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四方博文庫を迎えて

学校法人東京経済大学理事長

村上　勝彦

　朝鮮関係文献のコレクションとして著名な四方博文庫を本学が迎え入れることになった
のは一昨年秋のことである。そのきっかけはかなり偶然なものであったが、実現したのは
ひとえに故四方博先生のご息女である栗本伸子様のご好意と研究者への便宜を図られての
ご配慮によってである。無慮4000冊以上の貴重な書籍のご寄贈をうけ、名古屋から東京の
本学まで運ばれ、整理とリスト作成に約１年半を費やしてのち作成されたのが本目録であ
る。その間、橋谷弘教授が本学経済学部長として多忙のなか、昨年10月に本学で開催され
た朝鮮史研究会創立50周年記念大会で本文庫の一部を整理・紹介し、今後、本学において
文庫の目録を作成し、文庫を公開し、多くの研究者に便宜をはかる計画があることを伝
えた。
　本年、2010年は東京経済大学の創立110周年にあたるので多くの記念事業を予定してお
り、すでに行ったものもある。本学の前身は1900年、大倉喜八郎によって創立された大倉
商業学校であるが、その６、７年後には同人によって大阪大倉商業学校、ソウルに善隣商
業学校が相次いで創立されており、そのことからも朝鮮との関係が浅からぬものがあると
いえよう。じつは本学創立110周年記念事業の一つが、この本年における四方博文庫の目
録作成と公開、本年６月26日に予定している四方博文庫をめぐるシンポジウムの開催で
ある。
　じつは本学にはもう一つ、朝鮮関係文献のコレクションを所蔵している。今から30年ほ
ど前に寄贈をうけた櫻井義之文庫である。偶然というべきか必然というべきかわからない
が、２つの文庫の両先生の関係はきわめて密なるものがある。戦前の京城帝国大学におい
て、四方博教授が主宰する朝鮮経済研究所に助手として籍をおき、同教授の指導下に文献・
資料の蒐集と書誌研究に勤しんでおられたのが櫻井義之先生であった。これまで名古屋に
あって四方博文庫は多くの研究者に利用されてきたと聞いている。本学に移管されたあと
も、さらに広く多くの研究者に利用されることを願ってやまないし、そのために管理機関
として利用の便宜を図っていかねばならないと自戒している。櫻井義之文庫を同時に利用
する便宜も活用していただきたい。
　最後になるが、改めて栗本伸子様に深甚の謝意を表したい。また櫻井義之文庫の場合も
そうであったが、四方博文庫でも仲介の労をとっていただいた花房征夫氏、文庫の整理、
目録作成に携われた方々にもお礼を申し上げたい。

� 2010年４月
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「四方博文庫」解題

橋谷�　弘

１ 四方博文庫について
　東京経済大学図書館所蔵｢四

し

方
かた

博
ひろし

文庫｣は、長年にわたって朝鮮史研究者四方博氏の自
宅で公開されていた｢四方朝鮮文庫｣を、ご遺族の栗本伸子氏のご好意により2009年度に本
学に寄贈していただいたものである。
　四方朝鮮文庫運営委員会『四方朝鮮文庫目録』1978年によれば、1973年に四方氏が亡くな
ったときに、その書庫には約4000点の朝鮮関係書籍が集められていた。それらはすべて第
二次大戦後に古書店などで購入されたもので、1945年に四方氏が朝鮮から引き揚げてきた
ときリュックの中にあったのは、家庭健康法の本1冊だけだったという。ちなみに、四方
氏はそれまで京城帝国大学教授を務められていたが、その間に収集された資料はそのまま
朝鮮（そして解放後の大韓民国）に残され、現在ではソウル大学図書館所蔵の「経済文庫」と
なって、3,000冊以上の資料が韓国内外の研究者に広く活用されている（『「経済文庫」解題
集』ソウル大学校出版部、2007年）。

２ 四方博氏について
　本文庫を収集された四方博氏は、1900年に神戸市で生まれ、東京帝国大学経済学部を卒
業後、同大学で助手を務めていたが、1924年に京城高等商業学校講師として当時日本の植
民地だった朝鮮に赴任した。そして、経済学研究のため欧米に留学したあと、1926年に創
設された京城帝国大学法文学部助教授となり、経済学第一講座を担当した。京城帝国大学
は、朝鮮総督府所管の帝国大学として1924年に予科が設立され、26年に法文学部と医学部、
41年に理工学部が設置されていた。
　当時、文学部出身の朝鮮史研究者は次第に増えていたが、経済学部出身で朝鮮社会経済
史を本格的に研究したのは四方氏が先駆者の一人であろう。そして、1928年には京城帝大
に朝鮮経済研究所を付設し、資料の収集と整理にあたった。前述のソウル大学「経済文庫」
は、この蔵書がもとになっている。一方、東京経済大学図書館には、もうひとつ朝鮮関係
資料のコレクションとして「桜井義之文庫」が所蔵されているが、この桜井義之氏も1928年
に京城帝大法文学部の経済研究室に助手として採用され、33年には朝鮮経済研究所の所員
になっている。図らずも、京城帝大で席を並べた二人の研究者が、それぞれ戦後に収集し
た資料が本学で再会することになったわけで、まことに感慨深いものがある。
　四方氏は、この朝鮮経済研究所の資料や、朝鮮王朝の文書を引き継いだ奎章閣文庫の資
料を駆使しながら、朝鮮における資本主義形成史・人口論・家族制度・郷約などに関する
多数の論文を発表し、1930年に京城帝大教授となった。とくに、朝鮮の戸籍に関する研究
は、今日でも必読のものとされる。
　やがて1945年の日本の敗戦、朝鮮の解放とともに四方氏は日本に戻り、1947年に愛知大
学教授となった。その後も名古屋大学法経学部の創設に関わって1948年教授となり（のち
経済学部長）、61年岐阜大学学長、69年愛知県立大学学長に就任するなど、研究・教育ば
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かりでなく大学行政にも顕著な手腕を発揮した。1965年から68年までは日本学術会議会員
に選出され、71年には勲二等旭日重光章を受けている。
　また、日朝協会愛知県連合会初代会長、愛知県原水協理事、日本平和委員会全国理事な
ど、日朝友好運動や平和運動にも積極的に参与した。
　このように第二次大戦後も朝鮮研究や大学教育、そして社会運動に大きな足跡を残した
四方博氏は、1973年に亡くなったが、その主な業績は『朝鮮社会経済史研究』上・中・下、
国書刊行会、1976年にまとめられている。

３ 四方文庫の内容について
　本学に移管された四方博文庫の資料点数は4,225件（冊）、タイトル数では2,946件となっ
ている。本学図書館には、前述のように朝鮮関係資料として「桜井義之文庫」があるが、桜
井文庫と四方文庫の所蔵資料の重複は479タイトルで、別々に収集された資料としては重
複が少なく、両文庫が相互に補い合って朝鮮関係資料の宝庫となっている。
　四方文庫の内容については、紙数の関係で一部しか紹介できないが、まず目立つものと
して、朝鮮王朝時代と江戸時代の線装本をあげることができる（以下、書誌データは目録
をご参照いただきたい）。このうち『晦斎先生文集』は、「東方四賢」の一人で、朝鮮朱子学
の最高峰である李滉（李退渓）にも影響を与えた李彦迪（1491 ～ 1553）の文集である。この
ほか、粛宗時代の西人・少論の領袖である南九万（1629 ～ 1711）の文集『薬泉集』など、朝
鮮の儒者・官僚・政治家の文集がいくつか収められている。また、江戸時代の日本人の朝
鮮への興味を示す書物も『三韓紀畧』『朝鮮年代記』などがあり、なかには、朝鮮通信使をも
てなした際の『京都旅館御食事御献立帖』のような、大変珍しい史料もある。また、『班荊
閒譚』は、通信使に同行した製述官らと日本人医師の筆談を整理したもの、『日観要攷』は
朝鮮側の製述官の覚書で、朝鮮通信使関係だけでも幅広い資料が目に付く。
　韓末や明治時代の線装本の中には、19世紀後半の視点で朝鮮事情を記したものがあり、
興味深い。朝鮮で刊行されたものとして『大韓地誌』、日本で刊行されたものとして『朝鮮
新論』『朝鮮事情』『朝鮮誌畧』などがある。このほか、明治時代以降に刊行された洋装本の
朝鮮事情に関する書物も多数収められ、「地誌・紀行・旅行案内」の項目などに分類されて
いるが、これらの本は当時の朝鮮社会の一端を再現してくれるだけでなく、日本人の朝鮮
に対する関心のありようを示す資料として読み取ることもできる。
　さらに、四方文庫には地図、地誌、写真集、絵葉書が多数含まれている。これらの資料
は、当時の朝鮮社会の具体的な姿をビジュアルな形で伝えるものとして貴重である。各地
域別に編まれたものばかりでなく、『東宮殿下韓國行啓紀念帖』、『南韓暴徒大討伐記念寫
真帖』、『朝鮮博覽會記念寫眞帖』など、当時の注目すべき出来事を機に出版された写真集
も目を引く。
　総督府や内務省などの官庁文書も多数含まれているが、『在外不逞鮮人の兇暴計畫一般
情況』『朝鮮同胞に對する内地人反省資録』などの治安関係資料や、『府尹郡守会議資料』の
『道知事指示』『府尹郡守会議提出意見』など一連の文書は、朝鮮総督府の統治政策の一端を
知ることのできる資料である。
　また、「こんな分野まで目配りされていたのか」と驚くような本もあり、たとえば『朝鮮
の鄕土玩具』『朝鮮土俗玩具集』『朝鮮児童画談』には、朝鮮の子供の生活が、美しい絵や版
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画とともに、大変ほほえましく紹介されている。
　洋書には、韓末の旅行記として有名なI.Bird“Korea�and�her�neighbours”、朝鮮地誌で
あるW.�Griffi“Corea”をはじめとして、基本的な資料が収蔵されている。とくに、これら
近代初期の洋書には、日本や朝鮮の本にはない視点とともに、珍しい写真や挿絵をみるこ
とができる。
　このほか、ここに紹介できなかった貴重な資料が、ほかにも数多く含まれているが、こ
の目録を参照しながら多くの研究者に四方博文庫を活用していただければ幸いである。

� （東京経済大学経済学部教授・アジア経済史）
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凡　例

１．この目録は、1978年発行の｢四方朝鮮文庫目録｣（同文庫運営委員会・名古屋で刊行）を
基にして再度、現物から目録を取り直したものである。

２．この目録の表記法は以下のとおりである。

①　各書名の最後の数字は通し番号であり、その数字の後に＊がついている場合は、
桜井文庫との重複を表している。ただし桜井との重複でその一部が重複している場
合はこれを省略した。

②　発行年次は一部をのぞき西暦に換算し、「年」は省略した。

③　漢字はできるだけ該当書籍にあるとおりに表記した。

④　分類は、日本十進分類法を基本とし、先の「四方朝鮮文庫目録」の項目を適用した。

⑤　書名索引はアイウエオ順とし、各番号はページでなく通し番号を表している。日
本語書名で内容がハングルで記述されている書籍及び朝鮮語書籍については、各書
名の先頭に●をつけた。また朝鮮語書籍はハングルとしてまとめ、洋書については、
アルファベット順とした。

⑥　被伝者（伝記に扱われた人物）が書名からは判断できない資料はその該当人物の索
引を巻末に付け加えた。

注）　桜井文庫はデジタルアーカイブ化されており、東京経済大学図書館のホームペ
ージからアクセスが可能である。閲覧にはDjVu�Browser（デジャブ）というプラグ
インソフト（無料）のインストールが必要となる。このソフトは東経大図書館HPの
デジタルアーカイブ画面から取得できます。
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０ 総記

〔Ａ 書目・書誌学〕

朝鮮古書目録　朝鮮古書刊行會　京城　朝鮮古

書刊行會　1911.10　3, 2, 2, 30, 245p　22㎝　

 0001＊

朝鮮圖書解題　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督府　

1915.3　27, 27, 352p　26㎝　 0002＊

東洋文庫朝鮮本分類目録　東洋文庫　東京　東洋

文庫　1939.12　3, 101, 15p　26㎝　 0003

京城帝國大學附屬圖書館和漢書書名目録　京城

帝国大学附属図書館　京城　京城帝國大學附屬圖

書館　1933.12-1938.6　6冊　27㎝　 0004＊

朝鮮總督府古圖書目録補遺　京城帝国大学附属図

書館　京城　京城帝國大學附属圖書館　1934.10　

2, 59p　27㎝　 0005

朝鮮之圖書館　第4巻 第1號　朝鮮図書館研究会　

京城　朝鮮圖書館研究會　1934.3　46,viiip　23

㎝　 0006

朝鮮古文獻展觀目録　朝鮮総督府図書館　［京城］　

朝鮮總督府圖書館　1935.10　23p, 図版1枚　23

㎝ 0007＊

新書部分類目録　上中下巻　朝鮮総督府図書館　

京城　朝鮮総督府図書館　1937-1938　3冊　28㎝　

 0008

書物同好會會報　第2-3號　書物同好會　京城　

書物同好會　1938.11-1939.3　2冊　23㎝　 0009

朝 鮮 舊 書 考　黒田亮　東京　岩波書店　1940　

295p　23㎝　 0010

明治年間朝鮮研究文獻誌　櫻井義之　京城　書物

同好会 1941.3　2, 2, 2, 421p　23㎝  0011＊

群書堂古書目　第4號　群書堂書店　京城　群書堂

書店　1942.10　80p　19㎝　 0012

古鮮册譜　前間恭作　東京　東洋文庫　1944.4-

1957.3　7冊, 図版　26㎝　 0013

史学　2　名古屋大学文学部　名古屋　名古屋大学

文学部　1953.3　408p　26㎝　 0014-1

朝鮮全州の史庫とその蔵書　中村栄孝　名古屋　

名古屋大学文学部　1953　58, 1p　26㎝　 0014-2

朝鮮史の編修と朝鮮資料の蒐集　中村栄孝

　［1953］　p359-424　21㎝　 0015

蓬左文庫朝鮮本展観目録　朝鮮学会　［出版地不

明］　［朝鮮学会］　［1957.10まえがき］　22p, 図

版4枚　22㎝　 0016＊

李朝実録考略　末松保和　［出版地不明］　［学習

院］　［19--］　89p　21㎝　 0017＊

朝鮮関係文献展示目録　東洋文庫　［東京］　国

立国会図書館支部東洋文庫　［1958］　29p　挿図　

19㎝　 0018＊

國學研究論著總覧　國學研究論著總覧刊行會　ソ

ウル　乙酉文化社　1960.7　xii, 422, 24p　21

㎝　 0019

朝鮮に関する日本語版図書目録　1945年8月15日

～1960年8月15日　日朝協会大阪府連合会　大阪　

日朝協会大阪府連合会　1960.12　37p　26×36㎝　

 0020

今西博士蒐集朝鮮關係文獻目録　原三七　東京　

書籍文物流通會　1961.2　374, 84, 4p, 図版［5］

枚　25㎝　 0021

財團法人韓國研究図書館（韓國人文・社會科學
研究院）　韓国人文・社会科学研究院　ソウル　

［韓国人文・社会科学研究院］　1961　8, 7p, 図

版［14］p　21㎝　 0022

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　［東京］　［国立国会図書館参考書誌

部］　［1964］　14, 191p　21㎝　 0023＊

梅原考古資料目録　朝鮮之部　東洋学術協会　東

京　東洋文庫　1966.3　437p　30㎝　 0024

国立国会図書館所蔵朝鮮関係資料目録　1.日本

文篇　国立国会図書館参考書誌部アジア・アフリ

カ課　東京　国立国会図書館　1966.3　ii, 255p　

26㎝　 0025＊

国立国会図書館所蔵地図目録　［1］　国立国

会図書館参考書誌部　東京　国立国会図書館　

［1966］-　73p　26㎝　 0026

資料展示目録　第17回　朝鮮学会　天理　朝鮮学

会　［1966.10］　32p　26㎝　 0027
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大阪府立図書館蔵韓本目録　大阪府立図書館　

大阪　大阪府立図書館　1968　52, 15p　26㎝　

 0028

朝鮮研究文献目録 1868-1945　末松保和　東京　

東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター

刊行委員会　1970-1972　7冊　21㎝　 0029

愛知県立大学愛知県立女子短期大学図書目録　

1970　愛知県立大学附属図書館　名古屋　愛知県

立大学附属図書館；愛知県立女子短期大学附属図

書館　1971.3　11, 184p　26㎝　 0031

名古屋市蓬左文庫漢籍分類目録　蓬左文庫　名

古屋　名古屋市教育委員会　1975.3　4, 2, 269, 

39, 4p　27㎝　 0032

國 書 總 目 録　 岩 波 書 店　 東 京　 岩 波 書 店　

1963.11-1976.12　8冊　27㎝　 0033

〔Ｂ 辞典〕

朝鮮地名案内　三橋僊史　東京　學農社　1894.7　

iii, 49p　地図　19㎝　 0035

日韓名原考　中村朝貞　中瀬村（三重県）　中村朝

貞　1901.6　16p　23㎝　 0036＊

朝鮮支那地名辭彙　根来可敏　東京　共同出版　

1910　1冊　16㎝　 0037＊

擇里誌　李重煥　京城　朝鮮光文會　1912.6　2, 

2, 80p　22㎝　 0038

最新朝鮮歴史地理辭典　佐藤種治　東京　冨山房　

1933.4　11, 208p, 図版［1］枚　20㎝　 0040

朝鮮漢字部畫索引　朝鮮経済研究所（京城帝国大

学法文学部内）　［京城］　［同所］　［19--］　195枚　

27㎝　 0041

朝鮮人名辭書　本編、索引　朝鮮総督府中枢院　

京城　朝鮮總督府中枢院　1937-1939　2冊　24㎝　

 0042＊

 0043＊

朝 鮮 地 名 姓 便 覧　加藤全吾　東京　高麗社　

1952.9　9, 169p, 地図　21㎝　 0044

現代中国・朝鮮人名鑑　外務省アジア局　東京　

外務省アジア局　1953　319（附録共）p, 表（折込

み）4枚　22㎝　 0045

朝鮮関係人名・事項索引　川原和子　［1955?］　

32枚　18×28㎝　 0046

現代朝鮮人名辞典　霞関会　東京　外交時報社　

1960.3-1962.8　2冊　22㎝　 0047

三 正 綜 覧　内務省地理局　東京　地人書館　

1965.6　424p　27㎝　 0048

成語大辭典　繆天華 ソウル 亞細亞文化　1975.6 

vii, 3, 54, 886, 2, 148p　27㎝　 0049

〔Ｃ 年鑑〕

朝鮮年鑑　京城日報社　京城　京城日報社：毎日

申報社　1933.9-1944.10　7冊　19㎝　 0050

조선 중앙 년감（朝鮮中央年鑑）　東京　東方書林　

1953.6　497p　26㎝　 0051

經濟年鑑　1956年版　韓国銀行調査部　ソウル　

韓國銀行調査部　1956.6　356, 201, 85, 388p　

26㎝　 0052

貿易年鑑　1962　韓國貿易協會　ソウル　韓國貿

易協會　1962.8　4, 6, 458p　26㎝　 0053

統一朝鮮年鑑　統一朝鮮新聞社　東京　統一朝鮮

新聞社　1964-1967　3冊, 図版　27㎝　 0054

韓国年鑑　日韓経済新聞社　東京　日韓経済新聞

社　1964-1971　7冊　27㎝　 0055

韓国経済年鑑　1966年版　全國經濟人聯合會　ソ

ウル　全國經濟人聯合會　1966.9　35, 389, 56, 

171, 157p　27㎝　 0056

韓国100大会社年鑑　1967年版　［大阪］　東和新

聞社　1967.2　736p　27㎝　 0057

〔Ｄ 年報・月報・統計等〕

韓國龍巖浦氣象表　中央気象台　［東京］　中央氣

象臺　1906.3-1908.3　14冊　30㎝　 0058

韓國施政年報　明治39,40年　統監官房　［京城］　

統監官房　1908.12　17, 420, 35p　27㎝　 0059

朝鮮總督府施政年報　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮

總督府　1914.3-1940.3　11冊　26㎝　 0060

統監府統計年報　第3次　統監官房文書課　［東

京］　統監官房文書課　1910.3　2, 625p　26㎝　

 0061

朝鮮総督府統計年報　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮

総督府　1912.12-1942.3　12冊　26㎝　 0062
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朝鮮總督府全羅北道統計年報　大正3年　朝鮮総

督府　［京城］　朝鮮総督府　1916.3　2, 2, 6, 

408p　27㎝　 0063

朝鮮氣象月報　朝鮮総督府観測所　仁川　朝鮮總

督府觀測所　1916.7-1942.7　4冊　31㎝　 0064

統計圖集　大正9年　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總

督府　1921.12　18p, 図版　23㎝　 0065

統計年報　大正10年度　南滿洲鐵道株式會社京城

管理局　［京城］　南滿洲鐵道株式會社京城管理局　

1922.12　8, 233p　27㎝　 0066

朝鮮総督府統計要覧　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮

総督府 1911-1937 4冊 15㎝　 0067

朝鮮部落調査豫察報告　第1册　朝鮮総督府　［京

城］　朝鮮總督府　1923.3　2, 2, 5, 82p, 図版

71枚　26㎝　 0068＊

朝鮮部落調査報告　第1册　朝鮮総督府　［京城］　

朝鮮總督府　1924.3　4, 65p, 図版33枚　26㎝　

 0069

朝鮮部落調査特別報告　第1册　朝鮮総督府　［京

城］　朝鮮總督府　1924序　4, 78p, 図版41枚　

26㎝　 0070＊

朝鮮部落調査の過程　小田内通敏　［19--］　12p　

22㎝　 0071

朝鮮貿易月表　朝鮮総督府　京城　朝鮮総督府　

1926.1-1939.2　3冊　26㎝　 0072

統計年報　大正15年・昭和元年　元山商業會議所　

元山　元山商業會議所　1927.8　152, 14p　22㎝　

 0073

統計年報　昭和元-3年　仁川商業會議所　仁川　

仁川商業會議所　1928.11-1929.11　2冊　23㎝　

 0074

統計年報　釜山商工會議所　釜山　釜山商工會議

所　1931-1941　10冊　22-23㎝　 0076

統計年報　昭和14年　京城商工會議所　京城　京

城商工会議所　1940.12　vi, 179p　22㎝　 0077

馬山商工會報　第1號-第15號　馬山商工會　馬山　

馬山商工會　［1929.7-1931.5］　1冊　27㎝　 0078

氣象拾五年報　咸鏡北道立雄基測候所　［雄基］　

咸 鏡 北 道 立 雄 基 測 候 所　1930.8　70p　23㎝　

 0079

氣象二十五年報　自明治39年至昭和5年　城津測

候所　咸鏡北道　城津測候所　1932.4　71p　26

㎝　 0080

慶尚南道累年氣象表　其ノ1 昭和7年5月　釜山

測候所　釜山　釜山測候所　1932.6　21p　27㎝　

 0081

朝鮮統計總攬　1931　朝鮮経済研究所（京城帝国大

学法文学部内）　京城　朝鮮經濟研究所　1931.9　

747p　26㎝　 0082

朝鮮國勢調査速報　昭和5年　朝鮮総督府　［京

城］　朝鮮總督府　1931.3　5, 3, xii, 39p　26

㎝　 0083

昭和五年朝鮮國勢調査報告　朝鮮総督府　［京城］　

朝鮮總督府　1932.9-1935.3　13冊　27㎝　 0084

拓務省統計概要　拓務省拓務大臣官房文書課　

［東京］　拓務大臣官房文書課　1930.3-1931.1　2

冊　27㎝　 0085

拓務統計　拓務省拓務大臣官房文書課　東京　拓

務省 1933.1-1941.3 4冊 27㎝　 0086

農業統計書　咸鏡南道,平安北道　［出版地不明］　

［1932］-1934.7　2冊　27㎝　 0087

農業統計表　朝鮮総督府　京城　朝鮮総督府　

1933.12-1940.3　3冊　27㎝　 0088

釜山測候所月報　昭和8年1月-13年12月号　釜山

測候所　釜山　釜山測候所　［1933-1938］　1冊　

30㎝　 0089

朝鮮河川調査年報　昭和4-5年度　朝鮮總督府内

務局　［京城］　朝鮮總督府　1933.11　2冊　27㎝　

 0090

釜山の氣候　釜山測候所　釜山　釜山測候所　

1934.5　122p, 図版6枚　26㎝　 0091

朝鮮總督府觀測所年報　朝鮮総督府観測所　仁川　

朝鮮總督府觀測所　1934.3-1938.12　6冊　31㎝　

 0092

雄基之氣象日表　咸鏡北道立雄基測候所　［雄基］　

咸鏡北道立雄基測候所　1934.3　12p　21×28㎝　

 0093

朝鮮總督府觀測所氣象五年報　自昭和6年 至昭

和10年　朝鮮総督府観測所　仁川　朝鮮總督府觀

測所　1936.12　56p　31㎝　 0094
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朝鮮總督府觀測所地震年報　昭和8年-昭和11

