行者〕南洋庁

    〔刊行年〕昭10．10

    〔頁〕206
    〔調査時点・期間〕昭和9年現在

農総研
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100800

0024南洋群島鉱業の現勢
    〔作成機関〕南洋庁

    〔編者〕南洋庁

    〔刊行者〕南洋庁
    〔刊行年〕n．d．

    〔頁〕29，41
    〔調査時点・期間〕昭和12年10月現在

東大経

101130

0025南洋群島臨時島勢調査書 昭和十四年
    〔作成機関〕南洋庁

  01 第一巻 統計表
  02 第二巻 顛末
    〔編者変遷〕

   第01～02 南洋庁・官房・調査課
    〔刊行者変遷〕

   第01   南洋庁
   第02   南洋庁・官房・調査課

昭15，03

昭15．03

統セ 統計図

統セ 統計図

101140

0026南洋群島貿易月表
    〔作成機関〕南洋庁

01 昭和八年六月～十二月
02 昭和九年一月目十二月
03 昭和十年一月～十二月
04 昭和十一年一月～十二月
05 昭和十二年一月～十二月
  〔編者変遷〕

 第01～05  南洋庁
  〔刊行者変遷〕

 第Ol～05 南洋庁

n．d．／n．d，

n．d．！n．d．

n．d．！n．d．

n．d．！n．d．

n．d．！n．d．

法務図

法務図

法務図

法務図

法計図

101500

0027南洋群島教育史
    〔作成機関〕南洋群島教育会
    〔編者〕南洋群島教育会

    〔刊行者〕南洋群島教育会

    〔刊行年〕昭13．10                       図

    〔頁〕804，50
    〔復刻版〕青史社  （旧植民地教育史資料集 1） 1982年1月

統セ

101700
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0028南洋群島々民旧慣調査報告書
    〔作成機関〕南洋庁

    〔編者〕南洋庁

    〔刊行者〕南洋庁
    〔刊行年〕昭14．02                       研

    〔頁〕468
    〔内容〕各島・各部族毎の親族・相続及刑事関係慣習についての報告。

             102000

0029南洋群島警察概要
    〔作成機関〕南洋庁
  01 昭和十一年版            昭11．11
  02 昭和十二年版            昭12．12

