
雑誌（逐次刊行物）

（関東州・満洲・満鉄・朝鮮・台湾・中国・南洋庁・樺太）



関東州雑誌目録

雑誌名 発行 所蔵巻年 分類記号 備考

B
物価賃金調査年報 関東局官房文書課 昭和7年－昭和11年 昭和7,8年は関東庁

K
関東庁塩業試験場報告 関東庁塩業試験場 1号(昭和9年)－8号(昭和11年) 関東塩業試験場報告3号に改題

関東庁人口動態統計 関東庁 昭和5－6年 KN-C-21

関東庁労働統計書 関東庁長官官房文書課 昭和6年 KN-C-22

関東庁統計要覧 関東庁 昭和5－6年 KN-C-23

関東庁統計書 関東庁 25回(昭和5年) KN-C-24

関東庁要覧 関東庁長官官房文書課 昭和2,6年 KN-C-25

関東州貿易月報 関東庁長官官房調査課 昭和8年6月 KN-C-26

関東州貿易統計 関東州庁長官官房庶務課 昭和5－8年  欠:7 昭和5,6年は関東庁発行

M 満蒙経済事情 関東都督府民政部殖産課 1号(大正5年)－15(大正7年)  欠:24,9

N 農事試験場時報 関東農事試験場 1号(昭和9年)－9号(昭和17年)
農事試験場時報(関東庁農事試
験場)2号より改題
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満洲関係雑誌目録

雑誌名 発行 所蔵巻年 分類記号 備考

A 鞍山鉄鋼会雑誌 鞍山鉄鋼会 3号(大正10年)－70(昭和14年)  欠:14

B 穆稜
拓務省第四次城子河・哈達河移
民団

1（1939）

病虫害時報
満州国興農部農産司経営改善
科

1巻(康徳6年)－4巻1-4号(康徳9年) 産業部→興農部

C
千振 東京・東洋協会 1号(昭和10年)

畜産満洲 新京・畜産満洲社 1巻4-7号(康徳8年),2巻1-5,7-8号,3巻1-3号(康徳10年)

調査彙報 新京・満洲中央銀行調査課 1輯(康徳4年)-10輯(康徳8年)  欠:3-7

D
大連商工会議所統計年報  上編(貿易之部) 大連商工会議所 昭和6年

E 英文日満年鑑(JAPAN MANCHOUKUO YEAR
BOOK)

ジャパン・マンチュコ－年鑑社 1939

営業報告書 大連農事株式会社 1回(昭和4年度)－4回(昭和7年度)

H
白楊農誌 白楊会 2巻4号(康徳8年)－4巻9号(康徳10年)  欠:2(9),3(5,7-10),4(5-7)

哈爾濱日本中学校校友会誌 哈爾濱日本中学校校友会 1号(昭和11年)

拓け満蒙 東京・満洲移住協会 1巻1-3号：臨時増刊号(昭和11年),3巻1-3号(昭和14年)

北満経済統計年報 哈爾濱日本商工会議所 昭和11年版

奉天興農合作月刊 奉天省興農合作社聯合会 3巻4－10号(康徳7年)
 奉天農事合作月刊3巻3号より
改題

奉天農事合作月刊 奉天省農事合作社聯合会 1巻2-4号(康徳5年),2,3巻1-3号(康徳7年)
 奉天興農合作月刊3巻4号に改
題

奉天商業会議所統計年報 奉天商業会議所 大正13-14年

J
実験林時報 満州帝国林野局 1巻（康徳6年）－2巻(2-3)、3巻－5巻（康徳10年）

実業部月刊
新京・満洲国実業部総務司文書
科

3期5号(康徳2年),5期2－4号(康徳4年)

K
偕拓 新京・満洲拓殖公社 8(3,7)昭和19年

偕拓 満洲拓殖公社総裁室総務課 1(1),2(1-3),3(1),4(2-5) 1937-1940

開拓研究所指導資料 開拓研究所 1-12(康徳8年－康徳11年） MS-H-06

開拓農学
新京・満洲開拓青年義勇隊訓練
本部

2巻(康徳7年),4巻(康徳8年)

開拓研究所資料 開拓研究所 1-33（康徳8年-康徳11年） MS-H-05

経済統計月報 大連商工会議所 205号(昭和7年)

建国大学研究院月報 新京・建国大学研究院 43号(康徳11年)－45号(康徳12年)

金融合作社年報 奉天省金融合作総処 1回(大同1年度)

金融経済月報(日文) 新京・満洲中央銀行調査課 86号(康徳7年)－96号(康徳8年)

金融経済統計年報（日文） 新京・満洲中央銀行調査課 康徳5－6年

国際調査彙報 新京・満洲中央銀行調査課 1輯－7輯(康徳8年)

興農 興農合作社中央会
2巻1-12号(康徳8年),3巻2-7,9-12号,4巻9号,5巻2-8号,6巻1-3
号(康徳12年)

興農合作社統計年報 新京・興農合作社中央会 康徳7年(特秘),康徳8年

興農部資料 興農部農政司調査科 1.23.26.35.36 MS-F-01

協和会誌 新京・満洲帝国協和会 3巻1号(康徳4年)

M
満蒙研究 東京帝国大学 1(1935)

満蒙年鑑 中日文化協会 昭和7年

満洲物価年報 新京・満洲中央銀行調査課 康徳6年

満洲物価労銀調 新京・満洲中央銀行調査課 康徳5年10-11月

満洲物価調 新京・満洲中央銀行調査課 康徳7年4-12月,康徳8年1-10月

満洲技術協会誌 満洲技術協会 3巻(大正15年)－14巻97号(昭和12年)  欠:7(35),10,12,13 満洲の農業14巻98号に改題

満洲評論 大連・満洲評論社 12巻25号(昭和12年)

満洲移住月報 満洲拓殖公社東京支社 1巻（昭和13年）-4号（昭和14年） 満洲開拓月報に改題

満洲医科大学業績集 満洲医科大学 2輯(昭和14-16年)

満洲医科大学開拓医学研究所々報 満洲医科大学開拓医学研究所 2輯(昭和17年)

満洲事情案内所報告 満洲事情案内所 14-90（昭和９年－康徳8年）欠号あり MS-N-01

満洲開拓月報 満洲拓殖公社東京支社調査部
2巻3-4号(昭和14年)；昭和15年3,9－11月、昭和１６年４月－昭
和１７年８月欠：16（5,9-10,12）、17（2,4-6）

満洲移住月報より改題

満洲開拓年鑑 新京・満洲国通信社 康徳7年版(昭和15年)、康徳9年版(昭和17年)

満州経済 満州経済社 5(4)1944

満洲鉱業協会会報 満洲鉱業協会 3巻(康徳4年)－4巻(康徳6年)

満洲年鑑 大連・満洲文化協会 昭和8年版、昭和11-12,14年

満洲の技術 満洲技術協会 15巻(昭和13年)－18巻153号(昭和16年)

満洲農学会報 新京・満洲農学会 1号(康徳1年),5号(康徳5年)
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満洲農学会誌 満洲農学会 1巻1号(康徳6年),2－4巻,5巻1号(康徳10年)

満洲農産物収穫高予想
大連・満洲農産物収穫高予想調
査聯合会

康徳1(1-3),康徳2(1-2),康徳3(1-3),康徳4年

満洲帝国国立中央博物館論叢 新京・満洲帝国国立中央博物館 1号(康徳6年)－7号(康徳11年)

満洲帝国民政部統計年報
奉天・満洲帝国民政部総務司文
書科

2次(康徳3年)

満洲帝国年報 国務院総務庁統計処 3次(康徳3年)

満洲帝国統計月報 総務庁統計処 他 1巻1－7号(康徳8年)

満洲特産月報 満洲特産専管公社 1巻(昭和11年)-5巻8号,6巻1-5号(昭和16年)  欠:2(6-8,10) 1-5:満洲特産中央会編

満洲特産専管公社社報 満洲特産専管公社 1－3号(康徳7年)