年　朝鮮総督府観測所　仁川　朝鮮總督府觀測所　

1935.3-1938.12　1冊　26㎝　 0095

江陵氣象年報　昭和11年　江原道立江陵測候所　

［江陵］　江原道立江陵測候所　1937.5　20p　27

㎝　 0096

平 北 穀 物 協 會 月 報　32号-42号　平北穀物協

会　新義州　平北穀物協會　［1934］　1冊　23㎝　

 0097

朝鮮簡易生命保險統計年報　朝鮮総督府逓信局　

［京城］　朝鮮總督府遞信局　1934.10-1940.10　7

冊　27㎝　 0098

林野統計 ［昭和10年3月］　朝鮮総督府　［京城］　

朝鮮總督府　1935.3　4, 108p　27㎝　 0099

朝鮮總督府遞信年報　朝鮮総督府逓信局　［京城］　

朝鮮總督府逓信局　1935.11-1937.11　2冊　26㎝　

  0100

朝鮮統計時報　第1号-第4号　朝鮮統計協会　京城　

朝鮮統計協會　1936　1冊　22㎝ 0101

朝鮮總督府遞信統計要覽　朝鮮総督府逓信局　

［京城］　朝鮮總督府遞信局　1937.11-1938.11　2

冊　27㎝　 0102

朝鮮経済統計年鑑　昭和14年版　日本商業通信

社　東京　日本商業通信社　1938.12　274p　22

㎝　 0103

朝鮮住民ノ生命表　水島治夫　京城　近澤書店　

1938.2　55p, 図版18枚　27㎝　 0104

殖銀調査月報　朝鮮殖産銀行調査部　京城　朝鮮

殖産銀行調査部　1938-1943　10冊　23㎝　

 0105＊

朝 鮮 總 督 府 氣 象 臺 彙 報　第1號-第2號, 第5號　

朝鮮総督府気象台　仁川　朝鮮總督府氣象臺　

［1938-1941］　1冊　23㎝　 0106

朝鮮経済年報　全国経済調査機関連合会朝鮮支部　

東京　改造社　1939.3-1943.3　3冊　22㎝　

 0107＊

朝鮮經濟圖表　姫野實　京城　朝鮮統計協會　

1940.12　398, 15p　23㎝　 0108

金融組合統計年報　昭和14年度　朝鮮金融組合

聯合會　京城　朝鮮金融組合聯合会　1940.12　

112p　26㎝　 0109

朝鮮金融年報　朝鮮総督府.財務局　京城　朝鮮金

融組合聯合會　1941.11-1944.4　2冊, 図版　26

㎝　 0110

朝鮮氣象要報　朝鮮総督府気象台　仁川　朝鮮總

督府氣象臺　1940.4-1942.11　4冊　21㎝　 0111

調 査 月 報　朝鮮総督府　京城　朝鮮總督府　

1942.6-1944.12　20冊　21㎝　 0112

朝鮮人口動態統計　昭和16年　朝鮮総督府　［京

城］　朝鮮總督府　1943.3　3, 345, 19p　26㎝　

 0113

朝鮮に於ける人口に關する諸統計　朝鮮厚生協

會　［京城］　朝鮮厚生協會　1943.6　127p　21㎝　

 0114

朝鮮昭和十五年國勢調査結果要約　朝鮮總督官

房調査課　［京城］　朝鮮總督府　1944.12　255p　

26㎝　 0115

韓 國 經 濟 圖 表　1954　韓国銀行調査部　ソウ

ル　韓國銀行調査部　1954-1958　3冊　19-26㎝　

 0116

경제통계연보（経済統計年報）1960　韓国銀行調査部　

ソウル　韓国銀行調査部　1960.4-1968.5　3冊　

26㎝　  0117

조사월보（調査月報） 韓国銀行調査部　ソウル　韓

国銀行調査部　1962-1968　3冊　26㎝　 0118

大韓民國統計年鑑　第9-10回 　大韓民國広報處

統計局　［ソウル］　大韓民國広報處　1962.5-

1963.5　2冊　27㎝　 0119

朝鮮民主主義人民共和国国民経済発展統計集　

外国文出版社　平壤　外国文出版社　1961.8　

185p　17㎝　 0120

朝鮮民主主義人民共和国国民経済発展統計集　

朝鮮国家計画委員会中央統計局　東京　日本朝鮮

研究所　1965.4　73p　21㎝　 0121

文教統計年報　1968　Korea（South）　大韓民国

文教部　ソウル　文教部　1968.11　632p　26㎝　

 0122

調査月報　no. 149　韓國産業銀行調査部　ソウル　

韓國産業銀行調査部　1968.5　81p　26㎝　 0123

在留外国人統計　昭和49年版　法務省入国管理局　

東京　大蔵省印刷局　1975.4　95p　26㎝　 0124
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〔Ｅ 要覧・便覧等〕

韓國事情要覽　統監府總務部内事課　［京城］　統

監府總務部内事課　1906.7　2, 50p　26㎝　 0125

韓國總覧　徳永勲美　東京　博文館　1907.8　40, 

1489p　23㎝　 0126＊

韓 國 最 近 事 情 一 覽　統監府　東京　民友社　

1908.1　19p, 表　26㎝　 0127＊

韓南島嶼ノ富源　度支部　［京城］　［度支部］　

［1908.3］　2, 65, 3, 31p　19㎝　 0128

平壤要覽　平壤實業新報社　平壤　平壤實業新報

社　1909　3, 3, 100p, 図版15枚　23㎝　 0129

最近朝鮮要覽　朝鮮雑誌社　京城　日韓書房　

1910.11　12, 443p　23㎝　 0130

最近朝鮮事情要覧　朝鮮総督府　東京　渡辺為蔵　

1911.4-1922.1　9冊　15㎝　 0131

朝鮮要覽　朝鮮総督府　［京城］　［朝鮮總督府］　

1910.9-1932　11冊　19㎝　 0132

全羅南道道勢要覽　明治44年　全羅南道　［京城］　

全羅南道　1912.10　7, 103p　19㎝　 0133

平壤經濟一斑　向井忠　平壌　大海堂　1914.6　

51p, 図版2枚　23㎝　 0134

平安南道勸業要覽　平安南道　［平壤］　平安南道

内務部　1915.4　158p, 図版7枚　23㎝　 0135

朝鮮貿易要覽　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督府　

1917.8-1921.2　2冊　23㎝　 0136

殖 民 地 要 覧　拓殖局　東京　拓殖局　1920.5　

213p　22㎝　 0137

亰畿道事情要覧　朝鮮総督府　［京城］　［朝鮮総

督府］　1922.2　5, 322p, 図版13枚　19㎝　 0138

朝鮮事情　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮総督府　

1922.3-1943.12　11冊, 図版　15-19㎝　 0139＊

産業一班　全羅北道　［出版地不明］　全羅北道　

［1923］　1枚　49×67㎝（折りたたみ20㎝）　 0140

平壌府事情要覧　大正14年　平壤府　［平壌］　平

壌府　1925.11　12, 335p　19㎝　 0141

元山府府勢要覽　大正15年　元山府［元山］　元山

府　［1926］　1枚　18×9㎝　 0142

釜山港經濟統計要覽　昭和元年　釜山商業會議所　

釜山　釜山商業會議所　1926.7　6, 79, 15p　19

㎝　 0143

朝鮮地方財政要覽　朝鮮總督府内務局　［京城］　

朝鮮總督府内務局　1927.1-1935.12　4冊　27㎝　

 0144

拓務要覧　拓務省拓務大臣官房文書課　東京　拓

務省　1930.5-1941.9　10冊　23㎝　 0145

全國市町村便覧　精華堂編輯所　東京　精華堂書

店　1927.5　1冊　19㎝　 0146

朝鮮博覧會要覧　朝鮮総督府　［京城］　［朝鮮總

督府］　［1929］　1枚　46×76㎝（折りたたみ23㎝）　

 0147

全羅北道要覽　［昭和4年］　全羅北道　［京城］　全

羅北道　1929.9-1934.12　2冊　19㎝　 0148

朝鮮之都邑　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督府　

1932.3　8, 81, 34p, 図版［9］枚　18㎝　 0149

仁川府勢一班　昭和7年　仁川府　仁川　仁川府　

1932.6　1冊　19㎝　 0150

仁川港勢一班　昭和7年　仁川税關　［出版地不明］　

仁川税關　［1932］　1冊　21×79㎝（折りたたみ21

×9㎝）　 0151

府政一班　昭和7年　新義州府　［新義州］　新義州

府　［1932］　32p　20×168㎝（折りたたみ20×9

㎝）　 0152

朝 鮮 總 攬　朝鮮総督府　京城　朝鮮總督府　

1933.3　2, 2, 2, 1047, 18p　27㎝　 0153

道勢概覽　昭和8年　慶尚南道　［出版地不明］　慶

尚南道　1933.7　13, 256, 18p, 図版4枚　17㎝　

 0154

京城府勢一班　昭和8年度　［京城］　［京城府］　

［1933.7］　4, 34p　10×18㎝　 0155

全羅北道要覽　全羅北道　［京城］　全羅北道　

1929.9-1934.12　2冊 19㎝　 0156

朝鮮現勢便覧　昭和10年版　朝鮮総督府　京城朝

鮮総督府　1935.9　2, 216p　16㎝　 0157

全羅北道道勢一班　全羅北道　京城　全羅北道

1936.11-1937.11　2冊　19㎝　 0158＊
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慶尚南道々勢槪覽　昭和12年版　慶尚南道　［釜

山］　慶尚南道　1937.8　13, 293, 16p　19㎝　

 0159

道勢一班　昭和12年　忠清南道　［出版地不明］　

忠 清 南 道　［1937］　8, 108p, 図 版4枚　18㎝　

 0160

道勢一班　昭和12年　江原道　［出版地不明］　江

原 道　1937.11　2, 189, 10p, 図 版1枚　18㎝　

 0161

道勢一斑　昭和12年　全羅南道　［出版地不明］　

全羅南道　［1937］　1冊　19×9㎝　 0162

全羅北道道勢一斑　昭和12年8月　全羅北道　京

城　全羅北道　1937.11　4, 85p, 図版9枚　19㎝　

 0163

咸鏡北道勢一斑　昭和11年　咸鏡北道廳　1937.5　

12, 274p　15㎝　 0164

道勢一班　昭和12年版　咸鏡南道　［出版地不明］　

咸鏡南道　1937.10　132p　19㎝　 0165

平安南道要覽　昭和12年版　［平壌］　平安南道　

1937.9　11, 144, 31p, 図版17枚　19㎝　 0166

貿易要覧　仁川税關　［仁川］　仁川税關　1939.5-

10　2冊　27㎝　 0167

道勢一班　昭和13年　慶尚北道　［大邱］　慶尚北

道　1938.3　12, 256p　18㎝　 0168

慶興郡勢一斑　昭和13年　慶興郡　［羅南］　［慶興

郡］　［1938］　1枚　22×117㎝（折りたたみ22㎝）　

 0169

改正朝鮮地方行政區劃名稱總覽　朝鮮教育図書

出版部　京城　朝鮮敎育圖書出版部　1937.7　5, 

303, 3p　19㎝　 0170

釜山府勢要覽　昭和13年　釜山府　［釜山］　釜山

府 1938.4　5, 216, 8p　15㎝　 0171

朝鮮大觀　北條亮英　東京　朝鮮文化普及會　

1938.5　4, 4, 48, 829p　26㎝　 0172

貿易要覽　昭和14年　新義州税關　［新義州］　新

義州税關　1940.7　273p, 図版4枚　27㎝　 0173

電氣事業要覽　第27囘　朝鮮総督府逓信局　京城　

朝鮮電氣協會　1940.2　3, 4, 233p　31㎝　 0174

朝鮮便覧 外務省アジア局　東京　日本国際問題研

究所　1960.6-1964.11　2冊　21㎝　 0175

韓國便覽　［195-］　515p　26㎝　 0176

朝鮮便覧　上下巻　霞関会　東京　時事通信社　

1956.11　2冊　21㎝　 0177

朝鮮要覧　1960年版　海外事情調査所　東京　武

蔵書房　1960.8　5, 259p, 地図　21㎝　 0178

朝鮮通覽　外国文出版社　平壌　外国文出版社　

1961.8-1962.12　2冊　20㎝　 0179

朝鮮便覧 外務省アジア局　東京　日本国際問題研

究所 1960.6-1964.11 2冊 21㎝　 0180

北 朝 鮮 工 場 便 覧　1963年版　世界政経調査会　

［出版地不明］［世界政経調査会］［1964.12］　309p, 

図版5枚　25㎝　 0181

韓 国 地 名 要 覧　車進　大阪　京文社　1965.1　

284p　21㎝　 0182

韓国大観　1966　ソウル　大韓商工会議所：大韓

公論社　1966.8　613p　28㎝　 0183

朝鮮手帖　外国文出版社　平壌　外國文出版社　

1967.5　122p, 挿図　15㎝　 0184

朝鮮要覧　1973　現代朝鮮研究会　東京　時事通

信社　1973.4　21, 295p　18㎝　 0185

〔Ｆ 朝鮮一般〕

清 韓 論　O. N. Denny　東京　両輪堂　1890.11　

95p　19㎝　 0186＊

朝鮮彙報　東邦協会　東京　東邦協会　1893.11　

2, 1, 335p　22㎝　 0187＊

朝鮮事情鷄の腸　清水橘郎　東京　梅原出張店　

1894.7　2, 6, 80p　22㎝　 0188

朝鮮時事　柵瀬軍之佐　東京　春陽堂　1894.8　

2, 3, 132p, 図版　22㎝　 0189

朝鮮紀聞　鈴木信仁　東京　博文館　1894.11　2, 

4, 364p　20㎝　 0190＊

朝 鮮 王 國　菊池謙譲　東京　民友社　1896.10　

16, 11, 3, 557p　19㎝　 0191＊

朝鮮論　大庭寛一　東京　東邦協會　1896.7　6, 

2, 273,［9］p, 図版［4］p　22㎝　 0192＊
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東邦協会会報　24-54号　東邦協会　東京　東邦協

会　1896.7-1899.1　31冊　25㎝　 0193

清及韓　箭内亙　東京　冨山房　1904.9　348p, 

図版1枚　23㎝　 0194

朝 鮮 開 化 史　恒屋盛服　東京　東亞同文會　

1901.1　10, 16, 540p　23㎝　 0195＊

韓 国 成 業 策　佐藤政治郎　大阪　岡島書店　

1904.3　214p　19㎝　  0196

企業案内實利之朝鮮　吉倉凡農　東京　文星堂：

新橋堂　1904.5　9, 157p　19㎝　 0197

韓国事情　外務省通商局　［東京］　［外務省通商

局］　［1904］ 309,［48］, 8p　26㎝　 0198

韓國誌　農林省山林局　［東京］　農商務省山林局　

1905.7　636p　22㎝　 0199

韓国経営　加藤政之助　東京　実業之日本社　

1905.8　190p, 図版　23㎝　 0200＊

最近の韓国　松宮春一郎　東京　早稲田大学出版

部 1905.12　3, 7, 319p　23㎝　 0201

最新の韓半島　塩崎誓月　東京　青木嵩山堂　

1906.2　310p, 図版　19㎝　 0202＊

最 近 朝 鮮 事 情　荒川五郎　東京　清水書店　

1906.5　268p　図版　22㎝　 0203

暗 黒 な る 朝 鮮　薄田斬雲　京城　日韓書房　

1908.10　6, 267p　19㎝　 0204

朝鮮漫畫　薄田斬雲　京城　日韓書房　1909.1　

5, 152p　18㎝　 0205

新撰韓国事情　小松悦二　東京　東亜研究会　

1909.6　4, 2, 10, 764p　22㎝　 0206

渡韓のすすめ　佐村八郎　東京　樂世社　1909.12　

231, 5p　20㎝　 0207

朝 鮮 之 研 究　山口豐正　東京　巖松堂書店　

1911.9　1, 3, 1, 2, 1, 11, 340, 51p　23㎝　

 0208＊

朝鮮百業百種　京城日報社　京城　日韓書房　

1912.9　196p　20㎝　 0209

朝鮮　第1輯　青柳綱太郎　京城　朝鮮研究会　

1913.11　3, 338p, 図版2枚　23㎝　 0210

鮮南發展史　朝鮮新聞社　仁川　朝鮮新聞社　

1913.4　594p　27㎝　 0211

朝 鮮 開 拓 誌　原田彦熊　京城　朝鮮文友會　

1913.6　4, 8, 274, 10p　23㎝　 0212

新朝鮮及新満州　朝鮮雑誌社　京城　朝鮮雑誌社　

1913.11　840, 16p　23㎝　 0213

北鮮の栞　山田市太郎　大阪　博通社　1914.5　

207, 7p　19㎝　 0214

朝 鮮 之 研 究　山口豊正　東京　巌松堂書店　

1914.8　654, 52p　23㎝　 0215

朝鮮及滿洲之研究　第1輯　朝鮮雑誌社　［京城］　

朝鮮雜誌社　1914.12　2, 5, 450p　23㎝　 0216

朝鮮文化之解剖　東洋協会　東京　東洋協會　

1924.8　204p, 図版3枚　22㎝　 0217

朝鮮回顧録　中井錦城　東京　糖業研究会出版部　

1915.3　3, 5, 295p, 図版　23㎝　 0218＊

南日本韓半島雲烟過眼録　村瀬米之助　厚木町

（神奈川県）　竹村商店　1915.5　292p, 図版3枚　

19㎝　 0219

新朝鮮　青柳綱太郎　京城　朝鮮研究會　1916.5　

3, 284p, 図版3枚　22㎝　 0220

朝鮮の研究　鴨江生　東京　厚生堂　1916.9　331p　

19㎝　 0221

朝鮮彙報　特別號　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮総

督府　1916.6　148p, 図版［4］p　26㎝　 0222

帝國之殖民地　上下巻　大喜多筆一　東京　東亜

評論社　1919.5-6　2冊　23㎝　 0223

朝鮮人　朝鮮總督府學務局　［京城］　朝鮮総督府

学務局　1921.11　71p　23㎝　 0224＊

朝鮮の匂ひ　和田一郎　京城　ウツボヤ書籍店　

1921.1　4, 426p　18㎝　 0225＊

朝鮮之文化　大阪　内外評論社　1921.8　238p　

31㎝　 0226

長白山より見たる朝鮮及朝鮮人　杉慕南　京城　

同舟会　1921.8　5, 7, 361p　19㎝　 0227

満鮮の鏡に映して 中野正剛　東京　東方時論社　

1921.3　2, 6, 226p　19㎝　 0228
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朝 鮮　 朝 鮮 総 督 府　［ 京 城 ］　 朝 鮮 總 督 府　

1921.10-1942.12　20冊　21㎝　 0229

朝鮮滿洲支那のぞ記　小野賢一郎　東京　大阪屋

號書店　1922.11　3, 11, 299p　19㎝　 0230

鮮滿人物批判　朝鮮公論社　京城　朝鮮公論社　

1922.11　199p, 図版［2］p　23㎝　 0231

朝鮮の俤　西村眞太郎　京城　朝鮮警察協會　

1923.6　189p　19㎝　 0232

朝鮮の實情　佐々木正太　東京；京城　帝國地方

行政學會　1924.5　4, 6, 210, 2p　19㎝　 0233

朝鮮の生活と文化　村田懋麿　東京　目白書院　

1924.7　2, 4, 348p, 図版4枚　23㎝　 0234

朝鮮を直視して　龜岡榮吉　京城　朝鮮及朝鮮人

社　1924.12　9, 5, 300p, 図版　19㎝　 0235

亞東指要　山根倬三　東京　東洋協会：亞東指要

刊行會　1925.8　13, 4, 88, 2160p　20㎝　 0236

朝鮮　相愛會大阪本部文化部　大阪　相愛會大

阪 本 部　1925.5　8, 2, 272p, 図 版4枚　20㎝　

 0237

明け行く朝鮮　松村松盛　東京　帝國地方行政

學 會　1925.2　3, 10, 334p, 図 版10枚　20㎝　

 0238

内 鮮 同 化 論　田中勲　忠州　田中勲　1925.7　

222p　19㎝　 0239

黎明の半島と大陸　早川巳之利　大連　満州公論

社出版部　1925.10　8, 9, 366p　20㎝　 0240

現時の朝鮮　内藤倫政　京城　朝鮮事業及經濟社　

1925.6　2, 4, 321p　19㎝　 0241

半島を一巡して　井上準之助　［京城］　朝鮮總督

府　1925.12　2, 120p　19㎝　 0242＊

朝鮮の開拓　南甚作　鎮南浦　南甚作　1926.2　

142p, 図版［6］p　23㎝　 0243

半島に聽く　井上收　京城　炎車洞書房　1926.10　

2, 2, 10, 542, 15p, 図版　20㎝　 0244

居留民之昔物語　第1編　藤村徳一　京城　朝鮮

二昔会　1927.1　8, 4, 338p　20㎝　 0245＊

現代の朝鮮　梶川半三郎　東京　六合館　1927.7　

29, 600, 2, 38p　図版,地図　20㎝　 0246

世界より朝鮮へ　平井三男　東京　朝鮮教育會

出版　1926.12　6, 15, 787p, 図版23枚　19㎝　

 0247

朝鮮及朝鮮民族　第1集　朝鮮思想通信社　京城　

朝鮮思想通信社　1927.8　376, 25p　23㎝　

 0248＊

最近間嶋事情　牛丸潤亮　京城　朝鮮及朝鮮人社

出版部　1927.10　1冊　23㎝　 0249

三十年後の朝鮮　坂本天海　京城　全北日報：咸

南新報　1927.12　6, 2, 8, 2, 316p, 図版1枚　

22㎝　 0250

教育家の目に映じたる朝鮮支那南洋事情　福徳

生命保険　大阪　福徳生命保険　1927.12-1936.7　

4冊　22㎝　 0251

明けゆく朝鮮　上岡角一　三原町（廣島縣）　世界

大道協會本部　1929.4　12, 170p, 図版　20㎝　

 0252

朝鮮の過去現在及将来　小田倉徳壽　京城　小田

倉徳壽　1929.9　139p　20㎝　 0253

朝鮮漫録　松田甲　京城　朝鮮總督府　［1928.3］　

4, 213p　15㎝　 0254

満鮮趣味の旅　遅塚麗水　東京　大阪屋号書店　

1930.4　320p, 図版18枚　20㎝　 0255

三十年前の朝鮮　Isabella L. Bird　京城　東

亞經濟時報社　1925.1　3, 2, 2, 315p　19㎝　

 0256＊

韓 末 を 語 る　三城景明　京城　朝鮮研究社　

1930.6　4, 3, 242p　19㎝　 0257

朝鮮之研究　朝鮮及滿洲社　東京　朝鮮及滿洲社　

1930.8　2, 8, 576p　23㎝　 0258

朝鮮の今昔と國民の使命　松木正秋　［龍山］　龍

山野砲兵第二十六聯隊將校集會所　1930.10　15, 

338, 8p　20㎝　 0259

朝 鮮 講 演　朝鮮講演会　京城　朝鮮講演會　

［1935-1940］　4冊　21㎝　 0260

府邑面雜誌　府邑面雑誌社　京城　府邑面雜誌社　

1931.6-1931.9　2冊　22㎝　 0261

雞林十三道　野村益三　東京　文祥堂印刷所　

1931.1　126p　23㎝　 0262
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朝鮮雑記　菊池謙譲　京城　鶏鳴社　1931.2-8　2

冊　20㎝　  0263＊

朝鮮閑題　権藤四郎介　京城　朝鮮閑題出版部　

1932.6　2, 2, 20, 395p　19㎝　 0264＊

新朝鮮の研究　相良孫四郎　京城　鮮満研究會　

1932.8　4, 12, 684p　23㎝　 0265

鮮満發達史　北鮮及東満編　大森頑石　大阪　鮮

滿事業協會　1933.11　595p, 図　23㎝　 0266

ドルメン　4月號　東京　岡書院　1933.4　183p, 

図版［8］p　23㎝　 0267

朝鮮同胞の光　熊平源藏　京城　熊平商店　1934.3　

15, 10, 394p, 図版　19㎝　 0268＊

朝鮮の地と人との再認識　李軫錫　京城　李煕完　

1934.6　237p　23㎝　 0269＊

朝鮮大觀　賀田直治　京城　朝鮮公論社　1934　

2, 4, 214p　19㎝　  0270

朝鮮の更生陣を覗く　池田林儀　京城　活文社　

1934.10　6, 12, 323p, 図版　19㎝　 0271

朝鮮・滿洲新聞現勢　中村明星　大連　新聞解放

滿鮮総支社 1937 100p　19㎝　 0272

半島の山と風景　竹中要　東京　古今書院

　1938.7　3, 2, 254p, 図版　20㎝　 0273＊

新生朝鮮の出發　玄永燮　京城　大阪屋號書店　

1939.2　3, 4, 375p　19㎝　 0274

朝鮮・滿洲・支那　下村海南　東京　第一書房　

1939.7　385p, 図版1枚　20㎝　 0275

モダン日本　須貝正義　東京　モダン日本社　

1939.11　354p, 図版　22㎝　 0276

今日の朝鮮問題講座　［京城］　緑旗聯盟 1939 6

冊　19㎝　 0277＊

（1）内鮮一体論の基本理念
（2）大陸兵站基地論解説
（3）學制改革と義務教育の問題
（4）朝鮮思想界概観
（5）現代朝鮮の生活とその改善
（6）國史と朝鮮

現地編輯朝鮮特輯　能仲文夫　東京　外地評論社　

1939.7　373, 27p　23㎝　 0278

内鮮一体論　姜昌基　東京　国民評論社　1939.11　

219p, 図版　19㎝　 0279

「老開拓士が贈る」半島裏面史　大阪毎日新聞社　

京城　大阪毎日新聞社京城支局：東京日日新聞社

京城支局　1940.12　2, 2, 6, 306p, 挿図,肖像　

19㎝　 0280＊

内鮮一体　第2巻第6號 6月號　京城　内鮮一體實

踐社　1941.6　72p　23㎝　 0281

朝鮮の問題と其の解決　上田龍男　京城　正學研

究所　1942.6　4, 2, 71, 2p　18㎝　 0282

朝鮮を堂々と紹介する　高松健太郎　京城　京城

大阪屋號書店　1944.12　170p　18㎝　 0283

朝 鮮 文 化 史 序 説　 모 리 스. 쿠-랑 著　Maurice 

Courant　ソウル　凡章閣　［19--］　187p　19㎝　

 0284

無窮花（ムグンファ）　現代韓国を知るための大百

科　日韓文化情報センター　東京　日韓文化情報

センター　1972.7　192p　29㎝　 0285

解放から今日までの韓国の全貌　韓弘建　東京

立花書房 1953.7 292p　18㎝　 0286

新朝鮮読本　総篇　近藤釼一　東京　友邦協会　

1953.8　311p　22㎝　 0287

韓来文化と其の事蹟　李沂東　東京　韓国資料研

究所　1964.11　371p　22㎝　 0288

被壓迫民族の知識人　松村達雄　東京　中央公論

社　1955.3　194p　18㎝　 0289

朝鮮　金達寿　東京　岩波書店　1958.9　v, 218p　

18㎝　 0290＊

韓国読本　［正］　中保與作　東京　時事通信社　

1960.9　342p　18㎝　 0291

韓国および韓国人　朝倉昇　東京　朝倉経済研究

所　1961.9　113p　18㎝　 0292

鶏 林　木澤政直　東京　日研出版社　1964.2　

317p　18㎝　 0293

明治と朝鮮　櫻井義之　東京　桜井義之先生還暦

記念会　1964.12　300p, 図版　19㎝　 0294＊

朝鮮　外国文出版社　平壌　外国文出版社　1965　

333p　19㎝　 0295
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朝鮮常識問答　崔南善　東京　宗高書房　1965.8　

