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東京経済大学図書館



「桜井義之文庫目録」の発行にあたって

　東京経済大学図書館が所蔵している「桜井義之文庫」は，朝鮮史専門の文献学者であ

った故櫻井義之氏より生前に当館が購入した，明治大正期刊行の書籍・雑誌・地図・錦

絵をふくむ約1800点のコレクションである。櫻井氏の業績および，当コレクションの内

容とそれが当大学に移管された経緯については，村上勝彦教授執筆の「解題」に詳し一く

述べられているので，ここでは当文庫が19世紀末から20世紀初頭にかけての朝鮮関係政

治経済の基本的な資料の集積であることだけを紹介しておきたい。

　東京経済大学図書館はその前身大倉高等商業学校以来，90年の歴史を持つが終始人文

社会科学関係の基本的図書文献を収集することに心掛けてきた。さきに「深沢家文書目

録」「ドイツ社史・企業者伝記目録」「ローダデール伯文庫目録」「三橋文庫目録」を刊行

したのもそのような努力の一端であった。時代の変遷・学術の進歩に応じて収書の対象

が変化し拡大することもまた当然であるが，特に近年における日本経済の国際化と，東

アジア諸国の著しい経済発展は，われわれに前人未踏の研究領域を提供している。図書

館もまたそのための基本的な文献資料の整備に心がけなければならないと考える。この

「桜井義之文庫目録」発行は，そのような意味で時宜を得たものといえよう。

　現在すでに日韓両国の学者間で歴史・経済関係の研究協力が相当に進んでいると聞く。

「桜井義之文庫」収蔵の文献の大部分は，日本の半島支配時代に刊行されたものである

けれども，その故にこそますますその内容を日韓両国の研究者にひろく公開して，学術

の発展に資することがわれわれの努めであろう。多義の利用を望むものである。
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解　　出

村　上　勝　彦

一　桜井文庫の由来

　今から17年前のことになるが，アジア経済研究所の花房征夫氏から耳寄りな話があっ

た。朝鮮関係書の書誌学者として著名な櫻井義之先生が，自蔵の書籍を手放す気がある

という話である。お子さんがおらず，奥様とお二人で暮らされている先生は，当時の都

立大学に近かった目黒のお宅を引き払い，生涯面倒を見てくれる高級老人マンションに

引越される。新しいマンションには膨大な書籍を収納できないので，研究上どうしても

手元に置いておきたいものは，一部貸し倉庫などに収納しておくが，それも限度があり，

残りは手放したいとのことだった。

　先生は，明治37年，すなわち1904年生まれなので，お歳はその頃ちょうど70才位であ

る。かつて若かりし頃，厳寒のソウルで鍛えたスケートを，戦後はブイギュア・スケー

トに専門化されて，『その頃もなお盛んにやっておられ，また都立大学弓道部を創設され，

その後も部長・顧問としても活躍されていたようなスポーツ好きのお方なので，隠居に

入るというようなご様子はさらさらなかった。研究もますます活発で，後述のようにそ

の頃精力的に執筆活動を行っておられた。

　手元に置けないものを手放したいが，先生には希望する条件があった。まとまって引

き取ることと，研究者が利用しやすい機関に引き取ってもらうことである。先生が研究

員をされていた韓国研究院も，院長の聖書勉氏がぜひ引き取りたいとの強い希望をもっ

ておられたとのことである。相談を受けた私も，東京経済大学に譲っていただけるよう，

なにはともあれ，まず先生のお宅を訪ねることにした。花房氏とともに訪問したのは，

1974年の秋頃か，花房氏が，「これだけの文献があれば，博士論文は何本でも書けるね」

と言っておられたことを，今も鮮明に記憶している。

　櫻井先生のご好意と，図書館の当時の田中祐之館長・小野正男副館長・藤本雅司主任

司書のご尽力で，その後ほどなく本学図書館に収蔵されることになった。もちろん，「桜

井義之文庫」の名をっけ，文庫として一括所蔵という形をとった。こうして以後末長く，

大切かつ有効に保管することが本学図書館に課せられたのである。そのため，先生のご

希望にそうべく，広く内外の研究者に公開し，また利用の便宜を計るため76年には目録

を作成して，多くの研究者・研究機関に送った。

　しだいに桜井文庫の名は知れ渡り，また，79年に櫻井先生が大著『朝鮮研究文献誌　明

一V『



治大正編』（龍渓書舎，1979年）を刊行されたこと，その中で「東経大所蔵」と明記され

ることによって，国内外の研究者からの問い合わせ，その利用は増大した。大学にきて

いただいて，私が直接案内した方々でも，韓国の著名な歴史学者である姜萬吉，愼鋪度，

経済学者の安乗直などの諸先生が少なくない。またたとえば，文庫の中で珍しいものの

一つに雑誌『緑旗』がある。朝鮮における皇民化運動を知るに必須の文献であるこの『半

旗』への関心は高く，利用者も少なくなかったが，残念ながら全ての号数を所蔵してい

るわけではなかった。しかし，桜井文庫の名が知れるに従い情報も集まり，複写である

が滋賀大学や韓国高麗大学の所蔵分の号数が補充されるようになったという波及効果も

生まれている。

　収蔵からほぼ10年たった1984年，先生がそれまで手元に置いておかれた分を，桜井文

庫に移したいとのご希望が私に伝えられた。死ぬまで手元に置いておくと，常々言われ

ていたものだったので，驚きかつ喜んだものである。失礼な話だが，その時はじめて文

庫に加えていただけるものと秘かに思っていたからである。79才になられた先生は，前

年に大病を患われ，心境の変化をきたされて，元気なうちにその行方を定めておきたい

との気持に変わられたと推察される。そして病後は鋭意目録作成に精進されていたので

ある。

　このようにして第二期分もほどなくお譲りいただくことになり，桜井文庫はますます

充実した。75年の第一期分は文献約700点であったが，今度の第二期分はそれよりやや多

い点数の文献の他に，錦絵と地図という貴重なコレクションが加わっている。いうまで

もなく全てが朝鮮関係である。このように朝鮮関係の錦絵・地図にまで収集の手を広げ

られていた先生のご経歴は一体どんなものであったのか，大いに興味がそそられるとこ

ろである。

二　櫻井義之氏について

　かつて私に話されたことや櫻井先生の旧友石原美樹雄氏からお聞きしたことなども交

えて，先生のご経歴を綴ると，以下の様である。先生は，1904年（明治37年）6月5日，

福島県の久慈川近くで生まれられた。母方のこ祖父，お父様ともに小学校校長であった

というから，地方における名望家であり知識人の家庭の出身であった。上京して中央大

学経済学科に通学されたが，そのかたわら東京帝国大学法学研究室でお手伝いをされて

いた。アルバイトのようなものであったらしい。先生のお話では，吉野作造博士の私設

秘書であったという。吉野博士からたいへん可愛がられ，その助力で後に朝鮮の京城帝
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国大学に赴任された。

　日本におられた1925年（大正14年）頃か，普選デモに参加し，3日間警察に留置され

たこともあったという。「僕も若かったから，その頃はマルクス主義者を自認していたよ」

とは先生の弁である。先生は，吉野博士をたいへん尊敬されていた。26年に卒業された

後，国内に残って外交官や新聞記者になる道を歩まず，吉野博士の紹介で28年9月朝鮮

に渡り，新設ほどない京城帝国大学法文学部の経済研究室に助手として勤務された。京

城帝大は，24年に予科が作られ，26年に本科の法文学部と医学部とが設立されていた。

赴任された頃の朝鮮の社会情勢は，「朝鮮日報」が掲載記事のため，第4次無期停刊処分

にされたり，翌29年11月には光州学生運動が起こって，独立万歳のデモと同盟休校が挙

行されたような状況であった。

　先生は，朝鮮生活にもなじみ，研究生活の基盤を築かれたためであろうか，32年頃か

ら朝鮮近代史と日朝関係史の本格的研究を開始された。33年には，京城帝大朝鮮経済研

究所の所員になられている。仕事の方は，四方博教授の指導下での書誌整理が主であっ

た。こうした仕事を通じて，後の書誌学者としての素地が準備されていったのではない

かと想像される。他方，興味深い分野に切り込んだ先駆的な研究も平行して行われた。

33年には雑誌『社会政策時報』（159号）に「朝鮮とルンペン」，翌年同誌（171号）に「朝

鮮に於ける鉱山労働事情」などを，また後には「満州の苦力と朝鮮の担軍」（『朝鮮社会

事業』12－7）などを発表されている。このような表題に端的に示された朝鮮社会の底辺層

への強い関心は，先生の問題関心が奈辺にあったかをうかがわせるものがある。

　しかし，書誌学者としての精進も怠りがなかった。早くも41年には，浩潮な著書『明

治年間　朝鮮研究文献誌』（書物同好会，1941年）を世に問われた。先生は，経済研究室

や朝鮮経済研究所のために文献を収集，整理される一方，基本的な文献や珍しい資料な

どは必ず自分のお金で買い，自分の手元に置いて，書誌学的研究を進められた。その成

果がこの著書といえよう。このような研究のスタイルが，書誌学者としてと同時に，優

れたコレクターとしての素質に磨きをかけていったのではないか。

　敗戦後，すべてのコレクションを朝鮮に残し，奥様と二人きりで日本に戻られた後，

再び意を決して文献収集にとりかかられたのも，こうしたスタイルのなせる技であった。

今日副われの前にある「桜井義之文庫」は，戦後無一物の状態から，先生，否先生ご夫

妻が生活の資を削ってでも集められた，いわば汗の結晶であり，血の結晶でもあった。

「本屋の前にくると，食費が本に化けてしまったよ」と，しみじみと私に言われたこと

がある。お子さんのいない先生には，このように集めた本は，子供のようにいとおしい
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ものであった。死ぬまで手元に置いておきたいという強いお気持ちはここに根ざしてい

る。

　京城帝大では，経済研究室に属しながらも，むしろ政治研究室のメンバーと懇意にさ

れていたという。中でも，奥平武彦教授や愈鎭午助手とは懇意であった。奥平氏は，吉

野作造博士の直弟子であった関係からも，また奥平・櫻井両氏はともに多才で趣味が広

く気が合った縁からも懇意だったのだろう。また，戦後，すなわち朝鮮解放後，高麗大

学学長，大法院（日本の最高裁判所に当たる）院長になり，さらに後に新民党党首にも

なった導車は，京城帝大第一期生であり，大学きっての秀才と唱われていた人である。

経済研究室の助手であった先生は，当時政治研究室助手だった愈氏をたいへん尊敬し，

懇意にしていたという。

　先生の業績で欠かせないものに，丁京城・書物同好会」の設立と運営へのご尽力があ

る。書誌学的方面から朝鮮文化の解明をめざした三会は，先生らが幹事となって37年5

月にソウルで発足した。際会は，一方では，早くから朝鮮に在住して活動していた鮎貝

房之進・今村靹・岡田貢・菊池謙譲などの先人からの聞き取りと，他方では，会員によ

る朝鮮関係書の書誌的研究の発表を行った。当代一流の学者を網羅して，高い水準の研

究を維持しながら，敗戦の45年まで続けられた同学の活動は，今日もなお高く評価され

ている。先生は，終始その運営の中心におられ，会の活動を通じて広範囲に民間の文化

人ともつき合っておられた。また，戦後日本に戻って後も，藤田亮策・末松保和・田川

孝三の各氏とともに会を再建されている。同会の活動状況は，『書物同好会会報』（桜井

義之解題，龍奉書舎復刻版．1978年）で知ることができる。同会は，50年に設立された

朝鮮学会に合流すべく，翌年に解散された。

　41年，当時の朝鮮総督府の機関紙『朝鮮』は，内容が官僚的で面白味が乏しいという

評判だったので，その紙面刷新を図るべく，総督府は先生に『朝鮮』編集を委嘱した。

よって先生は，京城帝大から総督府官房文書課に転じ，以後調査係主査として『朝鮮』

編集に従事された（後干橋谷論文参照）。

　敗戦後の45年11月，個人的に収集したすべてのものを朝鮮に残し，奥様とともに無一

物で日本に引き揚げられた。その後，京城帝大教授から東京美術学校（東京芸大）に転

じた上野直昭校長の紹介で一時同校に勤めたこともあるが，50年に東京都立大学図書館

事務長に招かれた。先生は，図書館行政の仕事の一方，56年には同大学専任講師になら

れ，図書館学・書誌学を担当されたので，職員でもあり教員でもあるという二つの肩書

をもたれていたことになる。当時の同大学の同僚によれば，先生にどう対応すればよい
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のか迷ったという。68年，都立大学定年後，やはりソウル時代の知人である船田享二氏

に作新女子短期大学主任教授として招かれ，図書館学を担当された。

　先生の戦後の研究活動は，50年に「京城・書物同好会」を「東京・書物同好会」とし

て再開された頃を機iに本格的に始められたようである。戦前の前掲『明治年間　朝鮮研

究文献誌』を第一書とすれば，H・N・アレン著の翻訳書『朝鮮近代外交史年表』（淡路

書房新社，1961年）を第二書とし，戦前・戦後に発表されたものをまとめて，還暦記念

として刊行された『明治と朝鮮』（櫻井義之先生還暦記念会，1964年）を第三書とする。

その後の研究業績は第四書にあたる『青丘鯨録』（自家出版，1970年）にまとめられた。

70年代には書誌研究による目録類をたて続けに著される一方，第一書を大幅に増補・改

訂し，さらに大正期を加えた前掲の大著『朝鮮研究文献誌明治・大正編』を第五書と

して世に問われた。今日我われは，この書によって明治・大正期に刊行された日本にお

ける朝鮮関係文献および地図の全貌を把握することができる。我われ後進にとっては不

可欠な，願ってもない研究指針の書である。

　古稀を過ぎても先生は相変わらず精力的に研究を続けられ，とくに朝鮮研究文献誌の

昭和編を完成せんと期しておられた。しかし大病を患ったり，ブイギュア・スケートで

お怪我をされたりして，意のごとく進まない中，89年9月12日に永い眠りにっかれたの

である。その後，奥様が遺品整理中に昭和編の一部にあたる原稿を見つけられ，前出の

石原美樹雄氏のご尽力で，『遺稿　朝鮮研究文献誌　昭和篇』（龍渓書房，1992年）とし

て刊行された。

　先生は，戦後一度も韓国・北朝鮮に行かれたことがない。韓国研究院の研究員もされ

ていたのだから，韓国に行く機会はたくさんあったであろうが，気が進まれないようで

あった。しかし，関心は強く，私は頼まれて旧京城帝大法文学部の建物や先生の旧居付

近を写真にとってお見せしたことがある。たいへん懐かしがって写真に見入っておられ

たことが，昨日のように思い出される。また，戦争末期に紙の入手の便宜のため，日本

内地からソウルに出版元を移して刊行された本への関心が強かった。この種の本は，日

本に無いからである。やはり頼まれてソウルの古本屋でこの種の本について掛け合った

こともある。

三　文庫の内容について

　櫻井先生が，敗戦後無一物で日本に引き揚げられた後，独力で集められたもの，即ち

桜井文庫はどのような特徴をもち，いかなる内容からなっているのだろうか。
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　その特徴の第一は，文献・地図・錦絵を通じて言えることだが，明治・大正・昭和と

いう近代日本における朝鮮関係を主題としていることにある。戦後の昭和期に刊行され

た文献もかなり含まれているが，コレクションの基本は，戦前に刊行・作製された日本

人の手になる朝鮮関係の文献・地図・錦絵にある。

　特徴の第二は，すでに述べた経緯からも推測されるように，文献に関しては，量的に

さほど多くはないがいずれも書誌学者の燗眼を通して厳選されたものであり，その分野

では基本となる文献を細大漏らさないように配慮して収集されていることである。一つ

ずつ慎重に吟味して集められて行ったことがよくわかる。いわば無駄のない密度の高い

コレクションと言えよう。もちろん他の図書館などでほとんど見ることの出来ない珍し

いものもあるが，稀靭本を誇るといった性格のものではない。比較的コンパクトなコレ

クションとしては，その内容は豊富・多彩であり，きわめて充実している。目録を見た

だけでも，「なるほど」と納得させられるが，実際手にとってみるとその感はより深ま

る。

　特徴の第三は，中心となる文献約1500点の他に，多くの地図と錦絵が含まれているこ

とである。地図は約100舗，錦絵は130種あって，それら単独でも独立して立派なコレク

ションとなりうる。とくに錦絵には珍しいものがあり，中学・高校の歴史の教科書・参

考書に掲載するため，出版社が先生に借りにきたという。朝鮮の地図，日本朝鮮関係を

主題とする錦絵は，ともに系統だてて集められており，とくに錦絵は世界的なコレクシ

ョンとも言えるのではないか。先生も，この錦絵をたいへん自慢にされており，「『錦絵』

にみる日韓問題一カラースライドによる試写一」というタイトルで，しばしば上映

と解説を行われた。つぎの小文は，その時の案内チラシに先生が書かれたものである。

　　「錦絵」と「浮世絵」，その評価については種々の説もありましょうが，明治時代の錦絵の性格一

　原始新聞としての意義と，その果したニュース版画的役割は見逃すことはできないと思います。

　　明治政府が国際問題として最初に打ち当ったのは，隣国朝鮮でした。つぎつぎと起った両国間の

　諸問題，交渉の成行に国民は一喜一憂しました。それらの問題は当然錦絵にも多数作製されて費出

　されました。

　　こ〉にご覧に入れる錦絵は，それらの内，日韓交渉の初期から日清戦争が始まるまでのものであ

　ります。　（中略）　このスライドで作者の意図したことは，当時の有力なマスコミのメデアとして

　の役割，認識を通して，当時の国民の関心の動向，即ち「明治期における対韓意識」の考察に資せ

　ようと試作したものであります。

　この文章からもうかがわれるように，先生の錦絵収集の意図は，朝鮮問題を通して近
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代日本の国民意識を考察しようとする歴史意識にあったといえよう。

　では，もう少し詳細に内容を見てみよう。明治・大正期刊行の文献と明治期刊行の地

図について，個々の具体的な内容紹介は，前掲『朝鮮研究文献誌　明治・大正編』に詳

細に紹介されているので（昭和期刊行の文献の一部は，前掲『遺稿　朝鮮研究文献誌　昭

和篇』），それに譲り，ここでは特徴的なことがらだけをとりあげたい。

　まず文献については，部門別では，歴史，経済・産業，地誌・地方史，朝鮮事情・風

俗・習慣など比較的点数が多く，語学・雑誌などもかなり多く，興味深いものがある。

以上あげた部門について，つぎのような特徴がみられる。

　第一に，歴史では，明治初期・前期のものが貴重だが，その中で錦絵にも多い壬午軍

事関係の収集が目立つ。その事変後，朝鮮で活躍した井上角五郎の著書は，『故紙羊存』

（総記に分類）も含めていくつかみられる。角五郎が協力して発行された，朝鮮におけ

る新聞の鳴矢といわれる『漢城旬報』は残念ながら無いが，その継承である『漢城周密』

（雑誌に分類）は収められている。かつて角五郎の御子息の真六氏が桜井文庫を訪れた

ことがあるが，その時，父君が常々我が子に言っていたこととして，甲申政変の直前に

日本からソウルの角五郎に届いた数：十振の日本刀の差出人の字は間違いなく福沢諭吉の

筆跡であった，という興味深いエピソードを話されたことがある。

　第二に，経済・産業では，土居亀太郎等『朝鮮平安黄海両道商況視察報告』（1889

年），慶尚北道産業部『小作慣行調査書』（1934年）など基本となる各種調査書などがあ

る。先生の几帳面な性格をうかがわせるものとして，収集していないが重要なものは，

複写版であれ揃えておくという作業がある。たとえば，松田行蔵『朝鮮国慶尚忠清江原

道旅行記事農商調査表付』（1888年），同勢『慶尚道全羅道旅行記事並二身商況調査録』

（1891年）（地方史に分類）ほ複写版であるが，国会図書館蔵本が次第に破損し，脱落し

た頁も見られる今日では，この複写版も得難い資料となっている。

　第三に，地誌・地方史では，上記の各種調査復命書類も含むが，その他に陸軍参謀本

部編『朝鮮地誌略』などの稀襯本が見られる。桜井文庫蔵本などを原本として同書7巻

が復刻されたことは周知のことである’（朝鮮図書覆刻会，1977年，龍渓壕舎，1981，85

年）。私はそれに解題を書いているが，今もって巻5黄海道之部は見つかっていない。さ

らに，石幡貞『朝鮮帰皮鯨録』（1878年）など明治前期の地誌類も貴重だが，頻繁に参照

せねばならない京城・木浦・元山・仁川・大戸などの府市や各道の地方団体史が揃って

いるのも便利である。

　第四に，朝鮮事情・風俗・習慣では，当時にあって日本にほとんど知られていない朝
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鮮を，外国書から知ろうとした有名なシァーレル・ダレ一著／榎本武揚訳『朝鮮事情』

（1876年）など明治前期刊行の朝鮮事情書は基本文献といえよう。また，朝鮮内での刊

行のため国内にはさほど多くなかっただろう第八師団軍医部編『朝鮮人の衣食住及其他

の衛生』（19ユ5年）などの珍しい資料もある。

　第五に，桜井文庫の多彩な内容を端的に表すものとして語学関係書がある。参謀本部

や朝鮮総督府が編纂した朝鮮語会話書，あるいは朝鮮警察協会編『新訂警察官必携朝鮮

語』（1939年）など，朝鮮支配や統治にどのような会話が必要とされていたかをうかがう

ことができる。今は亡き富山大学の故梶井防先生が，この語学関係書は他に見られない

といって大量に複写を依頼されてきたことがあるのも，その例証であろう。櫻井先生の

語学関係書への関心は高く，「日本人の朝鮮語研究」1～3（『韓』32，33，36号），「『官立仁川

日語学校』について」（『朝鮮学報』81号）などの論考を著されている。語学関係書は，

今後多くの人々に活用されるであろう。

　第六に，雑誌では，先にふれた緑旗連盟の機関誌『緑旗』（1936～42年）は外部からの

問い合わせや利用が一番多いものであり，同連盟の『今日の朝鮮問題講座』（1939年，朝

鮮事晴に分i類）や雑誌『内房一体』などを含めて皇民化運動関係の必須の文献をなして

いる。皇民化関係では，雑誌ではないが宗教にも面白いものがみられる。朝鮮神宮の年

報・写真集・全景図，あるいは伊藤博文を祭った春畝山博文寺関係資料などである。こ

のようなイデオロギー政策と表裏一体をなした治安政策に関しても，一この文庫本を原本

として復刻（不二出版，宮田節子解説，1988年差されている総督府警務局保安課『高等

外事月報』などがある。また『朝鮮行政』や櫻井先生が後に編纂に携わった『朝鮮』な

どの雑誌には，他機関が所蔵していない号数がある。ごく少数しかないが仁川の『朝鮮

新報』（1892年）も珍しい。

　第七に，総記に含まれる各種の目録類の内，とくに朝鮮で発行されたものには今日入

手困難なものがある。書籍の他に，当時の様子を視覚的に知ることができる写真・絵葉

書なども見逃せない。

　つぎに，地図に関しては，明治期のものが内容的にも，また量的（6割）にも中心を

なしている。明治期のものについては，以下のような先生の的確な指摘がある。

　　明治期刊の朝鮮地図は，原図によって作図を異にし，編年史的に見て，刊行年次の近年に

　近いものが必ずしも詳細な地図であるとはかぎらない。それは明治の朝鮮地図が，測地史的

　発展段階に即しての出版ではなく，前述のような原図の発見，入手に従って復刻，重刊，改

　訂等を主とした出版であったこと，およびその地図の多くが時局当込みの一種のきわ物出版

　的傾向にあったからである。刊行を年次的にながめるならば，一層その感が深い。（中略）
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　　その刊行は，明治六年，征韓論前後に始まり，明治八，九年（江華島事件），明治十五年（朝

　鮮事件），明治二十七，八年（日清戦争），明治三十七，八年，（日露戦争），明治四十三年（日

　韓併合）等の国際情勢を反映して，出版活動が行われたことは，他の朝鮮関係文献の出版と

　軌を同じくする。

　先生の地図収集の過程は，戦前，前掲『明治年間　朝鮮研究文献誌』（1941年）への登

載は32舗・戦後になって「明治期刊行『朝鮮地図』．の解題」（『韓』17号，1973年）には

75舗，『朝鮮研究文献誌　明治・大正編』（1979年）では93舗，そして現在100舗へとしだ

いに増大してきた状況からも一定推測できる。このように長い歳月をかけて丹念に集め

られたものなので，きわめて系統だっている。国会図書館所蔵の地図などと合わせて利

用すれば，明治期については，現存の朝鮮地図のほぼ全体をカバーできるのではないか。

　最後に，錦絵についてだが，「明治時代の『錦絵』にみる朝鮮問題一明春期対韓意識

研究の一考察」（『作新学院女子短期大学紀要』4，1977年）に先生の詳細な解説が施され

ている。現在は，その時よりも20種位増えている。上記の「一考察」の分類では，神功

皇后遠征，文禄慶長の役，征韓論議，江華島事件，修信使の来朝，壬午兵乱，甲申兵乱，

金玉均事件，甲午内政改革，朝鮮事情等の10項目となっており，その後の追加分はほぼ

日清戦争関係である。なかでも壬午兵乱（軍戸）関係が量的に多いことは，いかにこの

事件が当時の日本人の大きな関心を引き起こしたかを如実に物語っている。錦絵その他

詳細については，橋谷弘「日本の植民地支配と図書館一東京経済大学『桜井義之文庫』

に寄せて一」（『図書館雑誌』86－8，1992年）を参照していただきたい。色彩鮮やか

な錦絵の主題，その描かれ方から，近代日本における国民大衆の対朝鮮意識を容易にう

かがうことができよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992年7月30日　記

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京経済大学教授・日本経済史）
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凡 例

1　本目録の分類は，NDC（日本十進分類表）を参考にした。各見出しのなかの配列

　は，単行書・パンフレット・地図は発行年順，雑誌・写真・絵葉書・切手などは五十

音順，錦絵はテーマの時代順である。

II　記述は，　NCR（日本目録規則’65年版）によった。発行地の東京は省略し，それ以

　外は発行所のあとに丸括弧で表示した。本文が朝鮮語の図書には，書名の後に※印を，

　漢書には◎印を付した。各記述末尾の（）内の数字は請求番号である。

III書名索引の固有名詞の「読み」は日本読みにした。
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総　　記

奇文観止本朝虞初新誌　上・中・下巻　◎

　　菊地純著　吉川半七　明16　3冊　和

　　　　　　　　　　　　　　　　　（536）

顕露述略巻1～9続篇［1～3］
　　萩原裕編　同　明29　7冊　和　　（689）

韓国研究会談話録

　　韓国研究会（京城）

第1～3号（明治35年9月～36年11月）

故紙羊存

（2215）

　　井上角五郎述，関謙之，山口四郎，井上角

　　五郎編井上角五郎明40～41　3冊

　　　　　　　　　　　　　　　　（2214）

韓国目録稿本

　　東京外国語学校韓国校友会編　東京外国語

　　学校韓国校友会（京城）明4157，10P（校

　　友会会報第1号臨時附録）　　　（2180）

日韓合邦の上奏文

　　中央新聞　明42年［18］丁

　　中央新聞　明治42年12月8日その他新聞記

　　事切抜　主要内容：日記史話，合併に関す

　　る外国紙の評，半島人物誌

朝鮮講演　第1輯

　　大村友之丞編

　　438P　肖像　図　地図

朝鮮古書目録

　　釈尾些細編

　　245P

朝鮮芸文志

　　浅見倫太郎述

　　122P

　　原著：Maurice　Courant．

　　cor6enne．1895．

総督訓示集　第2輯

（2365）

朝鮮日報社（京城）明43
（499）

朝鮮古書刊行会（京城）明44

（2176）

朝鮮総督府（京城）明45

Bibliographie

　　（2179）

　　朝鮮総督府（京城）大5　20，152P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（58）

朝鮮総督府古図書目録

　　朝鮮総督府（京城）大10316P　（2477）

朝鮮史料展観目録

　　朝鮮総督府朝鮮史編修会　昭4　32P　写

　　真　　　　　　　　　　　　　　（2573）

京城帝国大学法文学部朝鮮経済研究所蔵書目録

　　朝鮮経済研究所（京城）昭5　190丁　和

　　謄写版　　　　　　　　　　　　（2445）

小田幹治郎遺稿

　　小田梢（神戸）昭6　223，7P　肖像

　　　　　　　　　　　　　　　　（2262）

朝鮮天主教史料展観目録

　　京城下天主教青年会連合会編　　京城天主

　　公教会（京城）昭6　16P　　　（2574）

下出隼吉遺稿

　　下出民義　昭7　791P　肖像

朝鮮古地図展観目録

　　京城帝国大学（京城）昭7　37P

　　電子複写

朝鮮固有色辞典

　　北川左人編

　　518，21P

朝鮮図書解題　再版

　　朝鮮総督府編

　　578，24P　写真

（2264）

（2569）

青壷発行所（京城）昭7
　　　　　　　　（2231）

　　　　　　　　　朝鮮通信社（京城）昭7

　　　　　　　　　　　　　　　　（2476）

京城帝国大学附属図書館和漢書書名目録第1輯

　～第6輯

　　京城帝国大学附属図書館（京城）昭8～13

　　6冊　　　　　　　　　（2480～82）

京城帝国大学附属図書館欧文図書目録

　　京城帝国大学附属図書館（京城）昭8～12

　　3冊
　　欧文名：Catalogue　of　European　books　in

　　the　Keijo　Imperial　University　Library．
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　　　　　　　　　　　　　　　（2483～5）

濯足庵蔵書六十一種

　　金沢庄三郎編　金沢博士還暦祝賀会　昭8

　　22丁　図版61丁　和　　　　　　　（2178）

小田先生半寿記念朝鮮論集

　　小田先生頒寿記念会編　大阪屋号書店（京

　　城）昭9　1074P　折回　肖像　（2381）

朝鮮研究資料目次

　　［京城帝国大学朝鮮経済研究所（京城）昭
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　　附：複写資料出来ノオ知ラセ　5葉

　　　　　　　　　　　　　　　　　（A17）

満無関係図書分類目録

　　京城帝国大学満蒙文化研究会（京城）昭9

　　154P　謄写版

　　内容：昭和9年9月31日現在京城帝国大学

　　図書館山畠大学経済研究室所蔵　　（2421）

仁貞図書館館況概要

　　仁貞図書館（平壌）昭10　［10］P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2521）

朝鮮経済関係著書論文目録

　　善心永助（京城）　昭1020P

　　合計：昭和11年2月以降著書論文目録善

　　生虚血　電子複写　［3］P　　（2572）

朝鮮古文献展観目録

　　朝鮮総督府図書館（京城〉昭1023P写

　　真

　　第29回全国図書館大会記念　　　　（2576）

李王家蔵書閣古図書目録

　　李離職（京城）昭10　191P

　　昭和10年10月1日現在　　　　　（2478）

葛城山の瓦礫

　　葛城末治（京城）昭11150P　　（2552）

京城帝国大学開学十周年記念図書展観目録

　　京城帝国大学附属図書館（京城）昭11　41

　　P　写真　　　　　　　　　　　（2568）

朝鮮経済資料展観目録

　　京城帝国大学法文学部経済研究室（京城）

　　昭11　28P

　　京城帝国大学開学十周年記念　　　（2575）

東洋史論文要目

　　大塚史学会高師部会編　昭11　362P

　　明治初年以降昭和10年12月に至る史学関係

　　雑誌並に論文集に発表された東洋史論文目

　　録　　　　　　　　　　　　　　　（2325）

旧慣制度調査事務担当及編纂方法

　　総督府中枢院（京城）昭13　13丁　和

　　謄写版　　　　　　　　　　　　　（521）

第二十一回中枢院会議各局部長演述　⑳

　　朝鮮総督府中開院（京城）昭15　104P

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（61）

大正年間朝鮮関係文献解題

　　桜井i義之著［昭16］413丁

　　手書原稿　　　　　　　　　　　（2487）

朝鮮の典籍に就て

　　青木修三

　　文献報国　朝鮮総督府図書館第7巻第2

　　～5号（通巻56～59号）昭和16年2～5月

　　の電子複写　　　　　　　　　　（2696）

釜山府立図書館図書分類目録

　　釜山府立図書館（釜山）昭16　434P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2479）

モーリス・クーランと「朝鮮書誌」

　　小倉親雄著

　　文献報国　朝鮮総督府図書館第7巻第11号

　　（通巻65巻）昭和16年11月の電子複写

　　合壁：モーリス・クーラン著「朝鮮書誌」；

　　クーラン「朝鮮書誌」書目部類別一覧表　小

　　倉親雄編　文献報国　朝鮮総督府図書館第

　　8巻第9号（通巻75巻）昭和17年4月の電子

　　複写　　　　　　　　　　　　　　（2700）

和漢古方農書展覧会目録

　　朝鮮総督府図書館（京城）昭16　28P　写

　　真（［朝鮮総督府］展覧目録第7）
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　　朝鮮総督府図書館創立第十八年記念

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2577）

続大陸文化研究

　　京城帝国大学大陸文化研究会編　岩波書店

　　昭18492P　　　　　　　　　（2469）

諭告・訓示演述総撹　第2輯　⑳

　　朝鮮総督府文書課編　朝鮮行政学会（京城）

　　日召18　15，337P　　　　　　　　　　　（59）

幕末和蘭留学生関係資料目録

　　国立国会図書館一般考査部編　昭2834P

　　（考査目録第11号）　　　　　　　（2618）

蓬左文庫朝鮮本展観目録
　　朝鮮学会（天理）　昭3222P　写真』

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2570）

朝鮮関係文献展示目録

　　東洋文庫　昭3329P　写真　　（2571）

［桜井義之論稿抜刷集］

　　桜井義之著　昭34～55

　　親和　67～73号（昭和34年），韓　13，14，

　　16，17，21～23，26，32，36，79，100号（昭

　　和48，49，53，55年），朝鮮の聚落　昭和54

　　年の抜刷及電子複写19点　合綴1冊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A15）

庚松園文庫朝鮮本目録

　　大塚鐙（大阪）昭3434P　　　（2491）

朝鮮関係文献・資料総目録

　　友邦協会昭35166P
　　友邦協会・中央日韓協会保管朝鮮近代史

　　料集成第3号付篇　　（番外10，2578複）

朝鮮関係文献・資料総目録　追補

　　近藤劔一篇　朝鮮史料研究会（茅ヶ崎）昭

　　36　180P

　　友邦協会・中央日韓協会保管　（番外4）

明治と朝鮮

　　桜井義之著桜井義之先生還暦記念会昭

　　39　300P　　　　　　　　　　　（2749）

国立国会図書館所蔵朝鮮関係資料目録1～4

　　国立国会図書館参考書誌部　昭和41～50

　　4冊

　　内容：1　日本文篇　2　欧文篇　3　朝

　　註文篇　4　朝鮮本篇　　　　　（2579）

福沢諭吉とその門下書誌

　　丸山信編著慶応通信　昭45247P
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2398）

旧植民地関係機関刊行物総合目録　朝鮮編

　　アジア経済研究所図書資料部編　アジア経

　　済研究所　1974247P　　　　（2580）

国立国会図書館所蔵中国語・朝鮮語雑誌目録

　昭和51年12月末現在

　　国立国会図書館　昭5165P　　（2582）

四方朝鮮文庫目録

　　四方朝鮮文庫運営委員会（名古屋）　1978

　　113P　　　　　　　　　　　　　　　（2755）

朝鮮研究文献誌　明治大正篇

　　桜井義之編　門守駅舎　昭54637P

　　内容：明治年間朝鮮研究文献誌　書物同好

　　会昭和16年刊と大正年間朝鮮関係文献解題

　　昭和15～16年「朝鮮行政」掲載との合併増

　　補　　　　　　　　　　（2493）

花房義質関係文書目録

　　東京都立大学附属図書館　昭54　47P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2581）

青丘餓録

　　桜井義之著　同昭55199P
　　　　　　　　　　　　　（2750，複2750－1）

友邦協会・中央日韓協会所蔵　朝鮮関係文献資

　料総目録

　　友邦協会・中央日韓協会　昭60　302，135

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（2756）

朝鮮の古文化論讃

　　中吉先生の喜寿を記念する会編　国書刊行

　　会昭62513P　　　　（A10）
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　　　　　　　　雑　　書