満州運動年鑑 満州日日新聞社 11(1936)

満洲冶金学会会報 満洲冶金学会 2巻15号(昭和13年)－3巻30号(昭和16年)

満洲国現勢 新京・満洲国通信社 康徳2－6,8－9年版

満洲国年鑑 大連・満洲書院 大同2年版

満洲国年報（普及版） 国務院統計処編 1次（大同2年）

N
内務資料月刊 新京・内務局監督処 1巻(康徳4年)－2巻8号(康徳5年)

内務資料月報
新京・内務局監督処編　満洲行
政学会発行

1巻(康徳4年)－2巻(康徳5年)

日満実業協会通報 日満実業協会 9号(昭和10年)－24号(昭和11年)  欠:11-12

日満農政研究報告 日満農政研究会 1-45（昭和15年－康徳10年） MS-U-01

農業の満洲 満洲農事協会 1巻（昭和4年）-4巻8号（昭和7年）　欠：2(12),3(9),4(5-7)

農業の満洲 農業の満洲社
1巻1－3号(昭和2年),2巻3号,10巻8号,11巻6-9号,15巻８号(昭
和18年)

農事試験場報告
公主嶺・満洲国立農事試験場・
満洲国立農事試験場

41、43-45（康徳５年-１０年）
MS-G-
13,14

農事試験場研究時報 公主嶺・満洲国立農事試験場
25号(昭和13年):26号(康徳5年)－45号(康徳11年)　欠: 28,31-
38,44

24号まで満鉄農事試験場が発
行

農村物価労賃調 新京・興農合作社中央会調査課 1-33（1941-1944）

R
零(小)売物価統計年報 満洲国経済部商務司調査科 康徳4年度

林友 満州林友協会 １,2(1-8,,10-12)1942-1943

S
産業部資料 産業部大臣官房資料科 3.7.10.20.44-45.47-49（康徳5年-康徳7年） MS-E-01

サヴェート聯邦極東地方事情 満洲国外交部政務司 2巻1号(大同3年)

新編満州職員禄 満州日日新聞社 14(1938)

植民彙報 東京農業大学農友会植民部 7号（昭和12年）

蘇聯月報
満洲国外交部北満特派員公署
秘

康徳3年6号－康徳4年12号  欠:3(7,8),4(3-5,9)

T
大陸科学院研究報告

新京・満洲帝国国務院大陸科学
院

1（1-12）,2（1-9）,3（1-14）,4（1-20）,5（1-20）,6（1-6）,7　（1936-
1943）

大陸科学院彙報
新京・満洲帝国国務院大陸科学
院

1（1-2）、3（6）、5-7　（1937-1943）

大陸開拓(開拓研究所彙報)  開拓研究所 1-8 (1941-1944)

塔影 満洲国立高等農業学校校友会 1号(康徳3年)

特産資料B 満洲特産中央会 3-4.6-9（昭和11年-康徳4年） MS-Y-012

東満林友 牡丹江営林局 1-6,9-12;2(12),3(1);26 (1940-1942)

Z
在満日満人名録 満州日日新聞社 10-11(1935-1936)
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満鉄関係雑誌目録

雑誌名 発行 所蔵巻年 分類記号 備考

C
地方経営統計年報

南満洲鉄道株式会社地方部庶
務課                  秘

昭和6年度

調査資料
南満洲鉄道株式会社総務部調
査課

2輯(大正7年),6,7輯(大正8年) MT-C-15-2

調査部新着資料速報 大連図書館資料室 昭和16年度 1－58号  欠 16,33-36,57

調査報告書
南満洲鉄道株式会社総務部,社
長室、庶務部調査課

1巻(大正7年)－35巻(昭和6年)  欠：4,17,20-21,25 MT-E

中央試験所報告
南満洲鉄道株式会社中央試験
所

2(T.2)-24(17)(S.15), 欠:3,7,18(8.14),19(5-10.12.15),20(6.10-11)･･･

K
北経経済資料 満鉄北満経済調査所 5,27,29,30(K.3):16(S.11),49-51,53,55,59-61,71,78,83,84,88(S.13) MT-Q-05

北支経済統計季報
南満洲鉄道株式会社北支経済
調査所

4号(昭和14年)－7号(昭和15年)

経済資料
南満洲鉄道株式会社東亜経済
調査局

10(3)(T.13)-15(6)(S.6) 欠:10(5-11),11(7),12(4,8,12) MT-X-01

開拓科学 満鉄・開拓科学研究所 4-5,7(1940)

冀東地区農村実態調査報告
支那駐屯軍司令部内冀東地区
農村実態調査班

1－4部(昭和11年) MT-A-36

M
MANCHOUKUO YEAR BOOK TOA-KEIZAI CHOUSAKYOKU 1932-1934

満洲貿易年報
南満洲鉄道株式会社総務部経
済調査会

昭和6年

満洲貿易詳細統計(大連港･牛荘港･安東港･
哈爾濱海関管区)

南満洲鉄道株式会社総務部調
査課

昭和5年

満洲貿易詳細統計(南満洲･北満洲及東満洲)
南満洲鉄道株式会社経済調査
会

昭和6年

満洲読本 東亜経済調査局 昭和2,5,6,8,12年版
昭和2年版:南満洲鉄道株式
会社東亜経済調査局

満洲経済研究年報 満鉄調査部 昭和16年版

満洲経済年報 満鉄経済調査会 1933（昭和８年）－1935,12-14(昭和１４年）

満洲農産物収穫高予想
南満洲鉄道株式会社鉄道総局
付業局

昭和13年  現物は満州の部にある

満洲産業叢書
南満洲鉄道株式会社総務部調
査課

1,4,6輯(昭和6年) MT-C-38

満洲産業統計
南満洲鉄道株式会社総務部調
査課

昭和5年,昭和6ー7年

満鉄千葉飼料研究所彙報 満鉄千葉飼料研究所 2号(昭和7年)、4号(昭和8年)

満鉄調査月報 南満洲鉄道株式会社 12巻(昭和7年)－24巻2号(昭和19年)  欠 13(3),13(8),14(1)

満鉄調査資料
南満洲鉄道株式会社総務部調査課/
庶務部調査課/社長室調査課

1,3,5-13,15-20,22-25,29,31,34-36,41-45,48-49,51-55,57-58,61-62,64,68-71,74-76,80-83,85,94,96-97,99-104,107-
108,111-112,114,116-127,130-135,142,153,156-157,159-160,162-163,167 (1920-1935) MT-F

満鉄中央試験所彙報
南満洲鉄道株式会社中央試験
所

1巻1－2冊(昭和18年),2巻3－4冊(昭和19年) 通冊

南満洲主要都市と其背後地
南満洲鉄道株式会社興業部商
工課

1輯1巻(昭和2年),2輯1巻(昭和2年) MT-K-18

N
農事試験場報告 満鉄農事試験場 32-40(昭和6年-昭和12年） MT-P

農事試験場彙報 満鉄農事試験場 5-40(大正７年-昭和12年）欠：33-39 MT-P

農事試験場研究時報
南満洲鉄道株式会社農事試験
場

1号(昭和5年)－24号(昭和13年)
 25号より満洲国立公主嶺農
事試験場が発行

P
パンフレット

南満洲鉄道株式会社庶務部調
査課

1号(大正13年)－70号(昭和5年)  欠:3-4,6-7,9,17,19-25,30,33,35,,36,38-
40,42-43,45,48-49,55-56,58-59,63,65-66,69

MT-J

北京満鉄月報
南満洲鉄道株式会社北京公所
研究室

4巻5－6号(昭和3年)

北京満鉄月報特刊 満鉄北京公所研究室 13巻(昭和2年)