9, 340p　22㎝　 0296

韓国のこころ　鈴木一　東京　洋々社　1968.3　

320p　19㎝　  0297

日本の中の朝鮮文化　金達寿　東京　講談社　

1970.12-1976.7　6冊　20㎝　 0298

韓国　李剛　大阪　保育社　1971.10　153p　15㎝　

 0299

朝 鮮　中村栄孝　東京　吉川弘文館　1971.10　

274, 8p　19㎝　 0300

日本文化と朝鮮　朝鮮文化社　東京　新人物往来

社　1973-1978　3冊　20㎝　 0301

日本の渡来文化　司馬遼太郎　東京　中央公論社　

1975　374p　20㎝　 0302

朝 鮮 の 旅　松本昌次　東京　すずさわ書店　

1975.11　288p　20㎝　 0303

朝鮮の風土と文化　金思燁　東京　六興出版 

1976.6　428p　20㎝　 0304

歴史と文学の諸相　今村与志雄　東京　勁草書房 

1976.5　364p　20㎝　 0305

日本人にとっての朝鮮問題　川越敬三　東京　大

月書店　1977.12　229p　20㎝　 0306

日 本 人 の 朝 鮮 像　呉林俊　東京　合同出版　

1973.4　251p　19㎝　  0307

日本と朝鮮　金達寿　東京　講談社　1977.6　286p　

20㎝　 0308

恨の文化論　李御寧　東京　学生社　1978.3　289p　

19㎝　 0309

教養人の韓国学　上下巻　柳尚煕　東京　成甲書

房　1978　2冊　20㎝　 0310

1 哲学・宗教

〔Ａ 哲学・思想〕

韓國思想史　金得榥　ソウル　南山堂　1958.11　

301p　21㎝　 0311

朝鮮哲學史　鄭鎭石　東京　弘文堂　1962.7　3, 

2, 393, 9p　22㎝　 0312

韓國에 있어서의 近代的인 思想의 推移　朴鍾鴻　

［19--］　46p　25㎝　 0313

日 本 人 の 朝 鮮 観　旗田巍　東京　勁草書房　

1969.5　2, 297p　22㎝　 0314

近代朝鮮の思想　姜在彦　東京　紀伊国屋書店　

1971.5　242p　18㎝　 0315

出会いを求めて 李禹煥　東京　田畑書店　1971.1　

261p, 図版　20㎝　 0316

近代朝鮮の変革思想　姜在彦　東京　日本評論社　

1973.6　260p　22㎝　 0317

韓国人の意識構造　［正］　李圭泰　東京　東洋図

書出版　1977.9　263p　19㎝　 0318

李退溪　阿部吉雄　東京　評論社　1977.9　204p　

19㎝　 0319

〔Ｂ 宗教〕

朝鮮在来教派概觀　統監府警務総監部　［19--］　

［48］丁　27㎝　 0320

朝鮮寺刹史料　上下巻　朝鮮総督府内務部地方局　

［京城］　［朝鮮總督府内務部地方局］　1911.3　2

冊　23㎝　 0321

朝鮮宗教史　青柳綱太郎　京城　朝鮮研究會　

1911.4　4, 185, 12p, 図版9枚　23㎝　 0322

朝鮮教化の急務　渡瀬常吉　東京　警醒社書店　

1913.11　5, 3, 100p, 図版7枚　19㎝　 0323

朝鮮佛教通史　上中・下編　李能和　京城　新文

館　1918.3　2冊　22㎝　 0324

朝鮮京城文廟釋奠志　孔子祭典會　東京　孔子祭

典會　1919　15p　22㎝　 0325

天 道 教 と 侍 天 教　 渡 辺 彰　 京 城　 渡 辺 彰　

1919.11　53p　23㎝　  0326

朝鮮宗教史に現はれたる信仰の特色　高橋亨　

大邱　慶北教育會　1920.1 252p　23㎝　 0327＊

朝鮮開敎五十年誌　大谷派本願寺朝鮮開教監督部　

京城　大谷派本願寺朝鮮開教監督部　1927　11, 

4, 211p, 図版　19㎝　 0328
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和光教園事業要覧　和光教園出版部　京城　和光

教園出版部　1927.4　4, 86p, 図版［13］枚　19㎝　

 0329

朝鮮佛敎大會記要　佐々木浄鏡　京城　朝鮮佛敎

團　1930.8　132p, 図版［5］p　23㎝　 0330

朝鮮の民間信仰　村山智順　［京城］　無聲會　

1931.6　2, 89, 22p　19㎝　 0331＊

朝鮮に於ける宗教及享祀一覧　昭和7年　朝鮮総

督府学務局社会課　［京城］　朝鮮總督府學務局社

會課　1934.2　6, 119p, 図版［10］p　23㎝　

 0332＊

朝鮮と神道　崔南善　東京　中央朝鮮協會

　1934.12　20p　19㎝　 0333

朝鮮神宮年報　昭和9年　官幣大社朝鮮神宮社務所　

京城　官幣大社朝鮮神宮社務所　1935.4　175p, 

図版［4］p　23㎝　 0334＊

仁川開敎五十周年誌　芳原政範　［仁川］　［眞言

宗大谷派仁川別院］　1935.5　77p, 図版［4］枚　

19㎝　 0335

龍頭山神社史料　山川鵜市　［釜山］　龍頭山神社

社務所　1936.10　6, 146p, 図版［11］枚　19㎝　

 0336＊

朝鮮に於ける宗教及享祀要覽　昭和13年　朝鮮

總督府學務局社會教育課　［京城］　朝鮮總督府學

務局社會教育課　1939.12　7, 135p, 図版［6］p　

23㎝　 0337

朝 鮮 殉 教 史　浦川和三郎　大阪　全國書房　

1944.5　6, 6, 811p　22㎝　 0338＊

ローマ法王廳古文書館所藏黄嗣永帛書の研究　

山口正之　大阪　全國書房　1946.12　4, 2, 

179p　22㎝　 0339

流れに抗して　池明観　東京　新教出版社　1966　

247p　18㎝　 0340

朝鮮西教史　山口正之　東京　雄山閣 1967.10　

301, 6p　22㎝　 0341＊

日韓キリスト教交流史　呉允台　東京　新教出版

社　1968　310p　18㎝　 0342

朝鮮禅教史　忽滑谷快天　東京　名著刊行会　

1969　555, 22p　22㎝　 0343

たといそうでなくても　安利淑　東京　待晨社　

1972.4　609p　肖像　22㎝　 0344

韓国キリスト教史　閔庚培　東京　日本基督教団

出版局　1974　202p　19㎝　 0345

死ぬまでこの歩みで 咸錫憲　東京　新教出版社 

1974　328p　図,肖像　19㎝　 0346

愛と光と自由と　寺ノ門栄　東京　行政通信社　

1975　301p　19㎝　 0347

韓国現代史と教会史　池明観　東京　新教出版社　

1975　347p　19㎝　 0348

暁を呼びさます鐘　金鎮洪　東京　新教出版社　

1975.6　244p　図　19㎝　 0349

チゲックン 織田楢次　東京　日本基督教団出版局　

1977.7　248p　19㎝　 0350

２ 歴史

〔Ａ 年表〕

朝鮮年表　森潤三郎　東京　春陽堂　1904.1　3, 

2, 13, 316p, 図版［5］枚　地図　20㎝　 0351＊

朝 鮮 年 代 記　奥田一夫　東京　吉川弘文館　

1910.9　5, 84, 28p　18㎝　 0352＊

朝鮮近代外交史年表　Horace Newton Allen　東

京　淡路書房新社　1961.2　150p　18㎝　 0353

東史年表　魚允迪　東京　国書刊行会 1971.1　2, 

3, 7, 30, 426p　22㎝　 0354

〔Ｂ 史料・叢書〕

高 麗 史　第1-3　鄭麟趾　東京　國書刊行會　

1908.11-1909.10　3冊　23㎝　 0355

朝鮮群書大系　金富軾　京城　朝鮮古書刊行會　

1909.11-1911.10　24冊　23㎝　 0356

（1）三國史記
（2）大東野乗　第1-13
（3）朝鮮美術大觀
（4）八域誌
（5）渤海考
（6）中京誌
（7）破閑集
（8）海東繹史　第1-3、続
（9）龍飛御天歌
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朝鮮群書大系　朝鮮古書刊行會　京城　朝鮮古書

刊行會　1911.11-1912　4冊　23㎝　 0357

（1）続紀年兒覽
（2）東國通鑑　上中下

朝鮮研究会古書珍書刊行　大村友之丞　京城　朝

鮮研究會　1911.4-1917.7　28冊　23㎝　 0358

（1）莊陵誌・平壌續志
（2）朝鮮野談集
（3）小華外史　上下
（4）朝鮮博物志
（5）山林經濟
（6）大韓疆域考　上下
（7）慕夏堂集
（8）朝鮮外寇史
（9）燕巌外集　上下
（10）高麗史提綱　上中下
（11）青埜謾輯　上下
（12）李舜臣全集　上下
（13）芝峰類説　上中下
（14）國朝寶鑑　1-5
（15）元朝秘史註

珠 淵 選 集　李珠淵　京城　珠淵選集出版所　

1919.7　12, 2, 50, 594p　23㎝　 0359

鮮満叢書　細井肇　東京　自由討究社　1922.9-

1923.8　5冊　20㎝　 0360

（1）侍天教の教旨　（序上下）
（2）悲しき國
（3）東經正義　下
（4）鄭鑑録
（5）晝永編　下

通俗朝鮮文庫　長野虎太郎　東京；京城　自由討

究社　1921.5-1921.10　3冊　20㎝　 0361

（1）朋黨士禍の檢討
（2）懲瑟録
（3）洪吉童傳

朝鮮総督府調査資料　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮

總督府　1924.3-1941.3　27冊　23㎝　 0362

（1）朝鮮に於ける内地人
（2）朝鮮に於ける支那人
（3）朝鮮の獨立思想及運動
（4）内鮮問題に對する朝鮮人の聲
（5）市街地の商圈
（6）火田の現状
（7）朝鮮の契
（8）朝鮮の窯業
（9）朝鮮の物産
（10）朝鮮人の思想と性格
（11）朝鮮の人口現象
（12）朝鮮の災害
（13）朝鮮の鬼神
（14）朝鮮の小作慣習
（15）朝鮮の市場經濟
（16）生活状態調査　其1-8
（17）朝鮮の風水
（18）朝鮮の巫覡
（19）朝鮮の占卜と豫言
（20）朝鮮の聚落
（21）朝鮮の郷土娯樂

三国遺事　朝鮮史学会　京城　朝鮮史学会　1928　

1冊　23㎝　 0363＊

新増東國輿地勝覽　盧思慎　［京城］　朝鮮史學會　

1930　4冊　22㎝　  0364

三國史記　金富軾　東京　国書刊行会　1971.7　

16, 500, 14p　22㎝　 0365

宣和奉使高麗圖經　徐兢　池田村（岐阜縣）　今西

春秋　1932.8　3, 4, 8, 226, 10, 4, 19p, 図版

1枚　23㎝　 0366

朝 鮮 史　朝鮮史編修会　京城　朝鮮總督府　

1932.3-1940.3　37冊　23㎝　 0367

校注老松堂日本行録　宋希璟　東京　太洋社　

1933.2　6, 2, 40, 142p, 図版6枚　23㎝　 0368

民事慣習囘答彙集　朝鮮総督府中枢院　［京城］　

朝鮮總督府中樞院　1933.12　164, 484, 62p　23

㎝　 0369＊

社還米制度　朝鮮総督府中枢院　［京城］　朝鮮總

督府中樞院　1933.7　2, 504p　22㎝　 0370＊

經國大典　朝鮮総督府中枢院　［京城］　朝鮮總督

府中樞院　1934.10　11, 600p　23㎝　 0371

續大典　朝鮮総督府中枢院　［京城］　朝鮮總督府

中樞院　1935.3　11, 482p　23㎝　 0372
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大典續録及註解　朝鮮総督府中枢院　［京城］　朝

鮮總督府中樞院　1935.7　14, 288p　23㎝　 0373

李朝の財産相續法　朝鮮総督府中枢院調査課　

［京城］　朝鮮總督府中樞院　1936.3　6, 2, 3, 

428, 70p　23㎝　 0374

李朝法典考　朝鮮総督府中枢院　京城　朝鮮総督

府中枢院　1936.2　3, 4, 4, 322, 91, 9p　22㎝　

 0375

校訂大明律直解　朝鮮総督府中枢院　京城　朝鮮

總督府中樞院　1936.3　1冊, 図版　23㎝　 0376

新増東國輿地勝覽索引　［正編］　末松保和　［京

城］　朝鮮総督府中枢院　1937.3　2冊　23㎝　

 0377＊

校訂世宗實録地理志　［本編、索引］　朝鮮総督

府中枢院調査課　［京城］　朝鮮總督府中樞院　

1937.3-1937.10　2冊 23㎝　 0378＊

萬機要覧　財用篇　朝鮮総督府中枢院　［京城］　

朝鮮総督府中枢院　1937-1938　2冊　23㎝　 0379

慶尚道地理志　［本編、続編］　朝鮮総督府中枢院

調査課　［京城］　朝鮮總督府中樞院　1938.3　2

冊　23㎝　 0380

萬機要覧　財用篇　朝鮮総督府中枢院　［京城］　

朝鮮総督府中枢院　1937-1938　2冊　23㎝　 0381

校註大典會通　朝鮮総督府中枢院調査課　［京城］　

朝鮮總督府中樞院　1939.3　1冊　23㎝　 0382

李朝實録風俗關係資料撮要　朝鮮総督府中枢

院　［京城］　朝鮮総督府中枢院　1939.8　10, 2, 

851, 37, 26p　23㎝　 0383＊

朝鮮祭祀相續法論序説　朝鮮総督府中枢院調査課　

［京城］　朝鮮總督府中樞院　1939.3　4, 3, 6, 

650, 88p, 図版7枚　23㎝　 0384

秋官志　朝鮮総督府中枢院　［京城］　朝鮮總督府

中樞院　1939.11　2, 4, 1, 3, 5, 2, 32, 979p, 

図版　23㎝　 0385

新増東國輿地勝覽索引　［続編］　末松保和　［京

城］　朝鮮総督府中枢院　1940　2冊　23㎝　 0386

朝鮮田制考　朝鮮総督府中枢院　京城　朝鮮総督

府中枢院　1940.10　2, 1, 4, 529, 123p　22㎝　

 0387

高麗以前の風俗關係資料撮要　今村鞆　［京城］　

朝鮮總督府中樞院　1941.3　4, 844, 30, 45p　

23㎝　 0388

朝鮮野史全集　癸酉社編輯部　京城　癸酉出版社　

1934.6-12　5冊 23㎝　 0389

奎章閣叢書　藤田亮策　［京城］　京城帝国大学法

文学部　1935.3-1941.2　7冊　23㎝　 0390

（1）瀋陽状啓
（2）大東輿地図
（3）挹翠軒遺稿
（4）龍飛御天歌　上下
（5）増正交隣志
（6）攷事撮要

朝鮮叢書　細井肇　東京　朝鮮問題研究所　1936　

3冊　20㎝　 0391＊

朝鮮民政資料　牧民篇　内藤吉之助　京城　内藤

吉之助　1942　 384p　23㎝　 0392

明代滿蒙史料　第1冊　池内宏　［出版地不明］　日

滿文化協會　1942序　5, 8, 4, 3, 381p　22㎝　

 0393

李朝実録　学習院大学東洋文化研究所　東京　學

習院東洋文化研究所　1953-1967　56冊　22㎝　

 0394

（1）太祖實録
（2）太宗實録
（3）世宗實録
（4）文宗實録
（5）成宗實録
（6）燕山君日記
（7）中宗實録
（8）明宗實録
（9）宣祖實録
（10）宣祖修正實録
（11）光海君日記
（12）仁祖實録
（13）孝宗實録
（14）顯宗實録
（15）顯宗改修實録
（16）粛宗實録
（17）景宗實録
（18）英祖實録
（19）正祖實録
（20）純祖實録
（21）憲宗實録
（22）高宗實録
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朝 鮮 資 料　中央日韓協会　東京　友邦協会　

1956.1-1958　4冊　25㎝　 0395

（1）朝鮮財政・金融発達史参考資料
（2）朝鮮の保護及び併合
（3）朝鮮総督府終政の記録
（4）朝鮮電気事業発達史

李朝實録分類集　第1輯 政策1　朝鮮民主主義人

民共和国科學院古典研究室　［平壌］　科學院出版

社　1960.7　20, 660, 60p　22㎝　 0396-1

高 麗 史 節 要　東京　學習院東洋文化研究所　

1960.10　916, 6, 15p　22㎝　 0396-2

備邊司謄録　國史編纂委員會　ソウル　國史編纂

委員會　1959.4-1960.7　6冊　22㎝　 0397

四時纂要　韓鄂　東京　山本書店　1961.11　176, 

68p　22㎝　 0398

朝鮮近代資料　近藤釼一　茅ケ崎　朝鮮史料研究

会　1961.8-1964.11　8冊　25㎝　 0399＊

（1）太平洋戦下の朝鮮及び台湾
（2）太平洋戦下終末期朝鮮の治政
（3）財政・金融政策から見た朝鮮統治とその終局
（4）太平洋戦下の朝鮮　1-5

現 代 史 資 料　 姜 徳 相　 東 京　 み す ず 書 房　

1963.10-1976　7冊　22㎝　 0400

（1）関東大震災と朝鮮人
（2）三・一運動　1-2
（3）独立運動　1-2
（4）共産主義運動　1-2

大明律直解　大韓民國法制處　［ソウル］　法制處　

1964.4　558p　22㎝　 0401

学東叢書　金富軾　東京　学習院大学東洋文化研

究所　1964.4-1972.2　4冊　22㎝　 0402

（1）三国史記 
（2）三国遺事
（3）経國大典註解
（4）同文考略

日韓外交資料集成　金正明　東京　巌南堂書店　

1962-1967　11冊　22㎝　 0403

明治百年叢書　外務省　東京　原書房　1966.5-

1978.3　11冊　22㎝　 0404

（1）小村外交史
（2）民族主義運動篇
（3）共産主義運動篇
（4）朝鮮交渉資料　上中下巻
（5）伊藤博文暗殺記録
（6）韓国併合史料　1-3

友 邦 シ リ ー ズ　萩原彦三　東京　友邦協会　

1966.1-1970.12　13冊　27㎝　 0405＊

（1）朝鮮の土地調査
（2）朝鮮米と日本の食糧問題
（3）日本統治下の朝鮮における朝鮮語教育
（4）朝鮮における司法制度近代化の足跡
（5）宇垣總督の農村振興運動
（6）韓国財政の整理改革
（7）李朝末期の通貨とその整理
（8）朝鮮の国土開発事業
（9）朝鮮の救癩事業と小鹿島更生園
（10）鉄鉱開発と製鉄事業
（11）朝鮮水産の発達と日本
（12）朝鮮酒造業界四十年の歩み
（13）齋藤総督の文化統治

世宗実録日朝経済史料　田村洋幸　東京　恒星社

厚生閣　1968.1　496p, 図版　22㎝　 0406

瀋館録　上下巻　臺北　廣文書局　1968.5　2冊　

20㎝　 0407

朝鮮信使来朝帰帆官録　石阪孝二郎　神戸　兵庫

岡方古文書刊行委員　1969.11　17, 663p, 図版

［14］p　22㎝　  0408

朝鮮壬辰倭禍史料　李光濤　［臺北］　中央研究院

歴史語言研究所　1970.8　5冊　21㎝　 0409

東洋文庫　東京　平凡社　1969.2-1978.4　15冊

　18㎝　 0410

（1）朝鮮幽囚記
（2）百済観音
（3）中国・朝鮮論
（4）東学史
（5）朝鮮歳時記
（6）朝鮮独立運動の血史　1-2
（7）朝鮮の悲劇
（8）白凡逸志
（9）海游録
（10）東アジア民族史　1-2
（11）朝鮮小説史
（12）熱河日記　1-2

朝鮮統治史料　韓國史料研究所　東京　韓国史料

研究所　1970.3-1972.2　10冊　22㎝　 0411

（1）間島問題
（2）間島出兵
（3）韓日合邦　1-2
（4）民族運動
（5）共産運動
（6）独立運動
（7）不逞鮮人
（8）沿境関係
（9）在外韓人
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青 丘 学 叢　青丘学会　［東京］　国書刊行会　

［1971］　7冊　22㎝　 0412＊

朝鮮総督府調査資料　村山智順　東京　国書刊行

会　3冊　22㎝　 0413

（1）朝鮮の類似宗教
（2）部落祭
（3）釋奠・祈雨・安宅

壬戌録　大韓民国教育部国史編纂委員会　［ソウ

ル］　大韓民國文教部國史編纂委員會

　1971.3　2, 7, 413, 6p　22㎝　 0414

在日朝鮮人関係資料集成　朴慶植　東京　三一書

房　1975-1976　5冊　27㎝　 0415

典 故 大 方　姜斅錫　ソウル　亞細亞文化社　

1975.7　iv,v, 332,vi, 93p　27㎝　 0416

三国遺事　一然　東京　朝日新聞社1976.4　450, 

28p　22㎝　 0417

燃藜室記述　上中下、別集上下、続集　李肯翊　

ソウル　景文社　1976.3　6冊　22㎝　 0418

高麗史　索引　国書刊行会　東京　国書刊行会　

1977.5　xxxi, 1094p　22㎝　 0419

朝鮮地誌略　慶尚道之部　参謀本部　東京　朝鮮

図書覆刻会　1977.12　1冊　23㎝　 0420＊

朝 鮮 通 交 大 紀　松浦允任　東京　名著出版　

1978.7　374p　22㎝　  0421

〔Ｃ 史料（線装本）〕

清陰先生集　金尚憲　［1630］　10冊　31㎝　 0422

晦齋先生文集　李彦迪　［1634］　5冊　32㎝　 0423

朝鮮太平記　馬場信意　皇都 ［京］　山岡四郎兵衞　

寳永2 ［1705］　3冊　26.2×18.6㎝　 0424

星槎答響　上下巻　平安 ［京都］　柳枝軒　享保4 

［1719］　24, 22丁　23㎝　 0425

藥泉集　南九萬　雍正元 ［1723］　17冊　29㎝　

 0426

明律國字解　荻生徂徠　［出版地不明］　四文樓　

［1720頃］　4冊　19㎝　 0427

三韓紀畧　伊藤東涯　［1725以後］　1冊　27㎝　跋

写本 0428

無寃録述　王與（元）　［1736］　［65］丁　27㎝　写

本 0429

日觀要攷　［1747以後］　［24］丁　27㎝　写本 0430

班荊聞譚　上下巻　直海元周　［出版地不明］　含

英堂　寛延元 ［1748］　序,2冊　27㎝　 0431

盎葉記　［1---］　4冊　25㎝　写本 0432

朝鮮年代記　首上下巻　金思恭　京　八文字屋

八左衞門：大和屋善七：菊屋七郎兵衞　寳暦13 

［1763］　3冊　20×13㎝　 0433

京都旅館御食事御献立帖　朝鮮通信史　［1764］　

1冊　25㎝　写本 0434

朝鮮人參耕作記 1巻　田村藍水　江戸　植村藤

三郎（発売）　明和元年後序［1764］　31丁　27㎝　

 0435

東韓事畧　桂山義樹　［安中］　［板倉勝明］　安永5 

［1776］　2, 16, 16丁, 挿図　19㎝　 0436

清虚堂集　巻之1-巻之2　休静　［1---］　2冊

　32㎝　 0437

朝鮮記　上下　大河内秀元　［1823］　2冊　24㎝　

写本 0438

朝鮮物語 3巻　巻之上中下　大河内秀元　東都 

［江戸］　和泉屋善兵衛　嘉永2年 ［1849］

　3冊　26×18㎝　 0439

楓皐集　金祖淳　［1854］　8冊　32㎝　 0440

史要聚選　權以生　［由洞新刊］　［1856］　4冊

　27㎝　 0441

東國文獻録　［1870］　3冊　27㎝　 0442

朝鮮事情　上下巻　為永春笑　東京　丁子屋忠七 

1874.3　2冊　23㎝　 0443＊

朝鮮誌略　東條保　東京　鳥屋儀三郎　1875.2　

3, 31丁　23㎝　 0444

啓蒙朝鮮史略　菅原龍吉　東京　千鍾房　［1875］　

7冊　23㎝　 0445

朝鮮新論　総生寛　東京　江島喜兵衛

　1876.1　32丁　23㎝　 0446＊

朝鮮歸好餘録　石幡貞　東京　石幡貞

　1878.12　3冊　21㎝　 0447＊
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知守齋集　兪拓基　［1878］　8冊　31㎝　 0448

清正朝鮮記　甫喜山景雄　［東京］　古書保存書屋　

明治14［1881］.5跋　3, 34丁　23㎝　 0449＊

朝鮮地誌　坂根達郎　大阪　坂根達郎　1880　51

丁, 挿図　22㎝　 0450＊

山林經濟抄　李朝末　［1---］　［26］丁　26㎝　写

本 0451

世界萬國年契　學部編輯局　［1893］　286p　29㎝　

 0452

豐太閤征外新史　木下真弘　東京　青山清吉　

1893.9　5冊　23㎝　 0453

雞 林 紀 游　堀内松治郎　東京　北畠茂兵衛　

1894.4　［4］, 19,［3］丁　23㎝　 0454

松浦法印征韓日記抄　松浦鎮信　東京　吉川半七　

1894.11　23丁　23㎝　 0455＊

清韓紀行　村木正憲　［1900.7緒言］　14, 241, 68

丁, 挿図　27㎝　 0456＊

漢韓史談　上下巻　大槻如電　東京　内田老鶴圃　

1902.4　2冊　23㎝　 0457

大韓地誌　［出版地不明］　廣文社　1901.5

　232, 2p, 地図　23㎝　 0458

井上伯傳　中原邦平　東京　中原邦平　1907.5

　9冊, 挿図　23㎝　 0459

増補文獻備考　弘文館　［京城］　印刷局　隆煕2

［1908］序　24冊　27㎝　 0460

朝鮮常平通寶錢譜　西尾守行　1911　序, 60丁

　27㎝　 0461

瓛齋先生集　朴珪壽　［京城］　［1911］　5冊　26㎝　

 0462

鄭鑑録　鮎貝房之進解説　［1913］　45丁　27㎝　

 0463

櫟翁稗説　李齊賢　東京　民友社　1913.6　18, 

20, 12, 12, 8丁　24㎝　 0464

新 編 圃 隱 先 生 集　鄭夢周　開城　崧陽書院　

1914.6　2, 2, 2, 2, 70, 14p, 挿図　23㎝　

 0465

青丘詩鈔　秋山雅之助編　京城　朝鮮総督府　

1915　31丁　38㎝　 0466＊

明治癸卯朝鮮紀行　三浦兼助　名古屋　其中堂書

店　1917　2冊　19㎝　 0467

鞍馬陪乗魯山堂漫記　小松光雄　東京　東京堂書

店　1922.5　38丁 24㎝　 0468

真本鄭堪録　京城　以文堂　1923.3　35丁　23㎝　

 0469

朝鮮氏族統譜　果川 （京畿道）　尹昌鉉　1924.6　

3, 2, 116, 20丁　 27㎝　 0470

朝鮮解語花史　李能和　京城　東洋書院：翰南書

林　1927.10　1, 4, 144 丁　22㎝　 0471＊

雲養續集　金允植　京城　李斌承邸　1930

　2冊　26㎝　 0472

拙藁千百　上下巻、改題　崔瀣　東京　育徳財團　

1930.9　3冊　32㎝, 附録（23p；23㎝）　 0473

朝鮮迎接都監都廳儀軌　北平故宮博物院　［北平］　

［天啓元年（1621）版復刻］　1932.1　93丁　27㎝　

 0474

眉山集　韓昌洙　京城　韓相琦　1934.6　7冊　28

㎝　 0475

政院傳教　上下巻、解説　朝鮮史編修会　京城　

朝鮮総督府　1934　3冊　30㎝　 0476

與猶堂全書 丁若鏞　京城　新朝鮮社　1934.12-

1937.7　11冊　26㎝　 0477＊

（1）経世遺表
（2）大東水経
（3）欽々新書

彜傳　朴章鉉　伊西面 （慶尚北道）　文化學堂　

1935.10　48丁　27㎝　 0480

續武定寳鑑　朝鮮史編修会　京城　朝鮮総督府　

1937.2　2冊　27㎝　 0481

朝 鮮 賦　［ 本 編 ］　 董 越　 京 城　 朝 鮮 総 督 府　

1937.3　39, 5丁　26㎝　 0482

保閑齋集　申叔舟　［京城］　朝鮮総督府　1937

　8冊　27㎝　 0483

通文館志　朝鮮史編集會　京城　朝鮮総督府　

1944.2　2冊　25㎝　 0484
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熱 河 日 記　朴趾源　臺北　中華叢書委員會　