朝鮮雑記

　　足立皐二郎（軍陣居士）著春祥堂明27
　　188P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2017＞

露西亜・朝鮮・支那遠征奇談新々赤毛布

　　長田秋景著　文禄堂書店　明37215P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（683）

ヨボ記

　　薄田斬雲著　日韓書房（京城）明41306P

　　鳥越静岐画　　　　　　　　　　（2308）

朝鮮漫画

　　鳥越由岐，薄田斬雲共著　日韓書房（京城）

　　明42　152P

　　挿画：鳥越静岐　　　　　　　　（2304）

京城雑筆

　　山縣五十雄著　内外出版協会　大元　282，

　　51P

　　英文標題：Seoul　miscellanies．

朝鮮の匂ひ

　　和田天民著

　　426P

朝鮮雑記’

　　松田甲著

朝鮮漫録

　　松田甲著　朝鮮総督府（京城）昭3

　　朝鮮雑記　大正15年刊の続編

朝鮮叢話

　　松田野饗　朝鮮総督府（京城）昭4

　　朝鮮漫録　昭3年刊の続編

随筆朝鮮

　　寺田寿夫著

　　冊

螺炎随筆鼻を撫りて

　　今村靹著　同（京城）昭15　286P

（2338）

ウツボや書籍店（京城）大10

　　　　　　　　　　　（407）

朝鮮総督府（京城）大15219P

　　　　　　　　　　（2340）

　　　　　　　　　　　212P

　　　　　　　　　　（2341）

　　　　　　　　　　　214P

　　　　　　　　　　（2342）

　京城雑筆社（京城）昭10　2

　　　　　　　　　　（2369）

　　　　　　　　　　　肖像

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2368）

　　　　　　　　宗　　教

朝鮮の宗教

　　鶴谷誠隆著　宗教研究会　明41136P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2033）

海印寺大蔵経版調査報告書

　　韓国政府宮内府（京城）－隆煕4（明43）

　　203P　折図

　　報告：［村山龍倍］　　　　　　　（2123）

韓国耶蘇教問題

　　［　］明4345，16P　三図　地図

　　内容：明治42～43年の新聞掲載記事の再録

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2107）

満韓巡錫録

　　田中霊鑑　奥村皆労共著　香野蔵治（大阪）

　　明43106，8P図　　　（2122）

新羅寺蹟考

　　田干央雄著　諸鹿央雄（慶下面・慶尚北道）

　　大5　25丁和　　　　　　　（2132）

東経大全和訓

　　崔斉二野　渡辺彰訳　渡辺彰（京城）大7

　　40P
　　電子複写　　　　　　　　　　　（2719）

朝鮮宗教史に現はれたる信仰の特色　⑳

　　高橋亨述　朝鮮総督府学務局（京城）大10

　　36P　　　　　　　　　　　　　　　（79）

官幣大社朝鮮神宮御鎮座記念写真帖

　　遼東新報京城支社（京城）大14　図　写真

　　41枚　2P　　　　　　　　　　（2356）

朝鮮神宮写真図集

　　朝鮮建築会（京城）大14写真50枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2357）

朝鮮神宮紀

　　横田康編　国際情報社（京城）大15　134P
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　　図

朝鮮神宮写真帖

　　朝鮮神宮社務所（京城）大15

　　写真26枚

朝鮮基督教及外交史　※

　　李能町著

　　228P

天道教概論⑭

（2664）

6P　図
　（2358）

朝鮮基督教彰文社（京城）昭3

　　　　　　　　　　（2174）

　　朝鮮総督府警務局図書課（京城）昭5　228

　　P　図（調査資料22輯）　　　　（2189）

朝鮮の民間信仰

　　村山智順述無声会（京城）昭6　22P
　　（［朝鮮総督府警察官講習所］講演集第6）

　　　　　　　　　　　　　　　　（2289）

春畝山博文寺新築工事概要

　　昭8　［8］P　図　写真

　　建：築雑誌　昭和8年4月号掲載　　（2362）

朝鮮天主教小史

　　楠田斧三郎平博文堂書店（釜山）昭9

　　374P図地図肖像　　（2386）

哲学論叢

　　京城帝国大学文学会編　大阪屋号書店　昭

　　10　199P（京城帝国大学文学会論纂第3
　　車茸）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2461）

京城帝国大学創立十周年記念論文集　哲学篇

　　京城帝国大学文学会編　大阪屋号書店　昭

　　11273，31P（京城帝国大学文学会論纂第

　　4輯）

心田開発に関する講演集

朝鮮総督府中枢院（京城）昭11

（2463）

347P

　（81）

龍頭山神社史料

　　同社務所（釜山）昭11146P　図（571）

朝鮮に於ける宗教及享祀一覧

　　朝鮮総督府学務局社会教育課　昭12119

　　P　図

　　昭和10年12月末調査　　　　　　　（86）

佛国寺古今創記　◎

　　姜裕文著　慶兆佛教協会（大詰）昭1236

　　P
　　本文漢文践朝鮮文　　　　　　　　（2035）

高麗郷由来

　　高麗明津編　高麗神社（高麗村・埼玉県）

　　昭13　35P

　　合綴：高麗神社由来記　比留間高次郎編

　　高麗神社（高麗村・埼玉県）昭12　5P

　　高麗山勝楽寺縁起　聖天院（高麗村・埼玉

　　県）1枚　　　　　　　　　（2222）

教育と哲学

　　京城帝国大学文学会編岩波書店昭15
　　420P（京城帝国大学文学会論纂第9輯）

　　　　　　　　　　　　　　　　（2467）

朝鮮神宮略記

　　朝鮮神宮社務所（京城）　昭15　40P　図

　　写真　　　　　　　　　　　　　（2360）

日鮮交通と古代の信仰

　　藤田元春著　八坂神社（京都）昭1539P

　　（八坂神社纂録第3冊）　　　　（2676）

日本と朝鮮との天主教初期関係史

　　レオン・ビジョン著　向井謙三訳

　　文献報国　朝鮮総督府図書館7の1～3

　　（55～57）昭和16年1～3月の電子複写

　　　　　　　　　　　　　　　　（2697）

積翠先生華甲寿記念論纂

　　積翠先生華甲寿記念会　昭17　780P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　（2739）

朝鮮神宮年報　昭和16年版

　　朝鮮神宮社務所（京城）昭1750P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　（2359）

朝鮮の宗教及享祀要覧

　　朝鮮総督府学務局錬成課（京城）昭17　136

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（87）

　　昭和12年12月未調査
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朝鮮殉教史

　　浦川和三郎著　全国書房（大阪）昭19811

　　P　　　　　　　　　　　　　　（2385）

朝鮮西教史　朝鮮キリスト教文化史研究

　　山口正之著　雄山閣　1967301，6P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（673）

東アジアの思想と文化

　　韓国研究院編　図書文献センター　1980

　　366P

　　東京韓国研究院創立十周年記念論集

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2720）

韓国曹渓禅への招待

　　中即功編　国書刊行会　昭58206P　図

　　肖像　　　　　　　　　　　　　　　（2659）

朝鮮神宮全景図

　　朝鮮神宮社務所（京城）昭［　］　折図

　　1枚　　　　　　　　　　（2361）

　　　　　　　古蹟・考古学

古蹟調査特別報告（第2冊）北満洲及び東部西

　伯利亜調査報告

　　朝鮮総督府（京城）大1145P

　　報告：鳥居龍蔵　　　　　　　　　（541）

北鮮太古石器

　　小池奥吉著　会社博文館（会寧面・威鏡北

　　道）大1345P　図　　　　　　　（529）

慶州の金冠塚

　　浜田青陵著　慶州古蹟保存会（導車邑・慶

　　尚北道）昭7　106P　図50枚　　（302）

古蹟調査天職　昭和8年度

　　朝鮮古蹟研究会［昭9］39P　図28枚

　　内容：楽浪古墳　　　　　　　　　（540）

北満の二大古都壮　東京城と白城

　　鳥山喜一著　京城帝国大学満蒙文化研究会

　　昭10　49P　図　地図（満蒙文化研究会報

　　告第2冊）　　　　　　　　　　（2470）

朝鮮古文山高鑑　第1巻

　　梅原末治，藤田亮策編　丁丁社（丹波市町・

　　奈良県）昭22　90P　図50枚　　　（701）

朝鮮磨製石剣の研究

　　有光教一著　考古学談話会（京都）昭34

　　118P　図43枚　（京都大学文学部考古学叢

　　書本2冊）　　　　　　　　　　　（542）

朝鮮簾論考

　　藤田亮策著　藤田先生記念事業会（奈良）

　　昭38722P　図　肖像　　　　　（702）

　　　　　　　　歴　　史

朝鮮人行列次第

　　菊屋七郎兵衛板（京都）延享5

征韓評論

　　佐田白茅著　忠芽義芳櫻蔵版

　　和

朝鮮軍記

　　多田直断編績文社　明8
　　和

朝鮮応接紀事

　　蘇我総八郎著　延寿堂　明9

朝鮮新論

　　練生寛編　江島喜兵衛刊

　　図　和

懲皆録対訳（朝鮮柳生）巻之一

　　二成丁丁

　　明9　25丁　和

　　電子複写

清正朝鮮記

　　二二：山景二二　古書保存書屋

　　和

絵本朝鮮異聞　初編～3編

　　岡本湖月編　周延画

18丁　和

（2514）

明8　20丁
　（2056）

37丁　地図

　（2054）

32丁　和

　（2057）

明9　32丁　地

　　　（2055）

長内良太郎，鈴木実訳　含英舎

　　　　　　　　　　（2074）

明14　34丁

　（2060）

丸屋鉄次郎板　明15
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　　3冊和　　　　　　　　　（2527）

絵入朝鮮奇聞　第1号

　　池部東三編［明15］10丁　和　　（2533）

絵入朝鮮変報録　第13～14号

　　渡辺義方編　辻岡文助　明15　2冊　和

　　表紙朝鮮変三山，下　　　（2532）

絵入朝鮮変報録［合冊］初～3編

　　渡辺義方編稲野年恒画　金松堂　明15

　　3冊　和

　　内容：初編第1号～第5号，2編第6号
　　～第10号，3二二11号～第14号　　（2534）

絵入朝鮮暴動全記　第1号

　　菊地義光編高梨弥三郎明1511丁和
　　　　　　　　　　　　　　　　（2530）

朝鮮乙鳥詳聞［1］，2編

　　水越粂吉編　四通社　明15　2冊（2529）

朝鮮かなよみ急報（絵入）第1～5報

　　佐野鯛次郎編　南弘所　明15　4丁　和

　　　　　　　　　　　　　　　　（2538）

朝鮮事情第1編
　　加藤富三郎（大阪）明1510丁和

　　表紙　朝鮮電信録　初編　　　　（2535）

朝鮮詳事　上・下

　　藤西眞三編　稲野年恒画　関孝助　明15

　　2冊和　　　　　（2528）

朝鮮談判平和二結局セシ吉報

　　太田長四郎（横浜）明15　1枚

　　報知新聞　明治15年9月4日　抜刷

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2540）

朝鮮電報録　第一回～第十二回

　　佐藤三次郎画　佐藤三次郎　明15　12枚

　　18×23cm

　　銅版画　　　　　　　　　　　（2539）

朝鮮変動記　上・下

　　宮田伊助編　永島虎重画　宮田伊助　明15

　　2冊和　　　　 （2526－1）

朝鮮変動記第2号［上・下］

　　宮田伊助編　永島虎重画　宮田伊助［明15］

　　2冊和　　　　　　　　（2526－2）

朝鮮変報電信録　第1号

　　福尾房吉編　水月堂（大阪）明15　8丁　和

　　附：京城並に仁川府済門門略図　　（2536）

朝鮮暴動実記　2編上・下

　　岡田良策編［明15］2冊和　　（2531）

朝鮮乱民襲撃始末　初～3編

　　山本憲編　弘文三舎（岡山）　明15　3冊

　　和　　　　　　　　　　　　　　（2537）

朝鮮陣古文・細井広沢記・題風紀事・天明七年

　将軍宣下次第書・承応元年別木林以下徒党一

　件書付

　　近藤瓶城明1610，4，8，11，10丁和
　　（史籍集覧）　　　　　　　　　（2313）

井上特派全権大使復命書　⑫

　　明1826P　　　　　　　　　　（2045）

井上特派全権大使復命書附属書類　⑱

　　明18　88P　　　　　　　　　　（2046）

朝鮮京城事変始末書

　　［　］［明18？］36P　　　　　（2044）

朝鮮事変詳報録

　　清水嘉兵衛編　清宝堂　明1837P

　　　　　　　　　　　　　　　　（2029）

絵本清正群功記

　　沢久次郎　明21　21丁　和　　　　（2550）

絵本朝鮮軍記

　　梅堂国正画　深川屋　明2123丁　和

　　袖珍本　　　　　　　　　　　　（2547）

絵本朝鮮軍記

　　藤谷虎三著　岡本三助（大阪）　明21113

　　P　　　　　　　　　　　　　　（2548）

漢城之残夢

　　井上角五郎著　春陽堂　明24　107P

　　　　　　　　　　　　　　　　（2069）
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日韓古史断

　　吉田東伍著冨山房書店明26586P
　　地図　　　　　　　　　　　　　　（380）

任那考

　　菅政友著　　［　］［明26］355～472P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（443）

絵本日清韓戦争記

　　牧金之助　明27　19丁　和

　　袖珍本　　　　　　　　　　　　（2546）

星朝鮮内乱始末

　　志良以染之助（函南逸人）編　駐々堂（大

　　阪）明272冊地図　　　　（2072）

難支那征伐軍記

　　市岡正一著　博行館本部　明2759P　肖

　　像　　　　　　　　　　　　　　（2012）

朝鮮志

　　足立栗園著　益友社　明27110P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2013）

朝鮮戦争記事

　　多田省軒編　一二三三等　明27　60P　地

　　図　　　　　　　　　　　　　　　（2663）

朝鮮懲砦録

　　柳成龍著　山口易訳　蒼龍窟　明27138
　　P　地図　　　　　　　　　　　（2105）

朝鮮内乱　日清大戦争

　　鎌田在明　明27　9丁　和　　　　（2545）

朝鮮変乱実記　鶏林通史

　　阪井静著　扶桑堂　明2778P　（2073）

朝鮮問題出師事情

　　北村宗助著　岡島宝文館（大阪）明27136

　　P　　　　　　　　　　　　　　（2071）

日韓交通史　上・中・近世史

　　服部徹著　博聞社　明27174P　（409）

日清事件　朝鮮戦闘實記

　　尾関岩吉　明2712丁　和　　　（2544）

日清戦闘画報　第1～10，凱旋編

　　久保田米倦等著　大倉保五郎　明27　11珊

　　和　　　　　　　　　　　　　　（2551）

文禄慶長朝鮮役

　　北豊山人著　博聞社　明27208P　地図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（694）

傍訓朝鮮史

　　やまと新聞社　明2716P

　　やまと新聞　第2387号（明治27年9月16日）

　　附録　　　　　　　　　　　　　　（2355）

松浦法印征韓日記抄

　　松浦厚編　吉川半七　明2723丁　和

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2061）

漢城之残夢

　　井上角五郎著　東陽堂　明2832P　図

　　風俗画三三84号臨時増刊　　　　（2070）

朝鮮史綱上・下巻
　　西村豊：著　三業社　明28　2冊　　（2121）

朝鮮中興記　巻之一　◎

　　橋本小六三　安養山外房（神戸）明2821

　　丁　和

　　電子複：写　　　　　　　　　　　　（2075）

日清韓交渉録

　　織田純一郎著文海堂明28序529P
　　地図　　　　　　　　　　　　　　（693）

平壌包囲攻撃　上・下巻

　　藤野房次郎著　博文館　明29368，384P

　　図　肖像地図　　　　　　　　（425）

朝鮮開化史

　　恒屋盛服著　博文館　明34　540P　地図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（415）

征韓論の旧夢談

　　佐田白茅　明3664P　　　　　（2063）

天佑侠

　　清藤幸七郎編　新進社　明36200P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2105）
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難外征録

　　石川鴻斎著　東陽堂　明3785P（2062）

朝鮮年表

　　森潤三郎編　春陽堂　明37　316P　地図

　　　　　　　　　　　　　　　　（2278）

弘安文禄征戦偉績

　　史学会　明38246P　図　肖像　（395）

征韓論分裂始末

　　長沼熊太郎著磯部文昌堂　明3924丁

　　図和　　　　　　（2108）
征韓論実相

　　煙山専太郎著早稲田大学出版部明40
　　310P　　　　　　　　　　　　　　　（468）

西南記伝上・中・下巻

　　黒竜会本部　明41～44　5冊　図

　　内容：上巻1　征韓論征蕃の役上巻2

　　樺太問題ほか　中巻1　西南戦役に於ける

　　形象ほか　中巻2　御船，健軍，保田窪大

　　津方面の戦闘ほか下巻1　妬心隊ほか
　　（下巻2欠）　　　　　　　　　　（376）

東洋協会調査部学術報告　第1冊

　　東洋協会　明42275P　図　地図（186）

韓国併合顛末書

　　朝鮮統監府（京城）明4379P　　（76）

朝鮮最近外交史大院君伝　附王妃の一生

　　菊池謙譲著　日韓書房（京城）明43354P

　　図肖像　　　　　 （467）

朝鮮年代記

　　奥田一夫編　吉川弘文館　明4328P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2049）

日韓併合始末

　　［韓国駐笥第二師団司令部］（京城）　明44

　　同附録共　2冊　和

　　本文　44丁　附表及附図8　同附録30丁

　　附図9

　　執筆：吉田源治郎　　　　　　（2172）

朝鮮軍記第1～3号
　　［明？］3冊　　　　　　　（2549）

朝鮮近世史

　　林泰輔著　吉川弘会館大元　196，22P

　　附録　近世年表　　　　　　　　　（382）

朝鮮最近史　附韓国併合誌

　　戸叶薫雄，楢崎観一理著蓬山堂　大元

　　295P図肖像　　　　（383）

朝鮮通史

　　林泰輔著　冨山房　大元　608，10P　地図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（381）

朝鮮歴史地理　第1～2巻

　　津田左右吉著　南満洲鉄道株式会社

　　大2　2冊地図　　　　　　（393）

日韓関係よりの対州研究

　　幣原担著　広島高等師範学校地理歴史学会

　　（広島）大2　47P　　　　　（645）

韓国併合紀念史

　　福田東作著大日本実業協会大3
　　1，010P　図　肖像　地図

文禄慶長の役　正編第1

　　池内明年　南満洲鉄道　大3

　　図

亡国秘密　なみだか血か

　　村上浩堂，後藤黙童共著

　　220P

右武衛殿朝鮮渡海之雑稿　◎

　　僧天賜著［　］大4

（465）

358P　地
　（394）

東京堂　大3
　　　（2106）

（序）62丁 和

（2133）

東回年表　◎

　　魚允迫編　宝文館（京城）大4　426P

　　　　　　　　　　　　　　　　（2600）

龍蛇日記　◎

　　李耳蝉　大4

　　59丁　和

　　号：松巌

開平社（畔引面・慶尚歩道）

（2064）
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日鮮通交史　附釜山史

　　釜山甲寅会（釜山）大4～5　2冊　図　肖

　　像

　　内容：前編　古代紀　後編　近代紀

　　　　　　　　　　　　　　　　　（408）

酒川新即戦捷之偉蹟

　　東郷吉太郎著薩藩史料調査会大7

　　308P図　　　　　（319）
耽羅紀年　◎

　　金錫撞著　翫回書館（済州島）大7　128P

　　和　　　　　　　　　　　　　　（427）

近代朝鮮資料⑳

　　［』］59P
　　印刷：陸軍省　大正8　　　　　（2129）

明治維新発祥記

　　明治維新発祥地記念銅標建立会編　樽井藤

　　吉（五条町・奈良県）大8　107P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（471）

宗家と朝鮮

　　高橋章之助（京城）大9　141P　図　地図

　　　　　　　　　　　　　　　　（2111）

朝鮮騒擾の真相

　　加藤房蔵著　京城日報社（京城）大9　118

　　P

朝鮮併合之裏面

　　小松熱熱中外新論社大9
　　図　肖像

羅事薯豊太閣朝鮮役

　　杉村勇次郎著

　　298P　図（歴史講座）

碧旧館大戦記

　　渡辺村男著

　　270P　図

朝鮮史話

　　幣原担著　冨山房　大13

（464）

269，39P

　（466）

日本学術普及会

同（城内村・福岡県）

　大11
（2315）

大11

（322）

531P　図
　　　　（526）

朝鮮に於ける支那人

　　朝鮮総督府（京城）大13203P（調査資料

　　第7輯）　　　　　　　　　　（30）

併合の由来と朝鮮の現状

　　朝鮮総督府（京城）大1319P　図

　　　　　　　　　　　　　　（78，2691複）

碧蹄の門門三州城の戦

　　渡辺金造述［龍山印刷］大13　81P　地図

　　合評：碧蹄館の戦　渡辺金造述　第二十師

　　団司令部［27］P　　　　　　　　（320）

貧会宏三十年前の朝鮮

　　工藤重雄編訳　東亜経済時報社（京城）大

　　14　315P

　　Bishop，　Isabella：Korean　and　her　neigh・

　　bours，　London，1898の抄訳　　　（2301）

朝鮮沿革大要　附朝鮮略年表

　　大原利武編大阪屋号書店（京城）大14

　　14，24P表折図　　　（2346）

朝鮮独立運動秘話

　　千葉了著　帝国地方行政学会　大14245

　　P　　　　　　　　　　　　　　（2324）

朝鮮文化史研究

　　稲葉岩吉著　雄山閣　大14　378P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（401）

対馬遺事　対馬御家騒動

　　川本達著　同（厳原・長崎県）大15　320P

　　図　　　　　　　　　　　　　　　（426）

日鮮史話　第1～4，6編

　　松田甲著朝鮮総督府（京城）大15～昭5

　　5冊図　　　　（385，第6編に複本）

丙子日記

　　羅堅甲著　清水鍵吉訳　自由討究社（京城）

　　大15248P（朝鮮研究叢書第2巻）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（388）

李王宮秘史
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　　権藤四郎介著朝鮮新聞社（京城）大15

　　292P図肖像　　　　（488）

朝鮮一般論

　　［朝鮮史学三編］［大？］1冊

　　内容：朝鮮上世史（小田省吾述）　朝鮮中

　　世史（萩山秀雄，瀬野熊馬草述）朝鮮近世

　　史（杉本正介，小田省吾湿土）朝鮮歴史地

　　理（大原利武述）

　　背標題：認耀一般史　　　（2389）

朝鮮社会史の断面

　　稲葉岩吉著［　］［大？］［41］P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（440）

朝鮮の今昔　歴代篇

　　松田甲著朝鮮総督府（京城）昭2　128，

　　15P　図

　　附録：高勾麗王世系表　　　　　（2331）

伊藤公の最後

　　佐藤四郎著　恰爾賓日日新聞社（ロ合爾賓）

　　昭2　96P　図肖像　　　　　（478）

居留民之昔物語　第1編

　　藤村徳一編　朝鮮二百会事務所（京城）昭

　　2338P図肖像　　　（485）

模域書画徴　※

　　呉世昌編　啓明倶楽部（京城）昭2　262，

　　44P　　　　　　　　　　　　　　　（670）

征韓論余聞赤坂喰違の事変

　　福島成行著前田馬城太昭2　232P

　　図肖像　　　　　（470）
朝鮮史大系

　　朝鮮史学会（京城）昭2～3　4冊　図

　　内容：［1］上世史（小田省吾）　　［2］

　　中世史（瀬野馬熊）　［3］近世史（瀬野

　　馬市）　　［4］欠　　［5］年表　　（379）

明治十五年朝鮮事変と錦絵　上・下

　　武田勝蔵著　昭2［10，10］P

　　中央史壇国史講習会第13巻第6号
　　　（昭和2年6月）抜刷　　　　　（2565）

明治十五年朝鮮事変の回顧

　　武田勝蔵著　昭2［49］P

　　史学　三田史学会　第6巻　第2号（昭和

　　2年6月）抜刷　　　　　　　（2564）

檀君考

　　今西龍著　同（京城）昭4　90P（青邸説

　　毒忌1）　　　　　　　　（442，2209複）

朝鮮宮廷秘話国太公の砒

　　細井肇著　昭文社　昭4 298P　図

　　　　（487）

朝鮮史要

　　大原利武著

　　28P　図

明治十五年朝鮮事変と花房公使

　　武田勝蔵著　同　昭4　103，14P

　　像

朝鮮役の梗概と羊蹄の戦

　　朝鮮軍司令部　昭5　64P　図

　　序：長谷川基

李氏朝鮮の琉球との通交

　　秋山謙蔵著　史学会　昭5

　　史学雑誌

朝鮮史学会（京城）昭4　　67，

（527）

図　肖

（486）

（321）

　　　　　　　　　　　　　　［38］P

　　　　　　第41編第7号昭和5年7月抜刷

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2673）

雑弓丈1，2輯（上・下）4，5輯
　　鮎貝房之進著　近沢出版部（京城）昭6～7

　　5冊　和

　　内容：第1輯　新羅王位号並に追封王号に

　　就きて第2輯日本の韓，新羅，任那，

　　百済，高麗，漢，三等の古訓に就きて　第

　　4此花郎致第5輯白丁　　（392）

続日誌史話　第2編

　　松田旧著　朝鮮総督府（京城）昭6　171P

　　　　　　　　　　　　　　　　（385－2）

朝鮮の風水

　　朝鮮総督府（京城）昭6　857P（図共）（調

　　査資料第31輯　民間信仰第2部）
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　　調査：村山智順　　　　　　　　　（18）

朝鮮雑記　第1，2巻

　　菊池謙譲著　鶏鳴社（京城）昭6　2冊

　　　　　　　　　　　　　　　　　（531）

朝鮮動乱の歴史的社会的考察

　　今村靹述　無声会（京城）昭6　74P（［朝

　　鮮総督府警察官講習所］講演集第8）

　　　　　　　　　　　　　　　　（2291）

室町初期に於ける九州探題の朝鮮との通交

　　秋山謙蔵著　史学会　昭6［42］P

　　史学雑誌　第42編第4号（昭和6年4月）

　　抜刷　　　　　　　　　　　　　（2674）

李朝の建国と政権の推移

　　麻生武亀著　大阪屋号書店（京城）　昭6

　　17P

　　青丘学叢　青丘学会　第5号（昭和6年8

　　月）抜刷　　　　　　　　　　　（2746）

韓国時代の露西亜活躍史

　　広江沢次郎著　朝鮮公論社（京城）昭7　91

　　P　肖像　　　　　　　　　　（669）

離林事変

　　宮武外骨編　花房太郎　昭7　254P　図

　　明治15年7月23日～昭和7年7月23日新聞

　　雑誌所載録　　　　　　　　　　　（2319）

朝鮮閑題

　　権藤四郎介著　朝鮮閑題出版部（京城）昭

　　7　395P　　　　　　　　　　　　　（495）

毛三野と朝鮮との関係について

　　田川孝三著　今西龍（京城）昭7　161P

　　（青郎説叢3）　　　　　　　　　（2210）

自由党大阪事件

　　石川諒一，玉水常治共編　自由党大阪事件

　　出版局　昭8　241，6P　図　　　（469）

朝鮮史の栞

　　今西龍著　近沢書店（京城）昭8　269，2

　　P　肖像　　　　　　　　　　　　　　（528）

日韓関係

　　末松保和著　岩波書店　昭8　68P　（岩

　　波講座　日本歴史）　　　　　　　（2589）

江戸時代の日鮮関係

　　中村栄孝著　岩波書店　昭9　37P　　（岩

　　波講座　日本歴史）　　　　　　　（2587）

最新朝鮮歴史地理辞典

　　佐藤種治編　冨山房　昭9　208P（泊町）

　　　　　　　　　　　　　　　　（2326）

辛未三景来乱の研究

　　小田省吾　小田先生頒寿記念会（京城）昭

　　9　170，14P　図　肖像　　　　（403）

日麗関係

　　稲葉岩吉著　岩波書店　昭9　44P　（岩

　　波講座　日本歴史）　　　　　　　（2588）

日清日露の役

　　煙山専太郎著岩波書店昭9　64P
　　（岩波講座　日本歴史）　　　　　（2590）

室町時代の日鮮関係

　　中村栄孝著　岩波書店　昭9　46P　　（岩

　　波講座　日本歴史）　　　　　　　（2586）

近世日本国民史　7～9　豊臣氏時代

　　徳富蘇峯著　民話社　昭10　3冊　図

　　内容：早朝役　上・中・下巻　　　（396）

東方文化史叢考

　　京城帝国大学文学会編　大阪屋書店　昭10

　　532P　　（京城帝国大学文学会論纂第1輯）

　　　　　　　　　　　　　　　　（2459）

朝鮮金石孜

　　葛城末治著大阪屋号書店（京城）昭10

　　734P　図28枚　　　　　　　　　（397）

朝鮮満州史

　　稲葉岩吉，矢野仁一共著平凡社昭10
　　609P　地図（世界歴史大系11巻）　（377）

京城帝国大学創立十周年記念論文集　史学編

　　京城帝国大学文学会編　大阪屋号書店　昭
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　　11317P　（京城帝国大学文学会論纂第5
　　輯）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2462）

前満州の開国と日本

　　稲葉岩吉著熊平商店（京城）昭1161，

　　43P　図

　　附録：満洲国の治安と匪賊の由来　（441）

瀬野馬熊遺稿

　　瀬野馬熊鼠瀬野いと　昭11470，4P

　　図肖像　　　　　 （398）

朝鮮社会史読本

　　李清源著　白揚社　昭11322P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（340）・

朝鮮貿易と対馬藩

　　平野煙塵　歴史学研究会　昭11　［11］P

　　歴史学研究　第6巻第6号昭和U年6月号

　　抜刷　　　　　　　　　　　　　（2678）

東洋史論文要目

　　大塚史学会高師部会編　昭11362P

　　明治初年以降至昭和10年12月　　（2325）

近代朝鮮史　上・下巻

　　菊池謙譲著　鶏鳴社（京城）昭12～14　2

　　冊　図　　　　　　　　　　　　　（532）

朝鮮古史の研究

　　今西龍著近沢書店（京城）昭12510P

　　図肖像　　　　　 （399）

朝鮮史

　　中村栄孝著　歴史教育研究会　昭1276P

　　（歴史教育講座第2期第13輯）　（2585）

朝鮮小史　増訂

　　小田省吾著　京城大阪屋号書店（京城）昭

　　12　156P　図　地図

朝鮮史のしるべ再版

　　朝鮮総督府（京城）昭12　172P

稲葉先生還暦記念満鮮史論叢

　　稲葉博士還暦記念会（京城）昭13

（400）

図

（448）

769P

　　　　　　　　　　　　　　　　（2701）

史学論叢

　　京城帝国大学文学会編　岩波書店　昭13

　　521P　　（京城帝国大学文学会論纂第7輯）

　　　　　　　　　　　　　　　　（2465）

朝鮮鈍間修学事業概要

　　朝鮮総督府朝鮮史編修会（京城）昭13　156

　　p　　　　　　　　　　　　　　（2205）

徳寿宮門

　　小田省吾述　李王職（京城）　昭ユ3　78P

　　図　　　　　　　　　　　　　　（2213）

白頭山定界碑

　　篠田治策著　楽浪書院　昭13342P　図

　　地図　　　　　　　　　　　　　　（292）

半島上代の人文

　　前回恭作述　松浦書店（福岡）　昭13　69

　　P
　　限定版　　　　　　　　　　　　（2208）

碧蹄戦史　附幸州の戦，蔚山の戦

　　渡辺刀水著明隣堂書店昭13169P
　　図　　　　　　　　　　　　　　　（493）

倭旧記

　　竹越与三郎著　白揚社　昭13200P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（492）

朝鮮史のしるべ

　　朝鮮総督府（京城）昭14　172P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　（2328）

秀吉の朝鮮経略

　　京口元吉著白揚社昭14
　　（日本歴史文庫）

在満朝鮮総督府施設記念帖

　　朝鮮総督府（京城）昭1585P

　　肖像　地図

朝鮮史概説

　　三品彰英著　弘文堂書店　昭15

345P　図
（491）

図145枚

（335）

163P
（2330）
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朝鮮に於ける国民精神総動員

　　朝鮮総督府（京城）昭15219P　図

　　附録：国民精神総動員運動資料　　　（82）

老開拓士が贈る半島裏面史

大阪毎日新聞社東京日日新聞社京城支局

　　（京城）昭15306P

韓国併合と朝鮮総督府の始政

　　弓削幸太郎述　中央協和会

　　（協和叢書第1輯）

（484）

昭16　40P

　　附録：韓国併合及朝鮮総督府始政関係文書

　　　　　　　　　　　　　　（451，複2225）

史学論叢　第2

　　京城帝国大学文学会編　岩波書店　昭16

　　208P　　（京城帝国大学文学会論纂第10輯）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2468）

征三論の真相と影響

　　菊田貞雄，秋田左都夫著　東京日日新聞社

　　昭16323P　肖像　　　　　　　（476）

朝鮮歴代実録一覧

　　末松保和編　京城帝国大学（京城）昭16

　　224P　和

応永外冠の前後　中世の日鮮交渉

　　高木真太郎著　八木書店

（13）

日誌17　191P

（490）

朝鮮人を中心として

　　山名酒喜男述　　［　］昭1779丁　和

　　謄写版

　　内閣総力戦研究所に於ける講義要旨（50）

東洋史講座　第18巻

　　雄山閣　昭1797，96，52P（図共）

　　内容：日鮮交渉史（奥平武彦）朝鮮考古学

　　（藤田亮策）支那考古学（駒井和愛）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（384）

内鮮協和一体の史実

　　中山久四郎著中央協和会昭1718P
　　（協和叢書第6輯）　　　　　　　（450）

新羅と楽浪

　　白神寿吉著　国民総力慶北公立高等女学校

　　連盟（大邸）昭18　23P　　　　（2525）

朝鮮古代研究　第1部

　　三品彰英著　三省堂　昭18321，153，23P

　　図

　　内容：新羅花郎の研究　　　　　　（402）

朝鮮廉潔

　　金素雲著　天佑書房　昭18301P（530）

内鮮関係史略

　　中山久四郎述　中央協和会昭1822P
　　（協和叢書第17輯）　　　　　　　（449）

近代朝鮮史研究

　　田保橋潔，寺谷修三，田川孝三著　朝鮮総

　　督府朝鮮史編修会（京城）昭19　625P（朝

　　野史編修会研究彙纂第1輯）　　　（2390）

古代日韓鉄文化

　　宍戸儀一著　帝国教育図書　昭19　369P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（533）

経済的観点より見たる我国朝鮮統治政策の性格

　と其の問題

　　外務省調査局　昭20序　145P

　　報告：佐々野信夫　　　　　　　　　（49）

黄嗣永達書の研究

　　山口正之著　全国書房（大阪）昭21179P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（424）

朝鮮近代社会史話

　　金儲鋸著　郷土書房　昭22256P（356）

日三密の文化交流

　　藤塚鄭著　中文館書店　昭22　146P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（498）

任那興亡史

　　末松保和著　大八洲出版　昭24　272P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2327）

朝鮮新話

　　鎌田沢一郎著創元社　昭25412P　肖
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　　像　　．　　　　　　　　　　（番外13）

朝鮮白書

　　アメリカ国務省編　朝日新聞社調査研究室

　　訳　同社　昭25143P　　　　　（102）

朝鮮開国の前後

　　四方博著　名古屋大学経済学会（名古屋）

　　1951　［61］P

　　経済科学　第2～4号（1950）掲載論文の

　　戒心　　　　　　　　　　　　　（2680）

朝鮮史

　　旗田魏著岩波書店　1951299P（年表
　　共）（岩波全書154）　　　　　　（2329）

朝鮮事変の経緯

　　外務局調査局第一課　昭26序　175P

　　執務参考　　　　　　　　　　　（103）

新井白石と朝鮮聰使問題

　　宮崎道生著　弘前大学（弘前）昭28［16］

　　P　弘前大学人文社会第3号　昭和28年抜
　　届哩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2677）