  03 昭和十三年期            昭13．11
  04 昭和十四年版            昭14．12
    〔編者変遷〕

   第01～04  南洋庁
    〔刊行者変遷〕

   第01～04 南洋庁
    〔調査時点・期間〕

    01  昭和10年
    02  昭和11年
    03   昭和12年
    04  昭和13年

 0029－1警務要覧
    〔作成機関〕南洋庁

  01 昭和十五年版            n．d．
  02 昭和十六年版            n．d．
    〔編者変遷〕

   第01～02  南洋庁・警務課
    〔刊行者変遷〕

   第01～02  南洋庁・警務課
    〔調査時点・期間〕

    01  昭和14年
    02  昭和15年

             202100

0030南洋庁法令類聚
    〔作成機関〕南洋庁

    〔編者〕南洋庁

    〔刊行者〕帝国地方行政学会
    〔刊行年〕昭03．03

    〔内容〕加除式。〈戸口調査規程〉大正14年第6号改正まであり。

0031臨時南洋群島防備隊現行法令集
    〔作成機関〕海軍省

  01 第一 民政歴分
  02 第ニ

                       一133一

法務図

法務図

法務図
法務図

法務図

法務図

法務図

農総研

農総研



03 第三 民政匠分［改正］

04 第四
  〔編者変遷〕

 第01～04 海軍省・軍務局
  〔刊行者変遷〕

 第01～04  海軍省・軍務局
  〔頁〕

01

02

03

04

32
49
23
47

〔調査時点・期間〕
Ol 大正5年1月1日現行

農総研

農総研

202301

OO32南洋占領諸島概記
    〔作成機関〕逓信省

    〔編者〕逓信省・通信局

    〔刊行者〕逓信省・通信局

    〔刊行年〕大05．05

    〔頁〕200
    〔調査時点・期間〕大正4年時
    〔内容〕 「艦船郵便吏の提出したる調査書の一部」。

国会図

0033日本の南洋群島
    〔作成機関〕南洋協会南洋群島支部
    〔編者〕南洋協会南洋群島支部

    〔刊行者〕南洋協会南洋群島支部
    〔刊行年〕昭10．12

    〔頁〕496
    〔調査時点・期間〕昭和9年又ハ10年

北大図

0034植民地として観たる南洋群島の研究
    〔作成機関〕上原轍三郎

    〔刊行者〕南洋文化協会

    〔刊行年〕昭15．03研    〔頁〕164
    〔調査時点・期間〕昭和11年現在

    〔内容〕昭和12年南洋庁の委嘱によリ現地視察。昭和13年10月提出した復命書を公刊に付す。

0035南洋群島の研究
    〔作成機関〕矢内原忠雄

    〔刊行者〕岩波書店

    〔刊行年〕昭10．10

    〔頁〕543
    〔注記〕第4刷：昭和16年4月

図 研

202302

0036南洋群島水路誌 マリアナ諸島カロリン諸島マーシャル諸島
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〔作成機関〕海軍省

〔編者〕海軍省・水路部

〔刊行者〕海軍省・水路部
〔刊行年〕昭15．07

〔頁〕114，8
〔注記〕昭和6年7月刊の改訂増補
〔シリーズ名〕 書誌第7号

研

202305

0037南洋態度株式会社事業概要
    〔作成機関〕南洋興発株式会社

    〔編者〕南洋興発株式会社

    〔刊行者〕南洋興発株式会社

    〔刊行年〕n．d．                               東大経
    〔頁〕37

    〔調査時点・期間〕第1期（大正8年11月／9年9月）～第22期（昭和10年5月／10月）
    〔内容〕大正10年11月29日創立。

0038南洋開拓拾年誌
    〔作成機関〕南洋興発株式会社

    〔編者〕松江春次

    〔刊行者〕南洋奮発株式会社
    〔刊行年〕昭07．12

    〔頁〕239
    〔内容〕 『南洋興起創業誌』 （南洋経済研究所

図

昭和17年9月）は本書の創業の箇所を再録したもの。

0039南洋貿易五十年史
    〔作成機関〕南洋貿易株式会社

    〔編者〕南洋貿易株式会社

    〔刊行者〕南洋貿易株式会社

    〔刊行年〕昭17．6                         予研

    〔頁〕246
    〔内容〕明治23年5月南洋商会設立。昭和17年7月南洋興発と合併。

0040南拓誌
    〔作成機関〕南洋拓殖株式会社

    〔編者〕南拓会

    〔刊行者〕南拓会

    〔刊行年〕昭57．11                             国会図

    〔頁〕248
    〔内容〕昭和11年7月く南洋拓殖株式会社令〉（勅令第228号）公布。昭和11年11月設立，昭和20年9
       月閉鎖（昭和20年10月閉鎖機関指定）。

0041日本郵船株式会社五十年史
    〔作成機関〕日本郵船株式会社

    〔編者〕日本郵船株式会社

    〔刊行者〕日本郵船株式会社

    〔刊行年〕昭10．12

    〔頁〕952
    〔内容〕南洋航路は日本郵船株式会社の独占。

産研
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202306

0042第七十四回帝国議会説明資料
    〔作成機関〕南洋庁

    〔編者〕南洋庁・拓殖部・農林課

01 議会説明資料            n．d．               統セ
  〔別冊付録・付表〕

01 議会説明資料            昭13．12              統セ
  〔編者変遷〕

 第Ol   南洋庁
 第01   南洋庁・拓殖部・農林課
  〔注記〕

  01 島民国籍取得二関スル件，島民酒類飲用緩和ノ実施状況，労力問題ノ措置二関スル件，燐鉱ボーキサイト
    ノ現況，水産行政確立二関スル件，鰹漁業統制並二鰹漁業及鰹節製造不振二基ク救済方法ノ件，眞珠貝漁
    業統制及事業概要二関スル件，珊瑚漁業ノ方針，鮫漁業ノ将来
  01南洋興発株式会社ノ小作間題，国有土地貸付状況並処分方針，各種企業会社ノ事業概更，コブラ問題