1956.4　6冊　20㎝　 0485

虚應堂集　上下巻、改題　普雨　天理　天理大学

おやさと研究所　1959.10　3冊　32㎝　 0486

朝鮮日々記　慶念　佐伯　鶴岡郷土史研究会, 佐

伯史談会　1964.2　42p, 図版1枚　25㎝　 0487

東方萬姓譜　尹泰順　［出版地不明］　東方萬姓譜

發刊同志会　1964　78丁 27㎝　 0488

東陸詩選　趙藩　［1---］　1冊　24㎝　 0489

〔Ｄ 論文集・歴史学一般〕

日 韓 交 通 史　服部徹　東京　博聞社　1894.7　

174p　22㎝　 0490＊

朝 鮮 號　日本歴史地理学会　東京　三省堂　

1910.12　311p, 地図・図版 22㎝　 0491

滿洲歴史地理　第1-2卷　箭内亙　東京　南滿洲鐵

道　1913　2冊　23㎝　 0492

朝鮮歴史地理　第1-2巻　津田左右吉　東京　南満

州鐵道株式會社　1913.11　2冊　24㎝　 0493＊

鮮滿研究號　喜田貞吉　東京　日本學術普及會　

1921.7　378, 4p　22㎝　 0494

歴史地理　第38巻第3号　日本歴史地理学会　東京　

日本歴史地理學會　1921.9　p165-237, 16p　22

㎝　 0495

日本朝鮮比較史話　吉田東伍　東京　国史講習会　

1924　138p　23㎝　 0496

京城帝国大学法文学会論集　［第1］　京城帝国大

学法文学会　東京　刀江書院　1929.9-1933.12 　

5冊　23㎝　 0497

（1）朝鮮經濟の研究
（2）朝鮮支那文化の研究
（3）哲学論集
（4）日本文化叢考
（5）朝鮮社会經濟史研究

青丘學叢　第4.7.8.25.26.27號　青丘学会　京城　

大阪屋號書店　1931-1937.5　7冊　23㎝　 0498

朝鮮學報　第1巻第1號　朝鮮学会　京城　朝鮮學

報社 1930.8　175p　22㎝　 0499＊

日鮮關係の史的考察と其の研究　日笠護　東京　

四海書房　1930.7　250p, 図版4枚,折込表1枚　

23㎝　 0500

雜攷　第1-7輯　鮎貝房之進　蓬莱町（京城府）　朝

鮮印刷　1931.5-1937.7　7冊　24-25㎝　 0501＊

史學雜誌　史学会（東京大学内）　東京　冨山房　

1932.5-1943.11　7冊　21-23㎝　 0502

朝鮮の文化　池内宏　東京　岩波書店　1936.3　

127p　23㎝　 0503

赤裸々に見た内鮮史論　青柳綱太郎　京城　東亞

同民協會　1935.11　13, 476p　22㎝　 0504

京城帝国大学文学会論集　大谷勝真　東京　大阪

屋號書店　1935.3-1941.11　5冊　22㎝　 0505＊

（1）東方文化史叢考
（2）京城帝國大學創立十周年記念論文集
（3）史學論叢

釋椋　稲葉岩吉　京城　寶黄室　1936.11　2, 2, 

126, 15p, 図版15　27㎝　 0506

京城帝国大学法学会論集　京城帝國大學法學會　

東 京　 岩 波 書 店　1937.5-1938.10　2冊　23㎝　

 0507

（1）朝鮮社會法制史研究
（2）朝鮮經濟の研究　第3

會報　第5號　京城帝国大学大陸文化研究会　京城　

京城帝國大學大陸文化研究會　1939.5　26p　23

㎝　 0508

朝鮮史講座　分類史　朝鮮史学会　［京城］　［朝鮮

史学会］　［192-?］　1冊　22m　 0509

滿鮮史研究　池内宏　東京　吉川弘文館　1943.9-

1972.3　4冊　22㎝　 0510

朝鮮史の諸問題　歴史学研究会　東京　岩波書店　

1953.6　118p　26㎝　 0511＊

朝鮮研究年報　第1-14号（8号欠）　朝鮮研究会　京

都　朝鮮研究会　1959-1972　13冊　22㎝　

 0512＊

력사 론문집（歴史論文集）　제 4 집　朝鮮民主主義

人民共和國科學院歴史研究所　ピョンヤン　朝

鮮民主主義人民共和國科學院歴史研究所　1960　

411p　22㎝　 0513
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朝鮮に関する研究資料　朝鮮大学校　小平町 

（東京都）　朝鮮大学資料編集委員会　1960.6-

1966.12　14冊  21㎝　 0514

（1）朝鮮における政治的破綻と朝鮮の平和的
統一への展望

（2）朝鮮古代史における奴隷制の諸問題
（3）「韓・日会談」の本質について
（4）朝鮮民主主義人民共和国における過去15

年間の科学技術の発展
（5）朝鮮の平和的統一を妨げる「韓・日会談」
（6）朝鮮の偉大な思想家-丁若鏞
（7）朝鮮民主主義人民共和国における最近の

自然科学分野の成果
（8）関東大震災における朝鮮人虐殺の真相と

実態
（9）発展する朝鮮の言語学および文芸学
（10）侵略勢力と売国政権に反対する南朝鮮の

学生闘争　
（11）朝鮮における社会主義的農村問題にかん

するテーゼについて
（12）売国的「韓日条約」は無効である
（13）朝鮮歴史における諸問題
（14）朝鮮民主主義人民共和国における人民教

育の発展

朝鮮史研究　内藤雋輔　［京都］　東洋史研究会　

1961.11　607, 22p, 図版3枚　22㎝　 0515

韓来文化の後栄　上中下巻　金正柱　東京　韓国

資料研究所　1962-1964　3冊　22㎝　 0516＊

朝鮮學論考　藤田亮策　奈良　藤田先生記念事業

会　1963.3　9, 722p, 図版20枚　22㎝　 0517＊

朝鮮民主主義人民共和国における社会科学部
門の研究成果　在日本朝鮮人科学者協会　東京　

在日本朝鮮人科学者協会中央常任委員会　1964.3　

139p　21㎝　 0518

青丘史草　第1-2　末松保和　［出版地不明］　末松

保和　1965-1966　2冊　22㎝　 0519＊

日鮮関係史の研究　上中下　中村栄孝　東京　吉

川弘文館　1965.9-1969.12　3冊　22㎝　 0520

『日鮮関係史の研究』（自著）の要旨　中村栄孝　

天理　天理大学おやさと研究所　1971.3　15p　

26㎝　 0521

朝鮮史研究会論文集　朝鮮史研究会　東京　朝鮮

史研究会　1965.11-1978　11冊　21㎝　 0522

（1）朝鮮史研究会論文集
（2）日朝関係の史的再検討
（3）朝鮮と帝国主義
（4）朝鮮史における土地問題と農民運動
（5）朝鮮思想史の課題
（6）朝鮮の民族運動と歴史的条件
（7）日本における朝鮮史像
（8）近代朝鮮と日本帝国主義
（9）朝鮮史における国家と民衆
（10）朝鮮民族運動の諸段階
（11）朝鮮史認識の展開

韓国史を論評する　［19--］　30p　26㎝　 0523

日本と朝鮮　中村栄孝　東京　至文堂　1966.6　

288p, 図版 ［8］ p, 挿図,地図　19㎝　 0524

朝鮮における社会と文化の研究の現状　民主

主義研究会　［東京］　民主主義研究会　1969.6　

71p　25㎝　 0525

シンポジウム 日本と朝鮮　旗田巍　東京　勁草

書房　1969　224p　21㎝　 0526

朝鮮史研究　白鳥庫吉　東京　岩波書店　1970.3　

v, 598, 280, 4p, 図版 ［1］ 枚　22㎝　（白鳥庫

吉全集 3） 0527

今西龍著作集　今西春秋　［東京］　国書刊行会

1970-1974　6冊　21㎝　 0528

（1）今西龍小伝
（2）百濟史研究
（3）朝鮮史の栞
（4）朝鮮古史の研究
（5）新羅史研究
（6）高麗及李朝史研究

雑攷　鮎貝房之進　東京　国書刊行会　1971.1-

1973.12　5冊 22㎝　 0529＊

（1）日本書紀朝鮮地名攷
（2）雑攷 俗字攷・俗文攷・借字攷
（3）新羅王號攷・朝鮮國名攷
（4）花郎攷・白丁攷・奴婢攷
（5）姓氏攷及族制攷・市廛攷

民族と歴史　李基白　東京　東出版　1974.5　17, 

331p　22㎝　  0530

日鮮史話　第1巻　松田甲　東京　原書房　1976　

141p　22㎝　 0531

韓 国 史 へ の 新 視 点　千寛宇　東京　學生社　

1976.4　382p　22㎝　 0532
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近代日本と東洋史学　五井直弘　東京　青木書店　

1976.10　13, 260p　20㎝　 0533

近代東アジア世界の形成　藤間生大　東京　春秋

社　1977.2　xi, 541, 7, 27p　23㎝　 0534

朝鮮文化史　朝鮮民主主義人民共和國科學院歴史

研究所　［19--］　100枚　30㎝　 0535

〔Ｅ 通史〕

朝鮮志　足立栗園　東京　益友社　1894.7　110p　

20㎝　 0536＊

朝鮮史　久保天随　東京　博文館　1905.6　328p　

23㎝　  0537

朝 鮮 文 化 史 論　細井肇　京城　朝鮮研究會　

1911.8　21, 16, 636p　23㎝　 0538

朝鮮通史　林泰輔　東京　冨山房　1912.8　4, 6, 

608, 10p, 地図　22㎝　 0539＊

朝鮮四千年史　青柳綱太郎　京城　朝鮮研究会　

1917.7　53, 330, 270, 368p, 図版　22㎝　 0540

朝鮮文化史大全　青柳綱太郎　京城　朝鮮研究會　

1924.3　4, 24, 1257p, 図版［8］p　23㎝　 0541

朝鮮史話　幣原坦　東京　冨山房　1924.12　531p, 

図版　19㎝　 0542＊

朝鮮政治史ノ過程　稲葉君山　［1924］　45p　23

㎝　 0543

朝 鮮 史 大 系　小田省吾　京城　朝鮮史學會　

1927.8　5册　22㎝　 0544＊

朝鮮史要　大原利武　京城　朝鮮史学会　1929.9　

2, 3, 67, 28p　19㎝　 0545＊

朝鮮と滿洲國　小野久太郎　京城　朝鮮經濟日報

社　1932.5　212p　20㎝　 0546

概観朝鮮史　宮崎五十騎　東京　四海書房　1937　

182p, 表　22㎝　 0547

朝鮮小史　小田省吾　京城　京城大阪屋號書店　

1937.11　2, 2, 6, 156p, 図版 ［35］ 枚　23㎝　

 0548

朝鮮史のしるべ　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督

府　1937.3　6, 172p, 図版 ［20］ 枚　19㎝　付

図1枚 0549＊

朝鮮　橋本増吉　東京　雄山閣　1937.11

　11, 18, 298p　23㎝　（物語東洋史 11） 0550

朝鮮・満州史　稲葉岩吉　東京　平凡社　1935　

10, 609p, 図　23㎝　 0551＊

滿 鮮 文 化 史 觀　鳥山喜一　東京　刀江書院　

1935.6　2, 296p, 図版　22㎝　 0552

朝鮮史の栞　今西龍　京城　近澤書店　1943.7　

296, 2p　図版　19㎝　 0553

内鮮関係政治文化思想史　高橋亨　東京　中央協

和会　1943.3　35p　21㎝　 0554

朝鮮歴史　元容徳　横須賀　文化朝鮮社　1947.6　

47p　21㎝　 0555

朝鮮歴史読本　林光澈　東京　白揚社　1949.11　

340p　22㎝　 0556

朝 鮮 史 概 説　三品彰英　東京　弘文堂書房　

1952.10　2, 6, 179p　18㎝　 0557＊

朝鮮の歴史　藤田亮策　東京　福村書店　1953　

124p　19㎝　 0558

東方諸國の新しい歴史　第1-3冊　I. Reisner　

東京　青木書店　1955-1956　3冊　16㎝　 0559

朝鮮の歴史　朴慶植　京都　三一書房　1957.7　

342p, 図版 ［4］ p　18㎝　 0560

朝鮮民族の歩み　Chung Kyung-Cho　東京　鳳映

社　1958.6　311p　挿図（2図）　19㎝　 0561

韓国の民族とその歩み　張暁　東京　〈韓国の民

族とその歩み〉出版委員会　1963.12　244p　19㎝　

 0562

日本と朝鮮　旗田巍　東京　勁草書房　1965.3　

viii, 345p　21㎝　（アジア・アフリカ講座 3）　

 0563

朝鮮史入門　朝鮮史研究会　東京　太平出版社　

1966.11　366p　19㎝　 0564＊

神話時代～近世　井上秀雄　東京　太平出版社　

1969　281p　20㎝　 0565

セミナー日朝関係史　1　井上秀雄　東京　桜楓

社　1970.10　391p　22㎝　 0566

韓国史新論　李基白　東京　清水弘文堂　1971.11　

22, 456, 20p, 地図 22㎝　 0567
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セミナー日本と朝鮮の歴史　井上秀雄　東京　東

出版　1972　371p（地図共）　22㎝　 0568

朝鮮の歴史　朝鮮史研究会　東京　三省堂　1974.2　

3, 330p　19㎝　 0569

日本と朝鮮の二千年　上下　中村新太郎　東京　

東邦出版社　1976-1977　2冊　19㎝　 0570

朝鮮史　朝鮮大学校歴史学研究室　東京　朝鮮青

年社　1976.6　326p　19㎝　 0571

韓国通史　平木実　東京　学生社　1976.6　654, 

17p　22㎝　  0572

朝鮮史　梶村秀樹　東京　講談社　1977.10　238p　

18㎝　 0573

〔Ｆ 原始・古代〕

征韓役日韓史蹟　青柳綱太郎　京城　町田文林堂　

1910　4, 324p　23㎝　 0574

日 韓 古 蹟　［正］　奥田直毅　京城　日韓書房　

1910.4　4, 2, 3, 3, 162, 8p　22㎝　 0575＊

日韓上古史ノ裏面　椎川龜五郎　東京　偕行社　

1910.12　326, 404, 410p　23㎝　 0576

日韓古史斷　吉田東伍　東京　富山房　1911.2　

6, 4, 586, 2p　23㎝　 0577＊

北鮮太古の石器　小池奥吉　會寧　會寧博文舘　

1923.11　6, 7, 61p, 図版　20㎝　 0578＊

上古之半島統治裏面史　岩本善文　櫻井町（京城

府）　東方文化研究會　1925.5　3, 5, 4, 4. 3, 

15, 491, 22p　23㎝　 0579

朝鮮から見た日本の古代　岩本善文　櫻井町 （京

城）　東方文化研究會　1927.3　15, 548p, 図版　

20㎝　 0580

朝鮮の今昔　歴代篇　松田甲　［京城］　朝鮮總督

府　1927.3　3, 128, 15p, 図版　17㎝　 0581

日韓正宗溯源　浜名寛祐　東京　喜文堂書房　

1926.12　14, 22, 689, 7p　23㎝　 0582

滿鮮考古行脚　高橋健自　東京　雄山閣　1927.12　

2, 11, 208p, 図版4枚, 挿図　19㎝　 0583

新撰日鮮太古史　阿部辰之助　京城　大陸調査会　

1928.4　6, 10, 54, 120, 48, 114, 6p, 図版1枚　

22㎝　 0584

朝鮮史話と史蹟　青柳綱太郎　京城　朝鮮研究會　

1926.7　8, 25, 1029p, 図版1枚　22㎝　 0585

慶州の金冠塚　濱田耕作　朝鮮　慶州古蹟保存會　

1932.11　13, 106p, 図版50p　19㎝　 0586＊

八隣通聘攷　上下　権藤成卿　東京　平野書房　

1933　2冊　20㎝　 0587

滿鮮に於ける漢代五郡二水考　大原利武　京城　

近澤書店　1933.10　3, 2, 8, 315p, 地図6枚　

23㎝　 0588

朝鮮歸化族の發展　善生永助　［19--］　108p　23

㎝　 0589

高麗郷由來　高麗明津　高麗村（埼玉縣）　高麗神

社社務所　1935.7　3, 36p　22㎝　 0590

朝鮮金石攷　葛城末治　京城　大阪屋號書店　

1935.8　734p, 図版25枚　23㎝　 0591＊

内鮮同源史話　忠清北道教育會　清州　忠清北道

教育會　1938.1　3, 155p　19㎝　 0592

半島上代の人文　前間恭作　福岡　松浦書店　

1938.12　69p　24㎝　 0593

高勾麗時代古墳古碑述略　集安県史蹟名勝保存

会　［旧満州］　［輯安縣史蹟名勝保存會］　康徳　

6［1939］.9　38p　23㎝　 0594

高句麗王家の上世の世系について　池内宏

　［19--］　191p　22㎝　 0595

日鮮神話傳説の研究　三品彰英　大阪；東京　柳

原書店　1943.6　3, 3, 300p　22㎝　 0596＊

新羅花郎の研究　三品彰英　東京　三省堂　1943　

321, 153, 4, 23p　22㎝　 0597

古代日韓鐵文化　宍戸儀一　東京　帝國教育圖書　

1944.8　5, 369p　19㎝　 0598＊

朝鮮古代の文化　梅原末治　京都　高桐書院　

1946.12　125p, 図版32枚　22㎝　 0599

朝鮮古代の墓制　梅原末治　東京　座右寳刊行會　

1947　157p, 図版32枚　22㎝　 0600

神話と文化境域　三品彰英　京都　大八洲出版　

1948.10　280p　22㎝　 0601

朝鮮考古學研究　藤田亮策　京都　高桐書店　

1948.8　3, 3, 540, 3p, 図版20枚　22㎝　 0602
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任那興亡史　末松保和　東京　大八洲出版　1949　

2, 4, 272p　19㎝　 0603

新羅史の諸問題　末松保和　東京　東洋文庫　

1954.11　2, 5, 22, 535, 46p　22㎝　 0604

古代日韓交渉史斷片考　中田薫　東京　創文社　

1956.10　3, 2, 193p, 折込み図2枚　19㎝　 0605

北鮮と南鮮　三品彰英　京都　ハーバード・燕京・

同志社東方文化講座委員會　1957.6　62, 7p　26

㎝　 0606＊

日 鮮 古 史 彰 考　朝鮮学会　天理　朝鮮学会　

1962.7　233, 9p　22㎝　  0607

三国遺事考証　第1-4分冊、別冊　三品彰英　［京

都］　［出版者不明］　1963-［1969］　5冊　22㎝　

 0608

日本書紀朝鮮関係記事考證　上巻　三品彰英　東

京 吉川弘文館　1962.11　4, 271, 7, 8p, 挿図　

22㎝　 0609

日本上代史管見　末松保和　東京　笠井出版印刷

社（印刷者）　1963　184, 23p　21㎝　 0610

百済王敬福　今井啓一　東京　綜芸舎　1965.12　

2, 159p, 図版1枚　19㎝　 0611

天日槍　今井啓一　京都　綜芸舎　1966.5　2, 

193p, 図版　19㎝　 0612

騎馬民族国家　江上波夫　東京　中央公論社　

1967.11　ix, 348p, 挿図, 地図　18㎝　 0613

秦河勝　今井啓一　京都　綜芸舎　1968.6　194p　

図版　19㎝　 0614

九州と韓人　古代篇　金正柱　東京　韓国史料研

究所　1968.11　304p　22㎝　 0615＊

帰化人と社寺　今井啓一　京都　綜芸舎　1969.8　

257p　19㎝　 0616

古 代 朝 日 関 係 史　金錫亨　東京　勁草書房　

1969.10　7, 474p, 図版4p　22㎝　 0617

半島と大洋の遺跡　有光教一　東京　新潮社　

1970.7　274, xp, 図版1枚, 挿図, 地図　20㎝　

 0618

日本上代史の一研究　池内宏　東京　中央公論美

術出版　1970.8　208p　21㎝　 0619

高勾麗好太王碑文　亞細亞協會　東京　国書刊行

会　1971.10　1冊　21㎝　 0620

百済遺跡の研究　軽部慈恩　東京　吉川弘文館　

1971.10　250p, 図71枚　27㎝　 0621

朝鮮金石総覧　上下　朝鮮総督府　東京　国書刊

行会　1971　2冊　22㎝　 0622

韓国考古学概論　金元龍　東京　東出版　1972.4　

208, 5p　22㎝　 0623

日鮮神話伝説の研究　三品彰英　東京　平凡社　

1972.4　455, 15p　22㎝　 0624

帰化人　上田正昭　東京　中央公論社　1965.6　

3, 188p　18㎝　 0625

漢・韓史籍に顕はれたる日韓古代史資料　太田

亮　東京　国書刊行会　1972　187p　21㎝　 0626

高句麗壁画古墳と帰化人　水野祐　東京　雄山閣　

1972.7　307p, 挿図　22㎝　 0627

百済の考古学　大川清　東京　雄山閣出版　1972　

381p, 図20枚　22㎝　 0628

韓国の考古学　金廷鶴　東京　河出書房新社　

1972.8　ii, 282, 20p, 図版32枚　31㎝　 0629

古代文化と「帰化人」　金達寿　東京　新人物往来

社　1972.10　224p, 図版　20㎝　 0630

広開土王陵碑の研究　李進煕　東京　吉川弘文館　

1972　2冊 （資料編共）　22㎝　 0631

古 代 の 朝 鮮　旗田巍　東京　學生社　1974.5　

261p　22㎝　 0632

白村江　鈴木治　東京　学生社　1972　225p　22

㎝　 0633

高 句 麗 の 壁 画 古 墳　朱栄憲　東京　学生社　

1972.12　234p, 図版［1］枚, 挿図　22㎝　 0634

楽 浪　駒井和愛　東京　中央公論社　1972.12　

ii, 176p, 挿図　18㎝　 0635

古代遺跡の旅　金達寿　東京　サンケイ新聞出版

局　1972.12　232p（図共）　19㎝　 0636

任 那 日 本 府 と 倭　井上秀雄　東京　東出版　

1973.1　5, 428p, 図版2枚　22㎝　 0637
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大 和 朝 廷　上田正昭　東京　角川書店　1972　

254p　19㎝　 0638

通溝　上下　池内宏　東京　国書刊行会　1973.2　

2冊 39㎝　 0639

古代九州と朝鮮　泊勝美　東京　新人物往来社　

1973.6　231p　20㎝　 0640

好 太 王 碑 の 謎　李進煕　東京　講談社　1973　

278p　図　20㎝　 0641

新羅史基礎研究　井上秀雄　東京　東出版　1974　

503, 102p　22㎝　 0642

古代の日本と朝鮮　上田正昭　東京　学生社　

1974.4　283p　22㎝　 0643

古代朝鮮　井上秀雄　東京　日本放送出版協会　

1972.11　270p　19㎝　 0644

韓国史の再検討　韓国読書新聞　東京　學生社　

1974.8　260p　図　22㎝　 0645

広 開 土 王 碑　佐伯有清　東京　吉川弘文館　

1974.8　6, 310, 5p　19㎝　 0646

古代朝鮮の基本問題　旗田巍　東京　學生社　

1974.11　196p　22㎝　 0647

古代日本と朝鮮の基本問題　井上秀雄　東京　學

生社　1974.11　214p　22㎝　 0648

新羅の郡県制、特にその完成期の二三の問題　

末松保和　［19--］　61-135p　21㎝　 0649

三 国 史 記　金富軾　東京　大和書房　1975.3　

303p　20㎝　 0650

古代史の鍵・対馬　永留久恵　東京　大和書房　

1975　viii, 265p, 図版1枚, 地図, 挿図　20㎝　

 0651

論集騎馬民族征服王朝説　江上波夫　東京　大和

書房　1975　337p, 図　20㎝　 0652

広開土王碑と参謀本部　佐伯有清　東京　吉川弘

文館　1976.5　9, 230, 9p　20㎝　 0653

韓國金石遺文　黄寿永　ソウル　一志社　1976.4　

456p, 図版［8］p, 折り込図1枚　23㎝　 0654

邪馬台国のすべて　［正］　佐伯有清　東京　朝日

新聞社　1976.6　340p　19㎝　 0655

韓国古代史論　李基白　東京　學生社　1976.9　

224p　22㎝　  0656

日本国家の形成　山尾幸久　東京　岩波書店　

1977.5　vii, 235p　18㎝　 0657

好太王碑と任那日本府　李進煕　東京　学生社　

1977.10　296p　22㎝　 0658

任 那 と 日 本　金廷鶴　東京　小学館　1977.10　

321p（図共）, 地図　20㎝　 0659

古代東アジア史論集　上下巻　末松保和　東京　

吉川弘文館　1978.3　2冊　22㎝　 0660

古代の東アジアと日本　佐伯有清　［東村山］　教

育社　1977.10　214p, 図版1枚, 挿図　18㎝　

 0661

韓と倭　野口赫宙　東京　講談社　1977.10　244p　

20㎝　 0662

トンカラ・リンと狗奴国の謎　金思燁　東京　六

興出版　1977.7　323p, 図版　19㎝　 0663

〔Ｇ 中世〕

蒲鮮萬奴國號考　岩井大慧　［1932］　90p　26㎝　

 0664

高麗古城及高麗門　渡辺与作　［高麗門］　鳳城縣

公署　康徳元［1934］.7　51p, 図版［2］枚　26㎝　

 0665

麗末鮮初に於ける農莊に就いて　周藤吉之

　［1934］　［80］p　27㎝　 0666

高麗朝より朝鮮初期に至る田制の改革　周藤吉

之　［1940］　77p　22㎝　 0667

応永外寇の前後　高木真太郎　東京　八木書店　

1942　191p　19㎝　 0668＊

日麗交渉史の研究　青山公亮　［東京］　明治大學

文學部文學研究所　1955.8　1, 1, 149p　21㎝　

 0669＊

元寇　旗田巍　東京　中央公論社　1965.9　182p　

挿図, 地図　18㎝　 0670

日麗関係編年史料　田村洋幸　京都　峯書房　

1967.5　224p　22㎝　  0671

朝鮮中世社会史の研究　旗田巍　東京　法政大学

出版局　1972.10　xiii, 462p　22㎝　 0672
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〔Ｈ 近世〕