朝鮮史の諸問題

　　歴史学研究会編　岩波書店　1953118P

　　歴史学研究別冊　　　　　　　　（2744）

日麗交渉史の研究

　　青山公亮著明治大学文学部文学研究所

　　昭30　149P　（明治大学文学部研究報告東

　　洋史第3冊）　　　　　　　　　（444）

朝鮮総督府終回の記録（1）終戦前後における

　朝鮮事情概要

　　友邦協会昭3118，88P（朝鮮資料第3
　　号）

　　旧朝鮮総督府官房総務課長山名酒喜男の手

　　記　　　　　　　　　　　　　　　（572）

北鮮と南鮮

　　三品彰英著　ハーバード・燕京・同志社東

　　方文化講座委員会（京都）昭3262P（ハ

　　ーバード・燕京・同志社東方文化講座　第

　　5輯）　　　　　　　　　　　　　　　　　（677）

大井憲太郎の思想

　　由井正臣著　近代日本史の研究会　1958

　　［9］P

　　近代日本史研究　近代日本史研究会　第6

　　号　1958年9月抜刷　　　　　　（2748）

朝鮮　民族・歴史・文化

　　金達寿著　岩波書店　昭33218P（岩波全

　　書224）　　　　　（2619）

日露戦争と白油問題

　　大畑篤四郎著　［近代日本史研究会　1958］

　　17，8P

　　近代日本史研究　近代日本史研究会　第5

　　～6号1958年4，9月抜刷　　（2747）

李朝実録智略

　　末松保和著　学習院大学文学部　昭33　89

　　P
　　学習院大学文学部研究年報第5輯抜刷

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2206）

朝鮮近代史料研究集成　第1～3号

　　朝鮮史料研究会編　友邦協会　昭34～35

　　3冊

　　第3号付：朝鮮関係文献資料総目録

　　　　　　　　　　　　　　（番外8～10）

室町時代に於ける西部日本の朝鮮への通交　特

　に薩摩島津氏を中心として

　　秋山謙蔵著　歴史地理研究会　昭35　25P

　　歴史地理　第56巻第3号抜刷　　　（2675）

朝鮮近代史料（1）太平洋戦下の朝鮮及び台湾

　　近藤劔一著　朝鮮史料研究会（茅ケ崎）昭

　　3698，12P　（朝鮮総督府関係重要文書選

　　集1）　　　　　　　　　　（591）

朝鮮近代史料（2）太平洋戦下終末期朝鮮の治

　政

　　近藤劔一編　朝鮮史料編纂会　昭36206

　　P　（朝鮮総督府関係重要文書選集2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（592）

韓来文化の豊栄　上・中・下巻

　　金正柱頭　韓国資料研究所　昭37～38　3
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　　冊　　　　　　　　　　　　　　　（674）

朝鮮終戦の記録　米ソ両軍の進駐と日本人の引

　揚

　　森田芳夫著巌南堂書店昭391038P
　　地図　　　　　　　　　　　　　　（562）

日韓離合之秘史

　　久保寺山之輔著　日本乃姿顕彰会　昭39

　　397P図　　　　　（2656）
万才騒擾事件（三・一運動）②～（3）

　　近藤劔一編　友邦協会朝鮮史料編纂会　昭

　　39　2冊（朝鮮語代史料朝鮮総督府関係

　　重要文書選集10～11）

　　故子爵阪谷芳郎博士遺集「朝鮮問題雑纂」

　　のうち　　　　　（2702－1～3，3に複本）

李朝貢納制の研究

　　田川孝三著東洋文庫昭39796，38P
　　（東洋文庫論叢47）　　　　　　　（2382）

帰化人

　　上田正昭著中央公論社昭40188P
　　（中公新書70）　　　　　　　　（2622）

青丘史草第1，2
　　末松保和著　同　昭40～41　2冊（2393）

朝鮮史研究会論文集　第［1］，2集

　　朝鮮史研究会　昭0～41　2冊

　　第1集第2回大会特集号第2集青山
　　公亮博士古稀記念第3回大会特集　（445）

朝鮮近代史と金玉均の評価

　　梶村秀樹著　岩波書店　196613P

　　思想岩波書店第510号1966年12月　P

　　58～70抜刷　　　　　　　　　（2752）

朝鮮歴史における諸問題

　　朝鮮大学校（小平）昭41136P（朝鮮に関

　　する研究資料第14集）

　　朝鮮大学校創立十周年記念　　　　（446）

朝鮮史入門

　　朝鮮史研究会編　太平出版社　1966366

　　P

　　執筆：旗田魏等　　　　　　　　　（2601）

徴慰録

　　椥成龍著會我昌隆訳新興書房　昭41

　　271P　　　　　　　　　　　　　　　（534）

日韓併合小史

　　山辺健太郎著岩波書店　1966238P
　　（岩波新書587）　　　　　　　　（2624）

興宣大二君と二二　朝鮮王朝最近世史

　　金煕明著洋々社昭42472P　（535）

九州と韓人　古代編

　　金正二二　韓国史料研究所　昭43 304P
（676）

近代日本と朝鮮

　　中塚明著三省堂　昭44196P（三省堂新

　　書）　　　　　　　　　　　　　（2620）

朝鮮開国交渉始末（再版）

　　奥平武彦著　三江書院　昭44195，11，142

　　P　図　肖像

　　附録：朝鮮の条約港と居留地　　　（672）

斎藤総督の文化統治　朝鮮総督府資料選集

　　友邦協会　昭45508P　（友邦シリーズ第

　　16号）　　　　　　　　　（594，複2705）

東学史　朝鮮民衆運動の記録

　　呉知泳著梶村秀樹訳平凡社昭45
　　378P　（東洋文庫174）　　　　（2614）

朝鮮史研究会論文集　第9集

　　朝鮮史研究会　1972　133，13P

　　内容：特集朝鮮思想史の課題　　　（2592）

朝鮮独立運動の二三

　　朴股植下　姜三相訳注　平凡社　昭47　2

　　冊（東洋文庫214，216）　（2665）

朝鮮の悲劇

　　F．A．マッケンジー著　渡部学訳　平凡

　　社　昭47282P　（東洋文庫222）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2615）

李朝の通信使
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　　李進煕著　講談社　昭51236P　（2611）

好太王碑考

　　水谷悌二郎著開明書院昭52142P
　　図13枚　　　　　　　　　　　　（2401）

朝鮮の擁夷と開化　近代朝鮮にとっての日本

　　姜在彦著　平凡社　1977293P　（2609）

朝鮮史研究会論文集　第15集

　　朝鮮史研究会　1978155，31P

　　内容：特集朝鮮史認識の展開　　（2593）

朝鮮戦争　38度線悲劇の攻防

　　小谷秀二郎著サンケイ出版昭53207
　　P　（第二次世界大戦ブックス73）

　　　　　　　　　　　　　　　　（2722）

朝鮮歴史論集　上・下巻

　　旗田魏先生古稀記念会編　龍渓書舎　1979

　　2冊　　　　　　　　　　（2591）

日朝関係の虚構と実像

　　姜在彦著　龍渓書舎　1980299P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2608）

新朝鮮史入門

　　朝鮮史研究会編　龍渓書舎　1981474P

　　監修：旗田魏　　　　　　　　　　（2602）

朝鮮史年表第2版
　　高乗雲，鄭晋和編　雄山閣　1981　191P

　　折地図　　　　　　　　　　　　　（2599）

韓国開化史研究　※

　　李光麟著：一潮閣（ソウル）1982313P

　　（西江大学校人文科学研究所人文研究専刊

　　第2輯）　　　　　　　　　（2725）

書き替えられた国書　徳川・朝鮮外交の舞台裏

　　田代和生著中央公論社昭58220P
　　（中公新書694）　　　　　　　（2662）

日韓近代史の空間

　　紅舌一著　素直，滝沢誠共訳　日本経済評

　　高社　1984322P　　　　　　　（2710）

倭館・倭城を歩く　李朝のなかの日本

　　李進煕著　六興出版　昭59261P

　　　　　　　　　　　　　　　　（2713）

三国史記（鋳字本）◎

　　学習院大学東洋文化研究所　昭61　390P

　　（学位叢書第13）　　　　　　　（2762）

太祖実録綱要　巻之一，二

　　［朝鮮総督府中枢院］（京城）［　］52，

　　19丁（写）　　　　　　　　　　　（15）

朝鮮人来朝御大名方様御馳走御固場所付

　　中村清次郎［　］　1枚（筒入）

　　　　　　　　　　　　　　　　（2512）

李朝実録分類目録

　　［朝鮮総督府中枢院］（京城）［　］10丁

　　（写）　1冊

　　附：実録冊巻数及古字調査表（中枢院調）

　　2枚　　　　　　　　　　　　　　（14）

　　　　　　　　伝　　記

林慶業伝　※

　　外務省　明1456丁　和　　　　（2249）

金氏言行録（朝鮮名士）

　　鈴木省吾編　博文堂　明19　136P

　　　　　　　　　　　　　　　　（2026）

朝鮮李舜臣伝（文禄征韓水師始末）

　　惜香生理　柴山尚則撰［水交社　明25］52

　　P
　　品行社記事第82附録　　　　　　　（2015）

金玉均詳伝

　　松本正純著　厚生堂　明27　156P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2027）

現今清韓人傑伝

　　杉山米吉編　杉山書店　明2758P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2038）

日清韓三国英名伝

　　東洲山人編　魚住嘉三郎　明27　105P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2657）
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丸山作楽伝

　　丸山善彦，丸山正彦共編　丸山正彦　明32

　　354，112，23P　　　　　　　　　　　（2266）

在韓人士名鑑

　　中田孝之介編木浦新報社（木浦）明38

　　182P　肖像　　　　　　　　　　　（2270）

榎本武揚子

　　一戸隆次郎著　嵩山房　明42　135P

　　　　　　　　　　　　　　　　（2269）

国事鞍掌報効志士人名録　第1輯

　　史談会　明42392，4P　図　肖像

　　従天保元年至明治4年期間　　　　（479）

朝鮮貴族列伝

　　朝鮮研究会（京城）明43　263P　図　肖像

　　　　　　　　　　　　　　　　（2363）

藤三余影

　　古屋久綱著　民友社出版部　明43　320，11

　　P図肖像　　　　
（480）

子爵花房等質君事略

　　花房子爵古稀祝賀会実行委員会大2
　　334P　図　肖像
　　編輯：黒瀬義Fヨ　　　　　　　　　　　　　　　（2258）

朝鮮紳士大同譜　◎

　　大垣丈夫編　朝鮮紳士大同譜発行事務所

　　（京城）大2　1236P　肖像　　　（2271）

大鳥圭介伝

　　山崎有信著　三文館　大4　628P　肖像

　　　　　　　　　　　　　　　　（2259）

朝鮮書画家列伝

　　吉田英三郎編　京城日報社（京城）大4

　　115，99P

　　附録：朝鮮年表　日本，支那，西洋年表対

　　照　　　　　　　　　　　　　　（2279）

金玉均『

　　葛生二品編　葛生玄陣、大5　164P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2116）

愛国魂　※

　　畑打　韓人新報社（ウラジオストック）壇

　　君4251（1918）34，35P　　　　（2522）

井上角五郎君略伝

　　井上角五郎君功労表彰会大8　212P
　　図　肖像

　　編輯：古庄豊　　　　　　　　　　（2263）

朝鮮古今名逓伝

　　朝鮮弘文裏編弘文社東京支社大12
　　495P　肖像　　　　　　　　（2271）

朝鮮の姓の由来

　　稲葉君山箕面松堂（京城）大1273P
　　（朝鮮文化の研究1）　　　　　　（2287）

三島太郎氏記念誌

　　中島司編　沢田信太郎　大12　615P　図

　　肖像　　　　　　　　　　　　　（481）

大江天喜伝記

　　雑賀博愛著　大江太　大15862P　肖像

　　　　　　　　　　　　　　　　（2268）

幾度八郎

　　幾度永　大15130P　　　　　（2265）

五十年の回顧

　　朴栄詰著　同（京城）昭4　744P　肖像

　　　　　　　　　　　　　　　　　（436）

得所金子先生小伝

　　上山町教育会（上山町・山形県）昭5　19

　　P　　　　　　　　　　　　　　（2299）

大回物語

　　河井朝雄著　朝鮮民報社（大空）　昭6

　　370P　肖像　　　　　　　　　　　　（301）

栗谷遺遊

　　紹賢見隠　紹賢会（海州邑・黄海道）　昭

　　9　69P　　　　　　　　　　　　　（2138）

朝鮮人事興信録

　　貴田忠衛編　朝鮮人事興信録編纂部（京城）

　　昭10553P　　　　　　　　　（2275）
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朝鮮総督府及附属官署職員録

　　朝鮮総督府編　帝国地方行政学会朝鮮本部

　　（京城）　昭10　605P

　　昭和10年7月1日現在　　　　　（2682）

朝鮮在留欧米人並領事館員名簿

　　朝鮮総督府編　昭1169P

　　英文標題：Directory　of　European　and

　　American　residents　and　consular　list　in

　　Chosen．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2295）

金玉均君に就て

　　井上角五郎述　中央朝鮮協会　昭1233P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2296）

朝鮮人名辞書

　　朝鮮総督府中枢院調査課編　　朝鮮総督府

　　中枢院（京城）昭12～14　2冊（別冊索引
　　とも）　　　　　　　　　’　　　（2364）

男爵目賀田種太郎

　　目賀田男爵伝記編纂会昭13229P　肖
　　f象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2256）

東亜先覚荒尾精

　　小山一郎著東亜同文会昭13308P
　　肖像　　　　　　　　　　　　　（477）

朝鮮の姓氏と同族部落

　　善生永助　昭1560P（朝鮮の同族部落研

　　究其2）

　　朝鮮に於ける姓氏の由来　拓殖奨励館季報

　　第1巻第4号の改訂増補　　　　（2668）

男爵小池正直伝

　　佐藤恒丸等編　陸軍軍医団　昭151216P

　　図肖像　　　　　 （2257）

韓相龍君を語る

　　韓翼教編韓相盛氏還暦記念会（京城）昭

　　16908P　肖像　　　　　　　（2273）

在郷三十有五年

　　藤谷作次郎著同（清津）　昭16116P
　　肖像　　　　　　　　　　　　　（438）

井上角五郎先生伝

　　井上角五郎先生伝記編纂会　昭18　556，14

　　P　肖像

　　編輯：近藤吉雄　　　　　　　　　（2260）

朝鮮人名録

　　京城日報社（京城）昭18　113P

　　昭19年度朝鮮年鑑別冊　　　　　（2333）

金玉均伝　上巻

　　古笏記念会編　慶応出版社　昭19508P

　　肖像

　　執筆：菊池謙譲　　　　　　　　　（2261）

野口劇毒追懐録

　　高梨光司編纂　野口遵翁追懐録編纂会（大

　　阪）昭27987P　図　肖像　　　（482）

志賀　潔

　　高橋功著　法政大学出版局　昭32　216P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2690）

二間先生小伝

　　末松保和著：東洋文庫　昭32　16P　写真

　　肖像

　　衆愚冊譜前間恭作著東洋文庫昭
　　19～323冊附録抜刷　　　（2397）

李容九の生涯

　　大東国男著時事通信社昭35166P
　　写真（時事新書）　　　　　　　　（2623）

鈴木貫太郎伝

　　鈴木貫太郎伝記編纂委員会　昭36　610P

　　図　肖像

　　執筆：高宮太平　　　　　　　　　（483）

林繁蔵回顧録

　　林繁蔵回顧録編集委員会昭37436P
　　肖像　　　　　　　　　　　　　　　（2255）

朝鮮史に生きる人びと

　　全浩天著　そしえて　1977285P（そしえ

　　て文庫）　　　　　　　　　　　（2610）

朝鮮独立運動の群像

　　姜徳相即　青木書店　1984　258P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2712）
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朝鮮姓氏・族制考　復刻版

　　鮎貝房之進著　国書刊行会　昭62230P

　　姓氏論及族制放　姓氏放・族制放・市塵孜

　　から　姓氏孜及族制放を独立させ改題再刊

　　原本は雑孜　第8輯　昭和12年　　（A6）

　　　　　　　　地　　誌

朝鮮帰解同録　◎

　　石幡貞著重野成虫閲石幡貞刊明11
　　5巻3冊和　　　　　　　（2078）

朝鮮地誌

　　坂根達郎（大阪）明13　51丁　和（2058）

朝鮮八域誌

　　干割換著近藤眞鋤訳　日就岱明14
　　248P
　　門門換（青華山人）　　　　　　　（2003）

難林地誌

　　宇津木貞夫訳宇都木貞夫　明1649丁
　　地図　和

　　清籍読史方輿紀要より抄訳　　　　（2059）

朝鮮国志　◎

　　関根録三郎（訓点）　丸屋善七　明16　70

　　丁　和

　　序文奥付欠　　　　　　　　　　（2016）

朝鮮八道誌

　　小松運著　東山堂　明20　116P　（2005）

朝鮮地誌略　巻4，6，7，8

　　［陸軍参謀本部］明21　4冊　和

　　内容：巻4　平安道之部　巻6　江原道之

　　部巻7　慶尚道之部巻8　全羅道之部

　　　　　　　　　　　　　　　　　（316）

朝鮮国眞景

　　［林武一撮影］　林亀子　明25図版58枚

　　解説79P

　　付：故従七位林武一略伝（林亀子）

　　　　　　　　　　　　　　　　（2173）

支那朝鮮形勢録

　　秋山四郎編　共益商社　明2791P　地図

　　　　　　　　　　　　　　　　（2104）

新撰朝鮮地理誌

　　大田才次郎編博文館明27262P　地
　　図　　　　　　　　　　　　　　　（276）

朝鮮地誌要略

　　松本謙堂著　中村鐘美堂（大阪）明27　96

　　P　地図　　　　　　　　　　　　（2019）

朝鮮地名案内

　　三橋悟史著　学農社　明2749P　地図

　　　　　　　　　　　　　　　　（2022）

清韓紀行

　　村木正憲著　［　］明33序　241，68丁　地

　　図　和　　　　　　　　　　　　（646）

　　附録：長江通商規程ほか

朝鮮半島の天然と人

　　兵事雑誌社　明33　163P　図　地図

　　兵事雑誌　臨時号（第5年第2号）（369）

渡韓見聞録

　　小川隆三著　静岡民友新聞社（静岡）明34

　　39P　　　　　　　　　　　　　　　（2021）

韓国案内

　　香月源太郎著青木嵩山堂（大阪）明35

　　477P図　　　 （280，複2277）

日本と朝鮮

　　河島敬蔵編　浜本明昇堂（大阪）明3541

　　P
　　Carpenter’s　geographical　reader；Asia，

　　by　F．G．　Carpenterの抜葦註訳　　（2037）

韓国地理

　　矢津昌永著　丸善　明37214P　地図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（474）

京釜鉄道案内

　　京釜鉄道株式会社　明38　103，19，14P
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図　地図

最新の韓半島

（684）

塩崎二月著　青木嵩山堂（大阪）明39310

P　図　肖像

附録：満州雑記 （282）

清韓游踪

　　上村才六著　東京堂　明39132，25P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2134）

満韓巡游船

石川周行著　東京朝日新聞社　明39

304［15］P　図　肖像

居留民団事情要覧

　　統監府地方部（京城）明42155P

　　調査：理事庁

（472）

（2124）

韓国名所古跡略説

　　韓国駐笥憲兵隊本部（京城）明43　217P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2345）

朝鮮支那地名辞彙

　　根来可敏編　共同出版　明43548，109，69

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（405）

朝鮮地名索引

　　朝鮮駐面訴：司令部編（京城）明43　45P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2023）

日韓古蹟

　　奥田鯨洋著　日韓書房（京城）明43162P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（437）

北朝鮮誌

　　山田市太郎，安藤一枝共著博通社（大阪）

　　大2　398，291P（図共）肖像図（267）

新編朝鮮地誌

　　日高友四郎著朝鮮弘文社（京城）大3

　　876P　図　地図　　　　　　　　（275）

朝鮮鉱泉要記

　　朝鮮総督府警務総監部（京城）大4　63丁

（123）

轟皐奮雲母過眼録

　　村瀬米之助著　竹村商店（厚木）大4　292

　　P　地図　肖像　　　　　　　　　（2030）

朝鮮の旅

　　原象一郎著 巖松堂　大6　577P
（2307）

朝鮮地誌資料

　　朝鮮総督府臨時土地調査局　朝鮮総督府

　　（京城）大8　438P　図地図　（2170）

八三誌・秋風感別曲

　　李重三著　清水鍵吉，趙鏡夏訳　自由討究

　　社　大10142，97P（通俗朝鮮文庫第8輯）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（387）

会寧及間島事情　一名北鮮間島の案内

　　永井勝三著　会寧印刷所（会寧面・威鏡北

　　道）大12392，65P　図31P　肖像地図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（297）

全州案内

　　［　］　大12　1枚

　　裏面地図 （518）

朝鮮鉄道旅行便覧　修正再版

　　朝鮮総督府　大13　201P　地図　　（313）

朝鮮難行記

　　柴田栄吉著

　　肖像

　　仮綴

柴田俊子　大14　34P　地図

半島を一巡して

　　井上準之助述

　　120P

（2082）

朝鮮総督府（京城）大14

　　　　　　　　’（366）

四季の朝鮮

　　亀岡栄吉著　朝鮮拓殖資料調査会（京城）

　　大15260P　地図　　　　　　　（312）

慶南史蹟名勝談叢

　　諏方武骨著　諏方武骨遺稿刊行会（馬山）

　　昭2　220P　図　肖像　　　　　（434）
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黄海道めぐり

　　上村篤実著　西鮮日報支社（海州面・黄海

　　道）昭2　320P　図　肖像　地図（296）

史話伝説朝鮮名勝紀行

　　近藤時司著博文館昭4　466P　図
　　地図　　　　　　　　　　　　　　（311）

日本地理大系　朝鮮篇

　　改造社昭5416P（おもに図）地図
　　　　　　　　　　　　　　　　　（648）

日本地理大系　満州及南洋篇

　　改造社　昭5　357P（おもに図）地図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（649）

朝鮮古地図展観目録

　　京城帝国大学（京城）昭7　37P

　　電子複写　　　　　　　　　　　（2569）

中浜萬次郎漂流記

　　国沢新兵衛　昭7　32P　図　　　（2267）

朝鮮沿岸水路誌　第1～2巻

　　水路部　昭8～9　2冊　図　地図

　　内容：第1巻　総記　航路記　朝鮮東岸及

　　南岸　第2巻　朝鮮西岸　　　　　（163）

朝鮮重要物産蚊特産物分布図

　　朝鮮総督府商工奨励館（京城）昭8　地図

　　1枚　　　　　　　　　　　　　（510）

甲南国境高地帯巡行記

　　萩原彦三著　同（威興・威鏡南道）昭9　70

　　P　図　地図　　　　　　　　（番外16）

西伯利亜日記

　　榎本武揚著　海軍有終会　昭9　2冊　写

　　真　折地図

　　序　榎本春之助　　　　　　　　　（2517）

朝鮮旅行案内記

　　朝鮮総督府鉄道局（京城）昭9　309P　図

　　地図　　　　　　　　　　　　　　（314）

朝鮮の展望

　　山崎窒一郎　大阪屋号書店（京城）昭9　図

　　　　　　　　　　　　　　254P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（324）

朝鮮多島海旅行覚書

　　アチック　ミュ輔導アム　昭1451P　図

　　［34］P（アチック　ミューゼアム　ノー

　　ト第14）　　　　　　　　　　　（372）

南原戦史

　　南原邑（全羅北道）昭1428P　地図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（318）

半島旅行の印象

　　安田一著　細川活版（印刷）昭1471P（お

　　もに図）　　　　　　　　　　　　（325）

累増東国輿地勝覧索引　続編

　　朝鮮総督府中枢院（京城）昭15380P

　　編纂：末松保和　　　　　　　　　　（5）

蒙彊調査報告　京城帝国大学学生大陸調査団

　（昭和14年）報告書

　　京城帝国大学大陸文化研究会　昭15（京城

　　帝国大学大陸文化研究会報告第6冊）

　　　　　　　　　　　　　　　　（2473）

グリフィス　朝鮮の諸地図

　　小倉親雄訳　文献報国　朝鮮総督府図書館

　　第8巻第3号昭和17年3月　P10～11
　　ウィリアム・エリオット・グリフィス著

　　Corea，　the　hermit　nationの部分訳

　　電子複写　　　　　　　　　　　（2699）

高勾麗と契丹

　　黒田源次著　平壌商工会議所（平壌）昭18

　　54枚　　　　　　　　　　　　（番外11）

京畿地方の名勝史蹟　京畿道編

　　朝鮮地方行政学会（京城）昭12　404P　図

　　地図　　　　　　　　　　　　　　（298）

校訂世宗実録地理志

　　朝鮮総督府中枢院（京城）昭12　2冊（別

　　冊索引共）

　　編纂：葛城末治　　　　　　　　　　（4）

半島の山と風景

　　竹中要著　古今書院　昭13
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　　34P　図　17枚（戦時夏期講座　第6輯）

　　合判：朝鮮朝鮮総督府昭和19年7月号

　　心のふるさと平壌を訪れて平原直（平壌中

　　学校同窓会誌　潰江第4号　昭和32年6月

　　切抜）；平壌の満月浜本浩著（小説新潮　昭

　　和34年6月切抜）関東大震災と朝鮮人林葬

　　梧著（文芸春秋　昭和35年8月切抜）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2555）

朝鮮の自然と生活

　　挟間文一著　東都書籍京城支店（京城）昭

　　19　264P　　　　　　　　　　　　　（367）

南懐仁の坤輿全図について

　　山口正之著

　　朝鮮学会会報第14号　昭和27年5月

　　電子複写　2枚

　　心慰：南懐仁作坤輿全図を語る　山口正之

　　著朝鮮学会会報第18号昭和27年12月

　　3枚，南懐仁「坤輿全図」京城大学開学十

　　周年図書展観目録　京城大学図書館　昭和

　　11年5月切貼り1枚電子複写　（2754）

朝鮮王国

　　菊池謙譲著　三友社　昭29　557P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2276）

畿内の縁故遺蹟

　　金正購書　韓国資料研究所　昭39298P

　　図地図　　　　　　　　　　　（675）

朝鮮幽囚記

　　ヘンドリック・ハメル著　生田滋訳平凡

　　社　昭44252P（東洋文庫132）　（2613）

日鮮古代地名の研究

　　金沢庄三郎著朝鮮総督府（京城）昭45

　　31，18P

　　独訳：Untersuchungen　Uber　die　japanis－

　　chen　und　koreanischen　Osternamen　in

　　alten　Zeiten，　von　S．Kanazawa。　General・

　　gouvernement　Chosen，1912を合刻

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2077）

明治期刊行朝鮮地図の解題

　　桜井義之編　　［17］P

　　韓　第17画面昭和48年5月抜刷　　（3001）

択里志［朝鮮八域誌］

　　李重溢出梶井画帳成甲書房1983
　　305P（韓国文化選書7）　　　　（2658）

朝鮮国名考　復刻版

　　鮎貝房之進著　国書刊行会　昭62324P

　　新羅三号放・朝鮮国名放　国書刊行会　昭

　　和47年から朝鮮国名考を独立させて改題再

　　刊　原本は雑致第2輯　昭和6年（A5）

日本書紀朝鮮地名考　復刻版

　　鮎貝房之進著　国書刊行会　昭62955P

　　日本書紀朝鮮地名孜　国書刊行会　昭和46

　　年復刻の改題再刊　原本は雑孜第7輯　昭

　　和12年

　　付録：三韓古地名子　坪井九一三　三韓古

　　地名考補正　前間恭作　三韓古地名考補正

　　を読む　鮎貝房之進　　　　　　（A4）

地方史

朝鮮国慶尚・忠清・江原道旅行記事　農商調査

　表付

　　松田行蔵著　釜山商法会議所（釜山）明21

　　253P

　　電子複写　　　　　　　　　　　　（2163）

慶尚道・全羅道旅行記事面目農商況調査録

　　松田行蔵編　釜山商法会議所（釜山）明24

　　377P

　　電子複写　　　　　　　　　　　（2164）

仁川事情

　　青山好恵著　朝鮮新報社（仁川）明2529

　　丁写真一葉和　　　 （2076）

仁川繁昌記

　　小川雄三編朝鮮新報社（仁川）　明36

　　186，64P　　　　　　　　　　　　 （2025）

京城案内記　京城市街全図及市街全景写真

　　上皇正巳著　日韓書房（京城）　明41
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　　110，16P　図　地図　　　　　　（271）

馬山野昌記　海南志稿第1編

　　振方武骨著　三浦堂（馬山）明41109P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（433）

鎮南浦案内記

　　鎮南浦新報社（鎮南浦・平安南道）明43　160

　　P　図　地図　肖像　　　　　　　（284）

東朝鮮　一名元山案内

　　元山毎日新聞社（元山）明43210P　図

　　地図　　　　　　　　　　　　　　（264）

朝鮮慶尚北道豊州郡政治一班

　　朝鮮総督府温州郡庁　明4472P（2080）

威山誌　◎

　　朱杞編　寺本活版印刷部（威興・今旦南道）

　　明45　102P　　　　　　　　　　（2079）

京城発達史

　　京城居留民団役所（京城）明45477P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（261）

京仁通覧

　　福崎毅一著　中村三一郎（大阪）明45　198

　　P　図　肖像　　　　　　　　　（285）

語難州誌

　　木村静雄著　木村静雄（大邸）大元　54P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2081）

大邸一斑　訂正増補

　　三輪如鉄著　玉村書店（大邸）　大元　262

　　P図肖像　　　　
（265）

釜山要覧

　　釜山商業会議所（釜山）大元　356，130P

　　図　地図

　　編纂：森田福太郎　　　　　　　　（266）

江原道状況梗概

　　春川憲兵隊本部（春川・江原道）大2

　　452，39P　図　地図　　　　　　　（281）

忠相論山発展史

　　富村六郎　木原準一郎共編　　［木原準一郎

　　（山山・忠清二道）］大2　186P　図　肖

　　像地図　　　　　　（295）

朝鮮金剛山大観

　　今川宇一郎著　大陸踏査会編輯部　大3

　　27P　図　地図　　　　　　　　（330）

晋州案内　改訂増補

　　伊作友八（晋州面・慶尚二道）大3　144，24

　　P　写真　肖像　　　　　　　　　（2518）

木浦誌

　　木浦誌編纂会（木浦）大3　648P　肖像

　　地図　　　　　　　　　　　　　　（255）

威南誌資料　補修再版

　　威興憲兵隊本部（威興・威鏡南道）大4　295

　　P　地図　　　　　　　　　　　（259）

群山案内

　　群山協賛会（群山）大4　166P　地図

　　電子複写　　　　　　　　　　　　（2183）

京城案内

　　石原留吉著　京城協賛会（京城）大4　272

　　P　地図　　　　　　　　　　　　（289）

京城繁昌記

　　岡追丁著　博文社（京城）大4　591P（図

　　共）　　　　　　　　　　　　　　（288）

最近京城案内記　青柳綱太郎

　　朝鮮研究会（京城）大4　270P　図　肖像

　　　　　　　　　　　　　　　　　（287）

平壌の古跡

　　平壌名勝旧跡保存会（平壌）大4　36P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（309）

大邸民団史

　　大邸府　大4　256，51P　図　肖像

　　執筆：三浦庄一郎　　　　　　　　（268）

元山発展史

　　高尾新右衛門編　同（元山）大5　872P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（256）

鋳爆朝鮮全道府郡山二二名称一覧
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　　越智唯七編　中央市場（京城）大6　1096

　　P　　　　　　　　　　　　　　（2171）

平壌風景論

　　小田原正人著朝鮮研究会（京城）大6
　　183P　　　　　　　　　　　　　　　　（269）

金剛山探勝案内

　　南満州鉄道株式会社京城管理局（京城）　大

　　7　40P　図　地図　　　　　　（2687）

忠清南道史蹟年表

　　忠清南道　大7　62P　折図　　（2135）

朝鮮金剛山

　　高尾新右衛門著　東京堂書店（元山）大7

　　64P　図　地図　　　　　　　　（326）

新羅旧都慶州誌

　　奥田悌著玉村書店（大邸）大9　314P

　　図　地図　　　　　　　　　　　　（304）

京城回顧録

　　大村友之丞著朝鮮研究会（京城）大11

　　299P

金剛山

　　田山花袋著大11［12］丁

　　新聞切抜

仁川港案内

　　仁川税関（仁川）　大1140P

（270）

（2366）

図　地図

　（286）

大陸発展策より見たる元山港

　　高尾新右衛門著東書店（元山）

　　219P　図　地図

朝鮮威野南道事情

　　威南新報社（個眼）大11

　　肖像　地図

景福宮案内

　　朝鮮総督府（京城）大1211P

水原

大11

（291）

94P　図210P
　　　（334）

（A16）

酒井正之助著酒井出版部（水原）大12

　　126P図　　　　　（293）
威北雑姐

　　川口卯橘著　京城済世協会（京城）大13

　　333P　　　　　　　　　　　　　　　（303）

京畿道要覧

　　朝鮮総督府京畿道（京城）大13　246P

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（70）

慶尚南道道勢一覧

　　慶尚南道地方課（晋州面・慶尚畦道）［大13］

　　1枚　地図

　　内容：慶尚南道全図及び道勢

元山府弓勢要覧

　　［　］大13　1枚地図

馬山国々勢一班

　　馬山府大13　1枚
　　裏面地図

万二千峰朝鮮金剛山

　　南満州鉄道・京城鉄道局（京城）

　　P　図104P　地図

未開の宝庫済州島

（507）

（515）

（516）

大13　13

　（329）

　　全甲南道済州島庁（済州島）大13　113P

　　図　地図　　　　　　　　　　　（429）

京城・開城・仁川・水原

　　朝鮮総督府鉄道局（京城）大15　42P　折

　　図（2686－2）
雛京城五百年

　　京城府公立普通学校教員会編　新開商会

　　（京城）大15　134P　図　地図　（2282）

鎮南浦府史

　　前田力編　鎮南浦府史発行所（鎮南浦）大

　　15455，20P　図　肖像　　　　（283）

麗水発展史

　　片岡議編　片岡商店（麗水面・全羅南道）

　　昭2　204P　図　地図　肖像　　　（294）

京城アルバム
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　　［　］［昭4？］1P　写真　42葉

　　　　　　　　　　　　　　　　　（A7）

男帯南剛胆

　　威鏡南道庁（威興）昭5　1620，16P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（257）

景福宮肚案内

　　朝鮮総督府（京城）昭5　8，2P　折図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2684）

済州島とその経済

　　釜山商業会議所（釜山）昭5　67P　図　地

　　図　　　　　　　　　　　　　　　（2666）

唐人里史話

　　京城電気（京城）昭5序　24P　図　地図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（514）

木浦府史

　　木浦府（木浦）昭5　1048，18，16P　図　肖

　　像地図　　　　　　（254）

金剛山

　　前田早年朝鮮鉄道協会（京城）昭6　319

　　P　　図20P　地図　　　　　　　（300）

金剛山記

　　菊池謙譲著鶏鳴社（京城）昭6　192P

　　図　地図　　　　　　　　　　　（299）

慶州古蹟案内

　　予州古蹟保存会（慶州邑・慶尚北道）昭7

　　1枚

　　添付：慶州郡地図　25万分の1略図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2349）

仁川巨万

　　仁川府（仁川）昭8　1526，29P　写真

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2184）

東亜の大半津　附雄基港

　　北鮮日日新聞羅津支局（羅津港・威鏡北道）

　　昭8　71P　図　地図　　　　　　（511）

朝鮮金剛山

　　朝鮮総督府鉄道局（京城）昭8　図12枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（328）

羅津の事情

　　羅津商工会（羅津港・威鏡北道）昭8　38

　　P　図　地図　　　　　　　　　　（512）

金堤発展史

　　宇津木初三郎著郡山日報裡里支社（裡

　　里・全羅北道）昭9　242P　図　（290）

趣味の川州

　　大阪六村著　慶州古蹟保存会（慶州邑・慶

　　尚北道）昭9　250P　地図　　　（306）

大雄基之姿

　　雄基商工会（雄基邑・聯邦北道）昭9　30

　　P　図　地図　　　　　　　　（番外14）

北漢山の探勝

　　京畿道（京城）昭9　折図　1枚

　　附：京城附近ハイキング　朝鮮鉄道局　折

　　図　4枚，京城附近のピクニック　京畿道

　　折図　1枚　　　　　　　　（2350）

間島

　　間島教育会　栗原書店（龍井村・延吉県）

　　昭10282P　図　地図　　　　　（279）

朝鮮金剛山大観

　　徳田富次郎著　徳田写真館支店（温井里・

　　江原道）昭10　図のみ47枚　　　（番外33）

京城情緒上・下

　　京城観光協会（京城）昭11　2冊写真

　　付：観光の京城京城観光協会等編昭12

　　40P

元山府史年表　自明治13年至大正3年

　　元山府（元山）昭11332P

京城府史　第2巻

　　京城府（京城）昭11　1121P　図

全羅北道弓勢一斑

　　全羅北道（群山）昭1175P　図

　　付：地図1枚

観光の京城

（2641）

（260）

（252）

（508）
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京城観光協会（京城）昭1240P　折図

　　　　　　　　　　　　　　（2686－1）

京電ハイキングコース案内第1～7輯

　　京城電気株式会社（京城）昭12～13　7冊

　　第1～5輯の表題は京電ハイキングコース

　　内容：北漢山，碑峯，風納里土城，唐人里，

　　陽川，碧蹄館，南富山　　　　　（2228）

洒川郡船津史蹟

　　船津公園保存会（竜暗面・慶尚畔道）昭12

　　30P　地図　　　　　　　　　　　（317）

新羅旧都慶州古蹟案内

　　慶州古蹟保存会（慶州邑・慶尚北道）昭12

78P　図13枚

府勢一班

　　謡曲府（清津）昭1239P　図

興州遺跡写真帖　◎

　　栄州写真館［　］昭13序

（307）

（517）

図のみ8枚
　　　（543）

京城史話・続京城史話

　　京城公立小学校教員会編　日韓書房（京城）

　　昭13　2冊図地図
　　岡田春述　　　　　　　　　　　（272）

校訂慶尚道地理志・慶尚道続撰地理志

　　朝鮮総督府中枢院（京城）昭13　2冊（別

　　冊索引共）　図

　　校訂：葛城末治　　　　　　　　　（9）

高麗郷由来

　　高麗明津編　高麗神社（高麗村・埼玉県）

　　昭13　35P

　　合壁：高麗神社由来記比留間高次郎編

　　高麗神社（高麗村・埼玉県）昭12　5P　高

　　麗山呼量寺縁起　聖天院（高麗村・埼玉県）

　　1枚　　　　　　　　　　（2222）

平安北道史

　　稲葉岩吉編平安北道庁（新義州）昭13

　　992P図地図　　　　（258）

金剛山

朝鮮総督府鉄道局（京城）昭1467P（図

のみ）　　　　　　　　　　　　（327）

趣味の扶餓

　　杉三郎著

　　93P

迎月堂（扶蝕・忠清南道）昭16

　　　　　　　　　　（308）

三清洞史話

　　京城電気株式会社（京城）昭18　48P

　　　　　　　　　　　　　　　　（2229）

大邸野史

　　大局府（大邸）昭18　296，233，256P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（253）