R
露文翻訳調査資料

南満洲鉄道株式会社庶務部調
査課

3号(大正13年),10,11(大正14年) MT-C-19

S
産業調査資料 満鉄調査部 41編(昭和13年)－58編(昭和14年)  欠:42-45,49-51,53-57 MT-I

産業調査資料 満鉄産業部 2-38(昭和12年-昭和13年）　欠：3-7,9,11-17,19,22-24,27-28,31,33-35,37 MT-I

上海共同租界工部局年報
南満洲鉄道株式会社上海事務
所調査室訳

1939年

上海満鉄季刊
南満洲鉄道株式会社上海事務
所

1巻1号－3号(昭和12年)

支那経済年報 満鉄調査部 昭和15年版

支那鉱業時報
南満洲鉄道株式会社地質調査
所

15号(明治45年)－82号(昭和9年)  欠:49  清国鉱業時報14号より改題

新聞重要記事日録
南満洲鉄道株式会社哈爾濱事
務所資料室

昭和5年1－2月

新聞紙上の露西亜
南満洲鉄道株式会社哈爾賓事
務所資料室

1929年5－7,12月号

新著資料目録
南満洲鉄道株式会社東亜経済
調査局

1号(昭和4年)；10巻2号(昭和15年) MT-X-10

清国鉱業時報 満鉄 1号(明治42年)－14号(明治45年)  支那鉱業時報15号に改題

資料彙存 満鉄総務部調査課 4号,6号,12号

消費組合研究
満洲消費組合研究会(大連満鉄
社員消費組合本部)

4輯(昭和8年)

ソヴェート聯邦事情 満鉄調査部 2巻(昭和6年)－9巻4号(昭和14年)  欠：7(1),8,9(1-2)
 調査課→経済調査会→調査
部

ソウェート聯邦年鑑 露西亜事情調査会(大連) 1931

ソウェート連邦年鑑 満鉄経済調査会 1934年版

T
東支鉄道年報

南満洲鉄道株式会社哈爾濱事
務所

1929年版 MT-R-09
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朝鮮関係雑誌目録

雑誌名 発行 所蔵巻年 資料分類 備考

B 貿易要覧(新義州港・鎮南浦港・平壌・龍巌
浦・陸接国境)

新義州税関 昭和5－13年

貿易要覧 仁川税関 昭和5－10,14年 昭和6,7年は管内貿易要覧

C Catalogue european books keijo imperial
university library 1-3

京城帝国大学附属図書館 1-3(1933-1937)

畜産統計 京畿道 昭和4年、昭和7年 CHO-Q-3

畜産統計 江原道 昭和6年 CHO-Q-10

調査月報 朝鮮総督府 6巻(昭和10年)－8,13巻1号(昭和17年) 欠:7(8)

調査彙報 朝鮮金融組合聯合会 16(昭和16年)-4７(昭和18年）欠：23-35

調査資料 朝鮮金融組合聯合会 11輯(昭和14年)－31輯(昭和19年) 欠:12,19,28,30 CHO-U-01

朝鮮 朝鮮総督府 321－323号(昭和17年)

朝鮮経済雑誌 京城商業会議所 149号(昭和3年)

朝鮮貿易月表 朝鮮総督府 大正15年5月,昭和4年－14年4月      欠:7(3,10)

朝鮮貿易年表 朝鮮総督府 大正12年－昭和13年

朝鮮貿易要覧 朝鮮総督府 昭和3,5年

朝鮮地方財政要覧 朝鮮総督府内務局 大正15年度,昭和2－6,13年度

朝鮮地質図 朝鮮総督府地質調査所 15輯(昭和8年)－19輯(昭和13年) CHO-K-20

朝鮮直轄河川工事年報 朝鮮総督府 昭和3－10年度

朝鮮直轄工事年報 朝鮮総督府 昭和11年度 朝鮮直轄河川工事年報より改題

朝鮮銀行統計月報 朝鮮銀行 2(8,10月)大正15年

朝鮮博物学会雑誌 朝鮮博物学会 3号(大正14年)－37号(昭和17年)欠:13,19

朝鮮彙報 朝鮮総督府 大正4年7－9月

朝鮮事業成績 朝鮮殖産銀行調査部 昭和14－17年 CHO-T-02

朝鮮事情 朝鮮総督府 昭和9年版(初版・再版),昭和13－14年版

（朝鮮）家畜衛生統計 朝鮮総督府警務局 昭和5－8年

朝鮮家畜衛生統計 朝鮮総督府農商局 昭和9－17年 警務局→ 農林局→農商局

朝鮮会社事業成績調 朝鮮殖産銀行調査課 昭和9年(下)－13年 CHO-T-04

朝鮮会社表 京城商工会議所 昭和4,10,12,14年版 CHO-W-01

朝鮮河川調査年報 朝鮮総督府 昭和4－11年度

朝鮮経済年鑑 朝鮮経済新報社 昭和9年

朝鮮経済年報
全国経済調査機関聯合会朝鮮
支部

昭和14－17年版

朝鮮近海海洋図 朝鮮総督府水産試験場 昭和4－6,12－15年 CHO-K-09

朝鮮金融事情概観 朝鮮殖産銀行調査部
大正13年－昭和18年上半期 欠T.13(10-
12),T.14,S.1,S.2(下),S.3(上),欠:S.7(上)

調査課→調査部

朝鮮金融経済調査資料 朝鮮総督府 其1,2(昭和2年) CHO-B-27

朝鮮金融組合統計月報 朝鮮金融組合聯合会 昭和16年3－9月

朝鮮金融組合統計年報 朝鮮金融組合聯合会 昭和17年度 金融組合統計年報より改題

朝鮮金融年報 朝鮮総督府財務局 昭和17年調

朝鮮気象月報 朝鮮総督府気象台 183号(昭和4年)－321号(昭和15年)欠:195-276,318-320

朝鮮気象要報 朝鮮総督府気象台 1号(昭和15年)－29号(昭和17年)

朝鮮鉱業会々報 朝鮮鉱業会 1号(大正12年)－144号(昭和9年)

昭和五年 朝鮮国勢調査報告  道編 朝鮮総督府 1巻－13巻(昭和7－9年) CHO-B-01

朝鮮小作年報 朝鮮総督府農林局 1輯(昭和12年)－2輯(昭和13年)

朝鮮鉱床調査報告 朝鮮総督府地質調査所 1巻(大正2年）―13巻（昭和4年）

朝鮮鉱床調査要報 朝鮮総督府地質調査所 1(明治４５年）-15(昭和16年）：欠あり

朝鮮窮民救済治水工事年報 朝鮮総督府 昭和6－8年度

朝鮮年鑑 京城日報社、毎日申報社 昭和8－10年

朝鮮農地関係彙報 朝鮮総督府農林局 1輯(昭和14年)                                                  ・ CHO-D-36

朝鮮農地年報 朝鮮総督府農林局 1輯(昭和15年) CHO-D-37

朝鮮農学会誌 朝鮮農学会 1巻(昭和15年)－2巻1号(昭和18年)

朝鮮農会報 朝鮮農会
8(2-12),10-15,16(1-9,11),17-21;9(4-10,12),10(2-12),11-17,18(1-
4,7-12),19(1) 大正2年－昭和1年、昭和3年－昭和20年

朝鮮林業 朝鮮林業協会 1号(昭和18年)－5(昭和19年)

朝鮮山林会報 朝鮮山林会 23号(大正13年)－211号(昭和17年)欠:190

朝鮮商品誌 朝鮮殖産銀行 1篇（大正13年）－3篇（大正15年)、5-6篇(昭和4年） CHO-T-06

（朝鮮総督府）
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朝鮮総督府地質調査所雑報 朝鮮総督府地質調査所 2号(昭和12年)－12号(昭和18年) 欠:4           7,8は・

朝鮮総督府朝鮮地質調査要報 朝鮮総督府地質調査所 1(1,2),2-3,4(3),5(2),6-7,8(1,3),9(1),11(1),12 大正8年－昭和5年

朝鮮総督府中央試験所報告 朝鮮総督府中央試験所 1回(大正4年)－16(昭和12年)  欠:15(1)