絵本朝鮮軍記　［出版地不明］　日月堂　1885.10　

304p　19㎝　 0673＊

日清韓近世葛藤顛末　鉄壁城史　［19--］　150p　

18㎝　 0674

文 禄 慶 長 朝 鮮 役　北豊山人　東京　博聞社　

1894.7　5, 4, 208p, 図版19㎝　 0675＊

朝鮮懲毖録　柳成龍　東京　蒼龍窟　1894.7　2, 

13, 138p, 折込地図［1］枚　22㎝　 0676

出師事情　北村宗助　大阪　岡島寳文館　1984.8　

136p　22㎝　  0677＊

豊太閤征韓秘録　第1集　松本愛重　東京　成歡

社　1894.10　1冊　23㎝　 0678

近世朝鮮史　林泰輔　［東京］　早稲田大学出版部　

［19--］　420p　22㎝　 0679

征韓論分裂始末　長沼熊太郎　東京　磯部文昌堂　

明治39［1906］　24丁, 図版　24㎝　 0680＊

征韓論實相　煙山專太郎　東京　早稻田大學出版

部　1907.9　9, 8, 310p　23㎝　 0681＊

韓國政爭志 幣原坦　東京　三省堂　1907.6　2, 

3, 2, 224p, 図版7枚　22㎝　 0682＊

慕夏堂金忠善　山道襄一　［1910.5］　［12］丁　27

㎝　 0683

日韓關係よりの對州研究　幣原坦　［広島］　廣島

高等師範學校地理歴史學會　1913.12　47p　27㎝　

 0684＊

文祿慶長の役　正編第1　池内宏　東京　南滿洲鐵

道株式會社　1914.8　4, 4, 4, 358, 11p　22㎝　

 0685＊

朝鮮征伐記　1-（2）　大関定祐　東京　國史研究會　

1916.12　2冊　20㎝　 0686

文禄役と平壤　篠田治策　平壤　平安南道教育會　

1919　104, 26p　19㎝　 0687

宗家と朝鮮　高橋章之助　京城　高橋章之助　

1920.10　12, 1, 141p　23㎝　 0688＊

碧蹄館大戦記　渡邊村男　東京　民友社（印刷）　

1922.9　1冊　19㎝　 0689＊

李王宮秘史　権藤四郎介　京城　朝鮮新聞社　

1926.8　9, 3, 18, 294, 292p, 図版　19㎝　

 0690＊

征韓論餘聞赤坂食違の事變　福島成行　東京　前

田馬城太　1927.12　4, 2, 2, 2, 232p, 図版4枚　

23㎝　 0691＊

國太公の眦　細井肇　東京　昭文社　1929.8

　10, 4, 298, 6p　19㎝　 0692＊

明治十五年朝鮮事變と花房公使　武田勝蔵　東

京　武田勝蔵　1929.10　3, 4, 3, 103, 14p, 図

版　19㎝　 0693＊

蔚山城址考　蔚山城址保存会　［蔚山］　蔚山城址

保存會　1935.7　41p, 地図　23㎝　 0694

南漢山城の開城史　篠田治策　東京　篠田治策　

1930.9　2, 90p　23㎝　 0695＊

女王閔妃　細井肇　東京　月旦社　1931.3

　351, 18, 6p　19㎝　 0696

光海君時代の満鮮關係　稲葉岩吉　京城　大阪屋

號書店　1933.3　262, 125p, 図版　27㎝　 0697

室町時代の日鮮關係　中村栄孝　東京　岩波書店　

1934.2　46p　23㎝　 0698＊

江戸時代の日鮮關係　中村栄孝　東京　岩波書店　

1934.5　37p　23㎝　 0699＊

朝鮮渡海日記　防長史談会　［山口］　防長史談会　

1934　34p　23㎝　 0700＊

辛未洪景来亂の研究　小田省吾　京城　小田先生

頌寿記念会　1934　6, 170, 10, 10, 4p, 図版7

枚　23㎝　 0701

朝鮮開國交渉始末　奥平武彦　東京　刀江書院　

1935.3　3, 6, 195, 4, 11p, 図 版xi枚　23㎝　

 0702

東亞構兵策　西郷隆盛　東京　朝日書房　1935.1　

114p, 図版　20㎝　 0703

秀吉の朝鮮經略　京口元吉　東京　白揚社　1939　

345p, 図版, 地図　17㎝　 0704＊

徳壽宮史　小田省吾　［京城］　李王職　1938.5　

2, 2, 78p, 図版7枚　23㎝　 0705＊

征韓論・西南戰爭　田中惣五郎　東京　白揚社　

1939.9　9, 336p　23㎝　 0706
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鮮初の土地制度一班　深谷敏鉄　1939　85p　19

㎝　（「史学雑誌」50（5）（6）より複写） 0707

慶熈史林　京城公立中学校　［京城］　京城公立中

學校　［1940.9］　30p, 図版［4］枚　23㎝　 0708

朝鮮開國外交史研究　渡邊勝美　京城　渡邊勝美　

1941.6　622, 16p　23㎝　 0709＊

朝 鮮 婚 姻 考　藤田東三　東京　大同印書館　

1941.12　4, 3, 342p　23㎝　 0710

征韓論の眞相と其の影響　菊田貞雄　東京　東京

日日新聞社　1941.12　［3］, 6, 323p, 図版1枚　

19㎝　 0711＊

朝 鮮 役 水 軍 史　有馬成甫　東京　海と空社　

1942.1　4, 8, 297p, 図版6枚　22㎝　 0712

李朝の民田について　深谷敏鉄　［19--］　1冊　

27㎝　 0713

日鮮清の文化交流　藤塚鄰　東京　中文館書店　

1947.12　146p　19㎝　 0714＊

李朝封建社會史　林光澈　東京　在日本朝鮮人

聯盟中央總本部文教部　1949.7　4, 202p　21㎝　

 0715

실학파와 정다산（実学派と丁茶山）　崔益翰　平壤　

国立出版社　1955.8　538p　22㎝　 0716

朝鮮封建時代農民の階級構成　金錫亨　東京　

学習院大学東洋文化研究所　1960.3　2, 4, 303, 

2p, 図版［2］枚　22㎝　 0717

日鮮支の朱子學比較上の問題序説　阿部吉雄　

東京　大東文化研究所　1960.10　39, ［3］p　26

㎝　 0718

朝鮮日々記　慶念　佐伯　鶴岡郷土史研究会, 佐

伯史談会　1961　42p, 図版1枚　25㎝　 0719

李朝貢納制の研究　田川孝三　東京　東洋文庫　

1964.11　796, 38p　22㎝　 0720

日本朱子學と朝鮮　阿部吉雄　東京　東京大學出

版會　1965.3　7, 9, 563, 24p　22㎝　 0721

朝鮮の役　東京　徳間書店　1965　326p, 図版　

20㎝　 0722

懲毖録　柳成龍　東京　新興書房　1966.9　271p　

19㎝　  0723

興宣大院君と閔妃　金煕明　東京　洋々社　1967　

472p, 図版　19㎝　 0724

李朝時代の財政　水田直昌　東京　友邦協会　

1968　24, 396p　27㎝　 0725＊

李王朝六百年史　李太平　東京　洋々社　1968.4　

10, 451p　19㎝　  0726

十五世紀朝鮮の歴史叙述に関する覚書　中村栄

孝　［1969］　p46-66　22㎝　（「天理大学学報」61

より抜刷） 0727

朝鮮開国交渉始末　奥平武彦　東京　刀江書院　

1969　195, 11, 142, 6p, 図版11枚　22㎝　 0728

十五・六世紀朝鮮における土豪の性格　宮原兎

一　［1969］　p459-470　27㎝　原稿複写　 0729

李朝法制史　田鳳徳　東京　北望社　1971　381p　

図　22㎝　 0730

朝鮮の役物語　原田種純　東京　雄山閣出版　

1971　271p, 図版　19㎝　 0731

紀行・朝鮮使の道　朴春日　東京　新人物往来社　

1972.1　249p　20㎝　 0732

李 朝 史 大 全　青柳綱太郎　東京　名著出版　

1972.9　3, 4, 3, 40, 966p, 図版　22㎝　 0733

晋州民乱と朴珪壽　原田環　［1975］　21-40p　22

㎝　 0734

文禄・慶長役における被擄人の研究　内藤雋輔　

東京　東京大学出版会　1976.3　780, 13p　22㎝　

 0735

李朝の通信使　李進煕　東京　講談社　1976.6　

236p　20㎝　 0736

壬辰（いむじん）戦乱史　上中下　李烱錫　東京　

東洋図書出版　1977　3冊　22㎝　 0737

郭再祐　貫井正之　［1977］　102枚　26㎝　（「朝鮮

学報」83の原稿複写）　 0738

●義兵将・郭再祐　貫井正之　［1978］　199-203p　

22㎝　複写　 0739

●晋州樵軍作変謄録　［1963］　175-194p　26㎝　

複写　 0740

耳塚　琴秉洞　東京　二月社　1978.1　240p　18

㎝　 0741
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〔Ｉ 近代〕

朝鮮変報録　第2号　花笠文京　東京　辻岡文助　

1882.8　8丁　18㎝　 0742＊

朝鮮電信録　初篇　加藤富三郎　大阪　加藤冨三

郎　1882.8　4, 10丁　18㎝　 0743＊

朝鮮処分纂論　第1篇　福城駒多郎　東京　椿香

堂,文盛堂　1882.8　55p, 地図　19㎝　 0744

朝鮮革新策　川崎三郎　東京　博文館　1894.7　

178p　19㎝　 0745

日清韓戦争記　牧金之助　東京　金寿堂　1894.8　

11丁　18㎝　  0746

日清戦争圖繪　東京　東陽堂　1894.9　1冊　26㎝　

 0747

日清韓新三國志　東京　春陽堂　1894.9　126p　

23㎝　 0748

東邦關係　渡辺修二郎　濱松町（靜岡縣）　奉公會　

1894.9　4, 3, 8, 387p, 図版［6］枚　23㎝　

 0749＊

繪本平壤我軍大勝利　牧金之助　東京　金壽堂　

1894.10　1冊, 図版　17㎝　 0750

日清韓交渉録　織田純一郎　東京　文海堂：成美

堂　1895.6　3, 8, 530p, 地図（2枚）　20㎝　

 0751

蹇蹇録　陸奥宗光　［1895］　3, 193p　23㎝　

 0752＊

蹇々録　陸奥宗光　［1895除夜脱稿］　2, 246p　22

㎝　 0753＊

平 壌 包 圍 攻 撃　藤野房次郎　東京　博文館　

1896.5　368, 384p, 図　23㎝　 0754＊

日露間之韓国　幣原坦　東京　博文館　1905.12　

200p, 図版2枚　23㎝　 0755＊

大 役 小 志　志賀重昂　東京　東京堂：博文館　

1909　6, 9, 1370p　24㎝　 0756

日韓合邦小史　池田常太郎　東京　読売新聞社　

1910.9　5, 5, 232p, 図版4枚　19㎝　 0757

韓 國 併 合 顛 末 書　統監府　［京城］　統監府　

1910.9　79p　26㎝　 0758＊

韓国の併合と国史　日本歴史地理学会　東京　三

省堂書店　1910.11　182p　23㎝　 0759

韓國併合紀念史　福田東作　東京　大日本実業協

会　1911.10　2, 14, 1010p, 図版, 地図　23㎝　

 0760＊

朝鮮最近史　戸叶薫雄　東京　蓬山堂　1912.8　

4, 4, 12, 295p, 図版6枚　23㎝　 0761

なみだか血か　村上浩堂　東京府　馬場聡吉：内

藤憲輔　1914.1　220p, 図版　23㎝　 0762＊

朝鮮併合之裏面　小松緑　東京　中外新論社　

1920.9　10, 269, 39p　22㎝　 0763＊

朝鮮騷擾の眞相　加藤房蔵　京城　京城日報社　

1920.11　2, 118p　23㎝　 0764＊

朝鮮獨立騒擾史論　青柳綱太郎　京城　朝鮮研究

會　1921.3　20, 427p　22㎝　 0765

併合の由来と朝鮮の現状　朝鮮総督府　［京城］　

朝鮮總督府　1923.10　2, 1, 19p, 図版　22㎝　

 0766＊

朝鮮独立運動秘話　千葉了　東京　帝国地方行政

学会　1925.10　245p　19㎝　 0767＊

朝鮮併合史　釈尾東邦　京城　朝鮮及満州社　

1926.3　1034p　23㎝　 0768

近代日支鮮關係の研究　京城帝国大学　京城　京

城帝國大學　1930.4　3, 4, 252p, 図版7枚　23

㎝　 0769

近 代 朝 鮮 政 治 史　高權三　東京　鋼鐵書院　

1930.9　4, 4, 304p　20㎝　 0770＊

日韓合邦秘史　上下巻　葛生能久　東京　黒竜会

出版部　1930　2冊　23㎝　 0771

國民協會運動史　国民協会宣伝部　京城　國民協

會本部　1931.10　94p, 図版［1］枚　19㎝　 0772

明治廿七八年在韓苦心録　杉村濬　東京　杉村陽

太郎　1932.1　2, 3, 204p　23㎝　 0773

壬午鷄林事變　宮武外骨　大崎町（東京府）　花房

太郎　1932.7　254p, 図版　20㎝　 0774＊

韓國時代の露西亞活躍史　廣江澤次郎　京城　朝

鮮公論社　1932.10　3, 2, 91p　23㎝　 0775＊
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日支外交六十年史　第1-2巻　王芸生　東京　建

設社　1933.3-1933.6　2冊　23㎝　 0776

陸奥外交　信夫清三郎　東京　叢文閣　1935.11　

8, 8, 617p　23㎝　 0777

牙山戰史　天野寿之助　牙山　日清戰蹟記念碑建

設期成會　1936.6　68p, 図版［1］枚　地図　19㎝　

 0778

近代朝鮮裏面史　菊池謙譲　［京城］　朝鮮研究會

本部　1936.12　483p, 図版 ［2］ 枚　20㎝　 0779

史實より見たる内鮮一體　金聲律　京城　大海堂

印刷　1938.11　19, 19, 687p　23㎝　 0780

近代朝鮮史　上下卷　菊池謙譲　東京　大陸研究

所　1940.1　2冊　19㎝　 0781＊

近代日鮮關係の研究　上下巻　朝鮮総督府　［京

城（ソウル）］　朝鮮総督府　1940　2冊　23㎝　

 0782＊

躍進朝鮮三十年史　民衆時論社　京城　民衆時論

社　1940.12　8, 424, 462p　27㎝　 0783

蹇蹇録　陸奥宗光　東京　岩波書店　1941.1

　2, 8, 282p, 図版　23㎝　 0784

植 民 史　細川嘉六　東京　東洋経済新報社　

1941.9　3, 6, 573p　23㎝　（現代日本文明史 

10） 0785

新訂善隣國寶記　周鳳　東京　文求堂　1932.5　

60, 64, 30, 36p　21㎝　 0786

近代朝鮮史研究　朝鮮総督府　京城　［朝鮮總督

府］　1944.3　2, 1, 625, 4p　21㎝　 0787＊

朝鮮近代社會史話　金斗鎔　東京　郷土書房　

1947.8　2, 2, 256p　19㎝　 0788＊

東邦近世史　下巻　田中萃一郎　東京　岩波書店　

1939-1943　334p　15㎝　 0789

己未獨立運動略史　大韓民國政府公報處　［ソウ

ル］　大韓民國政府公報處　［194-?］　8p　19㎝　

 0790

日本に於ける反朝鮮民族運動史　金斗鎔　東京　

郷土書房　1947.10　58p　18㎝　 0791

歸還報告　櫻井秀三　1948後記　5, 174p　22㎝　

 0792

日清戰役外交史の研究　田保橋潔　東京　刀江書

院　1951.5　3, 5, 569, 5p　22㎝　 0793

アジアの覺醒　丸山静雄　東京　日本出版協同　

1952.9　4, 6, 345p, 図版［8］p　19㎝　 0794

朝鮮民族解放鬪爭史　朝鮮歴史編纂委員会　京都　

三一書房　1952.12　406p　19㎝　 0795

植民地　岡倉古志郎　東京　東洋書館　1953.1　

242p, 図版3枚　19㎝　 0796

朝鮮新民主主義革命史　金鐘鳴　東京　五月書房　

1953.4　378p　19㎝　 0797

秘録大東亜戦史　朝鮮篇　田村吉雄　東京　富士

書苑　1953.8　354p　22㎝　 0798

植民地・従属国の歴史　ソ同盟科学アカデミー歴

史学研究所　東京　三一書房　1953.4-1954.3　3

冊　18㎝　 0799

秘録大東亜戦史　4 大陸・朝鮮篇　東京　富士書

苑　1954.8　555p　 21㎝　 0800

日本外交年表竝主要文書　上下　外務省　東京　

日本國際連合協會　1955.3　2冊　22㎝　 0801

朝鮮近代史　李清源　東京　大月書店　1956.9　

321p, 図版［1］枚, 地図　15㎝　 0802＊

待ちわびる心は消えず　待ちわびる心の会　東京　

待ちわびる心の会　1957.2　272p　19㎝　 0803＊

朝鮮近代史料研究集成　第1号　朝鮮近代史料研

究会　東京　朝鮮近代史料研究会　1959.3　156p　

26㎝　  0804＊

朝鮮民族解放闘争史　李羅英　東京　新日本出版

社　1960.3　529p　挿図, 地図　19㎝　 0805

三浦梧樓関係文書　山本四郎　東京　明治史料研

究連絡会　1960　127p　25㎝　 0806

朝 鮮 現 代 史　金三奎　東京　筑摩書房　1963　

199, 10p　18㎝　 0807

日韓関係の展開　日本国際政治学会　東京　日本

国際政治学会　1963.7　149, 8p　21㎝　 0808＊

万才騒擾事件（三・一運動）　近藤釼一　東京　友

邦協会朝鮮史料編纂会　1964.4-1964.9　3冊　25

㎝　 0809
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日韓離合之秘史　久保寺山之輔　東京　日本乃姿

顕彰会　1964.6　397p, 図版　22㎝　 0810＊

米ソ両軍の進駐と日本人の引揚　森田芳夫　東

京　巌南堂書店　1964.8　7, 15, 1038p, 図版　

22㎝　 0811＊

日韓両国の将来　栗原一夫　東京　昭和維新連盟　

1965.5　248p　22㎝　 0812

日韓併合小史　山辺健太郎　東京　岩波書店　

1966.2　v, 238p　18㎝　 0813＊

朝鮮近代史の手引　梶村秀樹　東京　日本朝鮮研

究所　1966.3　132p　18㎝　 0814

近代朝鮮外交史研究　申国柱　東京　有信堂　

1966.3　365, 4, 15p　22㎝　 0815＊

日本の韓国併合　山辺健太郎　東京　太平出版社　

1966.9　373p　20㎝　 0816

明治外交秘話　小松緑　東京　原書房　1966.10　

316p　20㎝　 0817

朝鮮民族独立運動秘史　坪江汕二　東京　巌南堂

書店　1966.10　708p, 図版3枚　22㎝　 0818

朝鮮・中国の民族運動と国際環境　アジア・

アフリカ国際関係研究会　東京　巌南堂書店　

1967.9　325p　22㎝　 0819

民族の閃光　李瑄根　東京　時事通信社　1967.11　

414, 13p　22㎝　 0820

アジアに架ける橋　白井,達男　［東京］　日本政

治資料調査会　1967.12　356p　19㎝　 0821

朝鮮近代史　渡部学　東京　勁草書房　1968.3　

3, 320p　19㎝　 0822

日本帝国主義と旧植民地地主制　浅田喬二　東

京　御茶の水書房　1968.4　4, 3, 289, 4p　22

㎝　 0823

金玉均の研究　朝鮮社会科学院歴史研究所　東京　

日本朝鮮研究所　1968　348p　22㎝　 0824

昭 和 史 発 掘　1　松本清張　東京　文藝春秋　

1965.1　220p　20㎝　 0825

近代日本と朝鮮　中塚明　東京　三省堂　1973.8　

205p　19㎝　 0826＊

朝鮮三・一獨立騒擾事件　朝鮮憲兵隊司令部　東

京　巌南堂書店　1969.3　14, 455p　22㎝　 0827

大東亜戦史　8 朝鮮編　東京　富士書苑　1969　

417p　19㎝　 0828

明治初期日韓清関係の研究　彭澤周　東京　塙書

房　1969.5　431, 22p　22㎝　 0829

北鮮の日本人苦難記　鎌田正二　東京　時事通信

社　1970.8　449p, 図版　22㎝　 0830

朝鮮近代史研究　姜在彦　東京　日本評論社　

1970　471p　22㎝　 0831

三.一運動에 對한 一考察　池川英勝　ソウル　

［서울大學校大學院］　1970.11　78p　26㎝　 0832

日清戦争　信夫清三郎　東京　南窓社　1970.12　

23, 692, 30p　22㎝　 0833

日本統治下の朝鮮　山辺健太郎　東京　岩波書店　

1971.2　vi, 223, 4p　18㎝　 0834

朝鮮人民の自由と解放　朝鮮労働党中央委員会党

歴史研究所　東京　未来社　1971　ii, 459p, 

　図版　20㎝　 0835

植民史　細川嘉六　東京　理論社　1972.1

　494p　21㎝　 0836

朝鮮植民者　村松武司　東京　三省堂

　1972.3　267p　19㎝　 0837

義兵闘争から三一独立運動へ　Fred. A. McKenzie　

東京　太平出版社　1972.3　304p（図共）　20㎝　

 0838

朝鮮の自由のための闘い　 Fred. A. McKenzie　

東京　太平出版社　1973　286p　20㎝　 0839

日本帝国主義の朝鮮支配　上下　朴慶植　東京　

青木書店　1973　2冊　20㎝　 0840

関東大震災　中島陽一郎　東京　雄山閣出版　

1973　286p, 図版　22㎝　 0841

関東大震災　吉村昭　東京　文藝春秋　1973.8　

248p　20㎝　 0842

日本の三大朝鮮侵略史　金煕明　東京　洋々社　

1972.9　396p　18㎝　 0843

日清戦争　藤村道生　東京　岩波書店　1973.12　

x, 231, 3p　18㎝　 0844
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抗日韓国学生運動史　金成植　東京　高麗書林　

1974.4　323p, 図版2枚　19㎝　 0845

かくされていた歴史　大宮　関東大震災五十周年

朝鮮人犠牲者調査・追悼事業実行委員会（日朝協

会埼玉県連合会内）　1974.7　viii, 310p, 図版4

枚　21㎝　 0846

韓 国 民 族 運 動 史　趙芝薫　東京　高麗書林　

1975.4　340p, 図　22㎝　 0847

抗 日 民 族 論　白基琓　東京　柘植書房　1975　

304p　20㎝　 0848

朝鮮人にたいする弾圧　上中　明石博隆　東京　

太平出版社　1975　2冊, 図　20㎝　（昭和特高弾

圧史 6,7） 0849

戦争と民衆　藤原彰　東京　三省堂　1975.8　18, 

324p　19㎝　（日本民衆の歴史 9） 0850

韓国女性運動史　丁堯燮　東京　高麗書林　1975.9　

241p　19㎝　  0851

関東大震災　姜徳相　東京　中央公論社　1975.11　

iv, 225p　18㎝　 0852

韓末ナショナリズムの研究　金栄作　東京　東京

大学出版会　1975.11　268p　22㎝　 0853

関東大震災と朝鮮人虐殺　関東大震災五十周年朝

鮮人犠牲者追悼行事実行委員会　東京　現代史出

版会　1975　335p　20㎝　 0854

朝鮮三・一独立運動　朴慶植　東京　平凡社　

1976.11　311p　挿図, 肖像　20㎝　 0855

朝鮮の攘夷と開化　姜在彦　東京　平凡社

　1977.2　293p　20㎝　 0856＊

朝鮮人慰安婦と日本人　吉田清治　東京　新人物

往来社　1977.3　227p　20㎝　 0857

ある抗日運動家の軌跡　金顕杓　東京　龍渓書舎　

1978.3　253p　19㎝　 0858

〔Ｊ 現代〕

新朝鮮の政治情勢　中保與作　東京　協同出版社　

1946.4　91p　19㎝　 0859

北緯三十八度線　朝鮮事情研究会　東京　朝鮮事

情研究會　1948.12　3, 4, 221p　18㎝　 0860

戦後における朝鮮の政治経済　日本銀行調査局　

東京　日本銀行　1948.3　63p　21㎝　 0861＊

冷い戦争　朝日新聞社外報部　大阪　国際出版　

1948.3　2, 10, 392p　19㎝　 0862

戰後における朝鮮の政治情勢　外務省調査局第

五課　［東京］　外務省調査局第五課　1948.7　2, 

117p　21㎝　 0863＊

朝鮮の獨立路線　朴義淑　東京　朴烈文化研究所　

1948.8　62p　19㎝　 0864

新朝鮮革命論　朴烈　東京　中外出版　1948.8　

143p　19㎝　 0865

労 動 新 聞 論 説 集　第1輯：1948.4-12 上　朝鮮

事情研究所　［出版地不明］　朝鮮事情研究所　

［1949.5］　177p　18㎝　 0866

李大統領建國政治理念　梁又正　서울　聯合新聞

社　1949.10　141p　19㎝　 0867

侵略者は誰か　極東問題研究會　［出版地不明］　

極東問題研究會　1950　4, 150p　19㎝　 0868

韓國白書（全譯）　United States. Dept. of State　

［東京］　外務省調査局　1950.8　6, 104p　21㎝　

 0869

朝鮮白書　朝日新聞社　東京　朝日新聞社　1950.9　

143p　18㎝　  0870＊

朝鮮事件とこれをめぐる世界の動き　広田洋二　

東京　水曜會　1950.12　34p　21㎝　 0871

朝鮮事変の経緯　外務省調査局第一課　［東京］　

［外務省調査局第一課］　［1951］　175p　21㎝　

 0872＊

朝鮮戰記　Marguerite Higgins　東京　読賣新聞

社　1951.5　224p, 図版　19㎝　 0873

休戦交渉の次にくるもの　欧亜協会　東京　欧亞

協会　1951.8　44p　19㎝　 0874

秘史朝鮮戦爭　上下巻　I. F. Stone　東京　新評

論社　1952.9-10　2冊　19㎝　 0875

朝鮮戰爭は誰が起したか　中川信夫　東京　月曜

書房　1952　178p　19㎝　 0876

ニッポン日記　上下　Mark Gayn　東京　筑摩書房　

1951.11　2冊　19㎝　 0877
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金日成選集　第1-2巻、補巻　金日成選集刊行委