登行　白頭山特輯

　　朝鮮体育振興会登行団（京城）昭18　228P

　　図109P　地図　　　　　　　　　（331）

竹島史稿　竹島（独島）と欝陵島の文献史的考察

　　大熊良一著原書房昭43277P　図
　　地図　　　　　　　　　　　　　（2399）

朝鮮事情

朝鮮事情　第1輯

　　染崎延房編　丁子屋忠七等刊　明7　2冊

　　和　　　　　　　　　　　　　　（2051）

朝鮮事情

　　［　］　写1冊和
　　文頭「明治7年6月在朝鮮外務六等出仕森

　　山尽建言撮要」日付明治7年5月19日より

　　明治8年11月27日まで　　　　　（2008）

朝鮮雪見録

　　佐田白茅著　忠芽義芳櫻蔵版　明8　2冊

　　地図　和　　　　　　　　　　　（2053）

難旧事略　初篇

　　胃壁寿人，林深造編　英仏書林　明9　2

　　冊和　　　　　　（2052）
朝鮮事情

　　シァーレル・ダレー著

　　善七　明9　138P

榎本武揚訳　丸屋
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Charles　Dallet．　Histoire　de　L’6glise　de

Cor6e，　Paris，1874の部分訳「原名高麗二

二」とあり

朝鮮事情　通俗新編　上篇

　　秋野要一郎編　風頼舎　明13

　　電子複写

（2001）

7丁　和

　（2014）

朝鮮近情

　　根村三五郎編　兎屋誠　明15　58P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2010）

朝鮮事情

　　シァーレル・ダレー著　榎本武揚訳　再版

　　集成館　明15　122P

　　Charles　Dallet．　Histoire　de　L’691ise　de

　　Cor6e，　Paris，1874の部分訳「原名高麗史

　　略」とあり　　　　　　　　　　（2002）

朝鮮処分三論　第2篇

　　福城駒多子編　椿香堂　明1567P

　　附：暴動顛末　　　　　　　　　　（2009）

朝鮮政体

　　間野遺乗編　慶磨義塾出版社　明15113

　　P
　　一名抄訳大典四通　　　　　　　（2006）

騰政略三論

　　星野良吉編　甘泉堂　明15103P　地図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2011）

習桀三品謡言　巻二一

　　忌寸旧著　清水卯三郎　明17　39P

　　電子複写　　　　　　　　　　　（2050）

朝鮮案内

　　林武一編　築地活版製造所　明24113，14

　　P地図9枚　　　　　　　（2024）

朝鮮彙報

　　東邦協会　明26335P　地図（東邦叢書）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2100）

朝鮮革新策　一名日清開戦論

　　川崎三郎著　博文館　明27　178P　地図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2018）

朝鮮時事

　　棚瀬軍之佐著久保田米偲画　春陽堂　明

　　27132P図　　　　（2119）

日清韓要事便覧

　　井倉和欽編

朝鮮論

　　大庭寛一著

韓半島

　　信夫幽幽著

　　図　写真

渡韓視察ノ大要

　　井上角五郎述

　　P

群玉閣　明27264P

東邦協会　明27

東京堂書店

（2020）

273P

　（2117）

明34　694P

　　（2373）

東京商工会議所

韓国及九州談

　　伊藤長次郎述　［

　　肖像　地図

韓国経営

　　加藤政之助著

　　P　図　地図

］　明38

実業之日本社

明37　25

（2126）

149P　図
　（473）

明38　190

　（699）

［韓国事情］

　万朝報社明38　1冊
　明治38年7月より11月までの万回報切抜き

　　　　　　　　　　　　　　　　　（666）

裏面の韓国

　　沖田錦城著輝文館（大阪）明38143P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（697）

韓国事情要覧

　　統監府（京城）明39　50P　地図　（653）

最近朝鮮事情

　　荒川五郎著 清水書店　明39 268P　図
　（2118）

韓国誌

　　露国大蔵省編　農商務省山林局抄訳　農商

　　務省山林局　明40　636P　　　　（2101）
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韓国総覧

　　徳永嘆美著博文館明401489P　図
　　54P　地図　　　　　　　　　　（336）

韓国最近事情一覧

　　統監府（京城）明4119P　　　（652）

朝鮮之実情

　　井手正一著　公友社　明43246P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（365）

朝鮮要覧

　　統監府農商工部（京城）明43238P　地図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2047）

最新朝鮮一班

　　田口春二郎著　日韓書房（京城）明44　427

　　P　地図　　　　　　　　　　　（273）

朝鮮半島

　　山道嚢一著　日韓書房（京城）明44327P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2374）

満韓及露領視察報告

　　福井県（福井）明44　114P

　　報告：池松時和　　　　　　　　　（2143）

朝鮮　第1輯

　　青柳綱太郎編　朝鮮研究会（京城）大2

　　338P　図

　　朝鮮研究会三周年記念号

朝鮮之研究　増訂2版

　　山口豊正著　巌松堂書店　大3

　　地図

オンドル土産

　　稲垣光晴（京城）大7　156P

朝鮮のみかた

（274）

654，52P

　（337）

京城公立普通学校長会（京城）大10

　　図

朝鮮文化の研究

　　仏教朝鮮協会　大11144P

（2303）

152P

（698）

内容：朝鮮の歴史的観察（黒板勝美）他

論文・講演速記集 （375）

朝鮮論

　　川島清治郎著　大日本社　大13　63P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2083）

朝鮮人の思想と性格⑭

　　朝鮮総：督府官房文書課（京城）昭2　217P

　　（調査資料第20輯）

　　編集：村山智順

朝鮮要覧　昭和3～4年

　　朝鮮総督府（京城）昭3

　　昭和3年再版

新興の朝鮮

　　朝鮮総督府（京城）昭4

（2188）

2冊　図
（67）

　　　　　　　　　　　　　229P図肖像
　　附録：統計図表及各種分布図　　　（332）

朝鮮之研究

　　朝鮮及満州社（京城）昭5　576P

　　朝鮮及満州（大正5～昭和5）掲載論文の

　　抜粋　　　　　　　　　　　　　（360）

外人の観たる最近の朝鮮

　　朝鮮総督府官房文書課（京城）昭7　217P

　　（調査資料第35輯）　　　　　　（2193）

朝鮮同胞の光

　　熊平源蔵編　熊平商店（京城）昭9　394P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2715）

渡辺翁記念朝鮮を語る（その1）朝鮮の地と人

　との再認識

　　李鼻面（京城）昭9　237P　　　（435）

朝鮮現勢便覧　昭和13年版

　　朝鮮総督府（京城）昭13214P

　　　　　　　　　　　　　（69－1，複69－2）

今日の朝鮮問題講座　第1～6冊

　　緑葉連盟（京城）昭14　6冊

　　内容：1　内面一体論の基本理念　津田剛

　　著　2　大陸兵姑基地論解説　鈴木武雄著

　　3　学制改革と義務教育の問題　八木信雄

　　著　志願兵制度の現状と将来への展望　海

　　田要著　4　朝鮮思想界概観　緑旗日本文

　　化研究所編　5　現代朝鮮の生活とその改
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　　善　孫貞圭等著　6　国史と朝鮮　森田芳

　　夫著　　　　　　　　　　　　　（182）

シーボルトの朝鮮嘉事

　　山本春喜著

　　文献報国　朝鮮総督府図書館　6巻6号

　　（48）昭和ユ5年6月　P247～250の電子複

　　写　　　　　　　　　　　　　　（2698）

朝鮮事情　昭和19年忌

　　朝鮮総督府（京城）昭18318，30P　図　地

　　図

　　附録：参考統計表　　　　　　　（2332）

新しき朝鮮

　　朝鮮総督府情報課編　朝鮮行政学会（京城）

　　昭1982P　　　　　　　　　　（2733）

戦後における朝鮮の政治情勢

　　外務省調査局第五課　昭23序　117P

　　附：重要事件日誌　　　　　　　　（104）

　　表紙に執務参考用と記載

朝鮮要覧　南鮮・北鮮・在日朝鮮人運動．1960

　年版

　　海外事情調査所編　武蔵書房　昭35259

　　P　地図　　　　　　　　　　　　（101）

朝鮮常識問答　朝鮮文化の研究

　　崔南善著相場清訳　日韓親和会昭40
　　340P　　　　　　　　　　　　　　　（2400）

朝鮮要覧

　　現代朝鮮研究会編時事通信社昭50
　　354P　　　　　　　　　　　　　　（2334）

朝鮮事情

　　シャルル・ダレ著金容権訳平凡社
　　1979350P（東洋文庫367）

　　Charles　Dallet．　Histoire　P691ise　de

　　Cor6e，　Paris，1874の序論の翻訳（2616）

軍政と受難第四・韓国からの通信

　　T・K著　世界編集部編　岩波書店　1980

　　237，6P（岩波新書131）　　　　（2661）

　　　　　　　　政　　治

朝鮮官職考　◎

　　論文進記　文泉堂（京都）　宝暦1330丁

　　和　　　　　　　　　　　　　　（2097）

極論開化

　　佐田白茅著　忠言三芳櫻　明8　18，2丁

　　和　　　　　　　　　　　　　　（2556）

朝鮮近況紀聞

　　陸軍：参謀正編［明9？］55P　図表7枚

　　　　　　　　　　　　　　　　（2343）

議会解散意見

　　井上角五郎述　秋田荘次郎記　忠愛社　明

　　25　82P　　　　　　　　　　　　　（2300）

大東合邦論　◎

　　森本藤吉（南宇智村・奈良県）明26．152P

　　　　　　　　　　　　　　　　（2084）

国憲編纂起原

　　宮島誠一郎同明38附録共2冊
　　　　　　　　　　　　　　　　　（651）

韓国政争志

　　幣原坦著　三省堂　明40224P　（463）

韓国警察統計

　　内部警務三編　内部警務局（京城）隆煕3

　　（明42）77P　　　　　　　　　（2167）

大東合邦論　再版　◎

　　樽：井藤吉　（南宇智村・奈良県）　明43　148

　　P　　　　　　　　　　　　　　（2085）

経世遺命　第1・第2

　　丁若旧著　青柳綱太郎訳　朝鮮研究会（京

　　城）明44　2冊　　　　　　　（378）

朝鮮総督府施政年報第3～［4］次（明治
　42～43年）

　　朝鮮総督府（京城）明44～45　2冊　地図

　　　　　　　　　　　　　　（2242～2243）
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朝鮮施政ト外評

　　朝鮮総督府（京城）大元　320P　（2192）

鶉朝憲素乱問題　呂運亭事件の内容

　　外交問責同盟会　大8（序）　42P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2128）

朝鮮統治問題に就て知友各位に訴ふ　⑱

　　内田良平編　　［　］大9（序）　151P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2127）

朝鮮問題の真相

　　フランク・八一ロン・スミス　岡与一訳　岡

　　与一（京城）大9　20P

　　ジャパンアドバタイザー紙掲載記事の翻訳

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2202）

騒擾と学校⑫
　　朝鮮総：督府学務局（京城）大1025P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2195）

牧民裏書

　　住込鋪著　細井肇訳　自由討究社（京城）

　　大10354P　　　　　　　　　　（386）

警視庁特別高等課内鮮高等官事務概要⑫

　　警視庁　大1371，61丁　91P　和

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2252）

朝鮮独立運動秘話

　　千葉了著　帝国地方行政学会　大14　245

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（2324）

朝鮮の言論と世相　⑱

　　朝鮮総督府官房文書課調査係編訳　朝鮮総

　　督府（京城）昭2　393P（調査資料第21輯）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2187）

鮮人圧迫問題に関する根本的対策

　　金面淳著秋田秀道（大連）昭3　57P
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2125）

近代朝鮮政治史

　　高権三著鋼鉄書院昭5　304P（462）

諺文新聞の詩歌⑱

　　朝鮮総督府警務局図書課（京城）昭5　149

　　P（調査資料第20輯）　　　　　（2190）

国家の研究　第1

　　京城帝国大学法学会編　西面書院　昭9

　　481P（京城帝国大学法学会論集第7冊）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2452）

最近に於ける朝鮮治安状況　⑭

　　朝鮮総督府警務局（京城）昭9　302P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2191）

福沢先生の朝鮮御経営と現代朝鮮の文化とに就

　いて

　　井上角五郎　昭9　53P　　　　（2207）

満州帝国統治組織表

　　満州国国務院総務庁情報処　康徳2（昭10）

　　1枚　　　　　　　　　（3088－1）

朝鮮人の進むべき道

　　玄永焚著　機転連盟（京城）昭13　204P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（497）

一般国家学

　　ケルゼン著清宮四郎訳岩波書店昭16
　　823P（京城帝国大学法学会翻訳叢書）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2453）

韓国併合と朝鮮総督府の始政

　　弓削幸太郎述　中央協和会昭1740P
　　（協和叢書第1輯）　　　（451，複2225）

朝鮮統治史論稿

　　田保橋潔著成進文化社（ソウル）1972

　　213P

　　昭和18年10月23日朝鮮総督府における講演

　　に昭和19年3月17日付修補したもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2391）

朝鮮総督府回顧談

　　渡辺豊日子述　友邦協会　昭59　80P（友

　　邦シリーズ第27号）　　　　　　（2727）

歴代総督府統治通観

　　穂積真六郎述　歴代総督統治通観を読んで

　　前田利一著　友邦協会　昭6144P（友邦

　　シリーズ第30号）　　　　　　　（2758）
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　　　　　　民族・人口問題

最新朝鮮移住案内

　　山本庫太郎著　民友社　明37292，14P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（370）

韓国戸口表

　　元警務顧問部調査　警視庁等改訂［明40］

　　28P　　　　　　　　　　　　　　　　（2166）

極東露領に於ける黄色人種問題

　　ウェ・グラーウエ著太田三孝訳　南満州

　　鉄道　大14232，4P　　　　　　（210）

朝鮮及朝鮮民族　第1集

　　伊藤卯三郎編　朝鮮思想通信社（京城）昭

　　2　376，25P

　　内容：不威文化論（崔南善）他　　（359）

朝鮮の人口現象　附図

　　朝鮮総督府（京城）昭2　地図　20枚（調

　　査資料　第22輯）　　　　　　　（233）

在満鮮人論策

　　赤塚正朝著［愛隣社］昭5　48P　地図

　　新天地　新天地社　第10年第1号　昭和5

　　年1月号の抜山　　　　　　　　（118）

朝鮮問題を通して克たる満蒙問題　附其提案

　　崔棟著　金相島（京城）昭7　117P　図3

　　枚馳　　　　　　．　（214）

在満朝鮮人事情

　　満州国民政部（新京）　大同2（昭8）222

　　P　地図（調査資料　第3号）　　（117）

朝鮮の姓名氏族に関する研究調査

　　朝鮮総督府中枢院（京城）昭9　491P　図

　　編纂＝今村靹　　　　　　　　　　　（3）

上海に於ける朝鮮人の実情

　　中央朝鮮協会　昭1034P

　　島津岬，古屋孫次郎講演速記録　　（119）

図解表解在満朝鮮人現勢要覧

　　朝鮮総督府編　新京出張所（新京）　昭12

　　表（裏面地図）1枚　　　（545，545A）

李朝人口に関する一研究

　　四方博著　昭12　112，19P　図・表共

　　京城帝国大学法学会論集第9冊抜刷

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2455）

北支地方に於ける要視察（容疑者を含む）朝鮮

　人の概況⑭
　　司法省刑事局　昭15序　129P

　　北京日本大使館警務部調査報告　　（115）

在北支朝鮮人概況　⑭

　　朝鮮総督府北京出張所　昭16序　67P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（116）

内地支那各地在住の半島人の活動状況に関する

　調書⑫
　　朝鮮銀行京城総裁席調査課（京城）昭17

　　114P　　　　　　　　　　　　　　　（109）

済州島の生命調査書　済州島人口論※

　　石宙明著　ソウルシンブン社出版局（ソウ

　　ル）檀紀4282（昭25）190P　　　（428）

日本における朝鮮少数民族　1904年～1950年

　　エドワード・W・ワグナー著外務省アジ

　　ア局北東アジア課訳　同課　昭26154P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（107）

　　　　　　　植民地行政

統監府施政一斑

　　統監府（京城）明40233P　　　　（62）

釜山居留民団要覧

　　釜山居留民団役所（釜山）明43　61P

　　調査：釜山居留民団庶務係　　　　（2285）

朝鮮統治三年間成績

　　朝鮮総督府（京城）　大3序　72，85P

　　附：総督諭告及訓示　　　　　　　（63）

国境地方視察復命書　⑭
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　　朝鮮総督府（京城）大4序　263P

　　付：地図2枚

朝鮮民情視察報告

　　同光会本部　大1280P

地方行政区域名称一覧

　　朝鮮総督府（京城）大13548，9P

　　大正13年6月1日現在

日本植民地統治論

　　浅見登郎著　巌松堂書店

（45）

（686）

（44）

　　　　　　　　　　　　　昭3　377P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（475）

朝鮮の人の篤行美談集　第2輯

　　朝鮮憲兵隊司令部（京城）昭8序152P

　　図　　　　　　　　　　　　　　　　（83）

朝鮮総督府時局対策調査会会議録

　　朝鮮総督府（京城）昭13560P　　（46）

朝鮮総督府時局対策調査会諮問答申案試案⑭

　　朝鮮総督府（京城）昭13223P　　（47）

朝鮮総督府委任事項規程⑭

　　朝鮮総督府（京城）昭1479P　　（94）

施政三十年史

　　朝鮮総督府（京城）昭ユ5932，66P　図

　　附録：年表　　　　　　　　　　　（90）

朝鮮二於ケル参政二関スル制度ノ方策　⑭

　　［朝鮮総督府（京城）］［昭15］50P（60）

朝鮮の問題と其の解決

　　上田竜男著正学研究所（京城）昭1771

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（500＞

朝鮮総督府官制とその行政機構

　　友邦協会　昭4486P（友邦シリーズ第15

　　号）

　　講述：萩原彦三　　　　　　　　（588）

地方自治

朝鮮地方制度講義

　　古庄逸夫著帝国地方行政学会朝鮮本部

　　（京城）大14178，53P　　　　　（249）

朝鮮地方自治制の発達

　　麻生武雄著　［　］昭6　12P　（687）

朝鮮地方自治制要義

　　車田篤著　朝鮮金融組合協会（京城）昭6

　　100P　　　　　　　　　　　　　　　（502）

朝鮮地方自治制精義

　　車田篤；著　同（京城）昭8　202P（248）

外　　交

外交史稿

　　外務省記録局編　外i務省　明17　822P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2372）

三韓論

　　オーウェン・N・デニー著　天野高之助訳

　　両輪堂　明2395P　　　　　　（2007）

朝鮮

　　小田切万寿之助明23163丁和
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2120）

朝鮮人金玉均謀殺　明々孝謀殺未遂並削代理公

　使離任帰国に関する件　自二十七年三月至同

　年五月

　　外務省［明27］18丁和（明治27年外交

　　文書彙纂件別類輯）　　　　　　　（2354）

東邦関係

　　渡辺修二郎著　奉公会（浜松町・静岡県）

　　明27387P　図　地図　　　　　（2375）

窒彊録⑱
　　陸奥宗光著　明29420P　　　　（2351）

対韓私議

　　田中穂積著　明法堂　明32　160P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2113）

磐離国問題

　　大内暢三著　丁酉社　明33　42P（2168）

日露間の韓国
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　　幣原坦　博文館　明38　200P　　（2112）

朝鮮の保護及併合

　　朝鮮総督府（京城）大6　445P　（2244）

朝鮮基督教及外交史　※

　　李能和著　朝鮮基督教彰文社（京城）昭3

　　228P　　　　　　．　　　　　　　　（2174）

明治二七・八年在韓苦心録

　　杉村溶著　杉村陽太郎　昭7　204P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2376）

外人の観たる朝鮮外交秘話

　　エミール・マーテル著　小坂貞雄編　外人

　　の観たる朝鮮外交秘話出版会（京城）昭9

　　372P　図　肖像　　　　　　　（489）

秘書類纂　外交編　上・中・下巻

　　伊藤博文編・栗野慎一郎，平塚篤校訂　秘

　　書類纂刊行会　昭9～10　3冊　　（2394）

鮮米修好通商条約交渉史

　　渡辺勝美著　普成専門学校　普専学会（京

　　城）昭10998P
　　普専学会論集第2輯抜刷　　　　　（2175）

朝鮮開国交渉始末

　　奥平武彦著刀江書院昭10195，11P
　　写真（京城帝国大学法学会二二　1）

　　附録：Robert　W．　Shufeldt：An　open　let－

　　ter　to　the　Hon．　A．A．　Sargent　of

　　California．　　　　　　　　　　　　　　　　　（2378）

同文彙二二2　原二二2

　　田保橋潔校訂朝鮮印刷（京城）　昭11

　　794P　　　　　　　　　　　　　　　（7）

纏朝鮮交渉資料　上・中・下巻

　　伊藤博文編　金子堅太郎等校訂　秘書類纂

　　刊行会昭11　2冊　　　　　（2387）

近代日鮮関係の研究　上・下巻

　　［田保橋二丁］　朝鮮総督府中枢院（京城）

　　昭15　2冊写真　　　　　　　（2388）

朝鮮開国外交史研究

　　渡辺勝美著　東光堂書店（京城）昭16622

　　p　　　　　　　　　　　　　　　（2377）

日清戦役外交史の研究

　　田保橋潔著　刀江書院　昭26569P

　　（東洋文庫論叢32）　　　　　　（2392）

外人去来朝鮮年表

　　H・N・アレン著　桜井義之訳

　　朝鮮学報第5，6，8輯　昭28～30年の抜

　　刷　　　　　　　　（2380－2，複2380－3）

朝鮮関係文書集

　　外務省国際協力局　昭30序［78］P

　　（国際連合研究資料第4巻第4号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（688）

朝鮮をめぐる国際葛藤の一幕京城甲申の変

　　田中直吉著　法政大学法学志林協会［昭32］

　　［64］P

　　法学志林第55巻第2号　昭和32年11月　抜
　　上り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2679）

日本外交史研究　明治時代

　　日本国際政治学会編有斐閣　昭32236
　　P（季刊国際政治）　　　　　（2444－4）

日本外交史研究　大正時代

　　日本国際政治学会編　有斐閣　昭33　165，

　　33P　年表共（季刊国際政治）　（2444－1）

朝鮮近代外交史年表

　　H・N・アレン著　桜井義之訳　淡路書房

　　新社　1961150P（淡路全書3）

　　朝鮮学報　第5，6，8輯　外人去来朝鮮年

　　表の改題合刻　　　　　　　　　（2380－1）

日本外交史研究　日清・日露戦争

　　日本国際政治学会編　有斐閣　昭37187

　　P（季刊国際政治）　　　　　（2444－5）

日韓関係の展開

　　日本国際政治学会編有斐閣　昭38149
　　P（季刊国際政治）　　　　　（2444－3）

朝鮮における日本特別居留地の起原

　　藤村道生著名古屋大学文学部（名古屋）
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　　昭39　76P

　　名古屋大学文学部研究論集35抜刷（2250）

日本外交史の諸問題　II

　　日本国際政治学会編　有斐閣　昭40　137

　　P（季刊国際政治）　　　　　（2444－2）

近代朝鮮外交史研究

　　申国益著　有信堂　1966365，4，15P

　　附：英文要旨　Studies　in　modern　diplo－

　　matic　history　of　Korea．　　　　（2383）

明治日本の対韓政策

　　深谷博治述　友邦協会　昭4350P（友邦

　　シリーズ第11号）

　　内容：韓国統監時代の伊藤博文　明治時代

　　の対韓理念；伊藤博文略年譜

　　　　　　　　　　　　　　（584，　2704複）

朝鮮開国交渉始未（再版）

　　奥平武彦著　刀江書院　昭44195，11，142

　　P
　　附：朝鮮の條約港と居留置　　　（672）

中国・朝鮮論

　　吉野作造著松尾尊允編平凡社昭45
　　380P（東洋文庫161）　　　　　（2660）

日本にとって韓国とは何か　シンポジウム

　　国際関係共同研究所編　日新報道　昭49

　　241P　　　　　　　　　　　　　　（2721）

法　　律

朝鮮国二於テ日本人民貿易ノ規制

　税目

　　［明16］　28丁　和

　　柱に明治16年大阪府とあり

朝鮮国晒飴テ日本人民貿易ノ規制

　税目

　　［明16］31丁　和

　　柱に千葉県とあり

大阪国事犯公判傍聴筆i記

朝鮮国海関

（2102）

朝鮮国海関

（2090＞

石川伝吉編　正求堂　明20　2冊　図

　　　　　　　　　　　　（2042～2043）

韓国二関スル條応訴法令

　　統監府（京城）明39570P　地図
（2236）

東亜関係特殊条約彙纂　増補3版

　　東亜同文会編丸善明411254，197P
　　地図　　　　　　　　　　　　　　（226）

韓国親族法親等制度之研究

　　広池千九郎　法理研究会　明42　38P　折

　　図（法理論叢14）　　　　　　　　（2131）

韓国ノ戸籍二就テ

　　統監府［明42？］（京城）17P

　　調査：岩井敬太郎　　　　　　　（番外24）

民籍事務概要・民籍統計表

　　韓国内部警務局（京城）明43　　　　　　　　　　　　　　　116，402P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（664）

朝鮮不動産用語略解

　　京城帝国大学朝鮮経済研究所編　　（京城）

　　［　］91，13P（［京城帝国大学朝鮮経済

　　研究所複写資料］邦文第10号）謄写版

　　不動産に関する用語略解　朝鮮総督府月報

　　第1巻第4号～第3巻第3号（明治44年9

　　月～大正2年3月）掲載に　朝鮮不動産用

　　語略解　朝鮮総督府官房土木局　大正2年

　　を参照し補訂したもの　　　　　（2422）

朝鮮司法制度沿革

　　京城帝国大学朝鮮経済研究所［大6］34丁

　　（京城帝国大学朝鮮経済研究所［複写資料］

　　邦文第57号）　謄写版

　　朝鮮彙報　大正6年1～3月号所載

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2425）

面制義解

　　吉田英三郎著　同（京城）大6　200P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（504）

受験必携朝鮮行政法規大意

　　安達大寿計著　大阪屋号書店（京城）大7

　　114P　　　　　　　　　　　　　　　（244）
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朝鮮警察法大意

　　玉川謙吾著　巌松堂京城支店（京城）大8

　　354P　　　　　　　　　　　　　　　（251）

朝鮮警察行政法論

　　内田達孝著　同（京城）大10　223P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（506）

訳文大典会通

　　朝鮮総督府中枢院（京城）大10457P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）

支那関係特種条約国師　増補再版

　　東亜同文会　大11840P　　　　（406）

朝鮮法制史稿

　　浅見倫太郎著　巌松堂　大11　455P

　　　　　　　　　　　　　　　　（2371）

改正府制面制釈義

　　脇坂健次著　帝国地方行政学会朝鮮本部

　　（京城）大12450P　　　　　　（238）

朝鮮行政法

　　萩原彦三著巖松堂京城店（京城）大12
　　320P　　　　　　　　　　　　　　　　（239）

朝鮮行政警察法各論

　　児王魯一著　帝国地方行政学会朝鮮本部

　　（京城）大14345P　　　　　　（246）

朝鮮行政警察法総論

　　児王魯一著　帝国地方行政学会朝鮮本部

　　（京城）大14148P　　　　　　（245）

面行政大要

　　任洪淳著　帝国地方行政学会朝鮮本部（京

　　城）大14248，65P　　　　　　（235）

王公家軌範　並関係諸規程

　　［　］序昭2　68P　　　　　　（77）

朝鮮地方行政例規

　　帝国地方行政学会朝鮮本部（京城）昭2

　　1261P　　　　　　　　　　　　　　　（501）

面制提要

　　平安南道大同郡研究会［　］昭2　271，52

　　P　図　　　　　　　　　　　　　（236）

京城法学会論集第1冊
　　京城法学会　刀江書院　昭3　［521］P

　　　　　　　　　　　　　　　　（2446）

朝鮮行政法全訂4版
　　萩原彦三著　松山房　昭3　334P（240）

朝鮮行政要覧

　　半弓旧著　朝陽出版社（京城）　昭4　568

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（242）

朝鮮重要法規集

　　帝国地方行政学会朝鮮本部（京城）昭4

　　490P
　　監修：鷹松五種　　　　　　　　　　（72）

地方制度執務の栞

　　中山乙三郎編　帝国地方行政学会朝鮮本部

　　（京城）昭5　245P　　　　　　　（74）

朝鮮民事訴訟法

　　栗山茂二著　松山房　昭5　136P（505）

南漢山城の開城史　極東に於けるCapitulation

　の一例

　　篠田治策著　同（京城）昭5　90P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（439）

改正邑面制釈義

　　吉田寛二郎著　東亜法政新聞社（京城）昭

　　6　483，34P　　　　　　　　　　　（237）

朝鮮地方制度改正令

　　朝鮮写真通信社（京城）昭6　255P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（73）

朝鮮取引所関係法規

　　［　］〔昭6〕47P　　　　　　（168）

朝鮮警察法論

　　車田平戸　朝鮮法制度研究会（京城）昭7

　　354P　　　　　　　　　　　　　　　（250）

法学論纂

　　京城帝国大学法文学会編　刀江書院　昭7

　　［495］P（京城帝国大学法文学会第ユ部論

一36一



　　集第5冊）　　　　　　　　　（2451）

朝鮮総督府中枢院官制其ノ他諸規程　朝鮮総督

　府中枢院処務規程

　　［朝鮮総督府］（京城）昭8　15，38P

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（80）

民事慣習回答絡繰

　　朝鮮総督府中枢院（京城）昭8　484，62P

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

邑面制精義

　　井坂圭一良著　帝国地方行政学会朝鮮本部

　　（京城）昭9　1033P　　　　　　（234）

最新朝鮮行政法講義

　　山名酒喜男著　文林堂（京城）昭11331P

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（241）

朝鮮の司法制度

　　朝鮮総督府法務局法務課（京城）昭11101

　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　図

　　朝鮮総督府施政二十五年記念　　　　（75）

李朝法典考

　　朝鮮総督府中枢院調査課編　朝鮮総督府中

　　枢院（京城）昭11322，91，9P

　　執筆：麻生武亀　　　　　　　　　　（1）

朝鮮社会法制史研究

　　京城帝国大学法学会編岩波書店昭
　　12［528］P（京城帝国大学法学会論集第9

　　冊）　　　　　　　　　　　　　（2449）

朝鮮旧慣制度調査事業概要

　　朝鮮総督府中枢院（京城）昭13210P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2204）

朝鮮思想犯予防拘禁令施行規則案

　　［23］丁

　　付：朝鮮思想犯拘禁令案　昭15　6丁

　　　　　　　　　　　　　　　　（番外29）

法と政治の諸問題

　　京城帝国大学法学会編　岩波書店　昭15

　　［391］P（京城帝国大学法学会論集第11冊）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2454）