朝鮮総督府獣疫血清製造所研究報告 朝鮮総督府獣疫血清製造所 2次(大正13年)－8次(昭和8年)  欠:3,4

朝鮮総督府勧業模範試験場蚕業試験所報告
朝鮮総督府勧業模範場蚕業試
験所

2巻1－3号(昭和2－4年) 2巻4号より蚕糸部報告に改題

朝鮮総督府勧業模範場彙報 朝鮮総督府勧業模範場 1-12,3-4（1926-1929）

朝鮮総督府勧業模範場欧文報告 朝鮮総督府勧業模範場 1巻2号(大正13年);4号(昭和3年)

朝鮮総督府勧業模範場蚕業試験所彙報
朝鮮総督府勧業模範場蚕業試
験所

2号(大正8年)－10号(昭和2年) 欠:8
7-10:朝鮮総督府農事試験場蚕
糸部彙報に合冊

朝鮮総督府勧業模範場研究報告 朝鮮総督府勧業模範場 5号（大正11年）－17号（昭和3年）欠あり

朝鮮総督府勧業模範場木浦支場報告
朝鮮総督府勧業模範場木浦支
場

6号（大正３年）－７号（大正４年） CHO-H-05

朝鮮総督府観測所年報 朝鮮総督府観測所 大正13年,昭和2－6年

朝鮮総督府気象台年報 朝鮮総督府気象台 昭和14年

朝鮮総督府穀物検査所月報 朝鮮総督府穀物検査所 5巻(昭和12年)－11巻9号(昭和18年)  欠:9(10),11(8)

朝鮮総督府農業統計表 朝鮮総督府農林局農政課 昭和3－15年  欠:6                                               ・

朝鮮総督府農業統計書 朝鮮総督府 大正10,12年

朝鮮総督府農事試験場彙報 朝鮮総督府農事試験場 5巻(昭和5年)－15巻(昭和19年)  欠:12(1-2)

朝鮮総督府農事試験場研究報告 朝鮮総督府農事試験場 18（昭和７年）－21（昭和19年）、23（昭和19年）

朝鮮総督府農事試験場南鮮支場事業報告 朝鮮総督府農事試験場南鮮支場 昭和9－16年度                                          

朝鮮総督府農事試験場欧文報告 朝鮮総督府農事試験場 5号(昭和11年)

朝鮮総督府農事試験場蚕糸部報告 朝鮮総督府農事試験場蚕糸部 2巻4号(昭和5年)－4巻4号(昭和17年) 2巻4号－4巻1号：蚕糸部報告

朝鮮総督府農事試験場蚕糸部彙報 朝鮮総督府農事試験場蚕糸部 11号(昭和6年)－20号(昭和11年)
朝鮮総督府勧業模範場蚕業試
験場彙報より改題

朝鮮総督府林業試験場業務概要 朝鮮総督府林業試験場 8-10(1933-1935)

朝鮮総督府林業試験場報告 朝鮮総督府林業試験場 1（大正14年）-35（昭和18年）　7.9.10欠

朝鮮総督府林業試験場時報 朝鮮総督府林業試験場 1巻（大正14年）－25巻（昭和18年）

朝鮮総督府林野統計 朝鮮総督府
(昭和4年12月末及昭和5年3月末現在)-(昭和13年12月末及昭和
14年3月末現在)  欠:(昭和9年12月末及昭和10年3月末現在)

朝鮮総督府専売局素砂研究所業程報告 朝鮮総督府専売局素砂研究所 1号(昭和13年)－4号(昭和16年)  欠:3

朝鮮総督府施政年報 朝鮮総督府 明治43年,大正10－昭和3年,昭和13年

朝鮮総督府水原高等農林学校学術報告 朝鮮総督府水原高等農林学校 1号（昭和14年）－6号（昭和16年）

朝鮮総督府水産試験場報告 朝鮮総督府水産試験場 1号(大正14年)－8号(昭和18年)  欠:3-5
1号は朝鮮総督府水産試験場試
験報告

朝鮮総督府水産試験場事業報告 朝鮮総督府水産試験場 昭和5年度
昭和9年度分は年報の第1冊に
なっている

朝鮮総督府水産試験場事業成績 朝鮮総督府水産試験場 昭和4年度

朝鮮総督府水産試験場年報 朝鮮総督府水産試験場 9巻（昭和13年ー14年）

朝鮮総督府水産試験場パンフレット 朝鮮総督府水産試験場 8巻-13巻（1941-1942） (複写物）

朝鮮総督府水産試験場特輯 朝鮮総督府水産試験場 10号（昭和14年）－12号（昭和15年）

朝鮮総督府鉄道局年報 朝鮮総督府鉄道局 大正14－昭和4年度

朝鮮総督府統計年報 朝鮮総督府 大正12年(3－8編),昭和7年

朝鮮総督府統計要覧 朝鮮総督府 大正14年－昭和7年  欠:4,8,9

朝鮮水産統計 朝鮮総督府 昭和10－16年

朝鮮炭田調査報告 朝鮮総督府燃料選鉱研究所 1巻(昭和2年)－13巻(昭和13年)  欠:5,12

朝鮮土地改良事業要覧 朝鮮総督府農林局 昭和2－15年度 2－5年度：土地改良局発行

朝鮮要覧 朝鮮総督府 昭和3－8年

朝鮮統計要覧 朝鮮総督府 昭和10－12年

D
道勢一斑 黄海道 昭和5－7年 CHO-Q-20

F
不動産抵当個人間貸借金利調 朝鮮殖産銀行調査課 1回(昭和4年)－15回(昭和18年) 欠:14 CHO-T-03

G
業務成績 全羅北道恩賜原蚕種製造所 4報(昭和6年)－13報(昭和15年) CHO-P-03 ４は事業成績

H
平安北道統計年報 平安北道 書和２年、４年、７年 CHO-M-01

平安南道統計表(農業統計) 平安南道 昭和8年 CHO-M-18

平安南道要覧 平安南道 昭和4－7年 CHO-M-16

J
事業報告 平安南道農事試験場 昭和8－12年度 CHO-M-11

事業報告 咸鏡北道農事試験場 昭和7－16年度  欠:S.12,14 CHO-N-02

事業報告 全羅北道農事試験場 昭和7－14年度 CHO-P-07

事業報告書 朝鮮殖産助成財団 昭和5－7,11年 CHO-X-12

事業成績 全羅北道原蚕種製造所 3報(昭和4年) CHO-P-03

K
京城商工名録 京城商工会議所 昭和13－15年版 CHO-W-12

検査成績 平安南道穀物検査所 昭和５年ー６年 CHO-M-17
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金融組合 朝鮮金融組合聯合会 77号(昭和10年)－183号(昭和19年)  欠:88-100,177

金融組合教育叢書 朝鮮金融組合協会 2輯(昭和6年)－4輯(昭和8年) CHO-X-02

金融組合統計年報 朝鮮金融組合聯合会 昭和13－16年度 朝鮮金融組合統計年報に改題

金融組合要覧 朝鮮金融組合協会 昭和5－6年度：4次(昭和7年) CHO-X-01

金融と経済 朝鮮経済協会 89－90号(大正15年)