員会　京都　三一書房　1952.8-12　3冊　18㎝　

 0878

アメリカ敗れたり?　吉武要三　東京　五月書房　

1952.12　215p　19㎝　 0879

人民軍と共に　第1輯　極東時事研究所　［東京］　

極東時事研究所　［19--］　40p　18㎝　 0880

秘史朝鮮休戦会談　ジョイ中将　［1953］　47p　

19㎝　（「改造」増刊8より抜刷）　 0881

朝鮮と中共　土居明夫　東京　福村書店　1953.3　

227p, 図版　19㎝　 0882

ルポルタージュ 朝鮮戦線　魏魏　東京　ハト書

房　1953.5　262p　18㎝　 0883

朝鮮戦乱の真実　直井武夫　東京　民主日本協会　

1953.6　167p　17㎝　 0884

現 代 朝 鮮 の 歴 史　劉浩一　京都　三一書房　

1953.6　288p　19㎝　 0885

北鮮俘虜収容所　Maurice Chanteloup　東京　文

藝春秋新社　1953.7　144p, 図版 地図　19㎝　

 0886

此の罪惡を見よ　韓弘建　東京　萠文社　1952.6　

4, 3, 199p　19㎝　 0887

朝鮮の米軍　Wilfred G. Burchett ; Alan Winnington　

東京　五月書房　1953.7　228p　19㎝　 0888

朝鮮休戰の國際的影響　経済審議庁調査部調査課　

［東京］　経済審議庁調査部調査課　1953.8　40p　

24㎝　 0889

朝鮮復興に伴う諸問題　アジア問題調査会　東京　

アジア問題調査会　1953.11　72p　21㎝　 0890

朝鮮動乱回顧録　Guy Wint　東京　国際文化研究

所　1955.4　213p　19㎝　 0891

朝鮮問題文件彙編　［第1集］　人民出版社　北京　

人民出版社　1954.7　502p　21㎝　 0892

暴かれた陰謀　現代朝鮮研究会　東京　駿台社　

1954.9　173p　19㎝　 0893

最近の日朝問題　日朝協会　東京　日朝協会　

1955.11-1977.3　9冊　25㎝　 0894

（1）最近の日朝問題
（2）安保・沖繩と朝鮮
（3）沖繩協定と日朝友好運動
（4）朝鮮との国交樹立と日米安保体制
（5）対朝鮮政策の根本的転換のために
（6）日「韓」の政・経・軍のゆ着構造

北鮮の解放十年　坪江汕二　東京　日刊労働通信

社　1956.4　222p, 折込地図（1枚）　18㎝　 0895

南鮮の解放十年　坪江汕二　東京　日刊労働通信

社　1956.7　347p, 折込地図（1枚）　18㎝　 0896

朝鮮勞働黨第三回大會文献　外国文出版社　平壤　

外国文出版社　1956.11　544p　22㎝　 0897

私の日本観　李承晩　東京　産業貿易新聞社　

1956.11　282p, 図版　19㎝　 0898

六・二五動乱史　金相雨　京都　内外印刷 （印刷）　

1958.6　9, 15, 191p, 図版8枚　22㎝　 0899

わが國での社會主義經濟建設のために　金日成　

平壌　外國文出版社　1958.12　7, 531p, 図版　

22㎝　 0900

朝鮮民主主義人民共和国　外国文出版社　平壤　

外國文出版社　1958.8　3, 2, 401, 19p, 図版　

21㎝　 0901

板門店　平壤　外國文出版社　1958.10　194p　図

版　20㎝　  0902

38度 線 の 北　寺尾五郎　東京　新日本出版社　

1959.4　263p, 図4p, 地図　18㎝　 0903

朝鮮戦爭米第1騎兵師団　陸上自衛隊幹部学校　

［東京］　陸上自衞隊幹部学校　1959.7　124p　25

㎝　 0904

南 朝 鮮　大西正道　東京　新読書社　1959.7　

274p　19㎝　 0905

アジアの現状・アメリカの政策　時事通信社外

信部　東京　時事通信社　1959.12　10, 4, 291p　

19㎝　 0906

北朝鮮の記録　訪朝記者団　東京　新読書社　

1960.5　226p, 図版　19㎝　 0907

事實は語る　外国文出版社　平壤　外國文出版社　

1960.5　280p, 挿図　22㎝　 0908
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朝 鮮 の 真 実　金三奎　東京　至誠堂　1960.5　

204p　19㎝　 0909

日 本 の 民 族 運 動　藤島宇内　東京　弘文堂　

1960.5　20, 391p　19㎝　 0910

血の四月　文芸同文学部翻訳委員会　東京　朝鮮

文化社　1960.8　282p　18㎝　 0911

日朝友好運動十年のあゆみ　日朝協会　東京　日

朝協会　1960.12　84p　19㎝　 0912

朝鮮問題の在り方とその考え方　桑原鶴　静岡　

明徴出版社　1960.12　245p　18㎝　 0913

当面の朝鮮に関する資料　日本朝鮮研究所準備会　

東京　日本朝鮮研究所準備会　1961.11-12　2冊　

25㎝　 0914

朝鮮人民の正義の祖國解放戰争史　朝鮮民主主

義人民共和國科學院歴史研究所　平壌　外國文出

版社　1961.6　3, 4, 334p　21㎝　 0915

朝鮮労働党第四回大会文献集　外国文出版社　

平壌　外國文出版社　1961.9　3, 366p　22㎝　

 0916

朝鮮人民の新しい勝利の道　日本共産党中央委

員会　東京　日本共産党中央委員会　1961.11　

128p　26㎝　 0917

朝鮮労働党第四回大会特集　李丞玉　東京　朝鮮

青年社　1961.11　314p　21㎝　 0918

朝鮮・その北と南　寺尾五郎　東京　新日本出版

社　1961.12　349p　19㎝　 0919

朝鮮民主主義人民共和国の国家・社会体制　朝

鮮民主主義人民共和国科学院経済法学研究所　東

京　日本評論社　1966.4　233, 5p　22㎝　 0920

ゆるすまじ米帝の犯罪　外国文出版社　平壌　外

國文出版社　1962　1冊（頁付なし）　21㎝　 0921

楽園の夢破れて　関貴星　東京　全貌社　1962.3　

219p　18㎝　 0922

南北朝鮮の現状　下巻・北朝鮮篇　朝日新聞社

調査研究室　［東京］　［朝日新聞社］　［1962.4］　

214p　25㎝　  0923

今日の北韓　大韓民國公報部調査局　［ソウル］　

大韓民國公報部調査局　1962.5　114p　17㎝　

 0924

人民民主主義の一研究　民主主義研究会　［出版

地不明］　［民主主義研究会］　［1962.7］　112p　

25㎝　 0925

朝鮮における社会主義の基礎建設　金広志　東

京　新日本出版社　1962.12　280p　19㎝　 0926

金日成選集　第4巻 上下　日本共産党中央委員会

金日成選集翻訳委員会　東京　日本共産党中央委

員会出版部　1962.12-1964.5　2冊　19㎝　 0927

朝鲜人民高举红旗前进（通讯集）　史立成　北京　

世界知識出版社　1963.9　2, 175p, 図版［8］p　

19㎝　 0928

韓国経済の実態と政治の現勢　田中直吉　［東

京］　［民主主義研究会］　1963.4　35p　25㎝　

 0929

激 動 す る 韓 国　松本博一　東京　岩波書店　

1963.5　vi, 215, 10p　18㎝　 0930

日本を動かす日韓関係　田中直吉　東京　文教書

院　1963.5　209p　18㎝　 0931

私の訪朝走り書き　秋元良治　青森　青森教文社　

1963.5　250p, 図版5枚　18㎝　 0932

真っ二つの祖国　関貴星　東京　全貌社　1963.7　

287p　19㎝　 0933

南北朝鮮の国際的地位　解説篇、資料篇　田中

直吉　東京　日本国際問題研究所　1964.3　2冊　

21㎝　  　　　0934

朝鮮を見て考えたこと　和田洋一　京都　あぽろ

ん社　1964.6　139p　19㎝　 0935

日・朝・中三国人民連帯の歴史と理論　安藤彦

太郎　東京　日本朝鮮研究所　1964.7　192p　19

㎝　 0936

アメリカ帝国主義の朝鮮侵略史　金煕一　東京　

朝鮮青年社　1964.9　234p　17㎝　 0937

今日の北朝鮮　Robert A. Scalapino　東京　鹿島

研究所出版会　1965.1　248p　18㎝　 0938

亡 命 記　孫性祖　東京　みすず書房　1965.2　

196p　19㎝　  0939

日朝学術交流のいしずえ　東京　日本朝鮮研究所　

1965　115p　21㎝　 0940
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朝鮮問題入門　寺尾五郎　東京　新日本出版社　

1965.6　230p　18㎝　 0941

ドキュメント朝鮮人　日本読書新聞　東京　日本

読書新聞出版部　1965.6　297p　19㎝　 0942

骨を読む　埴原和郎　東京　中央公論社　1965.9　

182p　18㎝　 0943

日韓問題　青木書店　東京　青木書店　1965.10　

132p　（図版共）　21㎝　 0944

日韓条約と日本共産党　日本共産党中央委員会

出版部　［東京］　日本共産党中央委員会出版部　

1965.10　303p　19㎝　 0945

私は見た韓国の内幕　西村敏夫　東京　朝日新聞

社　1965.10　326p, 図版8枚　19㎝　 0946

在日朝鮮人の人権と《日韓条約》: 民族の権利を
脅かすものと守るもの　在日朝鮮人の人権を守

る会　東京　在日朝鮮人の人権を守る会出版局　

1965.11　80p　21㎝　 0947

日 韓 新 時 代　中保與作　東京　時事通信社　

1965.10　298p（図版共）　18㎝　 0948

アジア外交と日韓関係　大平善梧　東京　有信堂　

1965.11　2, 4, 272, 3p　18㎝　 0949

日韓問題を考える　斉藤孝　東京　太平出版　

1965.12　342p　19㎝　 0950

国民運動の前進　日韓友好条約批准促進国民会議　

東京　日韓友好条約批准促進国民会議　1966.1　

176p　21㎝　 0951

朝鮮戦争概史　畝本正己　横須賀　戦史教養叢

書刊行会　1963.10　v, 174p, 図版8枚　22㎝　

 0952

朝鮮戦争　神谷不二　東京　中央公論社　1966.2　

5, 195p　18㎝　 0953

日韓条約と国内法の解説　谷田正躬　東京　大蔵

省印刷局　1966.3　230p, 図版　21㎝　 0954

朝鮮に直航して 日朝友好国民使節団　東京　日

朝協会　1966.5　141p　18㎝　 0955

韓国軍政の系譜　村常男　東京　未来社　1966.7　

248p　20㎝　 0956

日韓条約締結をめぐる内外の動向　内閣官

房内閣調査室　［東京］　内閣官房内閣調査室　

［1966.7］　205, 161, 37p　26㎝　 0957

金日成二巻選集　第1-2巻　金日成　東京　日本

共産党中央委員会出版部　1966.8-11　2冊　19㎝　

 0958

日本に訴える　渡部学　東京　太平出版　1966.9　

300p　19㎝　 0959

朝鮮の国際路線　日本朝鮮研究所　東京　日本朝

鮮研　1966.10　302p　18㎝　 0960

秘史朝鮮戦争　I. F. Stone　東京　青木書店　

1966.11　366p, 図版　19㎝　 0961

現代朝鮮論　藤島宇内　東京　勁草書房　1966.12　

6, 342p　19㎝　 0962

朝鮮戦争　陸戦史研究普及会　東京　原書房　

1966.12-1970.5　5冊　19㎝　 0963

（1）国境会戦と遅滞行動
（2）釜山橋頭堡の確保
（3）米海兵隊の中共軍重囲の突破
（4）仁川上陸作戦
（5）国連軍の反攻と中共の介入

朝鮮戦争史　民族問題研究会　東京　コリア評論　

1967.3　14, 397p　22㎝　 0964

韓国政治史　閔寛植　京都　世界思想社　1967.7　

7, 314, 19p　19㎝　 0965

韓 国 現 代 史　林建彦　東京　至誠堂　1967.10　

ix, 219p　20㎝　 0966

解放朝鮮の歴史　上下　岡倉古志郎　東京　太平

出版社　1967.12-1968.1　2冊　19㎝　 0967

朝鮮戦争の歴史　上下　David W.W. Conde　東京　

太平出版社　1967.12-1968.1　2冊　19㎝　 0968

朝鮮問題と日本　畑田重夫　東京　新日本出　

1968.4　233p　18㎝　 0969

金日成首相の主体思想について　金日成　小

平　朝鮮大学校　1968.4　155p, 図版1枚　21㎝　

 0970

現代朝鮮外交史料集　その2　川越敬三　東京　

日本朝鮮研究所　1968　164p　25㎝　 0971

ふたたび朝鮮で　Wilfred G. Burchett　東京　紀

伊國屋書店　1968.6　240p, 図版　20㎝　 0972
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韓 国 統 一 へ の 道　 金 正 明　 東 京　 原 書 房　

1968.11　2, 6, 311p　19㎝　 0973

チョンリマ チョソン　外国文出版社　ピョンヤ

ン　外国文出版社　1969　143p　21㎝　 0974

朝鮮戦争の勃発　信夫清三郎　東京　福村出版　

1969　x, 276p, xiip　19㎝　 0975

現代朝鮮の基本問題　金炳植　東京　未来社　

1969.4　444p　19㎝　 0976

韓国政治史　閔寛植　京都　世界思想社　1967.7　

7, 314, 19p　19㎝　 0977

日韓条約に関する国会議事録　東京　日本朝鮮

研究所　1969.6　169p　25㎝　 0978

分裂朝鮮の歴史　上下　David W.W. Conde　東京　

太平出版社　1968.6-7　2冊　19㎝　 0979

反米世界ジャーナリスト大会重要文献集　在日

本朝鮮言論出版人協会　東京　在日本朝鮮言論出

版人協会　1969.10　123p, 図版　21㎝　 0980

キム・イルソン著作選集　1　金日成　ピョンヤ

ン（平壌）　外国文出版社　1970　11, 692p　23㎝　

 0981

70年安保と朝鮮問題　安保・沖縄問題研究会　東

京　労働旬報社　1970.1　161p　18㎝　 0982

南朝鮮革命と祖国の統一　金日成　東京　未来社　

1970.4　480p, 肖像　22㎝　 0983

千里馬の国　東京　朝鮮画報社　1970.5　72p　21

㎝　 0984

日朝友好みんなで根づよく　日朝協会愛知県連

合会　名古屋　日朝協会愛知県連合会　1970.5　

59p　25㎝　 0985

南朝鮮政治史　高峻石　東京　刀江書院　1970.6　

3, 470p　22㎝　 0986

朴正煕選集　朴正煕　東京　鹿島研究所出版　

1970.6　3冊　22㎝　 0987

（1）韓民族の進むべき道
（2）国家・民族・私
（3）主要演説集

朝鮮戰爭簡史　陳真　［香港］　香港朝陽出版社　

1970.9　46p, 図版　18㎝　 0988

社会主義朝鮮　川越敬三　東京　新日本出版社　

1970.7　216p　18㎝　 0989

見捨てられた在韓被爆者　竹中労　東京　日新報

道　1970.10　284p　19㎝　 0990

金日成著作集　第1-5巻 1945年-1958年　金日成　

東京　未来社　1970-1971　5冊　22㎝　 0991

金日成と南朝鮮　大森実　東京　サイマル出版会　

1970.11　204p　19㎝　 0992

朝鮮戦争と戦略論争　John W. Spanier　東京　

原書房　1970.12　2, 3, 229, 3p　19㎝　 0993

韓国の思想と行動　梶村秀樹　東京　太平出版社　

1971.4　302p　20㎝　 0994

東京・ソウル・台北　山本剛士　東京　三省堂　

1971.6　210p　18㎝　 0995

韓 国・ 光 と 影　岡井輝雄　東京　若樹書房　

1971.4　300p　19㎝　  0996

アメリカと朝鮮戦争　Glenn D. Paige　東京　サ

イ マ ル 出 版 会　1971　8, 371p　 肖 像　19㎝　

 0997

朝鮮統一への胎動　佐藤勝巳　東京　三省堂　

1971.8　360p　20㎝　 0998

北朝鮮と南朝鮮　林建彦　東京　サイマル出版会　

1971　8, 256p　19㎝　 0999

チョンリマの国朝鮮　山口久太　東京　東海大学

出版会　1972.1　197p, 図版15枚　肖像　22㎝　

 1000

新しい朝鮮から　太平出版社　東京　太平出版社　

1972.4　263p　20㎝　 1001

人民のなかで　朝鮮労働党中央委員会党歴史研究

所　東京　未来社　1972.3　442p, 肖像　20㎝　

 1002

現代帝国主義と南朝鮮　金炳植　東京　未来社　

1972.4　vi, 565p　22㎝　 1003

日本人と朝鮮人　吉留路樹　東京　エール出版社　

1972.6　230p　19㎝　 1004

暗殺　孫忠武　東京　晴文社　1972.6　380p （図

共）　20㎝　  1005
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アメリカ朝鮮侵略史　金煕一　東京　雄山閣出版　

1972.6　15, 534p, 図版　20㎝　 1006

朝 鮮1945-1950　 高 峻 石　 東 京　 三 一 書 房　

1972.12　306p　20㎝　 1007

朝鮮の政治社会　Gregory Henderson　東京　サ

イマル出版会　1973　15, 382p　19㎝　 1008

日本軍国主義と朝鮮　中川信夫　東京　田畑書店　

1973.2　303p　20㎝　 1009

朝鮮亡滅　上　Homer B. Hulbert　東京　太平出

版社　1973.3　288p（図・肖像共）　20㎝　 1010

朝鮮戦争　洞富雄　東京　新人物往来社　1973.3　

203p　20㎝　 1011

アジアの焦点　岡倉古志郎　東京　時事通信社　

1973.6　338p　19㎝　 1012＊

南朝鮮の反日論　渋谷仙太郎　東京　サイマル出

版会　1973　8, 208p, 図版2枚　19㎝　 1013

討論日本のなかのアジア　堀田善衛　東京　平凡

社　1973.8　265p　19㎝　 1014

独裁と私の闘争　金大中　東京　光和堂　1973.6　

331p　19㎝　 1015

ルポ・朝鮮最近史　江口浩　東京　現代史出版会　

1973.9　275p　19㎝　 1016

日本にとって韓国とはなにか　韓国研究院　東

京　日新報道　1974.1　241p　19㎝　 1017＊

ソウル特派員報告　猪狩章　東京　柘植書房　

1974.3　387p（図とも）　19㎝　 1018

戦後朝・日関係史　高峻石　東京　田畑書店　

1974.4　317p　20㎝　 1019

現代朝鮮史　岡倉古志郎　東京　太平出版社　

1971.10-1974.6　3冊　20㎝　 1020

（1）1945～50年解放朝鮮の歴史
（2）1950～53年朝鮮戦争の歴史
（3）1953～66年分裂朝鮮の歴史

韓 国 か ら の 通 信　T・K生　 東 京　 岩 波 書 店　

1974.8-1977.10　3冊　18㎝　 1021

朴政権の素顔　吉留路樹　東京　エール出版社　

1974.9　250p　19㎝　 1022

韓 国 言 論 抵 抗 史　 高 峻 石　 東 京　 二 月 社　

1974.11　254p　20㎝　 1023

アジアからの直言　鶴見良行　東京　講談社　

1974.12　214p　18㎝　 1024

歎きの朝鮮革命　Park Kap Tong　東京　三一書

房　1975.1　231p　20㎝　 1025

私 の 朝 鮮 語 小 辞 典　長璋吉　東京　北洋社　

1973.11　254, 12p, 図版［4］p　20㎝　 1026

日韓独裁と人権　猪狩章　大阪　科学情報社　

1975.3　ix, 487p, 図版　19㎝　 1027

日 本 人 と 朝 鮮 人　金一勉　東京　三一書房　

1975.5　263p　20㎝　 1028

日本と韓国　朝日新聞社　東京　朝日新聞社　

1975.5　238p　 19㎝　  1029

日韓問題の歴史と構造　中川信夫　東京　未来社　

1975.7　268p　20㎝　 1030

抗日革命期著作選集　金日成　東京　三省堂　

1975.9　202p, 肖像　20㎝　  1031

日韓関係の基礎知識　日韓関係研究会　東京　田

畑書店　1975.11　344p　21㎝　 1032

黎明の打鐘棒　金鍾泰　東京　同成社 統一革命

党在日韓国人連帯委員会（製作）　1975.12　387p　

図版, 肖像　19㎝　 1033

資料 日韓関係　日韓関係を記録する会　東京　現

代史出版会　1976　2冊　19㎝　 1034

（1）政治・経済・拷問の実態
（2）人脈・金脈・KCIAの実態

KCIA「韓国中央情報部」　在日朝鮮民主法律家

協会　東京　朝鮮青年社　1976.5　144p　18㎝　

 1035

朝 鮮 を 考 え る　山本剛士　東京　亜紀書房　

1976.5　349p　19㎝　 1036

朝 鮮 の 戦 火　大森実　東京　講談社　1976.7　

350p　19㎝　  1037

朝鮮の統一と人権　上田誠吉　東京　合同出版　

1976.7　294p　20㎝　 1038

もう一つの韓国　鳥羽欽一郎　東京　東洋経済新

報社　1976.7　247p　19㎝　 1039
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韓国は何をめざすか　柳赫仁　東京　サイマル出

版会　1977　175p, 図版　19㎝　 1040

誰も書かなかった北朝鮮　加瀬英明　東京　サン

ケイ出版　1977.4　222p, 図版［2］p　19㎝　 1041

朝鮮半島のすべて　福田恆存　東京　高木書房　

1977.10　329p　20㎝　 1042

「韓国」中央情報部KCIAの対日・対米工作　日

本共産党中央委員会出版局　東京　日本共産党中

央委員会出版局　1977.4　［32］p　21㎝　 1043

韓国四月革命　「韓国四月革命」刊行委員会　東京　

柘植書房　1977.6　295p, 図版　20㎝　 1044

金大中事件　森哲郎　小川町（埼玉県）　出版工房　

1977.10　23p　18㎝　 1045

朴正煕その独裁と腐敗　金万峰　東京　エール出

版社　1976.10　324p　19㎝　 1046

〔Ｋ 地方史〕

朝鮮大邱一斑　三輪如鐵　東京；大阪　杉本梁江

堂　1911.1　4, 246p, 図版　23㎝　 1047＊

大邱一斑　三輪如鐵　大邱　玉村書店　1911.1　

2, 4, 4, 262, 32p, 図版［4］p　22㎝　 1048

木浦誌　木浦誌編纂会　［木浦］　木浦誌編纂会　

1914.2　648p, 図版　23㎝　 1049＊

平壤發展史　平壤民團役所　平壤　平壤民團役所　

1914.7　524p　23㎝　 1050

馬山港誌　諏方史郎　馬山　朝鮮史談會　1926.9　

8, 224p, 図版　23㎝　 1051

仁川府史　仁川府　［仁川］　仁川府　1933.10　2, 

2, 24, 1526, 29p, 図版 ［10］ p　23㎝　 1052＊

京城府史　京城　京城府　1934-1936　2冊　27㎝　

 1053

京城史話　［正、続］　岡田貢　京城　日韓書房　

1936-1937　2冊　23㎝　 1054

平 安 北 道 史　平安北道　［京城］　平安北道　

1938.10　8, 992p, 図版31枚　23㎝　 1055＊

大邱府史　大邱府　［大邱］　大邱府　1943.3　5, 

295, 233, 256p　22㎝　 1056＊

島根県竹島の新研究　田村清三郎　松江　田村清

三郎　1965.11　160p, 図版　22㎝　 1057

竹島の歴史地理学的研究　川上健三　東京　古今

書院　1966.8　2, 5, 296, 8p, 図版［15］枚　22

㎝　 1058

竹島史稿　大熊良一　東京　原書房　1968.12　7, 

277p, 図版　22㎝　 1059＊

済 州 島　韓東亀　東京　国書刊行会　1975.12　

398p, 図版　22㎝　 1060

済州島血の歴史　金奉鉉　東京　国書刊行会　

1978.4　12, 330p　22㎝　 1061

〔Ｌ 伝記〕

文禄征韓水師始末朝鮮李舜臣傳　柴山尚則　

［1892.1］　52p　19㎝　 1062＊

現今清韓人傑伝　杉山米吉　東京　杉山書店　

1894.9　31, ［54］p　18㎝　 1063＊

陸奥宗光　坂崎斌　東京　博文館　1898.6　2, 8, 

344, 8p, 図版4枚　23㎝　 1064

福翁自傳　福沢諭吉　東京　時事新報社　1899.6　

2, 2, 549p, 図版2枚　19㎝　 1065

丸山作樂傳　丸山正彦　東京　丸山正彦　1899.12　

5, 8, 354, 112, 23, 3p, 図版3枚　22㎝　

 1066＊

在韓人士名鑑　中田孝之介　木浦　木浦新報社　

1905.6　6, 88, 182p, 図版30p　22㎝　 1067＊

西南記傳　上巻1-2、中巻1-2、下巻1-2　黒龍会　

東京　黒龍會本部　1908-1911　6冊　23㎝　

 1068＊

伊藤公と韓国　原田豊次郎　京城　日韓書房　

1909.11　3, 2, 119, 14p, 図版　23㎝　 1069

伊藤公實録　中原邦平　東京　啓文社　1910.1　

3, 670p, 図版14枚　23㎝　 1070

現代漢城の風雲と名士　細井肇　京城　日韓書房　

1910.5　239, 32p　23㎝　 1071

伊藤公演説全集　博文館編輯局　東京　博文館　

1910.10　3, 12, 868p　23㎝　 1072

朝鮮貴族列傳　大村友之丞　京城　朝鮮研究會　

1910.12　6, 263p, 図版　27㎝　 1073＊
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藤公餘影　古谷久綱　東京　民友社　1910.11　2, 