朝鮮電力管理令及爾属法規

　　朝鮮総督府［昭18］（京城）52P　（171）

朝鮮行政法提要［総論］

　　松岡修太郎著　東都書籍京城支店（京城）

　　昭19　144P　　　　　　　　　　（243）

アメリカの朝鮮における犯罪行為に関する報告

　　国際民主法律家協会調査団　民主新聞社

　　（藩陽）昭2760P　図　　　　　（106）

朝鮮における司法制度近代化の足跡

　　友邦協会　昭41［153］P（友邦シリーズ4

　　号）

　　朝鮮司法界の往事を語る座談会（昭和15年

　　8月15，16日開催）記録　　　　　（577）

日本統治下における朝鮮の法制

　　友邦協会　昭4440P（友邦シリーズ第14

　　号）

　　講述：萩原彦三　　　　　　　　　（587）

　　　　　　　　経　　済

朝鮮平安黄海両道商況視察報告

　　仁川商法会議所（仁川）明2240丁　地図

　　和

　　報告：江南哲夫，平山房吉

　　附：平安道旅行報告　柴山尚則　明2240

　　丁和　　　　　　（2162）
慶尚道全羅道旅行記電撃二農商況調査録

　　松田行蔵編　商法会議所（釜山）明24377

　　P
　　電子複写　　　　　　　　　　　　（2164）

宮尾税関監視官韓国出張復命書

　　［明33］372P

　　報告：宮尾舜治　　　　　　　　（2140）

満一景務鄙見

　　内田良平著　同（京城）　明39　163P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2114）

吉林東南部経済調査資料　附隙意北道及清津事
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　情

　　南満州鉄道調査課　明4497P　地図

　　調査：井坂秀雄　　　　　　　　　（211）

朝鮮二関スル東亜経済調査局報告　⑰

　　朝鮮総督府（京城）大2序　374P

　　述：ウィードフェルド東亜経済調査田町

　　　　　　　　　　　　　　　　　（43）

鮮満経済十年史

　　朝鮮銀行（京城）大8　461，9P　図　肖像

　　地図

　　朝鮮銀行創業十周年記念　　　　　（229）

満州地方に於ける朝鮮人の経済及金融状況

　　朝鮮銀行調査部［大10］34P

　　調査：大正10年11月

経済史論考

　　黒正巌著　岩波：書店　大12386P

　　内容：朝鮮経済史の研究ほか

経済大辞書

　　大日本百科辞書編輯所編

　　5冊（大日本百科辞書）

朝鮮に於る支那人の経済的勢力

　　小田内通敏著　東洋協会出版部

　　P　図（東洋講座第7輯）

朝鮮経済史

　　猪谷善一著　大鐙閣　昭3

　　生活研究　第3編）

朝鮮経済の研究

　　京城帝国大学法文学会編

　　773P　二二（地図）

　　部第1部論集第2冊）

朝鮮及朝鮮人の経済生活

　　服部旧著

　　城）昭6　246P

極東に於ける帝国主義

　　猪俣津南雄著　改造社　昭7

　　済学全集　第24巻）

（114）

（668）

同文館　大15

　　（2726）

大16　65

（2298）

323P　（経済

　　　（355）

　　刀江書院　昭4

（京城帝国大学法文学

　　　　　（2447）

帝国地方行政学会朝鮮本部（京

　　　　　　　　　　（352）

423P　（経

　　（354）

朝鮮社会経済史研究

　　京城帝国大学法文学会編　刀江書院　昭8

　　［552］P折図（地図）　（京城帝国大学法

　　会学会第1部論集第6冊）　　　　（2448）

現代朝鮮経済論

　　高橋亀吉著千倉書房　昭10593P　地
　　図　　　　　　　　　　　　　　　（371）

朝鮮産業経済調査会諮問答申書

　　［朝鮮総督府］（京城）　昭1188P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（48）

朝鮮社会経済史

　　白南雲著　改造社　昭11449P　図12P
　　（経済学全集　第61巻）　　　　　（353）

朝鮮の産業経済を語る　首都京城の経済情景

　　賀田直治編述　京城商工会議所（京城）昭

　　12　97P　　　　　　　　　　　　　　（52）

朝鮮経済の研究　第3

　　京城帝国大学法学会編岩波書店昭
　　13［486］P（京城帝国大学法学会論集　第

　　10冊）　　　　　　　　　　　　（2450）

朝鮮経済の現段階

　　鈴木正文著　帝国地方行政学会朝鮮本部

　　（京城）昭13526P　　　　　　（341）

朝鮮殖産街史

　　中川亀三著　朝鮮公論社（京城）昭13　161

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（496）

産業団体二関スル参考資料

　　［朝鮮総督府］（京城）農林局　昭1463P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（98）

朝鮮経済年報　昭和14～17出版

　　全国経済調査機関連合会朝鮮支部編　改造

　　社昭14～184冊　　（番外5～7）

近代朝鮮経済史　李朝末期に於ける商業及び金

　融

　　崔下呂著慶応書房　昭17333P（342）

朝鮮経済の新構想
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　　鈴木武雄著　東洋経済新報社京城支局（京

　　城）昭17326P　　　　　　　（350）

朝鮮産業の共栄圏参加体制

　　東洋経済新報社京城支局（京城）昭17　199

　　P

　　年刊朝鮮昭和17年版　　　　　　（91）

朝鮮の経済

　　鈴木武雄著　日本評論社　昭17321P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（351）

東拓ノ朝鮮二於ケル事業投資概要　⑭

　　東洋拓殖株式会社朝鮮支社（京城）昭17

　　132P　　　　　　　　　　　　　　　（95）

経済情報　第8輯　⑳

　　朝鮮総督府法務局（京城）昭1892P

　　第81回帝国議会に於ける経済関係議事速記

　　録の抜葦

朝鮮産業の決戦再編成

　　東洋経済新報社京城支局（京城）

　　176P

　　「朝鮮産業年報」昭和18年版

戦後における朝鮮の政治経済

　　日本銀行調査局　昭2363P

朝鮮社会の構造と日本帝国主義

　　安乗組著　龍建直舎　1977294P

（96）

昭18

（92）

（105）

（2595）

朝鮮における資本主義め形成と展開

　　梶村秀樹雨龍渓尾部　1977275P
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2594）

社史・団体史

第一銀行五十年小史

　　［第一銀行］大15　148，12P　肖像　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（374）

京城電気株式会社唐人里発電所概要

　　京城電気株式会社（京城）［昭5］1冊　9

　　P　折図1枚　　　　　　　　（2648）

羅津雄基土地興業株式会社営業案内

　　富津雄基土地興業株式会社（雄基邑・威鏡

　　北道）［昭9］12P　折地図　写真

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2649）

伸び行く京城電気

　　京城電気株式会社（京城）昭10　184P（お

　　もに図）肖像　地図　　　　　　　（232）

朝鮮興業株式会社三十周年記念誌

　　朝鮮興業株式会社　昭11　179P（図共）肖

　　像　地図　　　　　　　　　　　　（225）

協同油脂株式会社工場案内

　　同社（京城）昭1444P　　　（番外32）

朝鮮酒造業界四十年の歩み

　　平山与一著　友邦協会　昭44　182P　（友

　　邦シリーズ第13号）　　　　　　（586）

簸東洋拓殖会社

　　友邦協会編　友邦協会　昭51422P　（友

　　邦シリーズ第21号）

　　監修：水田直昌　　　　　　（2234，2708）

私の東拓回顧録

　　猪又正一著　龍渓血書　昭53　174P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2233）

金融・財政

新渡大銭

　　流石斉羽積編　寛政6　20丁　和（2557）

韓国財政整理報告

　　韓国財政顧問部　明40序　484P　図　地

　　図　　　　　　　　　　　　　　　　（37）

韓国二於ケル第一銀行

　　第一銀行　明41413P　　　　　（2141）

韓国貨幣整理報告書

　　［第一銀行］明42序　323P　地図（228）

韓国財政概況

　　韓国度支部（京城）明4254P　（2150）
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韓国二於ケル貨幣ト金融

　　上田光雄著東京高等商業学校明42
　　144，244P　　　　　　　　　　　　　（362）

朝鮮財政施設綱要

　　韓国度支部明43序305P　図12枚地
　　図

　　報告：新井賢太郎　　　　　　　　（227）

近世朝鮮貨幣面子園局の沿革

　　甲賀宜政著　京城帝国大学朝鮮経済研究所

　　［京城］51丁表2枚（京城帝国大学朝鮮

　　経済研究所［複写資料］邦文第1回）

　　朝鮮総督府月報　第4巻第12号（大正3年

　　12月）所載　謄写版　　　　　　（2423）

朝鮮銀行五年志

　　朝鮮銀行（京城）大4　95P　図　地図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（230）

朝鮮野史乾高麗朝之部
　　藤間治郎作著　京城日報社代理部（京城）

　　大7　29，2丁図和　　　　（2086）

朝鮮ノ土地制度及税制度調査報告書

　　朝鮮総督府（京城）大9　890P　（2370）

質屋四丁当舗之研究

　　藤戸計太著　大東学会（京城）昭5　204P

　　図（朝鮮金融経済叢書第2輯）　　（357）

納税便覧

　　京城府昭6序47P　　　　（513）

朝鮮金融経済研究叢書

　　藤戸計太著　大東学会（京城）昭7［1049］

　　P　図　地図　　　　　　　　　（364）

李朝時代の財政（稿本）

　　朝鮮総督府（京城）昭11499P　　（12）

朝鮮金融論十講

　　鈴木武雄著　帝国地方行政学会朝鮮本部

　　（京城）昭15281P　　　　　　（349）

朝鮮地方税講話

　　河村雅亮著朝鮮行政学会（京城）昭16

　　239P　　　　　　　　　　　　　　　（503）

朝鮮の無尽業

　　朝鮮無尽協会（京城）昭17　20P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（156）

朝鮮財政・金融発達史参考史料　中央日韓協会

　の蔵書と朝鮮関係の史料について

　　友邦協会　昭3162P（朝鮮史料第1号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（573）

財政・金融政策から見た朝鮮統治とその終局

　朝鮮財政金融史談第1話～第9話

　　水田直昌，土屋喬雄編述　友邦協会　昭37

　　164P（朝鮮近代史料　朝鮮総督府関係重要

　　文書選集3）　　　　　　　　　　（593）

韓国財政の整理改革財政顧問目賀田種太郎の

　業績

　　友邦協会　昭4146P（友邦シリーズ第6

　　号）

　　執筆：萩原彦三　　　　　　　　　（579）

李朝末期の通貨とその整理

　　友邦協会　昭4246P　図（友邦シリーズ

　　第7号）

　　執筆：高久敏男　　　　　（580，複2703）

李朝時代の財政　朝鮮財政近代化の過程

　　朝鮮総督府友邦協会　昭43396P　水
　　田直昌補訂修編

　　朝鮮統治関係資料　朝鮮財政・金融発達史
　　資料の内　　　　－　　　　　　　（597）

総督府時代の財政　朝鮮近代財政の確立

　　友邦協会　昭49535P（友邦シリーズ第19

　　号）

　　水田直昌監修

　　朝鮮統治関係資料　朝鮮財政・金融発達史

　　資料の内　　　　　　　　　　　　（596）

統監府時代の財政　朝鮮近代財政の地固め

　　友邦協会　昭49466P（友邦シリーズ第18

　　号）

　　水田直昌監修

　　朝鮮統治関係資料　朝鮮財政・金融発達史
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　　資料の内　　　　　　　　　　　（595）

朝鮮殖産銀行終戦時の記録

　　殖銀行友会編　殖銀行友会　昭52369P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2232）

朝鮮における植民地金融史の研究

　　高嶋雅明著大原新生社　昭53364P（日

　　本史学研究双書15）　　　　　　（2761）

朝鮮の産業金融事情に就て

　　金谷要作述　友邦協会　昭55153P（友邦

　　シリーズ第22号）　　　　　　　（2597）

朝鮮財政余話

　　水田直昌述　友邦協会　昭56147P（友邦

　　シリーズ第23号）　　　　　　　（2598）

朝鮮金融組合回顧録朝鮮金融組合と農村との

　関係

　　友邦協会編　友邦協会　昭59123P（友邦

　　シリーズ第28号）　　　　　　　（2728）

朝鮮金融組合回顧録（続）　遥かなる思い出

　　友邦協会編　友邦協会　昭61116P（友邦

　　シリーズ第29号）　　　　　　　（2757）

統　　計

統監府統計年報　第1～4次（明治39～42年）

　　統監官房文書課（京城）明40～44　4冊地

　　図

　　第4次（明治42年）から朝鮮総督府統計年

　　報と改題継承　　　　　　（2238～2241）

度支部統計年報第1回　隆煕元年度

　　度支部大臣官房統計課（京城）隆煕2（明

　　41）209P　　　　　　　　　　　（2237）

朝鮮総督府統計要覧　第1次

　　朝鮮総督府（京城）明44275，27P（64）

朝鮮貿易年表　明治四十三年

　　朝鮮総督府（京城）明44208P　（187）

朝鮮総督府統計要覧　昭和5～9年

　　朝鮮総督府（京城）昭7～11　2冊

　　　　　　　　　　　　　　　　（65～66）

日本旧外地関係統計資料目録

　　国立国会図書館参考書誌部　昭39　191P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2203）

社会・労働

韓国社会略説

　　韓国駐剤憲兵隊司令部（京城）明43　62丁

　　和　　　　　　　　　　　　　　　（2096）

朝鮮社会考

　　朝鮮駐剖憲兵隊司令部編　文星社（京城）

　　明45　141P

　　韓国社会略説韓国駐剖憲兵隊司令部編

　　明治43年刊の改訂版　　　　　　　（2099）

日本社会学院年報　第4年　第3～5合冊

　　日本社会学院　大6　670P

　　内容：朝鮮人（高橋亨）　　　　　　（56）

朝鮮の社会階級

　　田中徳太郎述　京城帝国大学朝鮮経済研究

　　所［京城］22丁（京城帝国大学朝鮮経済研

　　究所［複写資料］邦文第68号）謄写版

　　朝鮮　大正10年3月号所載　　　（2426）

朝鮮の野守

　　田中徳太郎述　京城帝国大学朝鮮経済研究

　　所［京城］38丁（京城帝国大学朝鮮経済研

　　究所［複写資料］邦文第69号）謄写版

　　朝鮮　大正10年4月号所載　　　　（2427）

朝鮮部落調査予察報告（第1冊）

　　朝鮮総督府（京城）大12　82P　地図

　　調査：小田内通敏　　　　　　　　（39）

朝鮮部落調査特別報告（第1冊民家）

　　朝鮮総督府（京城）大13　78P　図

　　調査：今和次郎　　　　　　　　　（40）

朝鮮部落調査報告（第1冊　火田民，来住支那

　人）
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朝鮮総督府（京城）大1365P　図　地図

調査：小田内通敏　　　　　　　　（41）

朝鮮無産階級の研究

　　藤井忠治郎著　帝国地方行政学会朝鮮本部

　　（京城）大15257P　　　　　　（358）

朝鮮賭博要覧

　　金野根　大15　127P　図

朝鮮の災害

　　朝鮮総督府（京城）昭3　248P

　　（調査資料第24輯）

　　編纂：善生永助

朝鮮の犯罪と環境

　　朝鮮総督府（京城）昭3

　　第23輯）

　　執筆：善生永助

（2305）

図　地図

（36）

262P（調査資料

生活状態調査　其1　水原郡

　　朝鮮総督府（京城）昭4　256P

　　査資料第28輯）

　　調査：出生鼻紙

（35）

地図（調

（26）

生活状態調査其2　済州島

　　朝鮮総督府（京城）昭4　174P　図　地図

　　（調査資料第29輯）　　　　　　　（27）

新三郷約　※

　　大聖院編輯部編　大聖院（京都）昭4　26

　　丁和　　　　　　（2137）
露領在住朝鮮人の支那領転住状況　⑭

　　朝鮮総督府警務局（京城）昭5　35P

　　謄写版　　　　　　　　　　　　　（2201）

本市に於ける朝鮮人工場労働者

　　大阪市社会部調査課（大阪）昭6　37P

　　（社会部報告第131号）　　　　　（111）

本市に於ける朝鮮人の生計

　　大阪市社会部調査課（大阪）昭6　27P（社

　　会部報告第143号）　　　　　　　（112）

生活状態調査其4　平壌府

　　朝鮮総督府（京城）昭7　386P　図　地図

（調査資料第34輯） （28）

朝鮮の郷約

　　朝鮮総督府学務局社会三編　朝鮮総督府

　　（京城）昭7　73P（社会教化資料第1輯）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2294）

工場及鉱山に於ける労働状況調査

　　朝鮮総督府学務局社会課編　朝鮮総督府

　　（京城）昭8　258P　　　　　　（2651）

朝鮮社会事業要覧

　　朝鮮総督府学務局社会三編

　　（京城）昭8　215P

朝鮮総督府

　　（165）

朝鮮の白丁

　　高橋亨著　日本社会学院［昭8］　　［13］

　　P　日本社会学院年報第6年1～3合冊号

　　より抜葦　　　　　　　　　　　　（57）

満州の苦力

　　南満州鉄道株式会社経済調査会（大連）昭

　　9　112P　図
　　執筆：武居郷一　　　　　　　　　（692）

社会事業講習会講演録

　　朝鮮総督府社会課編

　　（京城）昭9　576P

朝鮮社会事業協会

　　　　　（2181）

満州の苦力と朝鮮の三軍

　　桜井義之著　昭9　11P

　　朝鮮社会事業　第12巻第7号

月抜刷

生活状態調査　其7　慶州部

　　朝鮮総督府（京城）昭9　562P

　　（調査資料第40輯）

　　調査：善生永助

朝鮮人の生活状態調査

昭和9年7
　（2562）

図　地図

（29）

神戸市社会課（神戸）昭1160P　図　地

図　　　　　　　　　　　　　　　（113）

在京朝鮮人労働者の現状

　　東京府学務部社会課昭11217P　図
　　地図（社会調査資料第25輯）　　　（2652）
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現代社会の流動性

　　秋場隆述朝鮮総督府学務局社会教育課

　　（京城）　昭12　10P（社会教化資料第18

　　輯）

　　合刻：韓国時代の学校の懐古　高橋亨述

　　11～19P　　　　　　　　　　　　（2297）

福岡県下在住朝鮮人の動向に立て　⑰

　　福岡地方裁判所　司法省調査部　昭1459

　　P（世態調査資料第26号）　　　　（120）

朝鮮に於る同族部落：の構造

　　善生永助著朝鮮総督府（京城）64P

　　朝鮮総督府調査月報第11巻第10～12号

　　昭和15年10月～12月抜刷　　　　（2669）

移入労務者訓練及取扱要綱　出動労務者訓練服

　務心得準則　⑭

　　中央協和二二17序22P　　　（110）

東亜社会研究　第1輯

　　東亜社会研究会編　生活社　昭18380P

　　内容：日本上代の家と村落（有賀喜左衛門）

　　中世後期農村の経済的相貌及び其変遷（西

　　岡虎之助）朝鮮の村落（鈴木栄太郎）安南

　　村落（内藤莞爾）　　　　　　　　　（53）

福岡県下在住朝鮮人の動向に就て　⑱

　　福岡地方裁判所　司法省調査部　昭1959

　　P’　（2566）
朝鮮人の中の日本

　　呉林二二　三省堂　昭46197P（三省堂新

　　書96）　　　　　　　　　　　　（2621）

朝鮮の聚落　前・中・後編

　　龍三二舎　1979　3冊

　　調査：置生二等

　　朝鮮総督府調査資料第38～39，41輯生

　　活状況調査　其5～6，8　昭和8，10年

　　の復刻　　　　　　　　　　　　（2596）

教　　育

　　韓国政府学部（京城）隆煕3（明42）17P

　　隆煕3年9月17日警察部長会議席上に於け

　　る俵学部次官訓示

　　電子複製　　　　　　　　　　　（2199）

官立仁川日出学校沿革史

　　官立仁川日語学校（仁川）隆煕3（明42）

　　26丁　和　謄写版　　　　　　　（2247）

公立普通学校教員講習会講演集

　　朝鮮総督府内務部学務局（京城）大4
　　419，87，3P　　　　　　　　　　　　（373）

朝鮮教育論

　　幣原前著　六滴滴　大8　414P　　（460）

譲麟学校考

　　朝鮮総督府学務局（京城）大9　246P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2186）

朝鮮の教育制度略史

　　朝鮮総督府学務局（京城）大9　25P

　　執筆：高橋亨　　　　　　　　　（2197）

国語普及の状況　⑭

　　朝鮮総督府学務局（京城）大10　9P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2198）

騒擾と学校⑱

　　朝鮮総督府学務局（京城）大10　25P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2195）

内地人教育の状況　⑫

　　朝鮮総督府学務局（京城）大10　22P

　　電子複製　　　　　　　　　　　　（2200）

朝鮮の教育

　　弓削幸太郎著　自由討究社　大12　310P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（461）

山口高等商業学校開校第二十周年記念講演評論

　文集

　　山口高等商業学校（山口）大15491P

　　　　　　　　　　　　　　　　（番外22）

朝鮮教育要覧

　　朝鮮総督府学務局（京城）昭3　245P　図
韓国教育と警察行政　⑱
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　　地図　　　　　　　　　　　　　　（84）

東京外国語学校沿革

　　東京外国語学校　昭7　111P　　（2177）

歴史教科書調査委員会設置に関する建議書

　　京城帝国大学総長昭9　6枚（番外28）

在内地朝鮮学生状況　⑳

　　朝鮮総督府学務局（京城）［昭10］　22P

　　朝鮮　第16号　　　　　　　　　（2196）

朝鮮教育問題管見

　　大野謙一著　朝鮮教育会（京城）昭11462

　　P　図

回顧二十年

　　大異公立高等普通学校（大郎）

　　29P

間島朝立延吉師範学校概覧

　　12）13P

京城帝国大学例規

　　京城帝国大学（京城）　昭12

朝鮮に於ける教育革新の全貌

　　朝鮮総督府学務局（京城）昭13

　　共）

教育と哲学

　　京城帝国大学文学会編

　　420P

朝鮮教育行政

　　岡久雄著

　　城）日晒15　298P

朝鮮奨学会事業概要

　　朝鮮奨学会　昭17　20P

日本統治下の朝鮮における朝鮮語教育

　　萩原彦三著　友邦協会　昭41

　　シリーズ第3号）

近世朝鮮教育史研究

［間島感懐延吉師範学校（延吉）］康徳4（昭

　　　　　　　　岩波書店

（京城帝国大学文学会論纂第9輯）

　帝国地方行政学会朝鮮本部（京

　　（459）

［昭12］

（番外23）

　　（89）

308P

　（2418）

170P（図

　　（85）

　　　昭15

　（2467）

　　（247）

　　（88）

22P（友邦
　　（576）

　　渡辺学著　雄山閣　昭44664，28P（図共）

　　　　　　　　　　　　　　　　（2384）

　　　　　　　風俗・習慣

朝鮮の物語集　附僅諺

　　高橋亨著　日韓書房（京城）明43　304P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（422）

朝鮮風俗画譜　乾・坤

　　中村金城画富里昇進堂明43　2冊
　　おもに図和　　　　　　　　　（539）

朝鮮野談集

　　青柳綱太郎編　朝鮮研究会（京城）明45

　　362P　　　　　　　　　　　　　　　（423）

慣習調査報告書

　　朝鮮総督府（京城）大2序404P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）

朝鮮の迷信と俗伝

　　楢木末実著　新文社（京城）大2　187P

　　図共　　　　　　　　　　　　　　（561）

朝鮮の僅諺集　附物語

　　高橋亨編　日韓書房（京城）大3　421P

　　図　　　　　　　　　　　　　　（2336）

鐸衛生風習録

　　朝鮮総督府警務総監部（京城）大4　221P

　　　　　　　　　　　　　　　　（2034）

朝鮮人の衣食住及其他の衛生

　　第八師団軍医三編　大4　190丁　和

　　謄写版　　　　　　　　　　　　　（2098）

朝鮮風俗集

　　今村靹著　斯道館（京城）大4　500P　肖

　　像　　　　　　　　　　　　　　（410）

朝鮮人の衣食住

　　村上唯吉編　大和商会印刷所図書出版部

　　（京城）大5　109P　図

　　　　　　　　　　（453，複2288電子複写）
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朝鮮の謎

　　朝鮮総督府（京城）大8　218P（朝鮮民俗

　　資料第1編）　　　　　　　　　（420）

朝鮮風俗風景写真帖

　　朝鮮風俗研究会編　ウツボや書房（京城）

　　大9　図63枚　　　　　　　　　（333）

伝説の朝鮮

　　三輪環著　博文館　大8　300P　（2309）

謎の研究　歴史とその様式

　　田中梅吉著　朝鮮総督府（京城）大9　122

　　P（朝鮮民俗資料第1編附録）　　（421）

朝鮮人

　　高橋亨著　朝鮮総督府学務局（京城）大9

　　71P　　　　　　　　　　　　　　　（2169）

朝鮮人の研究

　　納武津述世界思潮研究会大1251P
　　（世界パンフレット通信36）　　（2293）

朝鮮の契

　　朝鮮総督府（京城）大15　194P　図（調査

　　資料第17輯）

　　調査：湿生乱民　　　　　　　　　（32）

温突夜話

　　鄭畑野著　日本書院　昭2　380P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2302）

朝鮮解語花史　※

　　半能和著東洋書院（京城）昭2　288P
　　和　　　　　　　　　－　　　　　（430）

朝鮮の風習

　　朝鮮総督府（京城）昭2　49P

　　朝鮮総督府編朝鮮の習俗　大正14年刊の要

　　約　　　　　　　　　　　　　　　（2348）

歴史民俗朝鮮漫談

　　今村論著　南山吟社　昭3　502P（図譜）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（411）

朝鮮の鬼神

　　朝鮮総督府（京城）昭4　519P（図幅）（調

　　査資料第25輯　民間信仰　第1部）

　　調査：村山比比　　　　　　　　　（17）

同姓不婚の慣習に就て

　　総督府中画院（京城）［昭5？］6P

　　　　　　　　　　　　　　　　（番外25）

朝鮮の民間信仰

　　村山語順述　無声会（京城）昭6　22P（［朝

　　鮮総督府警察官講習所］講演集第6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2289）

朝鮮の盛観

　　朝鮮総督府（京城）昭7　619，70P　図

　　（調査資料第36輯　民間信仰　第3部）

　　調査：村山智順　　　　　　　　　（20）

長生考

　　孫晋泰著　市村博士古稀記念東洋史論叢刊

　　行会下8　30P　図
　　市村博士古稀記念東洋史論叢抜刷（2671）

朝鮮の占トと予言

　　朝鮮総督府（京城）昭8　663，11P　図26

　　P（調査資料第37輯）

　　調査：村山智順　　　　　　　　　（19）

楽浪と伝説の平壌

　　八田巳之助著平壌研究会（平壌）昭9

　　438P図　　　　　（523）
朝鮮の年中行事

　　朝鮮総督府（京城）昭11219P　（454）

扇，左縄，打毬，砲

　　朝鮮総督府中枢院（京城）昭12　496P（図

　　共）（朝鮮風俗資料集説）

　　執筆：今村靹　　　　　　　　　　　（6）

朝鮮の年中行事

　　朝鮮総督府（京城）昭12　221P　（2290）

朝鮮の習俗

　　朝鮮総督府（京城）昭12　82P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2347）

農山村に於ける契
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朝鮮総督府農林局（京城）昭13序　258P

　　　　　　　　　　　　　　　　（33）

慶州の伝説

　　大阪六二著

　　道）昭1497P　図

朝鮮の習俗

　　朝鮮総督府（京城）昭1490P

田中東洋軒（野州邑・慶尚北

蒙彊の自然と文化

　　京城帝国大学大陸文化研究会編

　　昭14316P　図55P

図

（305）

（455）

古今書院

　　京城帝国大学蒙彊学術探検隊報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　（650）

李朝実録風俗関係資料撮要

　　朝鮮総督府中枢院（京城）昭14851，37，26

　　P
　　執筆：今村靹　　　　　　　　　　（11）

北鮮農村の住居

　　満州拓植公社（新京）康徳9（昭16）12P

　　図［51］P　地図　（干拓パンフレット第

　　12輯）　　　　　　　　　　　　（213）

高麗以前の風俗関係資料撮要

　　朝鮮総督府中枢院（京城）昭1684，30，45

　　P

　　執筆：今村靹　　　　　　　　　　（10）

朝鮮の郷土娯楽

　　朝鮮総督府（京城）昭16369P　図（調査

　　資料第47輯）

　　調査：村山智順　　　　　　　　　（21）

日鮮神話伝説の研究

　　三品彰英著　柳原書店（大阪）昭18300P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（419）

朝鮮の神話と伝説

　　申来鉱著　一杉書店　昭18　318P

　　　　　　　　　　　　　（560，複560－1）

朝鮮人（身性及言語）

　　帝国学士院東亜諸民族調査室　昭19　16P

　　（東亜民族要誌資料第3輯）　　　（456）

朝鮮農村社会踏査記

　　鈴木栄太郎著大阪屋号書店昭19245
　　P　　　　　　　　　　　　　　　　（525）

朝鮮巫俗の現地研究

　　秋葉隆著　養徳社（丹波市町・奈良県）昭

　　25198P図　　　　（413）
朝鮮の契についての一考察　宗教的機能を中心

　として

　　宮原兎一著［　］昭28　9P

　　史潮50号抜刷　　　　　　　　（704～9）

済州島

　　泉靖一著　東京大学東洋文化研究所　1966

　　811，49P　図46P　地図　　　　（338）

自然科学

朝鮮総督府観測所学術報文　第2巻

　　朝鮮総督府観測所（仁川）　大元　135，25

　　P　地図　　　　　　　　　　　　（207）

智異山植物調査報告書

　　朝鮮総督府（京城）大4　98P　図　地図

　　調査：中井猛之進　　　　　　　　（220）・

日用便覧　大正5年（第8次）

　　朝鮮総督府観測所（仁川）大4　151P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（71）

朝鮮古代観測記録調査報告

　　朝鮮総督府観測所（仁川）大6　200P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2185）

金剛山植物調査書

　　朝鮮総督府（京城）大7204P図共地
　　図

　　調査：中井猛之進　　　　　　　　（219）

朝鮮森林植物編　第7輯　薔薇科

　　朝鮮総督府（京城）大7　80P　図35枚

　　調査：中井猛之進　　　　　　　　（218）
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白頭山植物調査書

　　朝鮮総督府（京城）大7　77P　図　地図

　　調査：中井猛之進　　　　　　　　（221）

欝陵島植物調査書

　　朝鮮総督府（京城）大8　87P図地図
　　調査：中井猛之進　　　　　　　　（222）

朝鮮の気象

　　平田徳太郎著　気象講話会（仁川）大8

　　187，27，12P　　　　　　　　　　　 （681）

朝鮮雨量表

　　朝鮮総督府観測所（仁川）大14　186P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（208）

朝鮮ノ雨量

　　朝鮮総督府観測所（仁川）大14　9P　図

　　［27］P　　　　　　 （208－1）

土名対照鮮満植物字彙

　　村田慾麿編　目白書院　昭7　778，36，11

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（458）

朝鮮に於ける地質及鉱物の調査沿革並文献

　　立岩巌編　朝鮮鉱業会（京城）昭8　129P

　　地図　　　　　　　　　　　　　（121）

朝鮮科学史

　　洪以内三省堂出版創立事務所昭19

　　452P図　　　　　（348）
近代朝鮮に於ける電気知識の伝来とその発展

　　岸謙著　朝鮮学会（天理）　昭30［37］P

　　朝鮮学報第8輯抜刷　　　　（704－8）

医学・保健衛生

霜林医事

　　小池正直著　明2067，70P　　（2004）

明治四十年韓国防疫記事

　　韓国統監府（京城）明41120P　地図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（204）

聯生風習録

　　朝鮮総督府警務総監部（京城）大4　221P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2034）

朝鮮人の衣食住及其他の衛生

　　第八師団軍医部編大4190丁和
　　謄写版　　　　　　　　　　　　　（2098）

朝鮮衛生要義

　　白石保成著　同（京城）大7　520P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（160）

大正十五年コレラ防疫二関スル記録

　　朝鮮総督府（京城）昭2　53P

　　附録：大正14年コレラ状況　　　　（205）

満鮮の漢方薬局に見出されたる薬材と原植物

　　石戸谷勉著［朝鮮薬学会］昭10　79P

　　朝鮮薬学会雑誌10巻3号別刷　　　（206）

大邸薬令市の起源に就いて

　　李仁栄著　京城帝国大学（京城）昭1312

　　P　図

　　京城帝国大学史学会誌第13号抜刷（2672）

朝鮮の農村衛生

　　朝鮮農村社会衛生調査会編　岩波書店　昭

　　15　288P

　　慶尚索道蔚山邑達里の社会衛生学的調査

　　　　　　　　　　　　　　　　　（161）

土三民の生活・衛生

　　京城帝国大学衛生調査部編　岩波書店　昭

　　17316P図　　　　（162）
朝鮮医学研究図書

　　三木栄編　大阪府立図書館（大阪）昭24　79

　　P（大阪府立図書館シリーズ第1号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（568）

朝鮮医学史乗疾病史　第1冊

　　三木栄著　同（堺）昭26　1冊（朝鮮医誌

　　第3部）　謄写版

　　内容：綜序　綜目次　　　　　　（2474）

長崎ことにその医学校に関する知見報告　日本

　滞在五年より

　　ボムペ・ファン・メーデルフォールト著荒
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　　瀬進抄訳［昭32］88P　写真

　　日本医史学雑誌第8巻　1957年11月　抜刷

　　合綴：和蘭医官ボムペ先生遺著「日本滞在

　　五年」序説　荒瀬進抄訳，出嶋オランダ商

　　館に就いて　ボムペ・ファン・メーデルフ

　　ールト述　荒瀬進訳，日本内地旅行記　ボ

　　ムペ・ファン・メールデルフルト著　荒瀬

　　進訳，幕末日本の外交違和顛末　ポペム・

　　ファン・メールデルフールト述　荒瀬進訳，

　　所謂「生麦事件」に関する日英応酬文書と

　　ポペム医官のこれが批判　荒瀬進著，安政

　　の頃結ばれた日豊条約に就いてボムペ・フ

　　ァン・メールデルフールト述荒瀬進訳

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2617）

朝鮮の救癩事業と小鹿島車生園

　　友邦協会　昭4250P　図（友邦シリーズ

　　第9号）

　　執筆：萩原彦三，吉岡貞蔵，斎藤岩蔵，吉

　　崎達美　　　　　　　　　　　　　（582）

工・鉱業一国土計画

洛東江流域治山事業計画概要　⑳

　　［慶尚道］［昭9］21，〔40〕P

大京城座談会速記録

京城都市計画研究会（京城）昭13

（201）

41P
（93）

国土計画策定二関スル参考資料　其の1

　　朝鮮総督府企画部（京城）昭16　156P（国

　　土計画資料第4輯）　謄写版　　　　（99）

朝鮮の国土開発事業

　　友邦協会　昭4286P　図（友邦シリーズ

　　第8号）

　　内容：朝鮮の土木事業概要（榛葉孝平）朝

　　鮮の治水と利水（本間孝義），朝鮮の土木事

　　業について（本間徳雄），朝鮮の洪水回顧（本

　　間徳雄）　　　　　　　　　　　　　（581）

工・鉱業一一般

朝鮮工業の現勢

　　朝鮮総督府殖産局（京城）昭1123P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（133）

鉄工業二関スル調査

　　京城府産業調査会　京城府（京城）昭11

　　172P　　　　　　　　　　　　　　　（134）

京城に於ける工場調査

　　京城商工会議所（京城）　昭14128，82P

　　地図

　　附録：京城工場一覧（昭和12年末現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（132）

朝鮮工業の現段階

　　川合彰武著　東洋経済新報社京城支局（京

　　城）昭18　315P　　　　　　　　（343）

エ・鉱業一鉱業

韓国鉱業調査報告

　　農商務省明39　6冊図地図　（656）

朝鮮鉱産地

　　朝鮮総督府農商工部商工局鉱務課編　朝鮮

　　総督府農商工部（京城）明44217P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2152）

朝鮮の鉱物　黄海道・平安南北道・威鏡南北道

　　川崎繁太郎著　朝鮮総督府（京城）［大2？］

　　140P　　　　　　　　　　　　　　　（679）

朝鮮鉱床調査報告

　　朝鮮総督府地質調査所（京城）　大4～7

　　4冊　図　地図

　　内容：第1　平安北道の1　第3　黄海道

　　の2　第5　威鏡南道の1　第6　京畿道

　　の2　　　　　　　　　　　　　　（183）

朝鮮に於ける主なる鉱山の概況

　　朝鮮総督府殖産局（京城）大14　93P
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　（124）

朝鮮鉱床調査要報

　　朝鮮総督府地質調査所（京城）　昭3～1ρ

　　11冊図地図　　　　（184）

朝鮮鉄鉱床概説

　　朝鮮総督府殖産局（京城）昭4　63P　図

　　地図

』　執筆：市村i毅　　　　　（125，複125A）

朝鮮の鉱業

　　朝鮮総督府殖産局（京城）昭4　45，50，121

　　P　図　地図
　　附録：朝鮮鉱業令及関係法規類　　（126）

朝鮮の石炭鉱業

　　朝鮮総督府殖産局（京城）昭4　202P　図

　　地図　　　　　　　　　　　　　　（129）

朝鮮の鉄鉱業

　　朝鮮総督府殖産局（京城）昭4　89，5P　図

　　地図　　　　　　　　　　　　　（128）

　［朝鮮鉱業状況］

　　朝鮮鉱業会（京城）昭5　10冊　地図

　　内容：威県南道鉱業状況　50P　ほか三図

　　鉱業状況　　　　　　　　　　　（131）

朝鮮金属鉱業発達史

　　志賀融編述　朝鮮鉱業会（京城）昭6　180

　　p　　　　　　　　　　　　　　　（2283）

鮪雛昔の朝鮮と鉱物

　　今村靹述　同（京城）昭8　53P（2284）

朝鮮の重石鉱業

　　朝鮮総督府殖産局鉱山課　朝鮮鉱業会（京

　　城）　昭8　　42P　　　　　　　　　　　　　　（130）

朝鮮鉱業の趨勢

　　朝鮮総督府殖産局　朝鮮鉱業会（京城）昭

　　11240P図　　　　（127）
朝鮮鉱業会誌会報総目次

　　朝鮮鉱業会（京城）昭12　118P　（680）

　　内容：大正7～昭和11年

朝鮮鉱業開発史上の外国人

　　桜井義之著　昭13　8P

　　朝鮮行政第2巻第4号　昭和13年4月抜刷

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2563）

外国交渉と金銀帯鉄

　　河東田経産編　雄生閣　昭14　147P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2692）

．朝鮮に於ける特殊鉱物並に其の開発の現況

　　朝鮮総督府殖産局鉱山課（京城）昭1570

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（122）

朝鮮鉱物誌

　　朝鮮総督府地質調査所編　三省堂　昭16

　　357，47P図
　　朝鮮鉱床調査要報　第15巻　皇紀2600年記

　　念　　　　　　　　　　　　　　　（185）

朝鮮の鉱業

　　近藤忠三著　東京書籍京城支店（京城）昭

　　18　190P（朝鮮新書）　　　　　（368）

鉄鉱開発と製鉄事業　朝鮮近代鉱業の創成（1）

　　友邦協会　昭43　56P（友邦シリーズ第10

　　号）

　　執筆：遠藤鉄夫，穂積真六郎　　　（583）

　　　　　　工・鉱業一その他

建築所事業概要　第1次

　　度支部建築所（京城）隆煕3（明42）247P

　　図（2251，2235複）
朝鮮満洲支那本土紙況調査書

　　　［　］［明44］195P

　　調査：河東田酒壷　　　　（192，2235複）

鴨録江橋梁工事報告　同附属図面

　　朝鮮総督府鉄道局（京城）　明45序　2冊

　　図　地図

　　報告：山田亀治　　　　　　　　　（215）
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朝鮮水道水質之研究