M
緬羊腰麻痺調査会報告 緬羊腰麻痺調査会 2回(昭和14年),4回(昭和18年) CHO-X-14

N
農業統計

忠清南道
・

昭和13年 CHO-L-08

農業統計 平安南道 昭和6年 CHO-M-18

農業統計表 忠清北道農務課 昭和13年 CHO-L-06

農業統計書 平安北道 昭和7－10,12－13年 CHO-M-09

農業統計書 平安南道 昭和3,5年 CHO-M-18

農事統計 京畿道 昭和7,12年度 CHO-Q-8

農務統計 黄海道 昭和4－6,10－11年 CHO-Q-19 昭和4年:農務統計書

農務統計 慶尚北道 昭和4,10－13年版 CHO-O-10

農務統計 咸鏡北道 昭和7年 CHO-N-17

R
苹果検査成績 平安南道苹果検査所 昭和4－17年度    欠:S.15 CHO-M-13

林業統計 咸鏡北道 昭和４-年、７年 CHO-N-07

S
蚕業統計 慶尚南道 昭和7－8,11年 CHO-O-14

産業統計 江原道 昭和6年 CHO-Q-09

蚕業統計 江原道 昭和5－8年度 CHO-Q-14

選鉱製煉試験報告 燃料選鉱研究所 1-19（1927-1934）

鮮米情報 朝鮮米穀研究会 52号(昭和8年)－122号(昭和9年) 欠:53,62,103,105,106,108,109

試験報告 全羅北道原蚕種製造所 1報(昭和6年)－2報(昭和9年) CHO-P-02

森林保護講演集 朝鮮山林会 1輯(昭和8年) CHO-X-04

商工水産統計 京畿道 昭和6－7年 CHO-Q-01

殖産助成パンフレット 朝鮮殖産助成財団 1輯(昭和4年）－10(昭和15年）欠　3.7 CHO-X-11

種苗場事業報告 全羅北道種苗場 昭和4－6年度 CHO-P-06

水産統計 江原道 昭和5,11－12年 CHO-Q-18

T
統計年報 京城商工会議所 昭和6年、昭和９年-昭和１４年 CHO-W-02

特別調査報告集 朝鮮総督府勧業模範場 1号(再版)(大正6年),2号(大正5年) CHO-H-06

Z
全羅北道農事改良叢書 全羅北道農事試験場 稲作篇・緑肥作物篇・甘藷馬鈴薯篇(昭和17年) CHO-P-05

全羅南道水産試験場報告 全羅南道水産試験場 4号(昭和6年)－6号(昭和8年) CHO-P-11

全鮮沓田売買価格及収益調 朝鮮殖産銀行 1回(昭和4年)－16回(昭和18年) 欠:5,8,13 CHO-T-05

全州気象年報 全羅北道立全州測侯所 4号(昭和6年)－5号(昭和7年) CHO-P-01
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台湾関係雑誌目録

雑誌名 発行 所蔵巻年 分類記号 備考

C CONTRIBUTIONS.PHYTOPATHOLOGICAL
LABORATORY TAIHOKU IMPERIAL UNIVERSITY

TAIHOKU IMPERIAL UNIV. NO.2(1929)-4,8-9,12,15,18-20(1933)

E
営業報告書 台湾青果株式会社 19回(昭和12年) T-X-19

G
業務報告 高雄州農事試験場 大正12－昭和4年度 T-U-12

業務功程 高雄州農事試験場 昭和5－6,13－15年度 T-U-13

業務年報 台中州立農事試験場 昭和16年度 T-S-19

H
本島小作問題研究資料 台湾農友会 9輯(昭和8年)－10輯(昭和9年) T-X-33

K
海外糖業記事 台湾蔗作研究会 1(1-2),2(3-5),3(1,6) 1923-1925

3巻9号より台湾蔗作研究会報に
改題

花蓮港庁要覧 花蓮港庁 昭和5,7,9,13年版 T-W-06

国立中央大学農学叢刊 国立中央大学農学院 2(1-2),3(1) 1933-1935

國立臺灣大學経済学部合辦漁業生物試驗所
研究報告

漁業生物試験場 1（2-4）、1957-1963

M
南支那及南洋調査 台湾総督官房調査課 7(T.5)-238(S.12)　欠あり T-E

南支那及南洋情報 台湾総督官房外事課 1-153(1931-1938)
南支南洋154号(昭和13年)に改
題

南支那及南洋其他  海外重要記事 台湾総督官房調査課 4巻5号(大正14年)－5巻7号(大正15年) 欠:4(7,11,12)

N
南支南洋 南支南洋発行所 154-164,166-180,187-191,193(1938-1941)

南支那及南洋情報8巻6号より改
題

南支南洋研究 南支南洋経済研究会 9,17,23-25,29-30,32(1930-1939)

南洋叢書 南洋協会台湾支部 1巻(T.7),5,8,9,15-17,19,25-29,3233,39,42,45,48巻(S.3) T-P-01

熱帯園芸 台湾園芸協会 7巻4号(昭和12年) バナナ特輯号

熱帯農学会誌 台北帝国大学理農学部
3(1-7),4(1-4),5(2-4),6(1,3-4),7(1-4),8(1-4),9(1,3-4),10(2),11(1-
4),12(1)

熱帯植物写真集
工藤弥九郎著      東京  明文堂
発行

1－5巻(昭和九年) T-X-23

熱帯植物写真集
工藤弥九郎著    台北  台湾写
真館

1巻(昭和4年) T-X-24

日糖農務彙報付録 大日本製糖株式会社台湾支社 1号(昭和12年) T-Y-15

農事試験年報 台中州立農事試験場 大正10,13－14年度：昭和1－3年度 T-S-13

農事試験年報 台北州立農事試験場 3号(昭和2年度)－7,9,12－14,16(昭和15年度) T-R-19

農事試験年報 台南州立農事試験場 昭和3－16年度 T-T-15

農政資料 台中州内務部 2輯(大正十五年)－4輯(昭和4年) T-S-09

農政資料 台北州 6輯(昭和9年)－8輯(昭和12年) T-R-06

S
新高阿里山 阿里山国立公園協会 7号(昭和11年) T-X-48

シルビア
台北帝国大学附属農林専門部
シルビア会

1-6（1930-1935）

週報 情報委員会 111(1938)

T
台中州産業状況 台中州 昭和7.9.12.13年 T-S-03

台中州統計書 台中州 昭和7.11.12年 T-S-01

台北農林学会報 台北農林学会 (1936-1943) 1-6,7(1)

台北農林学会報　特別報告 台北農林学会 1巻（昭和１１年）

台北州立農事試験場彙報 台北州立農事試験場 2-3,5-9,46,48(昭和５年-10年） T-R-04

台北州立農事試験場雑報 台北州立農事試験場 46-47（昭和13年-14年） T-R-05

台北州立農事試験場雑報 台北州立農事試験場 46-47（昭和13年-14年） T-R-05

台北帝国大学一覧 台北帝国大学 昭和4,6,9,11,13－15年 T-M-03

台北帝国大学理学部紀要(第二類) 台北帝国大学理学部 1巻1－2号(昭和19年)

台北帝国大学理農学部園芸学教室論稿
台北帝国大学理農学部園芸学
教室

7号(昭和8年) T-M-13

台北帝国大学理農学部紀要(動物学) 台北帝国大学理農学部 1号(昭和7年)－16号(昭和17年)  欠:15

台北帝国大学理農学部紀要(昆虫学) 台北帝国大学理農学部 1号(昭和5年),7,9号(昭和11年)

台北帝国大学理農学部紀要(植物学) 台北帝国大学理農学部 1号(昭和4年)－2号(昭和6年)

台北帝国大学理農学部紀要(植産学) 台北帝国大学理農学部 1号(昭和7年)－5号(昭和18年)

台北帝国大学理農学部農業経済学教室研究
資料

台北帝国大学理農学部農業経
済学教室

6(昭和7年)－8,24(？) T-M-19

台北帝国大学理農学部附属植物園年報
台北帝国大学理農学部附属植
物園

1巻(昭和6年)－2巻(昭和7年)

台北州管内概況及事務概要 台北州 昭和3－5年 T-R-02

台北州産業組合要覧 台北州勧業課 昭和6－8,10年 T-R-03

台北州統計書 台北州総務部総務課 昭和2－16年  欠:13 T-R-01 S.2-11:台北州知事官房文書課

台南州産業状況 台南州 昭和3,4,8－11,13年 T-T-02

台南州統計書 台南州知事官房文書課 7回(大正14年)－14,18回(昭和11年) T-T-01

台東庁統計書 台東庁 11回(昭和三年),13回(昭和7年) T-W-07

台湾芭蕉年鑑 台湾青果研究会 昭和4年版 T-X-30

台湾技術協会誌 台湾技術協会 1輯(昭和12年)－3輯(昭和15年)
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台湾博物学会会報 台湾博物学会
11(52-57),12(58-63),13(65),16(84),21(117),22(118-120),23(124-
126,128),27-34　　(1921-1944)