12, 3, 6, 320, 6, 5p, 図版15枚　23㎝　 1074＊

朝鮮偉勲録　此経春也　京城　文林堂　1911.9　

3, 2, 2, 2, 113, 12, 6, 4p　22㎝　 1075

天下之怪傑頭山滿　吉田俊男　東京　成功雜誌社　

1912.6　218p, 図版［5］枚　19㎝　 1076

子爵花房義質君事略　黒瀬義門　東京　小林武之

助　1913.7　16, 6, 4, 334p, 図版39枚　23㎝　

 1077＊

博士長谷川芳之助　山口正一郎　東京　政教社　

1913.12　4, 4, 175, 178p, 図版　23㎝　 1078

來島恒喜　東京　岡保三郎　1913.10　5, 3, 278, 

20p, 図版9枚　22㎝　 1079

大鳥圭介傳　山崎有信　東京　北文館　1915.2　

43, 628, 8p, 図版3枚　23㎝　 1080＊

鶴原定吉君略傳　池原鹿之助　魚崎村（兵庫県）　

池原鹿之助　1917.8　6, 10, 190, 28, 4p, 図版

15枚　23㎝　 1081

井上侯全傳　伊藤仁太郎　東京　忠文堂　1918.5　

2, 9, 529p　23㎝　 1082

井上角五郎君畧傳　古庄豊　東京　井上角五郎

君功勞表彰會　1919.11　2, 12, 212, 4p　23㎝　

 1083＊

元帥寺内伯爵傳　黒田甲子郎　東京　元帥寺内伯

爵傳記編纂所　1920.10　4, 6, 961, 185, 16p

　23㎝　 1084

朝鮮古今名賢傳　朝鮮弘文社　東京　弘文社東京

支社　1923.6　2, 22, 495p, 図版　23㎝　 1085

三島太郎氏記念誌　中島司　東京　澤田信太郎　

1923.6　3, 6, 1, 615p, 図版　23㎝　 1086

朝鮮文廟及陞廡儒賢　小田省吾　京城　朝鮮史

学会　1924.3　2, 2, 37, 37, 26, 107, 20, 3p　

23㎝　 1087

観樹将軍回顧録　政教社　東京　政教社　1925.3　

4, 572p, 図版17枚　23㎝　 1088

人の面影　第1輯　朝鮮及朝鮮人社　京城　朝鮮及

朝鮮人社　1926.7　6, 15, 332p　19㎝　 1089＊

伊藤公全集　伊藤博文　東京　伊藤公全集刊行會　

1927.1-1927.6　3冊　23㎝　 1090

朝鮮及満蒙に於ける北陸道人史　荻野勝重　京

城　北陸道人史編纂社　1927.4　14, 14, 272, 

657p, 図版　23㎝　 1091

朝鮮台湾支那豊国人奮闘史　姫野,官一郎　京城　

豊国人奮闘史編纂社　1927.6　14, 1025p, 図版, 

肖像　22㎝　  1092

和歌山縣人鮮満發達史　稗田秀吉　和歌山　和歌

山縣人鮮満發達史編纂部　1927.8　6, 304p　23

㎝　 1093

大 久 保 甲 東 先 生　徳富蘇峰　東京　民友社　

1927.10　4, 12, 478, 20p　20㎝　 1094

青淵回顧録　上下巻　渋沢栄一　東京　青淵回顧

録刊行会　1927　2冊　23㎝　 1095

一堂紀事　全　金明秀　京城　一堂紀事出版所　

1927.12　90, 23, 815, 1p, 図版　23㎝　 1096

明石元二郎　上下巻　小森徳治　台北　台湾日日

新報社　1928.4　2冊　23㎝　 1097

日下義雄傳　中村孝也　東京　長谷井千代松　

1928.3　6, 2, 6, 8, 25, 432, 2, 9, 3p, 図版　

23㎝　 1098

朝鮮陞廡儒賢年表　大東斯文會　京城　大東斯文

會　1928.12　1冊　23㎝　 1099

觀樹将軍縦横談　熊田葦城　東京　實業之日本社　

1924.12　3, 4, 284p　19㎝　 1100

伯爵陸奥宗光遺稿　陸奥廣吉　東京　岩波書店　

1929.1　2, 5, 775p, 図版2枚　23㎝　 1101

素空山縣公傳　徳富蘇峰　東京　山縣公爵傳記編

纂會　1929.9　5, 6, 4, 25, 716, 64p, 図版　

23㎝　 1102

五十年の回顧　朴榮喆　京城　朴榮喆　1929.9　

2, 2, 2, 6, 744p, 図版［1］枚　21㎝　 1103＊

三峰下岡忠治傳　三峰会　東京　三峰会　1930.11　

4, 11, 652, 10p, 図版　23㎝　 1104

朝鮮菓業家名鑑　高野敬三　京城　東亞食料品新

報社　1930.9　339p, 図版［16］p　23㎝　 1105

小田幹治郎遺稿　小田幹治郎　神戸　小田梢　

1931.3　14, 3, 223, 7p, 図版　23㎝　 1106

落合兼臣自叙傳　前編　落合兼臣　京城　落合兼

臣　1931.12　3, 4, 764p, 図版3枚　23㎝　 1107
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新聞遍路　佐藤巖　東京　松山房　1931.12　13, 

5, 217p, 図版1枚　19㎝　 1108

田健治郎傳　田健治郎伝記編纂会　東京　田健治

郎傳記編纂會　1932.6　4, 11, 644, 42p, 図版

［16］枚　23㎝　 1109

仁尾惟茂先生傳　尾崎吸江　東京　仁尾翁頌徳

事業実行委員会　1933.5　330p, 図版4枚　22㎝　

 1110

東亜先覚志士記伝　上中巻　葛生能久　東京　黒

龍会出版部　1933-1936　2冊　23㎝　 1111

陸奥宗光伝　渡辺幾治郎　東京　改造社　1934.8　

2, 8, 403p　肖像　19㎝　 1112

太田秀穗氏還暦記念文集　太田秀穗氏還暦祝賀會　

東京　文化書房　1935.1　1, 8, 325, 4p　23㎝　

 1113

宇垣一成論　井上收　京城　日刊大陸社　1935.2　

6, 6, 444p, 挿図（2図）　19㎝　 1114

囘顧七十年　永瀧久吉　東京　永瀧久吉　1935.7　

5, 5, 305p, 図版20枚　23㎝　 1115

維新と人物　賀田直治　［京城］　帝國地方行政學

會朝鮮本部　1935.10　311p　20㎝　 1116

枡富安左衛門追想録　川添万壽得　東京　枡富テ

ルコ　1935.10　8, 6, 1025p, 図版35枚　23㎝　

 1117

朝鮮を語る　宇垣一成　東京　實業之日本社　

1935.10　15, 166p, 図版［3］枚　19㎝　 1118

黄冠秋本豊之進君　和田一郎　東京　和田一郎　

1935.11　214, 19, 4p, 図版19枚　23㎝　 1119

伊藤公直話　伊藤博文　東京　千倉書房　1936.7　

5, 6, 372p, 図版3枚　20㎝　 1120

富田儀作伝　中島司　朝鮮鎮南浦府　富田精一　

1936.8　15, 599p, 肖像　20㎝　 1121

瀬 野 馬 熊 遺 稿　瀬野馬熊　東京　瀬野いと　

1936.10　8, 2, 2, 3, 470, 4p, 図版　23㎝　

 1122＊

斎藤子爵を偲ぶ　中村,健太郎　京城　朝鮮仏教

社　1937.2　6, 4, 8, 473p, 図版26枚　20㎝　

 1123

宇 垣 一 成　鎌田澤一郎　東京　中央公論社　

1937.2　4, 21, 473p, 図版［8］p　19㎝　 1124

巨人斎藤實　村上貞一　東京　新潮社　1937.2　

327p, 図　20㎝　 1125

林銑十郎傳　樺山友義　東京　北斗書房　1937.3　

258p, 図版　20㎝　 1126

論策と随筆　水野錬太郎　東京　水野錬太郎先生

古稀祝賀會事務所　1937.6　3, 3, 7, 928p, 図

版31枚　23㎝　 1127

菊 地 太 惣 治　菊地甫　東京　菊地甫　1937.10　

332p, 図版11枚　22㎝　 1128

木内重四郎傳　馬場恒吾　東京　ヘラルド社　

1937.10　6, 7, 394p, 図版　21㎝　 1129

男爵目賀田種太郎　故目賀田男爵伝記編纂会　東

京　故目賀田男爵伝記編纂会　1938.6　20, 823, 

229p, 図版　23㎝　 1130＊

身 邊 雜 話　宇垣一成　東京　今日の問題社　

1938.7　299p, 図版　19㎝　 1131

澁澤榮一自叙傳　渋沢栄一　東京　澁澤翁頌徳

会　1938.8　10, 12, 1019, 59p, 図版4枚　23㎝　

 1132

木 村 久 太 郎 翁　野村愛正　東京　木村國治　

1938.10　4, 296p, 図版4枚　23㎝　 1133

青年金玉均　김기진　京城　漢城圖書　1936.12　

392p, 図版［2］p　19㎝　 1134

孤 竹 高 山 長 幸　後藤朝太郎　東京　孤竹會　

1938.12　1冊　24㎝　  1135

伯 爵 珍 田 捨 己 傳　菊池武徳　東京　共盟閣　

1938.12　3, 10, 320p, 図 版 ［10］ 枚　23㎝　

 1136

室田義文翁譚　東京　常陽明治記念会東京支部　

1938.12　341, 38p　19㎝　 1137

頭山滿翁一代記　薄田斬雲　東京　岡倉書房　

1939.4　328p　19㎝　  1138

宮 尾 舜 治 傳　黒谷了太郎　東京　吉岡荒造　

1939.4　3, 7, 18, 550, 92, 18p　23㎝　 1139

樗堂言行録　須永元　東京 政教社　1939.6　4, 

2, 137p,　図版4枚　23㎝　 1140
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半島の事業王野口遵　片桐竜吉　東京　東海出版

社　1939.9　250p　19㎝　 1141

國司浩助氏論叢　桑田透一　東京　日本水産　

1939.10　2冊　22㎝　  1142

（1）國司浩助氏論叢
（2）「國司浩助氏論叢」を讀みて

山 田 小 太 郎 先 生　井坂秀雄　東京　學佛會　

1940.1　6, 5, 925, 120, 34p, 図版　20㎝　

 1143

岩佐祿郎君追想録　岩佐祿郎　東京　川流堂　

1940.8　2, 6, 241, 3, 44, 12p　23㎝　 1144

中谷庄兵衛追悼録　大日本頌徳會　東京　大日本

頌徳會　1941.4　8, 7, 138, 10p, 図版6枚　22

㎝　 1145

偉人日疋信亮　石井伝一　東京　警醒社　1941.5　

215p, 図版［5］p　19㎝　 1146

秋山雅之介傳　秋山雅之介傳記編纂会　東京　秋

山雅之介傳記編纂會　1941.5　3, 18, 505p, 図

版　22㎝　 1147

岡本桂次郎傳　阿部薫（記者）　京城　岡本桂次郎

傳記刊行會　1941.10　7, 18, 246, 152p, 図版 

［32］ 枚　23㎝　 1148

韓相龍君を語る　韓翼教　京城　韓相竜氏還暦記

念会　1941.12　6, 18, 908, 2, 20, 8p, 図版　

22㎝　 1149＊

子爵齋藤實傳　齋藤子爵記念會　東京　齋藤子爵

記念會　1941.5-1942.2　4冊　22㎝　 1150

剣掃録　井上雅二　［東京］　［大参社］　1944.1　

1069p, 図版　22㎝　 1151

興亞一路井上雅二　永見七郎　東京　刀江書院　

1942.4　2, 3, 6, 1188p, 図版　22㎝　 1152

山本重治郎傳　山本重治郎　桑名　山本重治郎　

1942.5　13, 398p, 図版32枚　20㎝　 1153

大 亜 細 亜 先 覚 伝　田中正明　大阪　象山閣　

1942.5　332p, 図版　19㎝　 1154

淡翁　鎌田共済会　坂出町（香川県）　鎌田共済会　

1942.5　97p　24㎝　 1155

伊藤博文公年譜　春畝公追頌会　東京　春畝公追

頌會　1942.6　339p　22㎝　 1156

興亞風雲譚　井上右　東京　平凡社　1942.9　16, 

408p　19㎝　 1157

大島宇吉翁傳　野田兼一　名古屋　新愛知新聞社　

1942.10　8, 27, 554p, 図版19枚　22㎝　 1158

李 仁 錫 上 等 兵　朴永朗　京城　大同出版社　

1942.12　118p, 肖像　19㎝　 1159

陸軍大將鈴木莊六　故鈴木荘六大将伝記編纂委員　

東京　故鈴木荘六大将伝記編纂委員　1943.2　3, 

10, 519, 3, 5p, 図版　22㎝　 1160

今 井 田 清 徳　今井田清徳　東京　武田泰郎　

1943.4　3, 22, 883, 2p　22㎝　 1161

櫟 庵 岩 佐 珵 蔵　岩佐珵蔵　東京　岩佐凱實　

1943.5　3, 302p, 図版16枚　22㎝　 1162

工學博士白石直治傳　南海洋八郎　東京　工學博

士白石直治傳編纂會　1943.11　17, 19, 692p, 

図版, 肖像　22㎝　 1163

宇佐美勝夫氏之追憶録　故宇佐美勝夫氏記念会　

東京　故宇佐美勝夫氏記念会　1943.11　333p, 

図版3枚　22㎝　 1164

井上角五郎先生傳　近藤吉雄　東京　井上角五郎

先生傳記編纂會　1943.12　4, 6, 14, 556, 14p, 

図版　22㎝　 1165＊

野口遵　鴨居悠　東京　東晃社　1943.12　348p, 

肖像　21㎝　 1166

伊藤博文傳　上中下卷　春畝公追頌会　東京　春

畝公追頌會　1940.10　3冊　22-23㎝　 1167

評傳伊藤博文　鈴木安蔵　東京　昭和刊行會　

1944.2　11, 365p　19㎝　 1168

金玉均傳　上巻　古筠記念会　東京　慶應出版

社　1944.5　2, 3, 10, 508p, 図版［2］枚　21㎝　

 1169

丸山作楽　入江湑　島原　さくら会　1944.9　4, 

268p, 図版, 肖像　19㎝　 1170

馬場鍈一傳　青木信光　東京　青木信光　1945.12　

8, 2, 13, 3, 432, 3, 181, 6p　図版, 肖像　22

㎝　 1171

独立指導者朴烈　朴烈　東京　新朝鮮建設同盟宣

伝部　1946.9　31p　18㎝　 1172
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運命の勝利者朴烈　布施辰治　東京　世紀書房　

1946.12　5, 256p　19㎝　 1173

宇垣一成の歩んだ道　渡辺茂雄　東京　新太陽社　

1948.7　294p　19㎝　 1174

妾の半生涯　福田英子　東京　實業之日本社　

1949.1　3, 195p　18㎝　 1175

松 籟 清 談　宇垣一成　東京　文芸春秋新社　

1951.2　346p　19㎝　 1176

マッカーサーの謎　John Gunther　東京　時事通

信社　1951.5　368p　19㎝　 1177

野口遵翁追懐録　高梨光司　大阪　野口遵翁追懐

録編纂会　1952.9　4, 2, 12, 987p, 図版　22㎝　

 1178＊

松井茂自傳　松井茂先生自傳刊行會　東京　松井

茂先生自傳刊行會　1952.9　4, 2, 3, 548p, 図

版［8］p　22㎝　 1179

有賀さんの事蹟と思い出　有賀光豊　東京　研文

社　1953.5　31, 480p　22c 1180

古稀記念誌　丸山先生古稀祝賀會　［出版地不明］　

丸山先生古稀祝賀會　［19--］　65p, 図版　22㎝　

 1181

七十年ところどころ　丸山鶴吉　東京　七十年と

ころどころ刊行会　1955.9　4, 407p, 図版11枚　

19㎝　 1182

宇垣日記　宇垣一成　東京　朝日新聞社　1954.8　

3, 413p　22㎝　 1183

朝鮮米と共に三十年　井上則之　東京　米友会　

1956.2　143p, 図版　19㎝　 1184

岩井先生古稀記念録　［出版地不明］　［岩井誠四

郎先生古稀祝賀会］　［1956］　135p, 図版［4］p, 

［1］枚　22㎝　 1185

鳥山喜一先生略年譜著作目録　鳥山喜一　［東

京］　鳥山松本両先生古稀祝賀記念会　1956.10　

12p　21㎝　 1186

松本重彦先生略年譜著作目録　松本重彦　［東

京］　鳥山松本両先生古稀祝賀記念会　1956.10　

6p　21㎝　 1187

韓國を動かす人達　第2選・50人集　韓徹永　東

京　国際調査社　1956.11　236p　18㎝　 1188

南次郎　御手洗辰雄　東京　南次郎伝記刊行会　

1957.12　12, 6, 578p, 図版5枚　22㎝　 1189

回顧録　山田三良　東京　山田三良先生米寿祝賀

会　1957.11　6, 341p, 図版4枚　22㎝　 1190

伊藤博文　中村菊男　東京　時事通信社　1958.7　

6, 214p, 図版［4］p　18㎝　 1191

大統領李承晩博士略傳　［ソウル］　大韓民國公報

處　［195-］　24p, 肖像　22㎝　 1192

李承晩博士의片貌　［ソウル］　大韓民國公報處　

［195-］　16p, 図版［1］枚　18㎝　 1193

李承晩博士傳　金中源　布施　美国社団法人韓美

文化協会大阪支部　1958.8　14, 465p, 図版［20］

枚, 挿図　23㎝　 1194

長谷場純孝先生伝　富宿三善　串木野　長谷場

純孝先生顕彰会　1961.1　14, 443p, 図版［13］p　

22㎝　 1195

野口遵　吉岡喜一　東京　フジ・インターナショ

ナル・コンサルタント出版部　1962.7　360p, 肖

像　22㎝　 1196

林繁蔵回顧録　林繁蔵回顧録編集委員会　東

京　林繁蔵回顧録編集委員会　1962.12　13, 7, 

436p, 図版11枚　19㎝　 1197＊

葛山鴻爪　小磯国昭　東京　小磯国昭自叙伝刊行

会　1963.8　931p, 図版　23㎝　 1198

荒 野 の 石　林省三　東京　甲陽書房　1964.6　

592p　19㎝　 1199

マッカーサー回想記　上下　Douglas MacArthur　

東京　朝日新聞社　1964.10　2冊　20㎝　  1200

大井憲太郎　平野義太郎　東京　吉川弘文館　

1965.10　12, 352p, 図版［2］p　18㎝　 1201

久保田豊　永塚利一　東京　電気情報社　1966.4　

398p　22㎝　 1202

回想録　星野喜代治　［東京］　日本不動産銀行十

年史編纂室　1967.3　262, 23p, 図版13枚　22㎝　

 1203

朝鮮名将伝　李殷直　東京　新興書房　1967.4　

222p　18㎝　 1204

回顧録　小川蔵夫　東京　政経社　1967.8　3, 8, 

497p （図版共）, 図版　19㎝　 1205
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国士内田良平伝　黒竜倶楽部　東京　原書房　

1967.10　8, 784p, 図版　22㎝　 1206

金日成の思想と行動　玉城素　東京　コリア評論

社　1968.5　7, 406p　19㎝　 1207

夜明けの聖火　金鐘信　東京　韓国書籍センター　

1968.6　386p　 22㎝　 1208

金 日 成 伝　白峯　東京　雄山閣出版　1969.4-

1970.2　3冊　22㎝　 1209

湯浅倉平　林茂　東京　湯浅倉平伝記刊行会　

1969.12　507p, 図版　22㎝　 1210

金日成同志の革命活動　金日成同志の革命活動翻

訳委員会　東京　雄山閣　1972.3　271p, 図版

［15］p　22㎝　 1211

金日成首相の思想　金炳植　東京　読売新聞社　

1972.4　408p　19㎝　 1212

金日成主席談話集　金日成　東京　読売新聞社　

1973.6　369p, 肖像　20㎝　 1213

朴 烈　金一勉　東京　合同出版　1973.9　254p　

19㎝　 1214

柳宗悦　鶴見俊輔　東京　平凡社　1976.10　270p　

20㎝　 1215

朝鮮史に生きる人びと　全浩天　東京　そしえて　

1977.8　285p　20㎝　 1216＊

キム・イルソン　Wilfred G. Burchett　ピョン

ヤン　外国文出版社　1977　338p　21㎝　 1217

朴正煕　吉典植　東京　サンケイ出版　1977.8　

200p　22㎝　 1218

〔Ｍ 地誌・紀行・旅行案内〕

朝鮮八道誌　小松運　東京　東山堂　1887.4　6, 

4, 2, 116p　19㎝　 1219＊

新撰朝鮮地理誌　大田才次郎　東京　博文館　

1894.10　2, 4, 262p　19㎝　 1220

支那朝鮮形勢録　秋山四郎　東京　共益商社　

1894.10　2, 2, 91p, 地図　22㎝　  　1221＊

朝鮮地誌要略　松本謙堂　大阪　鍾美堂　1894.7　

8, 96p　18㎝　 1222＊

韓 半 島　信夫淳平　東京　信夫淳平　1901.9　

694p, 図版　23㎝　 1223＊

清韓露渡航案内　桑村常之丞　東京　小川尚栄堂　

1904.5　2, 198p　20㎝　 1224

韓國地理　矢津昌永　東京　丸善　1904.9　2, 4, 

214p, 図版2枚, 挿図　23㎝　 1225＊

京 釜 鐵 道 案 内　京釜鐵道　東京　京釜鉄道　

1905.8　2, 3, 103, 19, 14p, 図版　19㎝　

 1226＊

韓國新地理　田淵友彦　東京　博文館　1905.9　

2, 10, 338p　23㎝　 1227

平壌案内記　増谷安治　平壌　北韓実業興振社　

1906.11　2, 2, 2, 6, 265p　20㎝　 1228

朝日新聞滿韓巡遊船　東京　東京朝日新聞會社　

1906.12　12, 304, 8, 6p, 図版5枚, 挿図　23㎝　

 1229＊

韓国漫遊案内　第1輯　堀川遠　京城　盛文堂　

1907.9　2, 81p, 図版［7］枚, 地図　18㎝　 1230

京城案内記　上邨正巳　京城　日韓書房　1908.7　

4, 110, 17p　15×23㎝　 1231

瀋水韓山　北村木次郎　上田町（長野県）　北村木

次郎　1908.3　6, 107p, 図版［7］枚　19㎝　 1232

韓國新地理　田淵友彦　東京　博文館　1905.9　

2, 10, 338p　23㎝　 1233

韓國南滿洲　野口保興　東京　成美堂　1910.2　

4, 7, 218p, 図版16枚　23㎝　 1234

満韓巡錫録　田中霊鑑　大阪　香野蔵治　1910.3　

5, 106, 8p, 図版　22㎝　 1235＊

間嶋産業調査書　統監府臨時間島派出所残務整理

所　［東京］　統監府臨時間島派出所殘務整理所　

1910.3　2, 17, 549, 83, 10, 230p　27㎝　

 1236＊

産業之栞　［全州］　［全羅北道］　［1910.9］　96p　

23㎝　 1237

鎭南浦案内記　鎭南浦新報社　鎭南浦　鎭南浦新

報社　1910.10　4, 3, 2, 160p　20㎝　 1238＊

朝鮮名勝記　渡邊豪　京城　朝鮮名勝記編纂所　

1910.12　20, 302p　20㎝　 1239
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東朝鮮　元山毎日新聞社　元山　元山毎日新聞社　

1910.9　210p　22㎝　 1240＊

鴨緑江　大崎峰登　東京　兵林館　1910.2　4, 5, 

4, 240, 28p, 図版　22㎝　 1241

朝鮮半島　山道襄一　京城　日韓書房　1911.5　

11, 12, 297, 327p　23㎝　 1242＊

滿韓觀光團誌　滿韓觀光團　［宇都宮］　滿韓觀光

團　1911.7　18, 425, 3p, 図版 ［11］ 枚, 挿図, 

肖像　23㎝　 1243

朝鮮誌　吉田英三郎　京城　町田文林堂　1911.12　

2, 30, 906p　23㎝　 1244

日本海之對岸　林静治　新潟　積善組合　1911.12　

279, ［14］p, 図版［23］枚　23㎝　 1245

京城發達史　京城居留民団　［京城］　京城居留民

団役所　1912.6　3, 2, 2, 1, 14, 477p　23㎝　

 1246＊

京仁通覧　福崎毅一　大阪　中村三一郎　1912.6　

198p, 図版　19㎝　 1247＊

最新朝鮮地誌　日韓書房編輯部　京城　日韓書房　

1912.6　9, 454, 3, 52p　23㎝　 1248

新撰京城案内　青柳綱太郎　京城　朝鮮研究會　

1913.3　8, 326p, 図版［16］p　23㎝　 1249

仁川港設備一斑　［京城］　朝鮮總督官房土木局　

［19--］　20p, 図版2枚　19㎝　 1250

北朝鮮誌　山田市太郎　大阪　［弘英舎印刷所］　

［1913］　［12］, 398, 291p　22㎝　 1251＊

朝鮮金剛山探勝記　竹内直馬　東京　冨山房　

1914.8　3, 2, 1, 1, 120p, 図版　23㎝　 1252

釜山港設備一斑　［191-］　2, 30p　19㎝　 1253

最近京城案内記　朝鮮研究會　京城　朝鮮研究會　

1915.4　4, 7, 270p, 図版［12］枚　19㎝　 1254＊

朝鮮名勝詩選　成島鷺村　京城　衍文社　1915.7　

44, 630p　18㎝　  1255＊

北鮮紀行　佐々木米三郎　福井　佐々木米三郎　

1915.9　72p　22㎝　 1256

京城案内　石倉留吉　京城　京城協賛會　1915.9　

5, 272p, 図版8枚　20㎝　 1257＊

始政五年記念朝鮮物産共進會京城協賛會報告　

京城協賛會残務取扱所　京城　京城協賛會残務取

扱所　1916.3　3, 173p　23㎝　 1258

朝鮮之三大港　會田寅吉　仁川　巖松堂仁川店　

1916.6　185p　23㎝　 1259

平壌風景論　小田原正人　京城　朝鮮研究會　

1917.6　3, 2, 2, 2, 1, 7, 183p　23㎝　 1260＊

間島事情　上塚司　［大連］　南滿洲鐵道總務部調

査課　1918.6　5, 86, 2, 15, 41p　22㎝　

 1261＊

漢京一年　永楽町人　仁川　朝鮮新聞社　1918.7　

368, 15p　23㎝　 1262

朝鮮鐵道旅行案内　南満州鉄道株式会社　［京

城］　南満洲鐵道株式會社京城管理局　1918.3　

7, 176, 2, 36p, 図版［35］枚, 地図［20］枚　18㎝　

 1263

朝鮮金剛山探勝記　菊池幽芳　東京　洛陽堂　

1918.7　182, 6p　23㎝　 1264

新日本見物　東京　金尾文淵堂　1918.6　456p, 

図版　23㎝　 1265

朝鮮地誌資料　朝鮮総督府臨時土地調査局　［京

城］　朝鮮總督府　1918　438p, 図版［14］枚　20

㎝　 1266＊

支 那 案 内　鐵道院　［東京］　鐵道院　1919.10　

23, 22, 494, 52p, 図版　17㎝　 1267

慶州誌　奥田悌　大邱　玉村書店　1920.1　4, 

2, 7, 314p, 図版［8］枚, 折り込図［5］枚　19㎝　

 1268＊

鎭南浦　鎭南浦商工會議所　鎭南浦　鎭南浦商工

會 議 所　1921.10　50p, 図 版［36］p　18×26㎝　

 1269

仁 川 港 案 内　仁川税關　［仁川］　仁川税關　

1922.3　40p, 図版［6］枚　18㎝　 1270＊

ポケット京城案内　京城日報社　京城　京城日報

社代理部　1923.10　4, 74, 6p　16㎝　 1271

清 州 沿 革 誌　大熊春峰　清州　大熊彌三郎　

1923.10　2, 2, 11, 3, 7, 178p, 図版 ［8］ p　

20㎝　 1272

朝鮮鐵道旅行便覽　朝鮮総督府　［京城］　［朝鮮

總督府］　1924.11　3, 201p　17㎝　 1273＊
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慶州新羅古蹟めぐり　針替理平　大邱　白楊山莊　