　　樋下田謙次郎著糀谷藤郎（印刷）大2

　　181P図　　　　　（159）
朝鮮の二業

　　二二一著：二業研究会　大2　112P　図

　　4枚　　　　　　　　　　　　　　（224）

朝鮮の窯業

　　朝鮮総督府（京城）大15　228P　図（調査

　　資料第18輯）

　　調査：善生永助　　　　　　　　　（34）

新興の威南　赴戦二水電工事

　　藤本二二編　新興の威南下（二七・威鏡南

　　道）昭4　57，38P　図　肖像　　　（278）

朝鮮電気事業令条文要旨

　　［　］昭7　49P
　　執筆：坂上満寿雄　　　　　　　　（172）

朝鮮酒造史

　　朝鮮酒造協会（京城）昭10　327，204P　図

　　肖像　　　　　　　　　　　　　　（231）

朝鮮料理学　※

　　洪善杓著　朝光社（京城）昭15265P　肖

　　像　　　　　　　　　　　　　　　（696）

　　　　産業一事情・歴史・政策

韓国出張復命書

　　農商務省農務局　明34　116P　図

　　報告：加藤野郎　　　　　　　　（2149）

韓国産業視察報告書

　　大阪商業会議所（大阪）明3783丁　図18

　　枚　肖像　和

　　報告：谷崎新五郎，森一平　　　　（647）

最新韓国実業指針　訂正改版

　　岩永重華著宝文館明38470P　図
　　地図　　　　　　　　　　　　　　（361）

税務監督局技手佐藤保吉韓国出張調査事項報告

　　東京税務監督局　明38　184P　図　（内国

　　税彙纂第26号）　　　　　　　　　（2148）

韓国実業管見

　　福沢泰江著　同（赤穂村・長野県）明39　76

　　P　　　　　　　　　　　　　　（2151）

南韓之実業　附好望ナル事業案内

　　青柳綱太郎編著　青木町山堂　明39　147

　　P　地図　　　　　　　　　　　（2040）

間島産業調査書

　　統監府臨時間島派出所残務整理所　明43

　　549，83，230P　地図　　　　　　（548）

朝鮮殖産銀行と朝鮮の産業

　　朝鮮殖産銀行（京城）大13　72P　図地図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（100）

朝鮮副業指針　朝鮮副業品共進会総覧

　　足立丈次郎編　東光社（京城）大13　683P

　　図肖像　　　　　（158）
朝鮮産業開発問題　⑱

　　大蔵省　昭2　320P　折図　（朝鮮出張報

　　平岸1巻）

　　報告：広瀬豊作　　　　　　　　　（2142）

朝鮮の産業

　　朝鮮総督府（京城）昭2　33P　（2646）

労働隊制度と雇只隊制度

　　久間健一著　水原高等農林学校（水原邑・

　　京幾道）　昭7　61P　地図

　　水原高等農林学校創立二十五周年記念論文

　　集の抜葦　　　　　　　　　　』（547）

朝鮮重要物産蚊特産物分布図

　　朝鮮総督府商工奨励館（京城）昭8　地図

　　1枚　　　　　　　　　　　　　　（510）

産業懇談会議事速記録

　　［朝鮮総督府］（京城）昭11123P（51）

　　　　農業一事情・歴史・政策

清韓実業観
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　　酒勾常明著　農商務省農務局　明35130

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（2246）

韓国農事案内　附韓語会話

　　青柳綱太郎著　青木嵩山堂　明37　119P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2048）

韓国農業要項

　　［農商務省］明38序　25P　地図　（654）

満洲誌

　　露国大蔵省編　農商務省農務局訳　農商務

　　省農務局　明3852P　　　　　（2136）

韓国二於ケル農業調査

　　農商務省農事試験場　明39224，19P　図

　　地図

　　調査：鴨下松次郎　　　　　　　　（193）

韓国農事蚕業調査報告書

　　［　］明治39年調査

　　報告：間庭文造，飯塚房造　　　　（2154）

韓国二於ケル農業ノ経営

　　統監府農商工務部農林課（京城）明40　132

　　P　図

　　明39年間の増補再版

朝鮮農業移民論

　　神戸正雄著　有斐閣　明43

　　書第1冊）

朝鮮農務彙報　第3

（2153）

182P（経済叢

朝鮮総督府農商工部（京城）明45

　　P　地図

特別調査報告集　第1～2

（2155）

282，34

（144）

朝鮮総督府勧業模範場（水原面・京畿道）

　　大3～5　2冊　図

朝鮮土地調査事業報告書

（142）

　　朝鮮総督府臨時土地調査局（京城）　大7

　　2冊（追録とも）図　　　　　　　（663）

朝鮮の灌概及開墾事業

　　朝鮮総督府殖産局（京城）大10　40P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（A12）

朝鮮農政史考

　　西郷静夫著

　　17P　図

朝鮮に於ける小作制度

　　朝鮮総督府（京城）

　　執筆：李覚鐘

京畿道農事奨励会講演集

船越光雄（京城）大10

大1126P

　　時実秋穂，中尾尭駿豆

　　［　］大1311P

火田の現状

　　朝鮮総督府（京城）大15　202P

　　（調査資料第15輯）

　　調査：三生永助

小作農に関する調査

　　朝鮮総督府殖産局（京城）昭3

　　究資料第1輯）

　345，

（671）

（138）

（520）

図　地図

（31）

279P（研
　（137）

盛岡高等農林学校創立二十五周年記念論叢

　　盛岡高等農林学校（盛岡）昭3　1冊　図

　　内容：時代を異にする結負制度間の豚絡

　　（鏡保之助）　朝鮮一筆の嚢虫寄生に関す

　　る統計的観察（中西俊蔵）　朝鮮に於ける

　　植民政策の一考察（長野英一郎）ほか

　　　　　　　　　　　　　　　　　（667）

朝鮮四隅ケル農業金融

　　南満洲鉄道株式会社調査部　昭6　94葉

　　謄写版

　　調査：近藤三雄　　　　　　　　（2760）

朝鮮の火田

　　橋本伝左衛門著　京城帝国大学農学部　昭

　　6　34P　京城帝国大学農学部農林経済研

　　究室パンフレット第6号（横井時敬先生記

　　念論文集別刷）　　　　　　　　　（149）

李朝末期の農村

　　大内武次著　京城帝国大学（京城）　昭8

　　65P

　　［京城帝国大学法学会論集　第1部6冊］

　　抜刷　　　　　　　　　　　　　　（154）
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小作慣行調査書　⑰

　　慶尚北道産業部（大邸）昭9　191P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（140）

社還米制度

　　京城帝国大学朝鮮経済研究所（京城）昭9

　　11丁表3枚（京城帝国大学朝鮮経済研究

　　所［複写資料］邦文第2回）　謄写版

　　朝鮮総督府月報　第1巻第1号（明治44年

　　6月）所載　　　　　　　　　　（2424）

朝鮮二於ケル米穀統制ノ経過

　　朝鮮総督府農林局農産課（京城）昭9序

　　115P　　　　　　　　　　　　　　　（136）

農家経済調査（慶尚獣道ノ分）昭和6年度

　　朝鮮農会（京城）昭9　295P　　（141）

平安南道統計表（農業統計）昭和9年

　　平安南帯（平壌）　昭9　1冊図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（188）

米穀問題の経過並諸方策

　　朝鮮銀行調査課（京城）昭9　21P

　　石塚峻講演要旨　　　　　　　　　（155）

朝鮮に於る小作問題と其の対策

　　田辺勝…正著　協調会　昭10　50P

　　社会政策時報　第183号　昭和10年12月抜
　　届U　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2670）

朝鮮の農業機構分析

　　印貞植著　白揚社　昭12　249P　　（344）

朝鮮米穀経済論　2版

　　東畑精一，大川一司共著　日本学術振興会

　　昭12147P　地図
　　学術部第六小委員会報告第2冊　　（135）

朝鮮小作年報　第2輯

　　朝鮮総督府農林局（京城）　昭13　154，46

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（139）

朝鮮の農業地帯

　　印貞植著　生活社　昭15212P　図　地

　　図　　　　　　　　　　　　　　　（345）

朝鮮農村物語

　　重松高昇修　中央公論社　昭16　481P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（524）

朝鮮農村団体史

　　文定昌著　日本評論社　昭17539P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（346）

朝鮮農政の課題

　　久間健一著　成美堂書店　昭18　472P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（347）

北朝鮮の農業事情と土地改革

　　ユ・セヨウドロフ著　日本太平洋問題調査

　　会訳　農林大臣官房調査課昭2511P
　　（調査資料第78号）　　　　（153，153A）

日本人の海外活動に関する歴史的調査　通巻

　第5冊朝鮮編第4分冊⑳
　　大蔵省管理局［昭21］153P

　　内容：第9章産業及経済政策第10章
　　農業の発達　　　　　　　　　　　（108）

朝鮮農業発達史　朝鮮農業三十年史　補訂

　　小早川九郎編著友邦協会昭35　2冊

　　内容：第1　発達篇　第2　資料篇　朝鮮

　　統治関係重要文献　　　　　　　　（598）

宇垣総督の農村振興運動

　　友邦協会　昭4151P（友邦シリーズ第5

　　号）

　　講述：山口盛　　　　　　　　　　（578）

朝鮮の土地調査

　　萩原彦三著　友邦協会　昭41　19P（友邦

　　シリーズ第1号）　　　　　　　（574）

朝鮮米と日本の食糧問題

　　石塚峻著　友邦協会　昭4175P（友邦シ

　　リーズ第2号）　　　　　　　　（575）

朝鮮農地令とその制定に至る諸問題

　　塩田正洪著　友邦協会　昭46　116P　（友

　　邦シリーズ第17号）　　　（589，複2706）

朝鮮に於ける農村振興運動（資料選集）

　　友邦協会編　友邦協会　昭58284P　（友
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　　邦シリーズ第25号）

　　監修：水田直昌

朝鮮に於ける米穀政策の変遷

　　石塚野田　友邦協会　昭58

　　リーズ第24号）

（2654）

82P（友邦シ

　　（2653）

　　　　　　　農業一作物

実験朝鮮果樹園芸

　　高津敬三郎，押切祐作共著　博文館　明44

　　238P図　　　　　（157）
朝鮮輸出米事情

　　岡田重吉著　同文館　明44124P（東京高

　　等商業学校研究叢書）　　　　　（2145）

朝鮮二於ケル棉花二関スル調査成績

　　臨時産業調査四大716，166，118P地
　　図

　　調査：間部彰，伊藤静栄　　　　　（195）

朝鮮二階ケル主要作物分布ノ状況

　　朝鮮総督府勧業模範場（水原面・京畿道）

　　大1260P　地図
　　調査：加藤木保次　　　　　　　　（194）

朝鮮の特用作物並果樹疏菜

　　朝鮮総督府殖産局（京城）大12　101P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（143）

人葭肥草

　　今村靹著：朝鮮総督府専売局（京城）昭8

　　30丁　図10P　和　　　　　　　（431）

専売の朝鮮

　　朝鮮専売協会（京城）昭11252P　図　肖

　　像

　　黄色種煙草二十五周年記念特輯号

　　　　　　　　　　　　　　　　（番外12）

朝鮮の棉花事情

　　日満棉花協会朝鮮支部　昭12284P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（145）

朝鮮例幣発展史談

坂本迫蔵著　友邦協会　昭48　298P　図

肖像（友邦シリーズ第18号）

　　　　　　　　　　　　（590，複2707）

　　　　　　　繊維・蚕糸

韓国蚕業調査復命書

　　［農商務省農務局］［明38？］58P

　　地図

　　調査：林騨作

韓国農事蚕業調査報告書

　　［　］60P　明治39年調査

　　報告：間庭文造，飯塚房造

朝鮮支那蚕糸業概観

　　農商務省農務局　大2　652P

　　調査：本多岩次郎

朝鮮綿業史

　　P　図

図

図22P

（223）

（2154）

（38）

朝鮮綿糸布商聯合会（京城）昭4　48，356

朝鮮綿糸布商聯合会創立十周年記念

　　　　　　　　　　　　　　　（146）

　　　　　　　　畜　　産

直琴元畜牛使役用語

　　朝鮮総督府勧業模範場（京城）大1119P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2253）

慶尚北道畜産要覧

　　［　］［大13コ41P　図　地図　　（509）

朝鮮牛

　　守田敏道著　大日本農会　大12　80P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2160）

本邦内地二於ケル朝鮮牛

　　農林省畜産局　昭2　66P　図（畜産彙纂

　　第9号）　　　　　　　　　（2161）
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　　　　　　　　林　　業

韓国森林調査書摘要

　　［農商務省山林局］明38序　　22P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（655）

清韓両国森林視察復命書

　　農商務省山林局　明38362P　図　地図

　　報告：宮島多喜郎　　　　　　　（700）

韓国森林調査書

　　農商務省山林局　　［明39？］　72，10，63P

　　図57枚　地図

　　内容：南韓森林調査書　道家克之，長倉純

　　一郎調査　丁寧森林調査書　永田正吉，西

　　田又二調査　　　　　　　　　　　（216）

朝鮮森林視察復命書

　　農商務省山林局　大2　216P　図　地図

　　調査：平熊友明　　　　　　　　　（217）

朝鮮博物志

　　強雨鋪著　青柳綱太郎訳　朝鮮研究会（京

　　城）大4　451P

　　原名：山林経済　　　　　　　　　（457）

鴨緑門林業誌

　　鴨緑江野木公司（安東県・満洲）大8　350

　　P　図　地図　　　　　　　　　（152）

朝鮮林政より見たる火田問題

　　岩根二子　水原高等農林学校（水原邑・京

　　幾道）　昭7［24］P　水原高等農林学校

　　創立二十五周年記念論文集抜刷　　（546）

朝鮮の林業

　　朝鮮総督府農林局（京城）昭9　128P　図

　　附録：各種統計　　　　　　　　　（147）

民有林業事蹟集

　　朝鮮山林会（京城）昭9　216P　（148）

朝鮮総督府林野調査委員会事務報告

　　朝鮮総督府林野調査委員会（京城）昭11

　　207P　　　　　　　　　　　　　　　（151）

朝鮮半島の山林　20世紀前半の状況と文献目録

　　土井林業振興会　昭49305P　　（599）

　　　　　　　　水産業

朝鮮通漁事情

　　関沢明清，竹中邦香共編　団々社書店　明

　　26　172P　地図　　　　　　　　（2147）

朝鮮近海漁業視察関沢明清氏報告

　　外務省通商局　明27　96P　　　　（678）

韓海漁業視察復命書

　　大分県内務部第四課編　大分県（大分）明

　　33　116P　図

　　報告：三浦覚一　　　　　　　　　（2156）

韓国漁業視察復命書

　　香川県水産試験場　明3584P　図

　　調査：佐々木一郎　　　　　　　　（197）

韓四通漁指針

　　葛生修吉著　黒竜会　明36451，39P　図

　　地図　　　　　　　　　　　　　　（665）

韓国水産行政及経済

　　韓国政府財政顧問本部［明37］156P

　　財務週報第25号附録　　　　　　　（2041）

韓国水産業調査報告

　　農商務省　明38序　142P　図18　地図

　　調査：下啓助，山脇宗次　　　　　（196）

朝鮮海水産調査報告

　　朝鮮海水産組合本部［　］　明43序　49

　　P　図　　　　　　　　　　　　　（198）

朝鮮の十大漁業

　　朝鮮総督府殖産局（京城）大10　68P　地

　　図　　　　　　　　　　　　　　　（167）

漁船調査報告第1冊
　　朝鮮総督府水産試験場（釜山）大1352P

　　図89枚　　　　　　　　　　　　（199）

南支那・仏領印度支那漁業試験報告書
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　　台湾総督官房調査課（台北）大15　111P

　　図12枚　地図10枚（南支那及南洋調査125

　　輯）

　　報告：大熊保道，青木越雄　　　　（549）

鯉油に関する調査書

　　朝鮮総督府殖産局（京城）昭4　84P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（169）

漁船調査報告　第3冊　朝鮮型漁船改良二関ス

　ル試験

　　朝鮮総督府水産試験場（釜山）昭4　42P

　　図9枚　　　　　　　　　　（200）

南支那漁業試験報告　附漁業資料

　　台湾総督官房調査課（台北）昭4序58P

　　図7P（南支那及南洋調査第174輯）

　　報告：大熊保道　　　　　　　　　（550）

朝鮮漁業制度要論

　　加藤真孝著　朝鮮水産会（京城）昭7　511

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（363）

洛東江に於ける海苔凶作の原因に就て

　　総督府水産試験場（釜山）昭9　29P　図

　　（特輯第7号）　　　　　　　　　（202）

朝鮮水産統計　昭和16年

　　朝鮮総督府（京城）昭18　151P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（166）

騨水産の発達と日本

　　友邦協会　昭4361P（友邦シリーズ第12

　　号）

　　講述：穂積真六郎　　　　　　　　（585）

　　　　　　　　塩　　業

朝鮮天日製塩調査報告書

　　農商肇省水産講習所　大8　44P　折図6

　　枚

　　報告：野元俊一　　　　　　　　　（2157）

朱安塩田概要

　　朝鮮総督府専売局朱安出張所（狭霧・京畿

　　道富川郡）昭9　8P　図　地図　（150）

朝鮮の塩業

　　友邦協会編　友邦協会　昭58　130P　図

　　（友邦シリーズ第26号）

　　内容：朝鮮の塩業　石橋雅威編　朝鮮総督

　　府専売局　昭和12年　朝鮮の天日製塩に関

　　する資料総説編　石川武吉編　昭和48年の

　　覆刻　　　　　　　　　（2655，複2655－1）

　　　　　　　　商　　業

朝鮮通商事情

　　塩川一太郎著　八尾書店　明28　154P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2146）

日韓通商協会報告　第1号

　　日韓通商協会・明28　126P

　　添付：朝鮮協会会報第1回　明治35年7月

　　の筆写（内容：朝鮮協会設立趣意書その他）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2254）

清韓実業観

　　酒勾常明著　農商務省農務局　明35130

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（2246）

韓国内地行商の奨励

　　朝鮮協会会報第8回　明治36年5月号
　　23～46Pの電子複写　　　　　　（2693）

清韓実業視察報告書

　　徳島県　徳島県第三部（徳島）明39　200P

　　報告：井山省七等　　　．　　　（2144）

日鮮貿易史上の三浦と和館

　　武田勝蔵著［大11］　　［32］P

　　史学　三田史学会　第1巻線3号抜刷

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2558）

朝鮮の市場

　　朝鮮総督府（京城）大13　664P　図　地図

　　（調査資料第8輯）

　　調査：善生三助　　　　　　　　　（22）

朝鮮人の商業
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　　朝鮮総督府（京城）大14426P　（調査資

　　料第11輯）

　　調査：善生永助　　　　　　　　　（24）

市街地の商圏

　　朝鮮総督府（京城）大15574P　図　地図

　　（調査資料第14輯）

　　調査編纂：善生永助　　　　　　　（25）

朝鮮の市場経済

　　朝鮮総督府（京城）昭4　528P（図共）（調

　　査資料第27輯）

　　執筆：野生三助　　　　　　　　　（23）

取引所関係事項の概要　⑳

　　朝鮮総督府殖産局（京城）149P

　　昭和4年度までの統計収載　　　（番外2）

朝鮮李朝期における行商甲体

　　田辺信太郎著

　　関西大学学報　125号　昭和ユ0年1月　P

　　2～7の電子複写　　　　　　　（2694）

朝鮮の市場

　　文定昌著　日本評論社　昭16322P

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（339）

対朝鮮貿易の消長と日清戦争

　　宮本又次著　昭1931P

　　経済史研究　日本経済史研究所　日本評論

　　社第31巻7・8号昭和19年7・8月抜
　　早り　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　（2751）

近世日朝通交貿易史の研究

　　田代和生著　創文社　昭56458，48P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2559）

　　　　　　　交通・港湾

京釜鉄道意見⑳

　　大江卓著　大江卓　明32　73P　図　地図

　　私家版　　　　　　　　　　　　　（2158）

韓国二大港実勢

　　相沢仁助著　日韓昌文社（釜山）　明38

　　303P図　　　　　（277）
仁川開港二十五年史

　　仁川開港二十五年紀念会（仁川）明4172

　　P　図

　　編者：今井忠雄　　　　　　　　　（2248）

韓国沿岸航路開始顛末

　　臨時財源調査局（京城）隆煕3（明42）66

　　P
　　報告：渡辺帰一　　　　　　　　　（2165）

仁川港ノ築港ヲ要スル理由書

　　仁川経済研究会（仁川）　明4240P　地

　　図　　　　　　　　　　　　　　　　（191）

朝鮮鉄道線路案内

　　朝鮮総督府鉄道局（京城）　明44　242P

　　地図　　　　　　　　　　　　　　（418）

朝鮮通信事業沿革小史

　　朝鮮総督府逓信局（京城）大3　174P　図

　　地図　　　　　　　　　　　　　（2245）

朝鮮支那間の航路及其推移に就て

　　内藤傷輔著［　］大4　105P地図
　　内藤博士頒寿記念史学論叢抜刷　　（189）

朝鮮鉄道史

　　朝鮮総督府鉄道局（京城）大4　406，12P

　　図　肖像　地図　　　　　　　　　（416）

三線問題運動経過報告書

　　［　］大5　34，46，74P地図

　　　　　　　　　　　　　　　　（番外3）

釜山港設備一斑

　　［　］［大8］54P　地図

　　附録：釜山港小史　　　　　　　　（2286）

群山開港史

　　保高正記，村松祐之著保高正記　（群山）

　　大14338P　図　肖像地図　　（262）

朝鮮の私設鉄道

　　南満洲鉄道庶務部　大14234P　地図

　　（調査報告　第25巻）　　　　　　（190）
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朝鮮鉄道促進期成会要覧

　　朝鮮鉄道促進期成会　大1541P（2224）

朝鮮に於ける鉄道普及促進に付建議　附朝鮮と

　其の富源

　　帝国鉄道協会　大15［137］P　地図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2159）

朝鮮馬覇府の発展策，殊に風景の利用

　　本多静六述　馬山府（馬山）　［昭2］33

　　P
　　折図　　　　　　　　　　　　　（2226）

朝鮮ノ港湾　第1輯

　　朝鮮総督府内務局土木課（京城）昭4　397

　　P　地図12枚　　　　　　　　　　（42）

船の朝鮮

　　今村靹著　螺炎書屋（京城）昭5　177P

　　図　写真　　　　　　　　　　　（2367）

朝鮮総督府鉄道局用品資金制度概要（特別会計

　資料）

　　朝鮮総督府逓信局（京城）［昭8］62，8P

　　附録：朝鮮総督府鉄道局物品事務取扱細則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（97）

群山開港前史

　　群山府（群山）昭10108P　図　　（263）

日韓通信事業合同顛末私考

　　吉田新一（釜山）昭11107P　図

　　限定版　　　　　　　　　　　　　（2292）

朝鮮鉄道史　第1巻　創始時代

　　朝鮮鉄道史編纂委員会　朝鮮総督府鉄道局

　　（京城）昭12598P　　　　　　（417）

朝鮮の資本主義と画面鉄道

　　高村象平著

　　交通文化　国際通信文化協会　第2号　昭

　　和13年4月　P144～149の電子複写

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2695）

新旧対照自動：車交通事業法中改正法律

　　朝鮮総督府鉄道局（京城）［昭15］43P

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（170）

京城永登浦電話番号簿

　　京城中央電話局（京城）昭15～18　2冊

　　内容：昭和15年4月1日現在　昭和17年12

　　月1日現在　　　　　　　　　　　（2683）

関釜連絡船史

　　日本国有鉄道広島鉄道管理局編　日本国有

　　鉄道広島鉄道管理局（広島）昭54　167P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2709）

　　　　　　　　芸　　術

韓国写真帖

　　博文館　明38　64P　図51P　地図

　　写真画報臨時増刊　　　　　　　　（544）

韓紅葉

　　谷井二一論述朝鮮総督府度支部建築所

　　（京城）　明4272P　図

　　谷井済一，栗山俊一，関野貞が明治42年京

　　城で行った講演の抜葦　　　　　（2092）

朝鮮芸術之研究

　　関野貞等著　朝鮮総督府度支部建築所（京

　　城）明43序　97P　　　　　　（2091－1）

朝鮮芸術之研究　続編

　　関野三等著　朝鮮総督府（京城）明44序　58

　　p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2091－2）

朝鮮国宝大観

　　杉原定吉編　日韓書房（京城）明44　図50

　　p　　　　　　　　　　　　　　　（537）

朝鮮俗曲集　上巻　※

　　李尚俊著　朝鮮福音印刷所（京城）大3　75

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（432）

千里の風

　　［　］大4　1冊
　　朝鮮鉄道一千哩記念祝賀式余興　　（2524）

朝鮮書画家列伝

　　吉田英三郎編京城日報社（京城）大4

　　115，99P
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　　附録：朝鮮年表　日本，支那，西洋年表対

　　照　　　　　　　　　　　　　　　（2279）

朝鮮李王家の古楽舞　我が宮中の舞楽との関係

　　田辺尚雄述　啓明会事務所　大1026，9P

　　図（啓明会第5回講演集）　（570，複2223）

朝鮮とその芸術

　　柳宗悦著　叢文閣　大11334P　図23枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2322）

朝鮮鐘写真集　増訂再版

　　考古学会　大1237P　図50枚　　（2553）

高麗青磁の窯跡と其製作品

　　中尾万三述　彩壷会　大1433P

　　彩壷会講演録　　　　　　　　　　（682）

啓明会第29回講演集

　　啓明会事務所　昭3　70P

　　内容：朝鮮陶器について（倉橋藤治郎）緻

　　捏出土品に就いて（矢吹慶輝）　　（452）

釜山窯と対州窯

　　浅川伯平平　野壷会　昭5　260P（門下）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2182）

李朝風の窯跡と油壷の研究

　　大宅経三著　大阪屋号書店　昭5　261P

　　図　地図　　　　　．　　　　　（559）

日本文化叢考

　　京城帝国大学法文学会編　刀江書院　昭6

　　［450］P　図（京城帝国大学法文学会第2

　　部論纂第3輯）　　　　　　　　（2456）

西洋芸文雑考

　　京城帝国大学法文学会編　刀江書院　昭8

　　551P　写真　（京城帝国大学法文学会第2

　　部論纂第5輯）　　　　　　　　（2458）

朝鮮新出土古陶逸品展観（春海商店展示目録）

　　谷口印刷所（印刷）昭1112P　図版6枚

　　図　　　　　　　　　　　　　　　（538）

朝鮮陶磁史文献考　附釜山学館考

　　小田省吾著　学芸書院　昭11170P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2323）

李王家楽器

　　李王職（京城）昭14図のみ56枚　（569）

朝鮮の茶と禅

　　諸岡存，家入一雄共著　日本の茶道社　昭

　　15179P図　　　　（414）
朝鮮の古模様　第1輯
　　朝鮮輸出工芸協会（京城）昭17　図30放　解

　　説10P（峡入）　　　　　　　　（2502）

朝鮮の真姿

　　高愛心著　宝雲舎　昭17　132，2P（東雲文

　　庫）　　　　　　　　　　　　　（2689）

高麗陶磁の研究

　　野守建著　清閑舎（京都）昭19　284P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（685）

朝鮮の演劇

　　印南高一著　北光書房　昭19351P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（557）

朝鮮の古美術

　　高木紀重著　翼書房　昭19　302P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（558）

韓国到古燈器　※

　　韓国電力公報室（ソウル）1968　256P　図

　　共　　　　　　　　　　　　　　　（522）

明治時代の錦絵にみる朝鮮問題　明治字面血忌

　識研究の一試考

　　桜井義之著　31P

　　作新学院女子短期大学紀要4　昭和52年11

　　月18日抜刷　自筆の追記・訂正あり

　　　　　　　　　　　　　　　　　（A11）

朝鮮回顧録
　　中吉功著　国書刊行会「昭60173P（図

　　共）　　　　　　　　　　　　　（2743）
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語　　学

韓語入門

　　宝迫繁勝編　同（浅江村・山口県）　明13

　　2冊和　　　　　（2066）
暴善隣通語

　　宝追繁勝著　同（浅江村・山口県）　明14

　　2巻和　　　　　（2065）
日韓英三国対話　第2部

　　赤三瀬一郎編　岡島宝文館（大阪）明25

　　173P　　　　　　　　　　　　　　　（601）

新撰朝鮮会話

　　洪爽鉱著　博文館　明27162P　（603）

朝鮮語学独案内

　　松岡論著：青山清吉　明27204P（605）

日韓会話

　　参謀本部　明27256P　　　　　（604）

日清韓三国千字文

　　荒浪平治郎著哲学書院明33106P
　　肖像　　　　　　　　　　　　　　（606）

日韓名原考

　　中村朝貞（中瀬村・三重県）明3416P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2130）

新訂尋常小学巻3　※
　　学部編輯局（京城）［光武7（明36）］

　　49丁和　　　　　 （635）

韓語会話

　　村上三男著　大日本図書　明37　188，86P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（610）

校訂画聖須知

　　二間恭作，藤波義貫校訂［　］明37328

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（608）

日韓会話

　　参謀本部編　明37256P

　　付：日清韓重要地名，諺文の成立（2344）

日韓通話

　　国分国夫著　国分建見（平町・長崎県）明

　　37　186，22，19P　　　　　　　　　　（602）

韓語教科書

　　金島苔水，広野岬山著　青木嵩山堂（大阪）

　　明38　290P　図　　　　　　　　（611）

韓文日本豪傑桃太郎伝　※

　　金島苔水著　青木嵩山堂（大阪）明3879

　　P　　　　　　　　　　　　　　（2039）

韓訳重刊東語初階

　　泰東同文局　明38128P　　　　（639）

実用韓語学

　　島井浩著　誠之堂書店　明38210P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（607）

日韓韓日新会話

　　島井旧著　青木嵩山堂（大阪）明41　255P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（613）

韓語通

　　前間恭作著　丸善　明42364P　（615）

韓語文典

　　高橋亨著博文館　明42234P　（616）

百日英新会話

　　鄭雲復，鮮子叡　日韓書房（京城）明42　421

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（614）

日韓会話

　　秦兵逸著　田中宗栄堂（大阪）明43　170P．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（618）

日韓韓日言語集

　　趙義淵，井田勤衛著　日韓交友会出版所

　　明43222，58P　　　　　　　　（617）

　　附録：韓国事情一斑

六十日間卒業日韓会話独修

　　柳等星，高木常次面著　積善館本店（大阪）

　　明44353P　　　　　　　　　　（612）

局員須知日鮮会話

　　朝鮮総督府臨時土地調査局（京城）明45
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編纂：韓圭復，林田虎雄

朝鮮荒野房話　※

　　浦書房編［明？］15丁　和

　　朝鮮文に和訳文付き

（619）

（2607）

新撰正則日干会話

　　斉藤助昇著　日韓書房（京城）大元　218P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（620）

いろは引朝鮮語案内

　　林山松吉著　偉業館書房（大阪）大2　231

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（609）

国語学語雪冤通解

　　小野開方著　日韓印刷（京城）大2　192P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（621）

朝鮮語会話独習

　　山本治三著

　　230，26P

久栄堂書店（大阪）大2
　　　　　　　　　（622）

齢語解訳

　　山之井謄写（大冊）大4　263，20P

　　附録：朝鮮文二使用スル諺文皇天爾遠波訳

表

ポケット朝鮮語学捷径．

　　佐藤砥堂著　波多野重太郎　大4

　　P

（2280）

252，46

（623）

ポケット朝鮮語独学

　　弓場重栄著　日韓書房（京城）大4　225P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（624）

日韓会話精通

　西村真太郎著

　大6　702P

京城日報社代理部（京城）

（627）

朝鮮語五十日間独修

　　島井浩著　田中宋栄堂（大阪）大7　272P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（629）

　
四

壁
水

合
子

語
島

言
金
P

三日

青木嵩山堂（大阪）大7　350

　　　　　　　　　（630）

朝鮮語法及会話書

　　朝鮮総督府（京城）大8　278，51，10P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（628）

新新朝鮮語会話

　　山本正誠著　大阪屋号書店　大10269P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（626）

普通学校朝鮮語読本　巻1・2　※

　　朝鮮総督府（京城）大12　2冊　　（634）

日本人之朝鮮語独学

　朴重華著　光東書局（京城）大13492P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（631）

新新朝鮮語会話

　　山本正誠著　大阪屋号書店　大13219P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（625）

最新朝鮮語会話辞典

　　山本正誠著　朝鮮印刷出版部（京城）大14

　　384P　　　　　　　　　　　　　　　（633）

訳註朝鮮語読本

　　神阪退三著

　　14［576］P

朝鮮警察新聞社（京城）大

図　　　　　　　　（632）

朝鮮僅諺集

　　朝鮮総督府（京城）大15

　　資料第3編）

194P（朝鮮民俗

　　　（2139）

平安南北道の方言

　　小倉進平著　京城帝国大学（京城）昭4　57

　　P（京城帝国大学法文学部研究調査冊子

第1集）

日鮮単語対訳集

　朝鮮研究会（京城）昭6

日本文化叢考

　京城帝国大学法文学会編

　　［450］P　図

2部論纂第3輯）

（691）

278P　　　（636）

　　　　刀江書院　昭6

（京城帝国大学法文学会第

満洲語のはなし

　　今西龍（京城）昭6

　　非売品

（2456）

40P（青邸説叢2）

　　　　　（2211）
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言語・文学論纂

　　京城帝国大学法文学会編　刀江書院　昭7

　　334P　（京城帝国大学法文学会第2部論集

　　第4輯）　　　　　　　　　（2457）

龍禽手鑑

　　行均著　正宗敦夫校訂　日本古典全集刊行

　　会昭9414，2P　　　　　（404）

吏讃集成

　　朝鮮総督府中枢院（京城）昭1278P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2230）

朝鮮語に於ける謙譲法・尊敬法の助動詞

　　小倉進平著　東洋文庫　昭13218，9P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（638）

語文論叢

　　京城帝国大学文学会編岩波書店昭14
　　321P（京城帝国大学文学会論纂第8輯）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2466）