台湾時報 台湾時報発行所 156号(昭和7年)

台湾経済年報
台湾経済年報刊行会編  国際日
本協会発行

1輯(昭和16年)－2輯(昭和17年)

台湾金融経済月報 台湾銀行調査部 83号(昭和11年)－183号(昭和20年)欠:161,167,172

台湾鉱業会報 台湾鉱業会 (1912-1941) 1-2,5-12,95-108,111-178,182-195,202-205

台湾年鑑 台湾通信社出版部 大正14年 T-X-103

台湾ニ於ケル個人間不動産抵当貸借状況調 日本勧業銀行調査課 1回(昭和12年)－5回(昭和16年) T-Y-11

台湾の山林 台湾山林会 78号（昭和7年）ー211(昭和18年）欠：207

台湾の水利 台湾水利協会  1(2-5),2-5,6(1-2)　(1931-1936)

台湾農事報 台湾農友会
 21(1,3-4),27(8),(10-11),28(6-7),29(4,9-11),30(1-2,6),33()　(1927-
1937)

280号別刷は台湾農業年報

台湾農会報 台湾農会 1巻(昭和14年)－5巻10号(昭和18年)  欠:5(8,9)

台湾山林会報 台湾山林会 3号(大正12年)－77号(昭和7年)欠:6

台湾製糖株式会社研究所台湾支所報告
台湾製糖株式会社研究所台湾
支所

1号(昭和17年)－2号(昭和18年)

台湾蔗作研究会報 台湾蔗作研究会  3(9-12),4-5,6(1-10)　(1923-1928) 13(S.10)-21(S.18)の別刷あり

（台湾総督府）

（台湾総督府）米穀検査成績 台湾総督府米穀局 昭和10－14年  欠：11,12 S.10,11は米穀検査所

台湾総督府茶検査所年報 台湾総督府茶検査所 5回(昭和2年)－17回(昭和14年)  欠:12-15

台湾総督府茶業伝習所事業報告 台湾総督府茶業伝習所 昭和13年度 T-L-05

（台湾総督府）茶樹栽培試験場報告 台湾総督府民政部殖産局 第四回(大正四年) T-I-113

台湾総督府中央研究所工業部報告 台湾総督府中央研究所 1号(大正11年)－236号(昭和14年) 欠:191,220-221,223,225-228,
230                         単一論文
あり(未入力)

台湾総督府中央研究所工業部彙報 台湾総督府中央研究所  4-21(1929-1938)
後誌：台湾総督府工業試験所彙
報

台湾総督府中央研究所農業部業務功程 台湾総督府中央研究所 昭和7－12年度

台湾総督府中央研究所農業部報告 台湾総督府中央研究所 1号(大正11年)－72号(昭和13年)
欧文誌
名:REPORT.DEP.AGR.GOV.RES.INST.FORMOSA.JAP
AN

台湾総督府中央研究所農業部彙報 台湾総督府中央研究所 1号(大正10年)－150号(昭和14年)  欠:4

台湾総督府中央研究所林業部報告 台湾総督府中央研究所林業部 1号（大正11年）－22号（昭和12年）
（台湾総督府）林業試験場報告/台湾総
督府殖産局 に改題

台湾総督府中央研究所林業部彙報 台湾総督府中央研究所林業部 1号（大正12年）-7号（大正年）

台湾総督府土木事業概要 台湾総督府 昭和10,12年

台湾総督府土木事業統計年報 台湾総督府 4-16(1929-1941)

台湾総督府外事部調査 台湾総督府外事部
36(昭和17),54,100,101,106,107,112,114,116,134,140,135,142-
144(昭和19)

T-G-01

（台湾総督府）肥料要覧 台湾総督府肥料検査所 昭和6－17年 T-L-06

（台湾総督府）本島小作改善事業成績概要 台湾総督府殖産局 昭和7－8,11－14年版 T-I-118

台湾総督府研究所報告 台湾総督府研究所  2-7(1913-1918)

台湾総督府工業研究所報告 台湾総督府工業研究所  1-36,38-61,63-76,78-85,88-90,93-97,101-103(1939-1944) 抜刷につき細目未記入

台湾総督府工業研究所彙報 台湾総督府工業研究所 1-21(1939-1944) 前誌：中央研究所工業部彙報

台湾総督府交通局鉄道年報 台湾総督府交通局鉄道部
昭11年度、昭和13年度：27回(大正14年度)－39回(昭和12年度)
欠:36,38

（台湾総督府）久須乃木 台湾総督府専売局 1号（昭和８年）－３号（昭和９年）

（台湾総督府）局報 台湾総督府専売局 16号(昭和3年)－69(昭和6年)  欠:35-44
昭和3年7･10月・昭和6年5月号
外有り

（台湾総督府）木材貿易表 台湾総督府営林局 (明治36年以降)(大正2年以降)(大正13年以降) T-L-08

台湾総督府内務局主管土木事業統計年報 台湾総督府内務局土木課 昭和4－16年度

台湾総督府内務局主管　土木事業概要 台湾総督府内務局土木課 8-18(1933-1943) T-F-9

台湾総督府内務局主管　土木事業 台湾総督府内務局土木課 昭和8－9年

（台湾総督府）農業基本調査書 台湾総督府殖産局 1輯(大正9年)－45輯(昭和19年) 欠:4,6-9,29-30,32,34,37,44 T-H 45輯は台湾総督府農商局発行

台湾総督府農業試験所報告 台湾総督府農業試験所 73(昭和14年)－86(昭和18年）

台湾総督府農業試験所彙報 台湾総督府農業試験所 151(昭和14年)－226(昭和19年）　欠208，225

（台湾総督府）林業試験場報告 台湾総督府殖産局 1号(大正3年)－5,6号（殖育・利用・昆虫）,7号(大正10年)

（台湾総督府）林業試験場特別報告 台湾総督府殖産局林業試験場 1号（大正4年） 単一論文

台湾総督府林業試験所報告 台湾総督府林業試験所 1号（昭和14年）-13号（昭和18年）欠：11,12
台湾総督府中央研究所林業部
報告より改題

台湾総督府林業試験所彙報 台湾総督府林業試験所 1号（昭和15年）-7号（昭和18年） 単一論文

台湾総督府林業試験(所)事報 台湾総督府林業試験所 1号(昭和14年)-12,14-46,48(昭和19) 単一論文

(台湾総督府）臨時台湾土地調査局事業報告 台湾総督府文書課 4回－5回(明治38年)

（台湾総督府）臨時台湾糖務局年報 臨時台湾糖務局 3回(明治37年度)－10回(明治44年度)

台湾総督府専売事業年報 台湾総督府専売局  25-30,36-38(1928-1938)

（台湾総督府）商工彙報 台湾総督府殖産局 4号(昭和6年) T-I-133

（台湾総督府）商工資料 台湾総督府殖産局 1号(昭和5年)－2号(昭和5年) T-I-132

台湾総督府植物検査所研究報告 台湾総督府植物検査所 1(昭和11年）-12(昭和17年） ｖ１:臨時報告
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台湾総督府殖産局商工課工業彙報 台湾総督府殖産局商工課 2号(昭和10年),3,4,6号(昭和11年) T-I-28