0043第七十四回帝国議会ヲ通ジテ冥土ル拓務行政
    〔作成機関〕拓務省

    〔編者〕拓務省・官房・文書課

    〔刊行者〕拓務省・官房・文書課
    〔刊行年〕昭14

    〔頁〕437
北大図

202307

0044南洋群島パラオ諸島農事管見
    〔作成機関〕栃内吉彦

    〔刊行者〕河出書房

    〔刊行年〕昭15．12

    〔頁〕52
    〔調査時点・期間〕昭和12年現在
    〔内容〕太平洋協会編『南洋群島 自然と資源』の内。

図
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21．秋山涼子『「勧業年報」による工業生産の推計（1）：明治22～24年（1889～1891）』，1981年10月

22．松田芳郎・大井博美・野島教之・杉山文子『個別企業財務諸表データベース：明治中期より

  昭和前期：鉱業・造船・食品・化学工業等99社』，1981年12月

23．『「郡是・市町村是」資料目録』，1982年3月

24．大井博美『「勧業年報」等による芦別米麦データファイル 明治11～45年』，1982年3月

25．『明治期における府県総括統計書書誌』，1982年3月

26．尾高半之助・松田芳郎編『日本経済統計データベース編成の課題と方法』，1983年3月

27．溝口敏行（監修）・大井博美・杉山文子『「勧業年報」等による群別米麦データファイル（続）

  明治11～45年』，1984年3月

28．松田芳郎編『日本の社会経済統計データベース需要動向調査結果報告書（概要編）』，1984年

  3月

29．松田芳郎編『日本の社会経済統計データベース署要動向調査結果報告書（詳細編）』，1984年

  3月

30．『日本帝国領有期台湾関係統計資料目録』，1985年5月

31．r統計資料マイクロ・フィルム目録』第4巻，1987年1月

32．周防節雄『可塑的刊行形態の逐次刊行物目録データベース編成技法』，1987年6月



33．大久保恒治『現行政府統計調査データベース編成技法一「統計調査総覧」ファイルによ

  る一』，1989年3月

34．秋山涼子「LTESデータベース解説』，1989年3月

35．松田芳郎・周防節雄・大久保恒治編『政府統計報告書統合書誌情報データベースの編成』，1990

  年3月

36．松田芳郎・佐藤正広・木村健二r明治期製造業における工場生産の構造』，1990年3月

37．松田芳郎・有田富美子・木村健二『明治期工場統計調査の復元集計1一総括編』，1990年3月

38．松田芳郎・有田富美子・木村健二『明治期工場統計調査の復元集計II一明治35年「工場通覧」

  復元集計表』，1990年3月

39．松田芳郎・有田富美子・木村健二『明治期工場統計調査の復元集計III一明治42年「工場通覧」

  復元集計表』，1990年3月

40．松田芳郎・安田聖・有田富美子『LTESデータベース検索システム解説』，1991年3月

41．松田芳郎・有田富美子・大久保恒治『大正8年会社統計表一「会社通覧」による復元集計一

  1，総括編』，1992年3月

42．松田芳郎・有田富美子・大久保恒治『大正8年会社統計表一「会社通覧」による復元集計一

  II，資本金規模別・産業別編』，1992年3月

43．松田芳郎・有田富美子・大久保恒治『大正8年会社統計表一「会社通覧」による復元集計一

  III，収益金・損金別編』，1992年3月

44．中村隆英・溝口敏行（編）『第二次大戦下 生活資財闇物価集計表』1994年3月

45．『日本帝国 外地関係統計資料目録一関甲州・樺太・南洋群島編』，1994年3月

46．『日本帝国 外地関係統計資料目録一朝鮮編』，1994年3月
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