新訂警察官必携朝鮮語

　　朝鮮警察協会（京城）昭14375P（637）

神戸外大開学記念論文集

　　神戸外国語大学（神戸）昭24

　　内容：原始日本語研究導論　アルタイ比較

　　言語学の前提として（長田夏樹）ほか

　　　　　　　　　　　　　　　　（番外21）

現代朝鮮語辞典

　　天理大学朝鮮学科研究室編　三徳社（天理）

　　昭42　854P　　　　　　　　　　（2606）

朝鮮漢字音の研究

　　河野六郎　昭43208，240P　　　（640）

前間恭作著作集　上・下巻

　　京都大学文学部国語学国文学研究室編　京

　　都大学国文学会　昭49　2冊

　　内容：上巻韓語通朝鮮の板本下巻
　　龍歌故語箋，難林類事麗言放　ほか

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2396）

小倉進平博士著作集

　　京都大学文学部国語学国文学研究室編　京

　　都大学国文学会（京都）昭50　4冊

　　内容：1　郷言及び吏読の研究　2　朝鮮

　　館訳語語釈，朝鮮語に於ける謙譲法　尊敬

　　法の助動詞ほか　3　国語及び朝鮮語発音

　　概説　南部朝鮮の方言ほか　4　国語及朝

　　鮮語のため　仙台方言音韻考ほか（2395）

朝鮮語を考える

　　梶井防著　龍原書舎　1980304P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2605）

朝鮮をめぐる中国と日本　その三国間の語学文

　学の相互交渉に関する総合的研究

　　梶井防等著　梶井防　昭57224P

　　昭和56年度科学研究費補助金研究成果報告

　　書　　　　　　　　　　　　　　　（2583）

わかる朝鮮語　基礎編第2版

　　梶井防　三省堂　1982146P　　（2603）

わかる朝鮮語実力編第2版

　　梶井防　三省堂　1982　123P　　（2604）

　　　　　　　　文　　学

朝鮮軍記大全　第一～十，附録

　　出雲寺和泉（京都三条通升屋町）宝永2　11

　　冊　和　　　　　　　　　　　　　（390）

神功皇后三韓退治図会　巻之一～五

　　山月庵主人編述　葛飾畑瀬画図　丁子屋平

　　兵衛（江戸）天保13　5冊和　　（391）

韓紅大倭錦　筋書

　　芳川春涛著　　［明15］26丁　和　　（2095）

漢城遭難詩紀　◎

　　石幡貞著：東洋館　明17　38丁　和

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2028）

金一新話　◎

　　金時旧著　大塚彦太郎　明17　2冊　和

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2088）

絵本朝鮮軍記

　　嵯峨野増太郎編　日月堂明18304P
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　　図　　　　　　　　　　　　　　（2281）

朝鮮人難波の夢

　　放牛舎山林述　酒井昇造記　乱訴館　明26

　　104P

　　東錦　第19号　　　　　　　　　（2094）

援韓雄略

　　依田百川著：庚寅新誌社　明27　160P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（21ユ0）

小説　東学党

　　服部図南著　林市兵衛（大阪）明27　166P

　　図　　　　　　　　　　　　　　　（2067）

朝鮮名家詩集　◎

　　青山好恵編　博文館　明27　174P（寸珍百

　　種下52糸扁）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2337）

張嫁　朝鮮宮中物語

　　福地桜雲著　庚寅新誌社　明27　99P　図

　　井上角五郎立案　　　　　　　　（2068）

朝鮮半島豪傑的旅行

　　葛城天華編著　又間門華堂（大阪）明36

　　155P　　　　　　　　　　　　　　　（2311）

善隣唱和　◎

　　末松謙澄編　末松謙澄　明42　44P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2031）

翠雲雅集　◎

　　末松謙澄編　末松謙澄　明42　92P

　　善隣唱和第2集　　　　　　　　（2032）

熱海鉤玄◎⑭
　　武田範之著　顯聖寺（下保倉村・新潟県）

　　明44　100，6P　　　　　　　　　（2115）

朝鮮

　　高浜虚子著　実業之日本社　明45　560P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2320）

風雲回顧録

　　岡本柳之助述　平井二村編武侠世界社

　　大元　300P　図　肖像　　　　　　（705）

仔みて

　　土岐善麿著：東雲堂書店　大2　209P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2335）

青丘二二　◎

　　朝鮮総督府（京城）大4　31丁　和

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2503）

朝鮮名勝詩選

　　成島鷺村編　術文社（京城）大4　630P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（310）

両二二留誌

　　徳富蘇峯著　民友社　大4　274P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（494）

悲しき国

　　山地白雨著　自由討究社大11401P
　　肖像（鮮満叢書第4巻）　　　　　（2317）

朝鮮川柳

　　正木二等編　川柳柳建寺社（京城）大11

　　352，38P　　　　　　　　　　　　　（2339）

土堵に描く

　　内野健児著　耕人社（大田・忠清南道）大

　　12　199，5P　肖像　　　　　　　　（2316）

罷睡録

　　平岩佑介抄訳　自由討究社　大12　101P

　　（鮮満叢書第10巻）　　　　　　　（389）

橦域二二　◎

　　久保得二著　朝鮮総督府（京城）大13　31

　　丁　和

　　附録：三韓楽府　14丁　和　　　　（2109）

大地を見ろ

　　赤間雪風著　大陸共同出版会　大13　362

　　P　　　　　　　　　　　　　　（2306）

朝鮮文学傑作集

　　細井肇編　奉公会　大1314〔875］P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（556）

金剛小詩　◎

　　成田碩内著　亀屋商店，（京城）大14　302P

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2312）
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金剛句歌詩集

　　成田碩内編　亀屋書店（京城）昭2　273，

　　16P　　　　　　　　　　　　　　（A14）

三国遺事　※　◎

　　啓明倶楽部（京城）昭2　106P

　　啓明　18号特輯

　　解題執筆：崔南善　　　　　　　　（703）

朝鮮愛慕詩集

　　竹下彦一著　日本大学詩人会　昭2、105

　　p　　　　　　　　　　　　　　（2716）

　
訳
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金
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志
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中
4

傅
田
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夫興

大阪屋書店（京城）

（2314）

朝鮮古歌出面

　　孫蛸壷編　刀江書院　昭4　531，4P　図

　　　　　　　　　　　　　　　　　（555）

諺文新聞の詩歌⑭

朝鮮総督府警務局図書課（京城）昭5

P（調査資料第20輯）

対話漫談　朝鮮ってどんなとこ

　　高橋源太郎著

　　昭5　302P　図　地図

　　149

（2190）

朝鮮印刷株式会社（京城）

（2310）

日本文化叢考

　　京城帝国大学法文学会編　刀江書院　昭6

　　［450］P　図（京城帝国大学法文学会第2

　　部論纂第3輯）　　　　　　　　（2456）

言語・文学論叢

　　京城帝国大学法文学会編　刀江書院　昭7

　　334P（京城帝国大学法文学会第2部論纂第

　　4輯）　　　　　　　　　　　　　　　　 （2457）

朝鮮

高浜虚子著　春陽堂　昭7　288P（春陽堂

文庫22）　　　　　　　　　　　（2321）

西洋芸文雑考

　　京城帝国大学法文学会編　刀江書院　昭8

　　551P　写真　（京城帝国大学法文学会第2

　　部論纂第5輯）　　　　　　　　（2458）

朝鮮風土歌集

　　市山盛雄編

　　P　折図

真人社（京城）昭10　387，50

　　　　　　　　　（2515）

日本文学研究

　　京城帝国大学文学会編　大阪屋号書店　昭

　　10265P（京城帝国大学文学会論纂第2

　　輯）　　　　　　　　　　　　　（2460）

京城帝国大学創立十周年記念論文集　文学篇

　　京城帝国大学文学三編　大阪屋号書店　昭

　　11400P（京城帝国大学文学会論纂第6
　　車茸）　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　（2464）

朝鮮叢書　第1～3巻

　　細井三編　朝鮮問題研究所　昭11　3冊

　　内容：第1巻　牧民心書　雅言覚非　昼永

　　鳥海游録第2巻二子日記懲悪録
　　朋党二二の検討　李朝の文臣　三二誌　第

　　3巻　三国遺事　五百年奇諦　朝鮮歳時記

　　四域誌　鄭鑑録　　　　　　　　　（553）

語文論叢

　　京城帝国大学文学会下　岩波書店昭14

　　321P（京城帝国大学文学会論纂第8輯）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2466）

朝鮮文学選集

　　張赫宙等編赤塚書房昭15　3冊
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2520）

緑旗連盟

　　楽聖旧著　羽田書店　昭15419P
（2519）

三韓昔がたり

　　鉄甚平著　学習社　昭17244P　（412）

朝鮮

高浜虚子著　再峰会（平壌）昭17317P

　　　　　　　　　　　　　　　（695）

半島の子ら

　　飯田平平　第一出版会　昭17334P

　　　　　　　　　　　　　　　　（番外15）

朝鮮詩集　前期・中期
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金素雲訳・編興風館昭18　2冊
（554）

ルバイヤット　異本留盃邪土

　　堀井梁歩訳　南北書園　昭22160P

　　　　　　　　　　　　　　　　（2740）

朝鮮引揚史

　　森田芳夫著　富士書苑　昭26132P

　　秘録大東亜戦史朝鮮篇の抜刷　　　（563）

働巽の道　朝鮮戦線従軍記

　　ハル・ボイルほか著　ラッセル・ブライン

　　ズ編　斉藤博之訳　青渓書院　昭26255

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（707）

仁川引揚誌　元仁川在住者名簿

　　小谷益次郎著　大起産業（福岡）昭27　241

　　P　　　　　　　　　　　　　　　（564）

対馬

湯浅克衛著　出版東京　昭27208P

　　　　　　　　　　　　　　　（566）

京城の恋人

　　ピエール・フィッソン著　川崎竹一訳　新

　　潮社　昭28　202P　　　　　　（番外18）

待ちわびる心は消えず　北鮮未帰還者家族の手

　記

　　待ちわびる心の会昭32272P
　　　　　　　　　　　　　　（565，複2718）

三十八度線

　　佐々木祝雄著全国引揚孤児育英援護会

　　（神戸）昭33248P　　　　　　（706）

ありらん峠

　金文輯　第二書房　昭36208P
（番外17）

李朝残影

　　梶山季之著　文芸春秋新社　昭38309P

　　　　　　　　　　　　　　　（番外19）

堀井梁歩の面影

　　柳沢七郎編　いつみ苑（横浜）昭40182P

（2741）

朝鮮総督府　朝鮮侵略と抗争の歴史　第1巻

　　柳周高著朝鮮総督府刊行会　昭43354

　　P　図
　　内容：日蝕の形骸　　　　　（567，複2612）

三野に生きて

　　柳沢七郎著　いつみ苑（横浜）昭44354P

　　　　　　　　　　　　　　　　（2717）

朝鮮終戦記

　　磯谷季次著　未来社　1980242P

わが青春の朝鮮

　　磯谷季次回　影書房　1984421P

洋書・単行書

（2714）

（2742）

AManual　of　Korean　geographical　and　other

　　proper　names　romanized．　Yokohama，

　　Japan　Mail，1883．126p．　　　　（642）

Korea，　von　B．　Knochenhauer．　Berlin，　D．

　　Reimer，1901．52p．　map．　　　（643）

ACatalogue　of　the　romanized　geographical

　　names　of　Korea，　by　B．Koto　and　S．Ka－

　　nazawa．　Tokyo，　University　of　Tokyo，

　　1903．88p．

　　繋馬審朝鮮地名字彙　　　　　　　　（2036）

Korea，　by　Angus　Hamilton．　London，　W．

　　Heinemann，1904．315p．　　　　（644）

Korea；das　Land　des　Morgenrots．　Nach

　　seinen　Reisen　geschildert，　von　Angus

　　Hamilton．　Leipzig，　Otto　Spamer，1904．

　　296p．　hold．　map．　　　　　　　（2402）

Uber　den　Einfluss　des　Sanskrits　auf　das

　　japanische　und　koreanische　Schriftsys－

　　tem，　von　S．　Kanazawa．　Tokyo，　San・

　　seido，1907．38P．　plates．　　　　　　（641）
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Corean　coin　charms　and　amulets，　by　H．　A．

　　　Ramsden．　Yokohama，　Jun　Kobaya－

　　　gawa，1910．40p．3plates．　illus．

　　　表紙朝鮮国之絵銭　　　　　　（2087）

Korea，　by　Constance　J．D．　Coulson．　London，

　　　Adam＆C．　Black，1910．85p．　plates．

　　　（Peeps　at　many　lands）　　　　　（710）

Economic　history　of　Chosen，　comp．

　　　by　Bank　of　Chosen．　Seou1，1920．266p。

　　　illus。　map．　　　　　　（551，複2724）

Economic　history　of　Manchuria，　comp．

　　　by　Bank　of　Chosen．　Seoul，1920．303p．

　　　illus．　map．　　　　　　　　　　（552）

Korea’s　fight　for　freedom，　by　F．A．Mcken・

　　　zie．　London，　Sknpkin，　c1920．329p．　（708）

The　Rebirth　of　Korea，　by　Hugh　Heung－Wo

　　　Cynn．　New　York，　Abingdon　Pr．，c1920。

　　　272P．　port．　　　　　　　　　　　　　　　　（709）

Undiplomatic　memories，　by　William　Fran・

　　　klin　Sands．　N．Y．，McGraw－Hi11，1930．

　　　238p．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2403）

Account　of　a　voyage　of　discovery　to　the　west

　　　coast　of　Korea，　and　the　Great　Loo－choo

　　　island，　by　Captain　Basil　Hall．　［Seou1，

　　　Imperial　University，1933］651eaves．

　　　Extract　of　original　ed，　London，1818．

　　　　［京城帝国大学朝鮮経済研究所複写資料

　　　欧文第2号］　謄写版　　　　　（2432）

An　Account　of　the　shipwreck　of　a　Dutch－

　　　vessel　on　the　coast　of　the　isle　of

　　　Quelpaert，　together　with　the　description

　　　of　the　Kingdom　of　Korea，　by　Hendrik

　　　Hamel．　Translated　out　of　French．

　　　Seoul，　Imperial　University，1933．66，42

　　　1eaves。

　　　Transactions　of　the　Korean　Branch，

　　　Royal　Asiatic　Society，　vol．9．

　　　　［京城帝国大学朝鮮経済研究所複写資料

欧文第1号］　謄写版 （2433）

China　alld　Korea，　by　O．N．Denny．　Seou1，

　　　Imperial　University，1933．541eaves．

　　　　［京城帝国大学朝鮮経済研究所　複写資料

　　　欧文第4号］　謄写版　　．　　　（2435）

　　　　　　　　　　　　ノLa　Coree，　par　Elis6e　Reclus．　Seou1，　Impe－

　　　rial　University，1933．601eaves．

　　　Extract　of　Nouvelle　g60graphie　univer－

　　　selle；1a　terre　et　les　hommes，　VII：1’Asie

　　　orientale．　Chapitre　VI．　Originally　pub．

　　　Paris，1882．

　　　　［京城帝国大学朝鮮経済研究所　複写資料

　　　欧文第3号］　謄写版　　　　　　（2434）

The　Journal　of　the　Keijo　Imperial　University

　　　Socia工Sciences　Association．　Nd7．1934．

　　　Essays　on　state．　Vol．1．　Summary．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（番外36）

General　index　of　the　Korean　Branch　of　the

　　　Royal　Asiatic　Society，　Vol．1－27（1900一

　　　エ937）［Comp．　by　Chosen　Keizai　Kenkyu．

　　　sho］　SeoulJmperial　University，1935．

　　　61eaves．

　　　　［京城帝国大学朝鮮経済研究所　複写資料

　　　欧文第6号］　謄写版　　　　　　（2431）

General　index　of　Korean　Repository，　Vol．

　　　1～5（1982～1898）　［Comp．　by　Chosen

　　　Keizai　Kenkyusho］　Seoul，　Imperial

　　　University，1935．251eaves。

　　　　［京城帝国大学朝鮮経済研究所　複写資料

　　　欧文第5号］　謄写版　　　　　　（2430）

Chosen　Chosen，　by　GQvernment　Gereral　of

　　　Chosen．　Railway　Bureau，　［193一］20p．

　　　map．　　　　　　　　　　　　　（A18）

The∫apanese　frontier　in　Hawaii，1868－

　　　1898，by　Hilary　Conroy．　Univ．　of

　　　California　Pr．，1953．　Berkeley．175p．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2404）

Japanese　penetration　of　Korea，1894－1910；a
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checklist　of　Japanese　archives　in　the

Hoover　Institution，　comp．　by　Andrew

C．Nahm．　Stanford，　Hoover　Institution

on　War，　Revolution，　and　Peace，　Stan－

ford　Univ．，1959．103p．（Hoover　Institu－

tion　bibliographical　series，　V）　（2475）

The　Japanese　seizure　of　Korea，1868～1910，

　　by　Hilary　Conroy．　Philadelphia，　Univ．

　　of　Pennsylvania　Pr．，1959．544p．

　　　　　　　　　　　　　　　　（2405）

AHistory　of　Korea，　by　Takashi　Hatada；

　　translated　by　Warren　W．　Smith　Jr．　and

　　Benjamin　Hazard。　Santa　Barbara，

　　American　Bibliographical　Center－Clio

　　Pr．，1969．182p．　　　　　　　　　　　（2406）

パンフレット

南原案内

　　南原商工会議所（南原・全羅北道）［大元］

　　1枚　　　　　　　　　　（番外35）

朝鮮の教育

　　朝鮮総督府（京城）大15折1枚（2647）

［農産水産調査パンフレット］

　朝鮮総督府水産製品試験所ほか　昭5～17

　20冊

　内容：朝鮮の白魚，鶏の病気，殻虫と防除，

　朝鮮小麦に就て，朝鮮大豆に就て，朝鮮に

　於ける甘藷の栽培，重要疏菜害虫の防ぎ方，

　採卵鶏の飼ひ方，威南ノ明太魚製品賊船テ，

　棉の栽培，農商務省商工局臨時報告第15冊

　　（明治35），大東亜戦争と内燃機燃料，支那

　事変に対する善行美談（第3輯），アルミニ

　ュウム工業に就て、未婚者立後当否，朝鮮

　に於ける小住宅の技術的研究，乾燥箱使用

　に依る干柿製造法，油桐の栽培に就て，燃

　料，講演（第141輯）　　　　　　（164）

書物同好会冊子

書物同好会（京城）　昭12～15　11冊

内容：第1号　支那及び朝鮮の古活字に就

て，第2号朝鮮印書雑話，第3号朝鮮
正二二に於ける書物伝来の一例，第4号

新羅時代の金銀に就て，第5号　朝鮮の裁

判医学，第6号時代を異にする農事直説

の相異と時代農法の一部分，第7号乾隆

時代の戦争画に就て，第8号　事大使行と

其の紀行録，第9号八域誌について，第

10号　奉天を詠じた漢詩集，第11号　対馬

通詞小田幾五郎と其の著書

第6号，9号は電子複写

　　　　　　　　（2489，複2193復刻版）

京城帝国大学大陸文化研究会パンフレット第3

　　～4冊

　　京城帝国大学大陸文化研究会　昭14～15

　　2冊
　　内容：第3冊　満蒙民族の体質　今村豊述，

　　大陸ルート論鈴木武雄述，雲嵐石窟に就

　　いて鳥山喜一述第4冊満洲国の医学
　　的昆虫一班　小林晴治郎　北支地方病の概

　　況調査　小杉虎一　　　　（2471～2472）

扶餓古蹟名勝案内

　　扶鯨史蹟顕彰会（扶鹸面・忠清南道）昭15

　　1枚目折込）　　　　　　　（2688）

社団法人日韓親和会会員名簿

　日現在

　　日韓親和会　昭44［8］P

昭和44年4月23

（番外30）

朝鮮史研究会第五回大会プログラム

　　朝鮮史研究会関西部会（京都）1967　6P

　　　　　　　　　　　　　　　（番外34）

雑　　誌

印画集

　　韓国写真会（京城）　第2年第1号～12号

　　明治42年［1］～12月　　　　　　（2554）

会余録　◎
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亜細亜協会第1～2集

明21和 （2093）

会余録　復刻版　◎

　　亜細亜協会編　開明書院　昭52　287P

　　亜細亜協会刊　第1集～15集　明治21～26

　　年の復刻　　　　　　　　　　（2089）

学叢

韓

京城帝国大学文学会　東都書籍株式会社

（京城）　第1輯　昭和18年1月（2411）

韓国研究院　創刊号～108号

（1972～1987）

韓総目次（創刊号～59号）

　　韓国研究院　197636P

漢城周壁　◎※

（2441）

（2442）

博文局（京城）第2号～10号　1886年2月

1日～4月5日　　　　　　　（2352）

韓半島

　　韓半島社（京城）　第2号明治37年1月

　　第2年第2号明治39年5月
　　　　　　　　　　　　　（2216，複A13）

紀要　別冊

　　八幡大学・社会文化研究所（北九州）昭49

　　内容：韓国の法学研究の現状　韓国司法制

　　度の変遷ほか　　　　　　　　　（704－5）

旧友倶楽部会報

　　旧友倶楽部　第1～3号

　　～22年［］月

昭和21年8月

京城学海

　　京城学海社（京城）

　　第1巻第1号大正2年12月

京城雑筆

　　京城雑筆社（京城）　第174，

　　昭和8年8月，11月　2冊

（2736）

（2217）

177号

　　（2437）

京城帝国大学英文学会会報

　　京城帝国大学英文学会（京城）第1号～15

号’昭和4年12月～9年5月　　（2415）

京城帝国大学教育学会会報

　　第2号　昭和9年度

京城帝国大学満蒙文化研究会会報

　　号　昭和8年度～昭和12年度

欠号　第3号

研究年報　朝鮮問題研究

　　朝鮮問題研究所

　　第6巻第1号　1967年4月

（2414）

第1号～4

（2413）

内容：祖国からの教育援助費・奨学金十周

年記念号　　　　　　　　　　　（2711）

研究論評

　　歴史教育研究会　第7巻第9号　昭和7年

　　内容：明治以後に於ける歴史学の発達

　　　　　　　　　　　　　　　　　（704－2）

群山農事月報

　　群山農事組合（群山）第1，3，5号　明

　　治38年8月，12月，明治39年4月（2227）

高等外事月報⑭

　　朝鮮総督府警務局保安課（京城）第1～14

　　号　昭14～15

　　欠号：第5，7，10，11号　　　　（176）

山岳

史学

日本山岳会（深才村・新潟県）第19年2号

大正14年

内容：朝鮮金剛山　　　　　　　　（323）

三田史学会　第6巻第2号　昭和2年

内容：　明治十五年朝鮮事変の回顧　武田

勝蔵著ほか

（704－1）

史学雑誌

　　史学会　山川出版社　　第62編第4号

　　昭和28年　1冊

　　内容：朝鮮半島における支石墓の「在り方」

　　について　支石墓資料の検討・整理と支石

　　墓集成表の作成（三上次男）ほか
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史観

思想

（704－6）

早稲田大学文学部　早稲田大学出版部　第

3冊　昭和8年

内容：朝鮮の率婿婚俗に就て（孫晋泰）ほ
カ〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（704－4）

岩波書店　510，570号　1966年12月　1971

年12月

内容：朝鮮における資本主義萌芽論争　権

二二（510号），朝鮮近代史研究上の問題点

安乗殆，近代朝鮮における自由民権思想の

形成　姜在彦（570号）　　　　　（2745）

思想彙報⑱
　　高等法院検事局思想部　第1号　昭和9年

　　思想月報の継続誌　不定期　　　　（2194）

司法研究

　　司法省調査課第5，17輯昭和2年124
　　P　　（報告書集10，2）

　　内容：10　内地に於ける朝鮮人とその犯罪

　　について（新井育三）2　二元主義文書偽

　　造理論の研究（飯塚敏夫）内地に於ける朝

　　鮮人と其犯罪に就いて（三木今二）

　　　　　　　　　　　　　　　　（54～55）

真人

親和

真人社（京城）第5巻第1号（昭和2年1
月）

内容：朝鮮民謡研究号　　　　　（2221）

日韓親和会　第1号～286号　昭和28年11

月～52年10月　　　　　　（2438－1～24）

城大評論

　　京城帝国大学学友会城大学報文化部　昭和

　　15年11月

　　内容：学生生活再検討　それを通して明日

　　の建設のために　　　　　　　　（2412）

平銀調査月報

　　朝鮮殖産銀行調査部（京城）10冊

所蔵：昭17年6月，11月～昭和18年1月，

4月，5月，7～ユ0月　第49，54～56，

59～60，62～65号　　　　　　　　（178）

書物同好会会報　復刻版

　　書物同好会　龍回書舎　第1～19・20合併

　　号　昭和53年　530〔8〕P　写真

　　附：書物同好会冊子　第1～11号

　　解題：桜井義之　　　　　　　　（2493）

社会政策時報

　　第159，171号　昭和8年12月，9年12月　協

　　調会　昭8～9　　　　　（2560～2561）

青莚

友邦協会朝鮮史料編纂会　創刊号

年1月

1号で廃刊

昭和37

（2584）

青丘学卒　復刻版

　　青丘学会　国書刊行会　第1号～30号

　　昭和5年8月～14年10月

　　付：青丘雲叢総目次自第1号至心30号

　　昭和5年～14年の復刻　大阪屋号書店（京

太陽

城）

協文館　明37　264P　図　地図

臨時増刊号　満韓大観

調査月報

　　朝鮮総督府（京城）

　　所蔵：第7巻第1～2号

　　月第14巻第6号昭和18年6月

朝鮮

（2407）

（173）

昭和11年1～2
　　　　（177）

朝鮮総督府　朝鮮総督府（京城）

所蔵：85号（大11．3）102号（大12．10）

128～137号，139号（大15．1～10．12）

146～148，151号（昭2．7～9．12）156，

158～163（昭3．5．7～12）173号（昭

4．10）192号（昭6．5）224，227，229～235

号（昭9．1．4．6～12）236～241号（昭

10．1～6）255号（昭11．9）262～263，

271号（昭12．3～4．12）272～277号（昭
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　　13．　1～6）285～286，288～289，291～302

　　号（昭14．2～3．5～6．8～昭15．7）

　　319号（昭16．12）321，323，326，328，

　　370～348（昭17．2．4．7．9．11～昭

　　18．12）350～354号（昭19．1～5，7～11／

　　12）

　　誌名変更：朝鮮総督府月報　創刊　明44．

　　6

　　改題：大4．3　朝鮮彙報改題：大7．

　　7　朝鮮　　　　　　　　　（600，A1）

「朝鮮」創刊以来の総目次便覧

　　朝鮮総督府官房文書課　昭1177P

　　朝鮮　第245号附録　　　　（6001ndex）

朝鮮及満洲

　　朝鮮及満洲社（京城）第303号，304号　昭

　　和8年2～3月号　　　　　（2436）

朝鮮彙報分類総目録

　　京城帝国大学朝鮮経済研究所（京城）昭10

　　76丁　謄写版　　　　　　　　　（2429）

朝鮮学会会報

　　朝鮮学会（天理）

　　第1号～25号　昭和25年4月～30年8月

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2753）

朝鮮学報

　　朝鮮学報社（京城）第1巻第1～2号　昭

　　和5年8～9月　　　　　　（2218）

朝鮮学報

　　朝鮮学会（天理）第1輯（創刊号）～125輯

　　昭和26～62年

　　第81輯欠　第14輯重複　　　　　（2439）

朝鮮学報総目録（第1輯～第100輯）

　　朝鮮学会（天理）昭56181P　　（2440）

朝鮮行政　帝国行政学会

　　第1巻1号～23巻2月号昭12．1～19．

　　2
　　第3巻6号昭14．6で朝鮮地方行政と合併

　　巻号継承第18巻7月号（通巻201号）昭14．

　　7～

　　欠号：20巻8月号通巻226号（昭16．8）21

　　巻2月～22巻1月号通巻［232］～243号（昭

　　17．2～18．1）22巻3～5，7～12月号
　　通巻245～247，249～［254］号（昭18．3

　　～5，　7～12）　　　　　　　　　　　　　　　　　（2408）

朝鮮研究年報

　　朝鮮研究会（京都）第1号～5号　昭和

　　34～38年　　　　　　　　　　　（447）

朝鮮鉱業会誌

　　朝鮮鉱業会（京城）昭和7～9年　15巻4

　　号，16巻1号，17巻1号　　　　　（662）

朝鮮史学

　　朝鮮史学同好会（京城）第6号　大正15年

　　6月目　　　　　　　　　　　（2723）

朝鮮史研究会会報

　　朝鮮史研究会　第1号～26号　昭和34～46

　　年

　　欠号：5～7，12，18～23号　　（番外27）

朝鮮実業

　　朝鮮実業倶楽部（京城）

　　第21巻第12号（通計第230号）　昭和18年12

　　月号

　　内容：満洲開拓と朝鮮人開拓民　桜井義之

　　ほカ〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2410）

朝鮮銀行月報　臨時増刊

　　［朝鮮銀行］大4　14P　地図

　　内容：朝鮮人ノ南満洲移住状況　　阿部譲

　　　　　　　　　　　　　　　　　（212）

朝鮮新報

　　朝鮮新報社（仁川）第77号　明治25年8月

　　13日　第85号　明治25年10月8日　第90号

　　明治25年11月12日　98号附録

　　朝鮮旬報　改題　　　（2353，2729～30）

朝鮮総督府月報分類総目録

　　京城帝国大学朝鮮経済研究所編　京城帝国

　　大学法文学部（京城）昭9　45丁　謄写版

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2428）
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朝鮮引揚同胞世話会特報

　　朝鮮引揚同胞世話会第1～20号

　　年6月～22年6月

　　引揚同胞　別誌

同源

読書

昭和21

（2734）

同源社（京城）第1号～3号大正9年2
月～12月　　　　　　　　　　　（2220）

朝鮮読書連盟（京城）　第1巻第1号～第

2巻第6号昭12．1～13．11

欠号：第1巻第5号

ドルメン

　岡書院　昭和8年4月号

　内容：満鮮特輯号

内鮮一体

　　内鮮一体実践社（京城）

　　昭和15年2，12月，昭和16年，3，

月

（2416）

（2732）

5，　7

（180）

日本週報

　　日本週報社第110～111号　昭和24年2月

　　内容：在日第三国人の勢力

　　合判　日本週報　第215号　内容：朝鮮人

　虐殺の愚を招くな　　　　　　　（2667）

農事試験場彙報

朝鮮総督府農事試験場（水原）第7巻4号

昭和9年12月

内容：朝鮮並に諸外国に於ける棉の害虫目

録（神辺利重編）

引揚同胞

　　朝鮮引揚同胞世話会

　　号昭和21年4月～22年5月

（203）

第1巻1号～12・13
（2735）

文教の朝鮮

　　朝鮮教育会（京城）昭9～16　12冊

　　所蔵：第107，109，116，124，140，152，

　　167，169，171，183，185，188号　（179）

文献報国

　　朝鮮総督府図書館（京城）創刊号　昭和10

年10月 （2417）

法学会論集

　　京城帝国大学法学会（京城）　第12～15冊

　　昭和16～19

各巻末：朝鮮関係図書論文目録　京城大学

経済研究室編　　　　　　　　　　（2419）

民族と歴史

　　日本学術普及会

　　朝満研究号

第6巻第1号 大10

　（175）

緑旗

　　緑旗連盟　昭11～17

　　所蔵：創刊号（昭11．1），第1巻3号（昭

　　和11．3），第1巻5号（昭11．5），第1

　　巻8～9号（昭11．5～8），第2巻6号（昭

　　12．6），第2巻9号（昭12．9），第3巻

　　7～8号（昭13。7～8），第3巻10～12号

　　（昭13．10～12），第4巻2～8号（昭14．

　　2～8），第4巻10号（昭14．10），第4巻

　　12号（昭14．12），第5巻1～7号（昭15．

　　1～7），第5巻12号（昭15．12），第6巻

　　2号（昭16．2），第6巻11号（昭16．

　　11），第7巻1号（昭17．1），第7巻4～6

　　号（昭17．4～6号）

　　発行所：第6巻2号～　興亜文化出版

　　　　　　　　（181，po51－Ry3へ統合）

歴史公論

　　雄山閣第3巻第7号昭9
　　内容：日本海国史 （704－3）

歴史地理

　　日本歴史地理学会　第39巻第3号　大11

　　　　　　　　　　　　　　　　（704－7）

歴史地理　臨時増刊朝鮮号

　　日本歴史地理学会

　　図7　地図　明43．11

三省堂　明43311P
　130号　　（174）

黎明講演集

　　大壷閣　第6輯　大8

　　内容：朝鮮問題号　述者　吉野作造，木村

　　久一，福田徳三，阿部秀助，麻生久，内ケ
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　　上作三郎　　　　　　　　　　　　（2212）

連絡船　朝鮮引揚者消息雑誌

　　大洋社（京都）創刊号（第1巻第1号）～第

　　2巻第3・4号昭和22年3月～23年12月
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2737）

友邦

　　中央日韓協会28巻1号～39巻11・12号

　　昭和50年1月～61年11・12月

　　　　　　　　　　　　（2681－1～5，　2759）

写真・絵葉書・切手など

［開成学校釜山支校開校式記念写真］

　　写真21枚（台紙付）　　　　　　（2523）

歌謡の朝鮮［絵葉書］

　　日の出商行（京城）8枚　　　　（2642）

韓国風俗写真帖　第1～2輯

　　韓国出版協会（京城）明42　2冊（2738）

旧韓国郵便切手

　　開国493～光武7年（明治17～36年）切手36

　　種

　　解説文付台紙貼付　　　　　　　（2626）

慶州古蹟絵はかき

　　慶州古蹟保存会　6枚組　2種　　（2633）

羊歯の古蹟［絵葉書］

　　日の出商行（京城）8枚　　　　（2632）

京城大観〔絵葉書］

　　［大正写真工芸（和歌山）］32枚　（2630）

京城帝国大学附属図書館絵葉書　第1輯

　　京城帝国大学附属図書館（京城）昭10　5

　　枚　　　　　　　　　　　　　　　（2494）

京城の隆盛　絵葉書

　　［大正写真工芸（和歌山）］16枚　（A8）

京城府名勝を集めて［絵葉書］

　　［大正写真工芸（和歌山）］10枚　（2629）

［十二二神将像拓影］

　　写真12枚（台紙付）

　　韓国慶州止金庚信墓十二支神将像　解説1

　　枚付　　　　　　　　　　　　　　（2501）

十二立論将像拓本　掛軸

　　韓国丹青社（京城）5軸

　　韓国慶州市金庚信墓十二支神将像

　　内容：子石，丑石，増石，卯石，辰石

　　　　　　　　　　　　　　（2496～2500）

趣味の金剛山［絵葉書］

　　日の出商行（京城）1組（16枚）

　　付：金剛山朝鮮総督府鉄道局昭8折
　　図1枚　金剛山　京城電気鉄道株式会社

　　折図1枚　　　　　　　　　（2639）

書影［絵葉書］第1～3輯

　　書物同好会（京城）昭12～1418枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2490）

晋州名所［絵葉書］

　　大黒洋々堂（晋暗面・慶尚南道）4枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2634）

仁川名勝十六景［絵葉書］

　　中川勝美堂（仁川）1組16枚　　　（2644）

朝鮮金剛山［絵葉書］

　　［大正写真工芸（和歌山）］12枚

　　付：朝鮮金剛山外金剛［絵葉書］雨龍閣（温

　　井面・江原道）2枚，外金剛万物相［絵葉

　　書］日の出商行（京城）　1枚　　（2640）

朝鮮絵葉書

　　朝鮮総督府（京城）・6枚組　　　　（2627）

朝鮮絵葉書（其ノー）

　　朝鮮総督府（京城）1組（12枚）　（2643）

朝鮮総督府始政五周年記念［絵葉書］

　　朝鮮総：督府（京城）大4　1枚　（2625－1）

朝鮮燈論集影［絵葉書］第3～4輯

　　京城電気株式会社（京城）　昭17～18　12

　　枚（内2枚欠）　　　　　（2495）

朝鮮風俗絵葉書
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　　日の出商行（京城）16枚　　　　（2628）