（台湾総督府）主要青果物統計 台湾総督府殖産局特産課 昭和3－15年  欠:S.5 T-I-26

台湾総督府水産試験場事業報告 台湾総督府水産試験場 昭和5年 T-L-12

（台湾総督府）煙草耕作実蹟 台湾総督府専売局 昭和7－13年度  欠:10,11 T-J-02

台湾総督府台北高等学校一覧 台湾総督府台北高等学校 昭和8－9年度 T-M-21

台湾総督府台南高等工業学校学術報告 台湾総督府台南高等工業学校 1号(昭和10年)－5号(昭和16年)

（台湾総督府）台湾米穀要覧 台湾総督府殖産局 昭和11－13年 T-I-97

（台湾総督府）台湾貿易概表 台湾総督府財務局 昭和4年12月－昭和15年4月  欠:S.14(3)
発行：税関→財務局       台湾外
国貿易概表に改題

（台湾総督府）台湾貿易概覧 台湾総督府財務局 大正10年及11年(大正13年刊),  昭和10年及11年(昭和13年刊 T-F-14

（台湾総督府）台湾貿易月表 台湾総督府税関
 8(1-7,9-10),14(12);4(11-12),5,6(1-6,8-12),7,8(1-6,7-11),9-
14,15(1-4)(1919-1925;1929-1940)

（台湾総督府）台湾貿易年表 台湾総督府財務局税務課 昭和3－14年

（台湾総督府）台湾茶業一班 台湾総督府殖産局
大正2年版(84 P),大正4年版(112 P),昭和5年版(田辺一郎編)(89
P)

T-I-49
大正2,4年版の発行は民政部殖
産局

（台湾総督府）台湾地方財政概要 台湾総督府内務局 昭和5－13年度 T-F-03

（台湾総督府）台湾外国貿易概表 台湾総督府財務局 昭和15年5－9月 台湾貿易概表より改題

（台湾総督府）台湾外国貿易月表 台湾総督府 T.6(12),T.7(11,12),T.8(1-7,9-10),T.14(12),S.4(11,12),S.5-15(4)

（台湾総督府）台湾事情 台湾総督府  5-10,12-15;2-4,10-11,14(1916-1926;1927-1939)

（台湾総督府）台湾人口動態統計 台湾総督官房調査課 大正12年,昭和3,7－10年

（台湾総督府）台湾金融年報 台湾総督府財務局 昭和12－14年

（台湾総督府）台湾鉱業統計 台湾総督府殖産局鉱務課 19-21,27-31,34(1920-1936)

（台湾総督府）台湾鉱区一覧 台湾総督府殖産局鉱務課 昭和6－15年 T-I-45

（台湾総督府）台湾農業年報 台湾農友会 昭和3年
殖産局昭和３年、台湾農事報
280号別刷

（台湾総督府）台湾農業年報 台湾総督府農商局  11-14;1-3,5-16,18(1922-1925;1926-1943) 大正11年－昭和17年：殖産局

（台湾総督府）台湾農業倉庫事業成績統計 台湾総督府殖産局 昭和5－11年度  欠:10 T-I-91

（台湾総督府）台湾林業統計 台湾総督府農商局  12-14;1-17　(1923-1925;1926-1942) 大正12年－昭和16年：殖産局

（台湾総督府）台湾産業組合要覧 附 農業倉
庫概況

台湾総督府 11次(大正12年)－28次(昭和15年)  欠:20-21,27

（台湾総督府）台湾商工統計 台湾総督府  13-14;1-2,4;11-18(1924-1925;1926-1929;1931-1938)

（台湾総督府）台湾植物検査統計 台湾総督府殖産局 16次(昭和11年)－19次(昭和14年)

（台湾総督府）台湾水産統計 台湾総督府殖産局水産課 7,11-13(1932-1938)

（台湾総督府）台湾対中華民国、香港及南洋
貿易一覧

台湾総督府税関 S.6/S.6(3)(6)(9),S.7(3)(6) T-L-11
S.7(9)より台湾対中華民国、満州
国、香港及南洋･･･

（台湾総督府）台湾対中華民国、満洲国、香
港及南洋貿易一覧

台湾総督府税関 S.7/S.7(9),S.8/S.8(3)(6)(9),S.9(3)(6)(9)(12) T-L-11

（台湾総督府）台湾対南支・南洋貿易表 台湾総督府財務局
昭和10－14年:各(1ｰ3)(1ｰ6)(1ｰ9)累計有り,15(1-3)(1-6)(1ｰ9):全
年なし

T-F-13

（台湾総督府）台湾糖業統計 台湾総督府殖産局特産課 16回(昭和3年)－26回(昭和13年)  欠:18,22

（台湾総督府）台湾糖業統計 台湾総督府特産課 大正3,5－11年：12回(大正13年)－15(昭和2年)

（台湾総督府）台湾糖業要覧 臺灣總督府殖産局特産課 2;7,9,11（1929-1936）

（台湾総督府）台湾統計摘要 台湾総督官房企画課 20,27,30-31,33-34(1924-1938)

台湾総督府天然瓦斯研究所報告 台湾総督府  11-14,16-17（1939-1944）

台湾総督府天然瓦斯研究所彙報 台湾総督府  1-10,13-14(1937-1944）

（台湾総督府）東部台湾開発研究資料 台湾総督府殖産局 1輯－3輯(昭和4年) T-I-[1-3]

台湾総督府糖業試験所業務功程 台湾総督府糖業試験所 昭和8年度－18年度  欠:11-14

台湾総督府糖業試験所報告 台湾総督府糖業試験所 1号(昭和9年)－13号(昭和19年)

台湾総督府糖業試験所報告特別報告
台湾総督府民政部殖産局附属
糖業試験場

1-10(1914-1919)

台湾総督府糖業試験所報告特別報告 台湾総督府糖業試験所 2(1939)

台湾総督府糖業試験所彙報 台湾総督府民政部殖産局 1-9(1914-1916)

台湾総督府統計書 台湾総督官房調査課 27回(大正12年)－36回(昭和7年)  欠:32-34,37

（台湾総督府）糖務年報 台湾総督府殖産局 1回(明治45年)－9回(大正9年)

（台湾総督府）輸移出入植物検査統計 台湾総督府植物検査所 1号(昭和5年)－3号(昭和10年) T-I-141

台湾総督府税務年報 台湾総督府財務局 昭和5－14年度  欠:6

台湾糖業年鑑 台湾新聞社 1巻(大正5／6年期)－4巻(大正9年期)

高雄州農業年報 高雄州農会 昭和9年度 T-U-20

高雄州統計摘要 高雄州 7回(昭和1年)－13回(昭和7年) T-U-18

高雄州統計書 高雄州知事官房文書課 昭和9,11年 T-U-01

糖業 台湾糖業研究会 193(S.5),221,233,246,259,284(S.12) 臨時増刊  蔗作奨励号のみ

糖業記事 臨時台湾糖務局 2次(明治36年)－3次(明治36年) T-B-11
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中国関係雑誌目録

雑誌名 発行 所蔵巻年 分類記号 備考

C
調査月報 興亜院 2巻1-2号(S.16)

調査報告
華北産業科学研究所、華北農事
試験場

1号(S.16)-2,4-15号(S.18) CHU-H-06

調査資料 興亜院政務部 4(昭和15年),13,21(昭和16年) CHU-B-01

調査資料 華北産業科学研究所 8号(S.14),10-22,25-29(S.18) CHU-H-05

中国文化情報 上海自然科学研究所 7号(S.13),9-12,14-15,17-26号(S.15)

中国経済年報 中国経済情報社 2輯(民国25）

中国農村 中国農村経済研究会 2巻1-8期(民国25),3巻1-8期(民国26)

中華農学会報 中華農学会 52-53,56-163(1928-1937) 53期より中華農学会叢刊に改題

E
園芸試験場工作年報 実業総署園芸試験場 民国30

F
編訳彙報 中支建設資料整備委員会

1編(昭和14年),610,14,15,17,21,22,25-27,29-
49,53,54,59,60,62,69(昭和16)