朝鮮ホテル［絵葉書］

　　朝鮮総督府鉄道局（京城）　3枚（2631）

［寺内統監着任］紀念郵便絵葉書

　　朝鮮統監府（京城）明43　2枚　　（2625）

［東京都立大学所蔵花房文庫］明治十年忌房義

　質入京路程概測図

　　［昭35］写真　20枚

　　附：花房義質代理公使　入京路程概測図に

　　ついて　桜井義之　朝鮮学報第14輯　昭和

　　34年10月抜刷

　　同図模写1枚　　　　　　　（2513）

日韓清事件児童玩画　第壼号

　長谷川久義之助明28　1枚

［日清戦争双六］

　小国政筆　福田熊次郎　明27

博文寺絵はがき

　　村上天紅鱒早場（京城）5枚

日出新聞朝鮮双六

　　京都日出新聞明44　1枚

釜山名所第1～3輯［絵葉書］

　　呉竹堂　3組24枚

平壌［絵葉書］

　　［　］　9枚
平壌八景名所写真

　　1組（8枚）9．4×7cm　ポジ

　　付：平壌案内

　　23P　写真・折図

平壌名勝絵葉書

　　大正写真工芸（和歌山）

（2543）

1枚
　（2542）

（AO9）

（2541）

（2645）

（2638）

朝鮮総督府鉄道局（京城）

　　　　　　　　（2637）

　　　　　　　　　　　　　1組（16枚）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2635）

牡丹台の風光［絵葉書］

　　大正写真工芸　1組（8枚）1枚欠

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2636）

地　　図

朝鮮国全図

　　林子平郷　須原屋市兵衛天明5　1枚
　　54×77cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3002）

増補改正朝鮮国全図

　　田嶋象次郎改正和泉屋半兵衛明6
　　51×76cm　1枚

　　貼付：台湾全島之図　19×24cm　（3006）

朝鮮国細見全図

　　染周延房編　石塚寧斉画　出雲寺萬次郎等

　　明6100×72㎝1枚　　　（3005）

五畿八道朝鮮国細見全図

　　川口常吉　北畠茂兵衛等　明7　1枚
　　99×48cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3008）

大日本及支那朝鮮国全図

　　宮脇通赫著汎愛平明7　1枚75×
　　136cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3007）

改訂新錨朝鮮全図

　　佐田白茅等玄々社明8　1枚46×51
　　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3009）

朝鮮輿地全図

　　宮脇通赫著山中市兵衛明8　1枚
　　66×46cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3010）

改正大日本全図並朝鮮全図

　　平田繁著山中鉄造（京都）明9　1枚

　　30×72㎝

大日本及支那朝鮮図

　　宮脇通赫著汎愛堂　明9

　　137cm

朝鮮全図

　　陸軍参謀局　陸軍文庫　明9

　　136×99cm

　　縮尺1：1，000，000

朝鮮八道図

　　樫原義長著

（3012）

1枚　75×

　（3091）

1枚

（3013）

小谷卯兵衛（大阪）明9　1
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枚　51×36㎝ （3011）

朝鮮国細図

　　福吟興四隅　明15　1枚48×37㎝．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（3015）

朝鮮全図

　　近藤真琴著

　　64x44cm　銅版

銅版朝鮮国全図

　　木村文造編

　　37×48cm

山中市兵衛 明15　1枚
　　（3016）

木村文三郎明151枚
　　　　　　　　（3014）

海陸明細日清韓三国地図

　　川上謂一郎編須原屋松成開明27　1枚
　　64×747cm　　　　　　　　　　　　　　　　　（3035）

最新実測兵要朝鮮輿地全図

　　宗孟寛製図積善館（大阪）明27　1枚

85×55cm

電子複写

実測朝鮮全図

　　宗千年製図

　　52×42cm

　　電子複写

新撰朝鮮国全図

　　田中甲州編

　　cm

対照日清韓地図

　　宗孟寛製図

　　53×80cm

（3033）

積善館（大阪）明271枚

（3026）

博文町明27　1枚78×54
　　　　　　　　　（3018）

東雲堂（大阪）明271枚
　　　　　　　　　（3027）

大日本清韓地図

　　嵯峨野彦太郎編　嵯峨野彦太郎　明27　1

　　枚104×146㎝

　　高等学校参考教科書　　　　　　（3038）

朝鮮海陸全図

　　小橋助人著

　　137×94cm

黒田一知（大阪）明27　1枚

　　　　　　　　　（3025）

朝鮮国明細全図

　　山口新太郎編　栄山堂 明27　1枚56×

39cm

朝鮮国輿地全図

　　岸田吟香編岸田吟香　明27

　　59cm

　　縮尺　1：1，250，000

朝鮮全図

　　柴田源三郎編兵林館
　　107×72cm

朝鮮全図

　　東京地学協会編　丸善　明27

　　55cm

（3030）

1枚　90×

（3024）

明27　1枚
　　（3019）

1枚　82×

　（3022）

朝鮮全図　陸軍参謀局

　　宇津木信夫　明27　1枚　128×95cm

　　縮尺　1：1，000，000

　　朝鮮全図　陸軍参謀局　陸軍文庫　明治8

　　年の再版　　　　　　　　　　　　（3023）

朝鮮八道明細図

　　大館金城編　樋口文山堂（大阪）　明27　1

　　枚54×39cm　　　　（3021）

朝鮮輿地図

　　清水常太郎編

　　枚106×78㎝

　　明治27年3月発行

鹿田静七（大阪）明27　1

朝鮮輿地図

　　清水常太郎編

　　枚106×78cm

　　明治27年7月発行

（3017）

鹿田静七（大阪）明27　1

日清南朝鮮国地図

　　町田宗七編　杉山書店　明27

　　63㎝

（3017－1）

1枚　79×

　（3031）

呈晶憲朝鮮変乱詳細地図

　　吉田東洋編　庚寅新誌社　明27　1枚
　　53×54cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （3020）

日清韓三国地図

　　清水常太郎編

　　枚55×79cm

中村芳松（大阪）明27　1

　　　　　　　　（3028）
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日清韓三国明細全図

　　鈴木金輔編　三友舎　明27　1枚　63×89

　　cm　　　　　　　　　　　（3032）

日清韓三国明細全図

　　中丸貞蔵編　大日本書籍行商社　明27　1

　　枚　47×62㎝

　　電子複写　　　　　　　　　　　（3037）

日清韓三国明細地図

　　野際馨編中村鐘美堂（大阪）明27　1枚

　　41×55cm

　　奥付　編輯者：清水常太郎　　　　（3029）

日清韓三国明瞭全図

　　松下鉄之助著　依田治右衛門　明27　1枚

　　79×109cm

　　電子複写　　　　　　　　　　　　（3036）

日清韓三国輿地全図

　　宗孟寛製図積善館（大阪）明271枚
　　103×161㎝

　　縮尺　1：3，650，000　　　　　　（3060）

日清韓実測正図

　　松本徳太郎編　輿論社　明27　1枚　57×

　　81㎝　　　　　　　　　　　　（3034）

日本支那朝鮮三国精図

　　鈴木茂行著　大川錠吉　明27　1枚　72×

　　100cm

　　縮尺　1：11，423，000，000　　　（3092）

実測日清韓軍用精図

　　吉倉清次郎編目黒甚七明28　1枚
　　105×75㎝　　　　　　　　　　（3040）

日清韓海陸戦要地図

　　山田亮吉編　豊州新報社（大分）明28　1

　　枚75×52cm
　　豊州新報1480号明治28年1月1日附録

　　　　　　　　　　　　　　　　　（3039）

新撰朝鮮全図

　　政教図閣製図日本新聞社明351枚
　　64×48㎝

　　日本新聞第4448号　明治35年1月1日附録

　　縮尺　1：2，500，000　　　　　　（3041）

Geotectonic　map　of　Korea，　compiled　and

　　transliterated　by　B．Koto．　［　　］　1903

　　72×42cm　Scale　1：2，000，000

　　小藤文次郎　　　　　　　　　　　（3042）

韓国京城全図

　　京釜鉄道株式会社　明36　1枚　105×75

　　cm（折図）

　　縮尺　1：10，000　　　　　　　（3044）

朝鮮全図

　　小藤文次郎編丸善明36　1枚73×43

　　cm
　　縮尺　1：2，000，000

　　英文標題　Dr．　Koto’s　general　map　of

　　Korea．　　　　　　　　　　　　　（3043）

最近踏査　満甲西三才地図

　　東亜地理研究会著　弘文館　明37　1枚

　　113×79cm

　　縮尺　1：3，200，000　　　　　　（3049）

日清半解最新地図

　　醇乎社　明37　1枚　55×79cm

　　縮尺　1：12，600，000　　　　　（3045）

日清弁韓極東実地踏査新図

　　榎本松之助編　明治37　法令館（大阪）8

　　枚1組

　　電子複写　　　　　　　　　　　　（3093）

日露清韓新図

　　博文館明37　1枚74×53cm
　　縮尺　1：5，000，000

　　日露戦争実記　博文館　第1編附録

　　　　　　　　　　　　　　　　　（3046）

日露清韓大地図

　　地理研究会著　田中宋栄堂（大阪）明37　1

　　枚110×79cm
　　縮尺　1：3，850，000　　　　　　（3048）

日露満韓地図
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　　秋谷梅之助著　三新堂　明37　1枚　55×

　　77cm

　　縮尺　1：6，000，000　　　　　　（3047）

韓国交通全図　東洋鉄道及航路連絡図

　　国民新聞社　明38　1枚53×75cm

　　国民新聞第4746号明治38年5月25日

　　附録　　　　　　　　　　　　　　（3050）

韓国大地図

　　青木恒三郎著嵩山堂明39　1枚
　　109×82㎝　　　　　　　　　　（3051）

　　縮尺1：1，000，000

韓国京城実測地図

　　藤田合名会社（京城）明40　1枚118×109

　　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3054）

韓国沿海水産物分布図

　　韓国農商工部水産局編　日韓印刷株式会社

　　（京城）隆煕2（明41）1枚　112×82㎝

　　　　　　　　　　　　　　　　　（3055）

実測詳密最新京城全図

　　森山美夫著　日韓書房（京城）明41．1枚

　　75×56cm　　　　　　　　　　　　　　　　　（3052）

大邸略図

　　臨時韓国派遣隊司令部明43　1枚50×

　　37cm

　　縮尺約1：10，000

　　電子複写　　　　　　　　　　（3057）

朝鮮交通全図

　　大阪毎日新聞社編　大阪毎日新聞社　明43

　　1枚110x79㎝
　　大阪毎日新聞　第9736号明治43年10月1日

　　附録

　　縮尺　1：1，000，000

　　製図者：後藤七郎右衛門　　　　（3056）

朝鮮新地図

　　毎日電報社　明43　1枚　64×47㎝

　　縮尺　1：1，800，000

　　毎日電報第2505号　明治38年10月1日附録

　　　　　　　　　　　　　　　　　（3058）

讐翁讐朝鮮全地図　水産物記入

　　岡庸一著　岡絶影堂書房（馬山）明44　1

　　枚　86×54αn

　　縮尺　1：1，200，000

　　裏面図：馬山及県洞市街交通明細図（縮尺

　　1　．7，200）

朝鮮地図

　　朝鮮総督府（京城）明44

　　縮尺　1：1，500，000

　　裏面図：朝鮮案内

牛耳洞

　　陸地測量部

　　枚46×58cm

　　縮尺　1：25，000

慶州

　　陸地測量部

　　枚　46×59㎝

　　縮尺　1：50，000

慶州　特殊地形図

　　陸地測量部

　　枚　46×58㎝

　　縮尺　1：25，000

議政府

　　陸地測量部

　　枚　46×59㎝

　　縮尺　1：50，000

釜山市街全図

　　博文堂（大阪）大7

木浦

　　陸地測量部

　　枚　46×59㎝

　　縮尺　1：10，000

牛耳洞

　　陸地測量部

　　枚46×58cm

　　縮尺　1：25，000

朝鮮総督府（京城）大4

朝鮮総督府（京城）大5

朝鮮総督府（京城）大6

朝鮮総督府（京城）大7

朝鮮総督府（京城）大7

朝鮮総督府（京城）大9

　　　　　（3059）

　　1枚77×52㎝

　　　　　（3083）

　　　　　　　　1

　　　　（3067－1）

　　　　　　　　1

　　　　　（3063）

　　　　　　　　1

　　　　　（3064）

　　　　　　　　1

　　　　　（3068）

1枚55×79㎝
　　　　　（3065）

　　　　　　　　1

　　　　　（3066）

　　　　　　　　1

大正4年測図大正7年修正測図（3067－2）
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朝鮮百五十万分一図

　　朝鮮総督府（京城）　小林又七朝鮮地図部

　　大9　1枚95×59cm
　　縮尺　1：1，500，000　　　　　　（3061）

北三山

　　陸地測量部　朝鮮総督府（京城）大9　1

　　枚46×58cm
　　縮尺　1：25，000　　　　　　　（3069）

京畿道管内図

　　［京畿道庁（京城）大13］1枚79×59cm

　　縮尺　1：300，000

　　最新京畿道要覧附録　　　　　　　（3070）

京城市街案内図

　　三中井呉服店（京城）［大14］1枚　68×97

　　cm
　　縮尺　1：7，500

　　朝鮮神宮鎮座祭奉祝記念　　　　　（3085）

朝鮮里程全図

　　大阪十字屋編　京城ホテル（京城）　大15

　　1枚89×54cm
　　縮尺　1：1，200，000

　　裏面　京城市街全図　縮尺　1：10，000

　　　　　　　　　　　　　　　　　（3072）

平壌府案内図

　　川戸栄治著　帝国在郷軍人会平壌分会

　　（平壌）大15　1枚77×54cm

　　縮尺　1：10，000

　　裏面　文禄役平壌戦闘推定要図　日新測距

　　壌包囲攻撃要図他　　　　　　　（3071）

京城

　　陸地測量部　朝鮮総督府（京城）昭4　1

　　枚46×58cm
　　縮尺　1：25，000

　　大正15年修正測図　　　　　　　（3074）

門島

　　陸地測量部　朝鮮総督府（京城）昭4　1

　　枚46×58cm
　　縮尺　1：25，000　　　　　　　（3073）

京城

　　陸地測量部　朝鮮総督府（京城）昭7　1

　　枚46×58cm
　　縮尺　1：50，000　　　　　　（3074－1）

京城精密地図

　　三重出版社京城支店（京城）昭8　2枚

　　79×109cm

　　縮尺　1：4，000　　　　　　　　（3075）

龍山市街図

　　朝鮮総督府小林又七朝鮮地図部　昭8

　　1枚67x94cm
　　縮尺　1：7，500　　　　　　　　（3076）

大満州国詳図

　　小林又七二二用図書昭9　1枚
　　110×80㎝

　　縮尺　1：2，000，000　　　　　　（3088）

朝鮮里程全図

　　十字屋（大阪）昭9　1枚　104×54cm

　　縮尺　1：2，000，000

　　裏面図：京城市街全図　縮尺1：10，000

　　　　　　　　　　　　　　　　　（3077）

朝鮮地図

　　朝鮮総督府（京城）昭10　1枚　60×47cm

　　縮尺　1：2，500，000

　　朝鮮史のしるべ附図　　　　　（3062－1）

躍進大京豊新地図

　　［　］1枚55×80cm
　　縮尺　1：27，000

　　日刊大陸第4804号　昭和11年4月1日附録

　　　　　　　　　　　　　　　　　（3084）

掌中朝鮮全図

　　木崎純一製図　伊林書店　昭14　1冊

　　　　　　　　　　　　　　　　　（3089）

最新朝鮮全図

　　至誠堂（京城）昭18　1枚77×54cm

　　縮尺　1：1，350，000　　　　　　（3078）

韓国黄海道京畿道忠清蛇道及平安道之南部地質
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　鉱産図

　　［　］3枚（1組）

　　縮尺　1：400，000

韓国威境道地質鉱産図

　　［　］4枚（1組）

　　縮尺　1：400，000

韓国江原道忠清北道地質及鉱産図

　　［　］2枚（1組）

　　縮尺　　1：400，000

韓国全羅道慶尚道地質及鉱産図

　　［　］4枚（1組）

　　縮尺　1：400，000

韓国平安道地質及鉱産図

　　［　］4枚（1組）

　　縮尺　1：400，000

京城市街全図　［　］

　　1枚65×95cm
　　縮尺　1：7，500

国史略沿革概図

　　堀井三十編　［　］　1冊

坤輿全図

（661）

（660）

（657）

（659）

（658）

（3079）

　　　　　　　　　　和（3086）

［威豊庚申降婁海東重刊］

　　切図　6枚　180×57cm

清津府管内図

　　［　］1枚55×85cm
　　縮尺　1：15，000

　　部分欠

全羅南道管内図

　　［　］1枚74×55㎝
　　縮尺　　1：500，000

大邸府全図

　　大星印刷合資会社（印刷）

　　1枚65×50cm
　　縮尺　　1：10，000

大判府全図

　　［　］1枚74×71cm
　　縮尺　1：25，000

（3087）

（3080）

（3082）

（3081－2）

（3081－1）

［朝鮮絵図］

　　［　］1枚66×112cm
　　文禄図写？

朝鮮国之圖

　　［　］1枚26×64cm

朝鮮地図

　　［　］1枚66×47cm
　　縮尺　1：2，500，000

朝鮮地図

　　［　］1枚68×49㎝
　　縮尺　1：2，500，000

平安血道管内図

　　［　］1枚42×49cm
　　縮尺　1：500，000

錦　　絵

（3004）

（3003）

（3062－2）

（3090）

（2685）

大日本史略図会第十五代神功皇后

　　月岡芳年画　森本順三郎　明12　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4001）

日本略史図解　人皇十五代

　　水野年方筆　三宅半四郎　明18　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4002）

三韓征伐凱旋の図

　　尾竹国一［画］　高見［　］　1枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4020）

［天安年中佐藤主計助政清渤海国征戦の日海岸

　より芙蓉峯を見る図］

　　歌川芳虎画　相卜　［萬延元］　3枚

　　題名は中図説明文による　　　　　（4014）

佐藤正清虎狩之図

　　歌川国綱画大平　［萬延元］　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4022）

佐藤政清虎狩図

　　歌川芳艶辻岡屋　［萬延元］　3枚
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（4025）

三韓征伐

　　豊原国周画　近久　　［萬延元］　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4004）

正清公虎狩之図

　　歌川芳員画平のや　［文久元］　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4024）

［加藤清正朝鮮遠征船上の図］

　歌川芳虎画丸鉄　［文久2］　3枚
　仮題　　　　　　　　　　　　　　（4008）

三韓島山之図

　　歌川芳虎画　彫長　伊勢兼　［文久3］　3

　　枚　　　　　　　　　　　　　　（4010）

三韓面罵之図

　　歌川芳虎画　彫大次郎　伊勢兼

　　3枚

［文久3］

（4011）

正清三韓退治　三州城合戦之図

　　月岡芳年画角金　［文久3］　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4016）

正清三韓退治図

　　月岡芳年画　卜山口　［元治元］　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4012）

正清猛虎討取図

　　月岡芳年画　加々や　　［元治元］　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4023）

真柴久吉公名古屋御陣先手之諸大将朝鮮州江く

り出シ之図

月岡芳年画　山久 ［慶応元］　3枚

　　　　　　（4005）

真柴久吉公名護屋陣先手諸将操出之図

　　月岡芳年画山久　［慶応元］　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4006）

豊臣三韓征伐之図

　　月岡芳年画木屋　［慶応2］　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4017）

加藤虎之助清正井十虎勇士朝鮮征罰之図

歌川芳虎画　［明6］　3枚　　（4013）

加藤主計頭清正朝鮮国に渡海して皇威を海外に

　輝す図

　　佐藤豊忠画山村金三郎　［明8］　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4018）

見立富士十六景朝鮮湊

　　豊原国周筆辻文明9　1枚　（4019）

加藤朝鮮攻三図

　　長谷川貞信画　長谷川小信補筆　前田喜兵

　　衛明163枚　　　　　　　（4009）

新撰太閣記

　　歌川豊宣画　小林鉄次郎　明16　2枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4007）

加藤清正虎狩清塩

　　橋本周延筆綱島亀吉明20　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4026）

清正朝鮮国ヨリ日本ノ富士ヲ見ル図

　　歌川芳藤画樋口銀太郎明20　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4015）

朝鮮之面一清正猛虎ヲ撃［ツ］

　　橋本周延［筆ユ　森本順三郎　明22　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4027）

警響讐太閣軍記　朝鮮之巻

　　歌川国貞筆芳盛補筆　［明27］　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4021）

加藤清正朝鮮国ニテ猛獣ヲ退治スルノ図

　　珍齋呂雪絵片田長次郎明35　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4028）

征韓議論図

　　［鈴木年基］画　　［　］

　　3枚

（大阪）　明10

　　　（4032）

征韓論之図

　　橋本周延画浦野浅右衛門明10　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4031）

漏壷論之図

　　橋本周延画　松下平兵工　明10　3枚
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（4029）

征韓論之図

　　橋本周延画福田熊次郎明10　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4030）

西海騒揺起原　征韓論之図

　　歌川芳虎画　五月女［　］　明10　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4033）

西海藩論起原

　　早川松山画　小林鉄次郎　明10　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4034）

雲揚艦兵士朝鮮江華戦之図

　　月岡芳年，年参画　大倉孫兵衛　［明9］

　　3枚　　　　　　　　　　（4035）

朝鮮信使来朝の図

　　歌川芳虎筆　多賀甚五郎　明9　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4036）

古今勤王名画　黒田公　井上公

　　早川松山図書　小林鉄次郎　明9　1枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4003）

［朝鮮江華島事件］

　　［　］［明9］　2枚（地図とも）

　瓦版　　　　　　　　　　　　　　（4132）

朝鮮事件

　　橋本周延筆　森本順三郎　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4049）

朝鮮暴動記

　　歌川豊宜画　小林鉄次郎　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4071）

朝鮮変報命

　　橋本周延筆　猶葉周平　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4047）

朝鮮報知録

　　内田由兵工編　年梅画　石川万助（大阪）

　　明15　2枚　横版（25×37cm）　（4079）

朝鮮大戦争之図

　　小林清親筆　原胤昭　明15　3枚（4037）

朝鮮変報

　　安達吟光［筆］ 福田熊次郎 明15　3枚
　（4041）

朝鮮電報録

　　小林清親筆　舟津忠次郎　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4038）

朝鮮変報録

　　橋本周延筆　鹿島松次郎　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4048）

朝鮮暴徒記

　　歌川国利画　明15　3枚

朝鮮変報

（4069）

安達吟光画　山本与市　明15　3枚

朝鮮事件記

　　橋本周延筆

朝鮮暴徒防禦図

　　歌川国松画

綱島亀吉　明15

綱島亀吉　明15

（4043）

3枚
　（4052）

3枚
　（4062）

朝鮮激徒防戦ノ図

　　橋本周延筆　山村鑛次郎　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4051）

朝鮮事変

　　安達吟光画　植木林之助　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4045）

朝鮮変革　激徒暴戦之図

　　歌川国松画　宮沢政太良　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4108）

朝鮮変報

　　安達吟光画　山本与市　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4044）

朝鮮変報

　　橋本周延筆　宇野平吉　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4053）

一79一



朝鮮暴動記

　　豊原国周筆神山清七明15　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4081）

日本名刀世界の誉

　歌川周重筆福田熊次郎明15　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4083）

朝鮮警報

　　橋本周延筆大倉四郎兵衛明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4054）

朝鮮門門浦図

　　歌川周重筆山村鑛次郎明15　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4107）

朝鮮変報　激徒暴発之図

　　橋本周延筆小林鉄次郎明15　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4056）

朝鮮事件

　　歌川国松画水村常五郎明15　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4064）

朝鮮人暴徒ノ図

　　橋本周延筆　山本鑛次郎　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4055）

朝鮮変報　第二

　　安達吟光画

　　枚

福田熊次郎　明15　8月　3

　　　　　　　　　（4042）

朝鮮国王城ノ図

　　橋本周延筆三浦武明明15　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4057）

朝鮮電報録

　　小林清親筆舟津忠次郎明15　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4039）

朝鮮学報録

　　橋本周延筆　猶葉周平　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4058）

朝鮮事件

　　歌川虎重画長谷川甚吉明15　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4072）

朝鮮事変　花房君朝鮮国問罪師為而着港之図

　　橋本周延筆山村三次郎明15　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4059）

花房公使朝鮮国応接之図

　　歌川芳宗画　木村清助　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4073）

朝鮮変報

　　橋本周延筆　鹿島松次郎　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4060）

朝鮮向問罪之図

　　歌川国利画森田むめ明15　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4070）

日韓紛議結局談判附図

　　歌川国松画　井沢菊太郎　　［明15］　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4066）

朝鮮傳聞記

　　安達吟光画神山清七明15　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4046）

再報朝鮮傳聞記

　　歌川国松画綱島亀吉明15　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4065）

朝鮮平和談判図

　　橋本周延筆　浦野浅右衛門　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4061）

花房公使朝鮮国応接之図

　　東洋斉斐章画　大倉孫兵衛　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4075）

錐林始末

　　豊原国周筆松尾国蔵明15　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4082）

朝鮮事変治大吉報之図

　　年種［画］　松木平吉　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4076）

朝鮮和議上告之図

　　歌川芳宗画　木村定五郎　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4074）
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朝鮮平定奏聞図

　　歌川国明福田熊次郎明153枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4077）

朝鮮暴徒の新説［ほか］

　　［瀬原浩松］　［西堀新一郎］（大阪）　明

　　15指墨（25x35cm）　5枚

　　内容：第1号朝鮮暴徒の新説第2号
　　朝鮮暴徒の新誌　第3号　朝鮮烈々話　第

　　4号　朝鮮変報話　第5号朝鮮扁ん報話

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4078）

朝鮮事変絵入話

　　［　］　西岡庄造（大阪）　［明15］　3

　　枚　　　　　　　　　　　　　　（4050）

朝鮮暴徒細見の図

　　［　］　加藤冨三郎（大阪）　明15　1

　　枚　　　　　　　　　　　　　　　（4040）

動物館ニテ子牛暴狗に噛たる戯

　　小林清親［筆］　原胤昭　明15　2枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4084）

朝鮮変報

　　歌川国松画　大倉半兵衛　明15　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4067）

朝鮮変報

　　橋本周延筆　山村鑛次郎　明17　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4086）

其初朝鮮発端

　　安達吟光［画］　福田熊次面　明27　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4089）

金玉均直酒難事件

　　小国臨画福田熊次郎　明27　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4088）

膚懲義戦最新歴史　金玉均ノ横死

　　年英［画］　金松堂　明28　1枚（4087）

朝鮮京城挑戦図

　　楳堂画　朝野文三郎　明27　　　（4099）

朝鮮電報実記　其参

　　［　］福田熊次郎明273枚（4096）

朝鮮異聞

　　［　］　明273枚　　　　（4095）

日韓交渉事件

　　橋本周延［画］　横山良八　明27　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4094）

大鳥公使大院君を擁護入城の図

　　橋本周延［画］　辻岡文助　明27　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4093）

朝鮮王城大書君参殿ノ図

　　延一筆森本順三郎明27　3枚（4097）

日清韓談判之図

　　不厭庵経哉画　井上茂兵衛　明27　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4090）

大鳥公使清韓江談判之図

　　小国政画石島八重明27　3枚（4091）

大鳥公使韓庭談判之図

　　延一筆綱島亀吉明27　3枚　（4092）

日清韓三国誌　第五

　　圓活［画］　浅野栄蔵明27　1枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4100）

朝鮮改革談判図

　　［　］浦野浅右衛門明27　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4098）

朝鮮王城の場

　　国貞筆　［　］　1枚

　　3枚中2枚欠　　　　　　　　　（4103）

朝鮮宮中宴会の図

　　延一画長谷川［廣］吉明27　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4102）

朝鮮政府大改革之図

　　　［　］　3枚　　　　　　　（4101＞

朝鮮国王城之図　其壱

　　福田熊次郎明27　3枚　　　　（4104）

朝鮮国王城之図
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　　［　］　貫井吉三明271枚41×79
　　cm　銅版画　　　　　　　　　　　（4105）

暦懲義戦最新歴史　東学党

　　年英［画］　金松単三28　1枚

　　電子複写　　　　　　　　　　　　（4085）

日本軍隊朝鮮国工出陣之図

　　橋本周延筆武川清吉　［　］　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4112）

海陸兵公使館及ビ日本居留民保護之図．

　　［　］　3枚　　　　　　　（4111）

関羽祭変事之図

　　立証春［筆］　廣田米七（大阪）　明27　1

　　枚　　　　　　　　　　　　　　（4068）

朝鮮豊島沖海戦之図

　　歌川国貞福田篤次郎明27　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4131）

日清兵於向山戦争ノ図

　　延一画横山良八明273枚　（4113）

牙山清兵遁走之図

　　年季画　井上吉次郎　明27　3枚（4114）

朝鮮記聞大日本陸軍護営之図

　　［　］　松野米治郎明27　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4110）

鎮川地方二五名ノ日本工兵清兵百余人ヲ撃退ク

　　水野年方絵　［　］　3枚　　（4119）

川崎軍曹単身大同江ヲ渡ル、

　　［　］　横山良八明27　3枚（4117）

贋懲義軍平壌攻撃

　　年英画　辻岡文助　明27　3枚　（4115）

平壌攻撃電気使用之図

　　小林清壁画　［　］　3枚　　（4116）

朝鮮平壌落城シ我兵大勝利

　　小国政画　福田熊次郎　明27　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4118）

日清戦争　日本大勝利海戦之図

　　尾形月耕即　［　］　3枚　　（4127）

海洋島附近帝国軍艦発砲之図

　　水野年方絵秋山武右衛門明27　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4125）

海洋島附近激戦

　　小国政画福田熊次郎明27　3枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4126）

鳳鳳城二将士奮闘之図

　　尾形月耕画　松野米次郎　明27　3枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　（4122）

九連城攻撃占領

　　安達吟光画　［　］　3枚

日清戦争金州城追撃二二

　　尾形月耕画　［　］　3枚

日清戦争旅心口砲台乗取下図

　　尾形月二丁　　［　］　3枚

日清戦争日本大勝利ノ図

　　尾形月下画　［　］　3枚

我義軍清ノ銭奴ヲ捕虜之区1

　　秀嶺画　［　］　3枚

日清韓貴顕御肖像

　　年三［画］　　［　］　3枚

高話於テ二二談判開廷ノ図

　　延一筆　堤吉兵衛　明28　3枚

清国購和使来朝談判之図

　　小国政筆　片田長治郎　明28
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愛国魂・・……・……・…・・…・………・……・…18

新しき朝鮮………・………・・………………30

アメリカの朝鮮における

　犯罪行為に関する報告・……・…………・37

新井白石と朝鮮虐使問題・……………・…・15

ありらん峠…・……………・・………………64

　　　　　　　　　イ

幾度八郎…………’……’●………．………’．18

移入労務者訓練及取扱要綱

　出勤労務者訓練服務心得準則…………43

井上角五郎君略伝・…………・……・………18

井上角五郎先生伝・………………・・………19

井上特派全権大使復命書……………・…・・7

井上特派全権大使復命書附属書類………7

一般国家学……………・・…・………………31

伊藤公の最後…・……………・・……………11

回転先生還暦記念会三三史論叢…………13

いろは引朝鮮語案内…・…………・…・……60

豆油に関する調査書・………・………・……55

物品品問題呂運亭事件の内容……3・

印画集（第2年）………………・・………・66
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宇垣総督の農村振興運動…・…・…………・52

欝陵島植物調査書…・…………・…・………47

右武衛殿朝鮮渡海之雑稿…・…………・…・9

雲姻過漏話…………・……・・………………21

雲揚艦兵士朝鮮江華面面図………………79

　　　　　　　　　工

絵入朝鮮奇聞（第1号）…………………7

絵入朝鮮広報録（第13～14号）・………・・7

絵入朝鮮変報録（合冊）…・…………・・…7

絵入朝鮮暴動旧記（第1号）……………7

江戸時代の日鮮関係・…………・……・……12

榎本武揚子・…………・……・………………18

絵本清正群功記………・……・…・…………7

絵本朝鮮異聞………・………・・……………6

絵本朝鮮軍記（嵯峨野増太郎）…………61

絵本朝鮮軍記（梅堂国正）………………7

絵本朝鮮軍記（藤谷虎三）………………7

絵本日清韓戦争記…・……・………・………8

i言出雄略…・……・………・…・・……………・62

　　　　　　　　　オ

大井憲太郎の思想・…・……………・………15

応永外冠の前後　中世の日鮮交渉………14

大江天意伝記………・………・・……………18

扇，左縄，打毬，鉋・………………・…・…45

王公家軌範嘉島係諸規程……・………・…・36

大阪国事犯公判傍聴筆記…・………・……・35

大鳥圭介伝・……………・…・………………18

大鳥公使韓庭談判之図………・……・…・…81

大鳥公使面面江談判之図・…………・……・81

大鳥公使大台君を擁i護入城の図…………81

鴨録江橋梁工事報告・………………・・……49

鴨緑豆林業誌………・…・……・……………54

小倉進平博士著作集・………………・・……61

小田幹治郎遺稿・……・…………・…………1

小田先生頒寿記念朝鮮論集………………2

オンドル土産・・………………・…・…・・……29

温突夜話…・…・…………・……・……・……・45

諺文新聞の詩歌・…・……………・…………63

　　　　　　　　　力

海印寺大蔵経版調査報告書…・……・…・…4

外交官稿…・…・…………・…………・・……・33

磐欝国問題一一…・…・…・…・…・…33

外交編……・…・…………・・……………・・…34
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外国交渉と金銀銅鉄・・………………・……49

回顧二十年目…・…………・・…………・…・・44

外人去来朝鮮年表…・……・………・………34

外人の観たる最近の朝鮮…………………29

七会宏三十年前の朝鮮・…・…・………・・…・10

外人の観たる朝鮮外交秘話…………・…・・34

［開成学校釜山支校開校式記念写真］…71

改正大日本全図並朝鮮全図………………72

改正府制面制釈義・……・……・……………36

改正直面制釈義…・……………・……・・…・・36

外征録　……………・・…・……………・…・・…9

改訂二二朝鮮全図・・………………・…・…・・72

会血温間島事情一名北鮮間島の案内……21

海洋島附近激戦………………・…………・・82

海洋島附近帝国軍艦発砲之図・…………・・82

会余録…・………・……・…………・……・・…66

会余録（復刻版）……………・…………・・67

海陸兵公使館及び日本居留民保護之図…82

海陸明細日清韓三国地図……・…………・・73

書き替えられた国書

　徳川・朝鮮外交の舞台裏…・…………・・17

歯面…・………………………………・…・…67

立山清兵遁走之図・………………・・………82

学校考・・………………・…・……………・・…43

葛城山の瓦礫・…………………………・・…2

火田の現状…・……………・・……・……・…・51

加藤主計頭清正朝鮮国に渡海して

　皇威を海外に輝す図・………………・・…78

［加藤清正朝鮮遠征船上の図］…………78

加藤清正朝鮮国ニテ猛獣ヲ退治スルノ図78

加藤清正虎狩之図・………………・・………78

加藤朝鮮攻航図・……………・…・…………78
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