CHU-C-01

J
実業部中央農業実験所研究報告 実業部中央農業実験所 1(1-12)民国23-25 欧文：AGRICULTURA SINICA

実業部中央農業実験所農情報告（英文単行
本）

実業部中央農業実験所 5(1-6)1937
欧文：CROP REPORTS 3-5(1-
6)

実業部中央農業実験所特刊 実業部中央農業実験所 1号(民国23)-2,7-19号(民国26)

K
華北農業 華北農学会 1期(民国29),3-5期(民国32)

華北農業（日華文合版） 日華農学会 1巻1期(民国29)

経研研究報告
国立北京大学農学院中国農村
経済研究所

1輯(民国30)

研究報告
華北産業科学研究所、華北農事
試験場

1号(S.17)-2号(S.17) CHU-H-07

研究資料
国立北京大学付設農村経済研
究所

1号(民国28),2,4-13(民国31) CHU-E-03 1-4:中国農村経済研究所

興亜華中資料 興亜院華中連絡部 3号(昭和14年),11,12,1516,65,67,90(昭和14年) CHU-B-05

国立中央大学農学院旬刊 国立中央大学農学院 1-6,9-39(1928-1929)

国立中山大学農学叢刊 国立中山大学農学院 2(1-2),3(1) 1933-1935

国立中山大学農科学院専刊 国立中山大学農科専院 1-2(1929-1932)

国立中山大学理化生物系叢刊 国立中山大学 5(1930)

国立中山大学農科南路稲作育種場報告 南路稲作育種場 2-5（1928-1931） 民国１７－２０

昆虫問題 廣東建設庁農林局昆虫系 2(1-7)1937

江蘇省教育団公有林報告書 江蘇省教育団公有林総局 1期(民国5)-10期(民国14)

N
日華学会年報 日華学会 12回(1928)

日華学報 日華学会 3号(S.3)-4,6,8,10-12,14-15(S.5)

農学
国立北京大学農学院農学月刊
社

1-7(1-6) 1939-1942

農学叢刊 河南中山大学農学会 1期

農業週報 中国農学社 1-3,7号(民国18)

農研報告長編 北京大学農村経済研究所 1号(民国32)-2号(民国33)

農研研究報告
国立北京大学付設農村経済研
究所

2輯(民国32)

S
最新支那年鑑 東亞同文會研究編纂部 10(1935)

最新対華経済資料 日支問題研究会 1輯(S.11)-5輯(S.12)

社会月刊 上海特別市社会局 1巻1-6号(民国18)

上海自然科学研究所彙報 上海自然科学研究所
1(1-6),2(1-3),3(1-14),4(1-12),5(1-4),11(1-2),12(1-
5),13(1-6),14(1-5) 1929-1944

支那 東亜同文会 28巻7号(S.12)

支那経済年報 中国経済情報社編白楊社版 1輯(S.12)

支那経済年報
支那経済年報刊行会編白楊社
版

1輯-2輯(S.13)

支那経済年報
支那経済事情研究会編改造社
版

昭和10年版

支那経済年報
東京商工会議所調査部編改造
社版

昭和11年版、12年版(北支那特輯)、13年版(支那事変
号)、14年版(長期建設号)、15年版(経済開発号)

支那経済年報
山口高等商業学校東亜経済研
究会編改造社版

昭和14年版(長期建設号)、15年版(経済開発号)

支那経済資料 生活社 1(昭和15年)-4,6-14,18-19(昭和16年) CHU-D

T
東亜同文書院大学学術研究年報

東亜同文書院大学編日本評論
社刊

1輯(S.19)

特調班月報 上海日本総領事館特別調査班 1(10-12)S.15,2(1-3),3(5-12),4(1,4-5)S.17

通訊 在上海日本大使館特別調査班
4巻(2,4-13期)S.18,5巻(1-3期)S.19：臨時特輯1号
(S.18)-4号(S.19)

Z
増産資料 華北農事試験場 1号(民国32)ー5号(民国32) CHU-H-03
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南洋庁関係雑誌目録

雑誌名 発行 所蔵巻年 備考

C
調報 南洋庁長官官房調査課 24号（昭和15年）

D
大南洋年鑑 南洋団体聯合会 昭和17年

J
上層気流観測表 南洋庁観測所 7号(1929)-14号(1936)

N
南方技術 大東亜技術研究会 1輯（昭和17年）-2輯（昭和18年） 大東亜技術研究会彙報

南方情勢 76(2) 昭和18年

南洋 南洋協会 23(5-12),25(2-12),26(1-3,6-7,12),27(1-10) 昭和12-昭和16

南洋協会雑誌 南洋協会 17(2,6-12),18-19,21(7-12),22(2-10),23(1-4) 　昭和9年-12年

南洋庁観測所熱帯気候表 南洋庁観測所  ２巻( 1930)

南洋庁熱帯産業研究所業務功程 南洋庁熱帯産業研究所 昭和12年ー昭和13年

南洋庁熱帯産業研究所彙報 南洋庁熱帯産業研究所 4号（昭和15年）-5号（昭和15年）

南洋庁産業試験場要報 南洋庁産業試験場 1号（昭和4年）-3号(昭和7年）

P
ﾊﾟﾗｵ島気象五年報 南洋庁観測所 自昭和元年至昭和5年(1925-1935) 南洋庁気象台気象年報に合冊

ﾊﾟﾗｵ島気象拾年報 南洋庁観測所 自大正15年至昭和十年(1931-1935) 南洋庁気象台気象年報に合冊

ﾎﾟﾅﾍﾟ島気象五年報 南洋庁観測所 自昭和6年至昭和10年(1931-1935) 南洋庁気象台気象年報に合冊

ｻｲﾊﾟﾝ島気象五年報 南洋庁観測所 自昭和6年至昭和10年(1931-1936) 南洋庁気象台気象年報に合冊

U
内南洋気象年報（観測成績之部） 南洋庁気象台 昭和12年 南洋庁気象台気象年報に合冊
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樺太関係雑誌目録

雑誌名 発行 所蔵巻年 備考

G 業務概要（林業部） 樺太庁中央試験所 4-12(1929-1937)

H 保呂試験林気象年報 樺太庁中央試験所 1-8(1931-1939)

K 樺太気象累年報 樺太庁観測所 自明治39年ー至昭和10年 KR-C-09

樺太鉱業会誌 樺太鉱業会 6巻(昭和10年)-11巻(昭和15年) 鉱友5巻より改題

樺太年鑑 樺太敷香時報社 昭和8年,10,11,昭和12年

樺太山林会報 樺太山林会 1号(昭和3年)-59号(昭和19年)欠：45,50,51,56,57

樺太森林統計 樺太庁 4回(昭和1年度)-11,14-15回(昭和12年度)

樺太要覧 樺太庁 昭和2年,7,昭和11年

樺太庁中央試験所報告第1類（農業） 樺太庁中央試験所 1-2(1932)

樺太庁中央試験所報告第2類（林業） 樺太庁中央試験所 1号(昭和7年)-14号(昭和18年)

樺太庁中央試験所報告第3類（水産） 樺太庁中央試験所 1号(昭和8年)

樺太庁中央試験所報告第4類（畜産） 樺太庁中央試験所 1号(昭和14年)

樺太庁中央試験所彙報第1類（農業） 樺太庁中央試験所 12号(昭和14年)－15号(昭和19年)

樺太庁中央試験所彙報第2類（林業） 樺太庁中央試験所 1号(昭和7年)－16号(昭和18年)

樺太庁中央試験所彙報第4類（畜産） 樺太庁中央試験所 5号(昭和10年),8号(昭和13年)

樺太庁博物館報告 樺太庁博物館 3巻3号(昭和14年)

樺太庁農林部調査報告 樺太庁農林部 1号(昭和3年)

樺太庁統計書 樺太庁長官官房調査課 4-7,9-10(1929-1935)

鉱友 樺太鉱業会 1巻3-6(昭和5年),2巻-5巻(昭和9年) 6巻より樺太鉱業会誌に改題
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