1924.6　26p, 図版［4］枚, 地図　23㎝　 1274

咸 北 雜 俎　川口卯橘　京城　京城濟世協會　

1924.8　1, 1, 7, 333p　19㎝　 1275＊

韮の匂ひ　相賀安太郎　ホノルル　日布時事

社　1925.3　11, 331p, 図版［5］枚　挿図　20㎝　

 1276

朝 鮮 金 剛 山三島［新潟］　日本山岳會　1925.9　

143p, 図版6枚, 地図　24㎝　 1277

木浦案内　［大正14年］　木浦商業會議所　木浦　

木浦商業會議所　1925.10　75p, 図版6枚, 地図2

枚　20㎝　 1278

金剛小詩　成田 碩内　京城　龜屋商店　1925.12　

1, 17, 302p, 図版　20㎝　 1279＊

朝 鮮 諸 国 記　菊池謙譲　京城　大陸通信社　

1925.4　5, 12, 372p　20㎝　 1280

朝鮮満洲旅行案内　満鐡鮮満案内所　［出版地不

明］　満鐡鮮満案内所　1926.2　3, 85p, 図版3枚　

19㎝　 1281

日 本 海 の 商 港 元 山　元山府　元山　元山府　

1926.2　6, 282, 21p, 図版［8］枚　19㎝　 1282

京城案内　京城府教育會　［京城］　京城府教育會　

1926.6　122, 6p, 折込図3枚　19㎝　 1283

木浦大觀　木浦府　［木浦］　木浦府　1926.9

　62p, 図版［6］枚　19㎝　 1284

滿鮮北支視察記　［1926］　35p　22㎝　 1285

四季の朝鮮　龜岡榮吉　京城　朝鮮拓殖資料調査

会　1926.12　260p　地図, 図版　20㎝　 1286

咸鏡線　龜岡榮吉　京城　朝鮮拓殖資料調査會　

1927.3　6, 8, 280p, 地図　20㎝　 1287

滿鮮支視察記録　埼玉県教育会　浦和町 （埼玉

県）　埼玉県教育會　1927.3　257p　23㎝　 1288

北鮮間島史　永井勝三　会寧　会寧印刷所出版部　

1925.4　11, 438p　19㎝　 1289

視鮮漫録　帝國鐵道協會　［出版地不明］　帝國鐵

道協會　1927.8　5, 343p, 図版　19㎝　 1290

湖南寳庫裡里案内　山下英爾　益山　文化商会　

1927.10　162p, 図版［46］p　20㎝　 1291

鮮滿支素見　中山正善　東京　中山正善　1927.11　

6, 3, 232p, 図版　19㎝　 1292

平壤案内　朝鮮總督府鐵道局　［京城］　朝鮮總

督府鐵道局　1928.3　2, 43p, 図版［6］p　18㎝　

 1293

世界的名山金剛山探勝案内　朝鮮總督府鐵道局　

［京城］　朝鮮總督府鐵道局　1928.5　6, 97p, 図

版［8］ p　18㎝　 1294

楽浪古蹟案内　三惠学校　京城　私立三恵学

校　1928.6　2, 2, 46p, 図版［7］p, 地図　19㎝　

 1295

雄基案内　小室源路　雄基　雄基案内出版部　

1928.9　6, 66, 4p, 図版［14］p, 地図　19㎝　

 1296

清津　清津商業會議所　清津　清津商業會議所　

1928.9　1冊, 図版　19㎝　 1297

朝鮮見学旅行豫備調査　京都帝國大學文學部史學

科　［1928.10］　1冊 （頁付なし）　28㎝　 1298

金剛山百勝　辻蒼石　大阪　辻蒼石　1928.10　1

冊　22㎝　 1299

新興の咸南　藤本梅良　［咸鏡南道］　新興の咸南

社　1929.4　3, 12, 57, 1, 38p, 図 版　23㎝　

 1300

史話傳説朝鮮名勝紀行　近藤時司　東京　博文館　

1929.5　2, 2, 9, 466, 7p, 図版6枚 （折り込み

図1枚を含む）, 折り込み表1枚　17㎝　 1301＊

大京城　朝鮮毎日新聞社　京城　朝鮮毎日新聞社

出版部　1929.8　2, 6, 515p, 図版　23㎝　 1302

京城案内　吉村傳　［京城］　朝鮮博覧會京城協賛

會 1929.9　5, 132p　18㎝　 1303

咸北府郡誌遺蹟及傳説集　永井勝三　會寧　會寧

印刷所出版部　1929.9　127p　19㎝　 1304

慶南略史　朝鮮博覧会慶尚南道協賛会　［釜山］　

［朝鮮博覧會慶尚南道協賛會］　1929.9　52p, 図

版［2］p, 地図　19㎝　 1305

朝鮮博覽會京城協賛會報告書　朝鮮博覽會京城

協賛會　京城　肥塚正太　1930.2　7, 302p, 図

版8枚, ［24］p, 地図　22㎝　 1306

鮮支巡禮行　大屋徳城　京都　東方文献刊行會　

1930.6　3, 8, 304, 120, 17p　19㎝　 1307
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濟州島とその經濟　釜山商業會議所　釜山　釜

山商業會議所　1930.7　67p, 図版［5］枚　23㎝　

 1308＊

朝鮮紀行　天沼俊一　［1929?］　30, 44, 34p　27

㎝　 1309

新朝鮮風土記　師尾源藏　東京　萬里閣書房　

1930.9　10, 9, 519p, 図版7枚　19㎝　 1310

全羅南道事情誌　染川覺太郎　木浦　全羅南道事

情誌刊行會　1930.12　2, 2, 3, 1039p, 図版27

枚　23㎝　 1311

京 城 と 仁 川　藤田文平　東大阪　藤田文平　

1978.4　13, 251, 118p, 図版160p　22㎝　 1312

歴史の平壤　平安南道教育會　平壌　平安南道教

育會　1931.12　113p, 図版［13］枚　19㎝　 1313

朝鮮満洲旅行案内　1932　南滿洲鉄道株式會社鮮

満案内所　東京　鮮滿案内所　1932.3　66p, 図

版［5］枚, 地図　19㎝　 1314

忠清南道發展史　安齋霞堂　大田邑（朝鮮忠清南

道大田郡）　湖南日報社　1932.3　486p, 図版

116, 44p, 地図　23㎝　 1315

京城と金剛山　岡本曉翠　京城　京城真美会　

1932.5　321p　19㎝　  　1316

滿蒙間島北鮮旅行記　末松偕一郎　東京　市町村

雜誌社　1932.7　22p　19㎝　 1317

平壤小誌　平安南道教育会　［京城］　［平安南道教

育會］　1932.7　4, 57, 50p, 図版［10］枚　19㎝　

 1318

鮮満地方視察報告　［東京］　［東京府教育研究會］　

［193-］　53p　23㎝　 1319

建設途上の滿洲國　第1-2輯　関東軍参謀部　［出

版地不明］　關東軍參謀部　1933.4-1933.6　2冊　

22㎝　 1320

南鐵沿線史　片岡議　麗水郡（全羅南道）　片岡商

店　1933.11　1冊　20㎝　 1321

鮮満中國旅行手引　昭和8年版　南満州鉄道株式

會社東京支社庶務課　［東京］　南滿洲鐵道株式會

社東京支社庶務課　［1933］　54p　19㎝　 1322

平安北道郷土誌　平安北道教育會　［新義州］　平

安北道教育會　1933.5　184p, 図版［8］p, 地図　

23㎝　 1323

大雄基の姿　雄基商工会　雄基　雄基商工會　

1934.6　4, 39, 30p, 図版［4］枚, ［6］p, 地図　

23㎝　 1324＊

安眠島　林省三　東京　日本力行會　1934.9　4, 

2, 7, 4, 10, 135p, 図版　19㎝　 1325

朝 鮮 遊 記　穗積重遠　東京　社會教育協會　

1934.12　76p　19㎝　 1326

咸南國境高地帶巡行記　萩原彦三　咸興　萩原彦

三　1934.1　3, 5, 70p, 図版3枚　19㎝　 1327＊

朝鮮旅行案内記　朝鮮總督府鐵道局　京城　朝

鮮總督府鐵道局　1934.9　16, 236, 309p, 図版　

17㎝　 1328

文部省推薦派遣教育家の見たる滿鮮事情　昭和

10年版　福徳生命保険株式會社　大阪　福徳生命

保險　1935.6　316p　19㎝　 1329

春川風土記　河野蘇山　春川　朝鮮日日新聞社江

原支社　1935.9　14, 282p　20㎝　 1330

朝 鮮 所 感　秋守常太郎　大阪　秋守常太郎　

1935.10　2, 22p　19㎝　 1331

建設途上にある大羅津　羅津商工會　羅津　羅津

商工會　1935.10　3, 3, 135, 34p, 図10枚, 地

図 （3図）　19㎝　 1332

群山開港前史　群山府　［群山］　群山府　1935.5　

2, 2, 2, 2, 108p, 図版　23㎝　 1333＊

忠南郷土誌　軽部慈恩　公州　公州公立高等普通

學公々友會　1935.11　5, 15, 294p　19㎝　 1334

滿 鮮 雜 録　岩崎清七　東京　秋豊園出版部　

1936.12　3, 13, 246p　図39枚, 肖像（1図）, 地

図（1図）　23㎝　 1335

鮮滿雜記　中島正國　鎌倉町（神奈川縣）　中島正

國　1937.3　99p, 図版　20㎝　 1336

咸北の横顔　咸鏡北道産業協會　［出版地不明］　

咸鏡北道産業協會　1937.10　67p　挿図　12×16

㎝　 1337

晋州概史及名勝古蹟　晋州郡觀光協會　晋州　晋

州郡觀光協會　1937.11　22p　19㎝　 1338

鮮・滿・支・新興經濟　小島精一　東京　春秋社

　1938.2　1, 4, 400p　23㎝　 1339
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咸南都市大觀　田上征夫　咸興　咸南都市大觀編

纂部　1938.6　664p, 図版［7］枚　26㎝　 1340

北日本　定期航路案内　昭和13年版（改訂第3巻）　

北日本汽船株式会社　小樽　北日本汽船　1938.6　

436p, 地図　22㎝　  　1341

滿鮮支視察旅行報告書　東京市派遣小学校長学事

視察団　東京　京成社　［1938］　8, 148p, 図版　

23㎝　 1342

朝鮮満洲旅の栞　南満州鉄道株式会社　東京　南

満洲鉄道東京支社　1938.8　164p, 図版［7］p, 地

図　19㎝　 1343

北鮮滿洲北支の旅　佐々木忠右衛門　［海州］　

佐々木忠右衞門　［1938.9］　22p　22㎝　 1344

京城府市街地計畫風致地區指定資料調査書　京

城府　［京城］　［京城府］　［1938.9］　65p, 地図　

23㎝　 1345

満鮮誌　［193-?］　1冊　24㎝　 1346

扶余を見るには!　扶余古蹟保存会　扶余面（忠

清南道）　扶余古蹟保存会　1939.2　40p　19㎝　

 1347

内鮮一體の靈地扶餘　国民精神総動員朝鮮聯盟　

京城　國民精神總動員朝鮮聯盟　1939.2　2, 5, 

90p　図版　19㎝　 1348

鮮満地方出張視察報告書　木村富士　［大阪］　

［木村富士］　［1939.4］　79p　25㎝　 1349

半島の印象　池部釣　［19--］　1冊　16㎝　 1350

朝鮮之觀光　朝鮮之観光社　京城　朝鮮之觀光社　

1939.12　513p　19㎝　 1351

朝鮮多島海旅行覺書　アチックミューゼアム　東

京　アチック・ミューゼアム　1939.5　3, 7, 

51, 4p, 図版17枚　挿図　23㎝　 1352

西鮮地方　昭和14年版　朝鮮總督府鐵道局　［京

城］　朝鮮總督府鐵道局　1939.3　23p　19㎝　

 1353

興亜の一翼伸びゆく鎭南浦　鎭南浦商工會議所　

鎭南浦　鎭南浦商工會議所　1940.7　4, 532p　

巻頭図版9p：写真図版　19㎝　 1354

朝鮮の旅　熊谷太三郎　福井　坪川信一　1941.8　

3, 122p　図版　19㎝　 1355

博多港と朝鮮　福岡市役所商工課　福岡　福岡市

役所商工課　1942.4　14, 173p　21㎝　 1356

朝鮮各道府邑面間里程表　朝鮮總督府司計課　

［京城］　朝鮮財務協會　1942.11　2, 9, 241, 3p　

挿図　26㎝　 1357

對馬　湯浅克衛　東京　出版東京　1952.12　208p　

19㎝　 1358＊

済州島　泉靖一　東京　東京大学出版会　1966.5　

xi, 311, 49p, 図版23枚　挿図　22㎝　 1359＊

東南アジア　日本交通公社　東京　日本交通公社　

1968.12　258p（図版共）　19㎝　 1360

韓国史跡の旅　横田健一　大阪　創元社　1972.8　

294p　19㎝　 1361

朝鮮の史蹟地理　中山久四郎　［東京］　［改造社］　

［1934］　33p　23㎝　 1362

〔Ｎ 地図〕

朝鮮八道之圖　林子平　［東都］　［須原屋市兵衛］　

［天明5 （1785）］　地図1枚　54×73㎝（折りたたみ

27×11㎝）　 1363

朝鮮國細圖　福城駒多朗　東京　文盛堂　1882.8　

地図1枚　49×37㎝（折りたたみ13㎝）　 1364＊

朝 鮮 全 圖　陸軍参謀局　東京　宇津木信夫　

1894.7　地図1枚　127×95㎝（折りたたみ26㎝）　

 1365＊

朝鮮國王城之圖　貫井吉三　東京　貫井吉三　

［1894.7］　図版1枚　42×84㎝（折りたたみ21×11

㎝）　 1366＊

日清韓三國新地圖　鈴木政雄　大阪　田中太右ヱ

門　1894.9　地図1枚　54×79㎝（折りたたみ27

㎝）　 1367

朝鮮輿地全圖　地理研究會　大阪　大塚宇三郎　

1903.4　1枚　78×54㎝（折りたたみ27㎝）　 1368

韓 國 京 城 全 圖　東京　京釜鐵道　1903.5　1枚　

105×75㎝　 1369＊

滿韓新図　齋木寛直　東京　博文館　1904.2　地

図1枚 （2図）　75×52㎝（折りたたみ19㎝）　 1370

時事新報満韓地圖　時事新報社　東京　時事新報

社　1904.2　地図1枚 （2図）　78×55㎝（折りたた

み20㎝）　 1371
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最近韓國釜山港市街明細全圖　置塩隆親　釜山　

柳田石版印刷所　1907.8　地図1枚　40×58㎝（折

りたたみ20㎝）　 1372

最新実測仁川市街圖　日韓商業興信所　大阪　精

華社　1908.12　地図1枚（3図）　72×86㎝（折りた

たみ18㎝）　 1373

朝鮮交通全圖　大阪毎日新聞社　大阪　大阪毎日

新聞社　1910.10　地図1枚　4色刷　109×80㎝　

 1374

全羅南道順天郡勢一班　第2回　全羅南道順天郡　

［順天］　［全羅南道順天郡］　［1912.12］　1枚　80

×55㎝（折りたたみ23㎝）　 1375

慶尚北道道勢一班　慶尚北道　［大邱］　［慶尚北

道］　1913.12　1枚　45×60㎝（折りたたみ22㎝）　

 1376

全羅南道木浦府木浦面町洞一覽圖　［1913］　地

図1枚　色刷　39×54㎝（折りたたみ27㎝）　 1377

朝鮮新地圖　朝鮮総督府　京城　京城日報社　

1914.6　1枚　143×80㎝（折りたたみ30㎝）　 1378

鎭海市街全圖　吉田市次郎　釜山　吉田市次郎　

1914.12　地図1枚　79×55㎝（折りたたみ28㎝）　

 1379

最近朝鮮案内　大正7年　朝鮮総督府　［京城］　朝

鮮総督府　［1918?］　1枚　40×55㎝　 1380

新義州及安東　朝鮮総督府　［東京］　陸地測量部　

1918.10　地図1枚　79×25㎝　 1381

元山　朝鮮総督府　東京　小林又七　1921.1　地

図1枚　 多 色 刷　47×60㎝（ 折 り た た み24㎝ ）　

 1382

朝鮮鐵道畧圖　［京城］　［朝鮮總督府］　1921.2　1

枚　93×60㎝（折りたたみ 24×15㎝）　 1383

京 城 市 街 図　朝鮮総督府　東京　小林又七　

1925.3　地図1枚　多色刷　65×93㎝（折りたたみ

23㎝）　 1384

朝鮮里程全圖　十字屋　大阪　戝藤勝藏　1926.1　

地図1枚 （2図）　多色刷　87×54㎝（折りたたみ27

×12㎝）　 1385

鳳山郡沙里院面勢概要　白石基康　元山　白楊社　

1926.8　1枚 （2図）　55×79㎝（折りたたみ15×21

㎝）　 1386

蔚山郡郡勢一班　蔚山郡　［馬山］　［南鮮印刷所］　

1925.12　1枚　40×55㎝（折りたたみ20×14㎝）　

 1387

北 青 郡 勢 一 班　北青郡　［北青］　［北青郡］　

［1928.3］　1枚　多色刷　48×63㎝（折りたたみ24

㎝）　 1388

北鮮線案内　昭和9年版　南滿洲鐵道株式會社北鮮

鐵道管理局　［出版地不明］　南満洲鉄道株式會社

北鮮鉄道管理局　［1934］　1枚　地図, 挿図　38

×53㎝（折りたたみ 19×10㎝）　 1389

釜山府勢概況　昭和9年編纂　［釜山］　釜山府　

1934　1枚 （畳もの）　47×72㎝（折りたたみ24×

13㎝）　 1390

北 漢 山　朝鮮総督府　［東京］　陸地測量部　

1935.5　地図1枚　2色刷　46×58㎝（折りたたみ

23㎝）　 1391

朝鮮經濟地圖　［192-］　地図1枚 （7図）　109×79

㎝（折りたたみ28㎝）　 1392

百濟の旧都扶餘古蹟名勝案内　扶餘古蹟保存會　

扶余　扶餘古蹟保存會　1937.12　1枚　21×69㎝

（折りたたみ21×11㎝）　 1393＊

掌 中 朝 鮮 全 圖　木崎純一　東京　伊林書店　

1939.1　地図9枚　16㎝　 1394

最新平壤案内地圖　［19--］　地図1枚　多色刷　

59×36㎝（折りたたみ20×11㎝）　 1395

雄基港平面圖　［19--］　地図1枚　青色刷　38×51

㎝（折りたたみ19×13㎝）　 1396

朝鮮民主主義人民共和國新圖　張武氷　上海　

大陸輿地社　1951.6　地図1枚　多色刷　55×38

㎝（折りたたみ17×21㎝）　 1397

朝鮮　外国文出版社　平壌　外国文出版社　1960　

地図1枚　多色刷　48×33㎝（折りたたみ24×12

㎝）　 1398

最新韓国大全図　ソウル　三中堂　1973.7　地図

1枚（6図）　107×73㎝（折りたたみ27㎝）　 1399

新編濟州道全圖　［1974］　金明澤　ソウル　中央

地圖文化社　1974.12　地図1枚　79×110㎝（折り

たたみ28㎝）　 1400

新編忠清北道全圖　金明澤　ソウル　中央地圖文

化社　1974.11　地図1枚　93×63㎝（折りたたみ

24㎝）　 1401



― 45 ―

新編慶尚南道全圖　金明澤　ソウル　中央地圖文

化社　1974.11　地図1枚　79×109㎝（折りたたみ

28㎝）　 1402

新編慶尚北道全圖　金明澤　ソウル　中央地圖文

化社　1975.9　地図1枚　109×78㎝（折りたたみ

24㎝）　 1403

新編全羅北道全圖　金明澤　ソウル　中央地圖文

化社　1975.9　地図1枚　79×109㎝（折りたたみ

28㎝）　 1404

新編全羅南道全圖　金明澤　ソウル　中央地圖文

化社　1975.9　地図1枚　79×110㎝（折りたたみ

24㎝）　 1405

新編京畿道全圖　金明澤　ソウル　中央地圖文化

社　1976.6　地図1枚　79×110㎝（折りたたみ28

㎝）　 1406

新編忠清南道全圖　金明澤　ソウル　中央地圖文

化社　1976.6　地図1枚　79×110㎝（折りたたみ

28㎝）　 1407

〔Ｏ 絵葉書・切手〕

北鮮の風光　南滿洲鐵道株式會社北鮮鐵道管理局　

［出版地不明］　南満洲鉄道株式會社北鮮鉄道管理

局　［19--］　絵はがき1組 （6枚）　カラー　15㎝　

 1408

高麗遺蹟開城名勝繪端書　第1輯　［開城］　開城

保勝會　［19--］　絵はがき1組 （20枚）　白黒　15

㎝　 1409

大同江畔平壤牡丹臺名勝集　［19--?］　絵はがき1

組 （20枚）　白黒　15㎝　 1410

平 壌 名 勝 繪 葉 書　［出版地不明］　乙密茶屋　

［19--］　絵はがき1組（25枚）　白黒　14㎝　

 1411＊

京城名勝繪葉書　第1輯　［19--］　絵はがき1組

（16枚）　白黒　14㎝　 1412

［雄基港写真］　［雄基］　［雄基商工會］　［1935.6］　

写真7枚　白黒　11×15㎝　 1413

新羅古蹟石窟庵石佛　東洋軒写真館　慶州　東洋

軒寫眞舘　［1918］　1冊　写真　13×20㎝　 1414

神秘に富める慶州新羅の古蹟　第1輯　［慶州］　

［東洋軒］　［19--］　絵はがき1組 （13枚）　19㎝　

 1415

百濟の舊都　第1-2輯　扶餘古蹟保存會　扶餘　扶

餘 古 蹟 保 存 會　［19--］　 絵 は が き2組　15㎝　

 1416

順天繪はがき　［出版地不明］　三友社　［19--］　

絵はがき1組 （8枚）　白黒　18㎝　 1417

釜山名所繪葉書　釜山　釜山桟橋食堂　［19--］　

絵はがき1組（16枚）　白黒　19㎝　 1418＊

개성（開城）　ピョンヤン　朝鮮民主主義人民共和国　

1972　絵はがき1組（10枚）　16㎝　 1419

朝鮮の郵便切手　大柴峯吉　東京　「切手趣味」編

輯部　1938.4　40p　16㎝　 1420

朝鮮の郵便切手　水原明窓　東京　日本郵趣協会　

1950.9　25p　21㎝　 1421

［朝鮮民主主義人民共和国切手アルバム］
　［1970?］　1冊　27㎝　 1422

〔Ｐ 写真集〕

韓國寫眞帖　東京　博文館　1905.6　64p, 図版

［49］p, 2枚　肖像　27㎝　 1423＊

明治三十七八年清韓戰時風景寫真帖　山本寫真

館　東京　山本寫真館　1905.10　1冊　13×19㎝　

 1424

東宮殿下韓國行啓紀念帖　村上天真　京城　巴屋

商店　1907.11　図版［10］枚　16×23㎝　 1425

［京城居留民団献上写真帖］　京城　杉原忠吉　

1907.12　［24］枚　27×29㎝　 1426

朝鮮土産亰城名所冩真帖　［京城］　京城出版協會　

［190-］　［20］枚　16×23㎝　 1427

韓國名所寫眞帖　第1輯　京城　韓國出版協會　

1908.5　［32］枚　13×20㎝　 1428

北韓名勝寫眞帖　元山　東京堂册房　1908.6　25

枚　15×22㎝　 1429

韓國風俗風景寫真帖　森山美夫　京城　日韓書房　

1909.4　1冊　13×20㎝　 1430

平壤風景風俗寫眞帖　平壌　森川幸蔵　1909.7　

32枚　13×19㎝　 1431

印畫集 京城　韓国寫眞會事務所　1908.5-1911.6　

16冊 （加除式）　23㎝　 1432＊
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南韓暴徒大討伐記念寫真帖　山本誠陽　東京　山

本誠陽　1910.4　1冊　24×32㎝　 1433

北韓及間島風景風俗寫眞帖　上巻　小池奥吉　會

寧　會寧博文舘　1900.7　38, 18p, 図版38枚　

地図　20㎝　 1434

併合記念朝鮮寫眞帖　杉市郎平　東京　元元堂書

房　1910.12　1冊　25×37㎝　 1435

大日本帝国朝鮮写真帖　統監府　東京　小川一

真出版部　1910.9　図版78枚　地図　27×39㎝　

 1436

朝鮮之警務機關　新半島社出版部　京城　新半島

社出版部　1911.12　1冊　25×37㎝　 1437

洗浦國師堂間沿道実景　［出版地不明］　志岐組　

［1913.1］　1冊　16×23㎝　 1438

臨時恩賜金授産事業寫眞帖　朝鮮総督府　［京

城］　朝鮮総督府　1913.1　82p　図版82枚　26㎝　

 1439

平壌の古跡　平壤名勝舊蹟保存会　平壌　平壌名

勝舊跡保存會　1915.7　36p　図版　16㎝　

 1440＊

鴨緑江採木公司十週年記念寫真帖　鴨緑江採木

公司　［出版地不明］　鴨緑江採木公司　1918.7序　

1冊　24×31㎝　 1441

Pictorial Chosen and Manchuria　朝鮮銀行　Seoul　

朝鮮銀行　1919　316p.　ill., maps （some col.）, 

ports.　31㎝　 1442

Pictorial Chosen　朝鮮総督府　［Keijo］　

　Government-General of Chosen　1921　40 

leaves of plates　ill.　20×30㎝　 1443

新羅舊都慶州古蹟圖彙　慶州古蹟保存會　慶州　

慶州古蹟保存會　1922.2　図版49枚　27×37㎝　

 1444

朝鮮　朝鮮総督府　京城　朝鮮總督府　1925.8　

63p　図版　20×28㎝　 1445

半島の翠緑　［京城］　朝鮮山林會　1926.9　図版

65枚　20×27㎝　 1446

大日本山林大会記念寫真帖　第36回　朝鮮山林会　

京城　朝鮮山林會　1926.12　図版52枚　19×28

㎝　 1447

朝鮮寺刹三十一本山寫真帖　朝鮮仏教中央教務院　

京城　朝鮮佛教中央教務院　1929.8　写真［31］枚　

23×31㎝　 1448

新興の朝鮮　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督府　

1929.9　2冊　27㎝　 1449

朝鮮資料写真　朝鮮教育會　京城　朝鮮教育会　

1929.10　100枚（写真）　35×26㎝　 1450

朝鮮博覧会記念写真　門田房太郎　［京城］　［朝

鮮博覧会京城協賛会］　1929.11　図版20枚　28㎝　

 1451

朝鮮博覽會記念寫眞帖　朝鮮総督府　［京城］　朝

鮮總督府　1930.3　101丁　29×38㎝　 1452

朝鮮之風光　朝鮮總督府鐵道局　［京城］　朝鮮總

督府鐵道局　1930.4　1冊　20×28㎝　 1453

日本地理大系　12巻 朝鮮篇　改造社　東京　改造

社　1930.9　416p　地図　27㎝　 1454＊

朝鮮百四十景　大阪　財藤勝蔵　［19--］　［62］p　

13×19㎝　 1455

朝鮮金剛山　京城　日之出商行　1934.4　［50］枚　

地図　14×20㎝　 1456

古蹟名勝寫眞帖　扶餘古蹟保存會　扶餘　扶餘古

蹟保存會　1934.9　1冊　図版　23×30㎝　 1457

朝鮮の展望　山崎鋆一郎　京城　大阪屋號書店　

1932.5　1冊　28㎝　 1458＊

日韓合邦記念塔写真帖　黒龍會本部　東京　黒龍

會本部　1934.12　2, 38p, 図版24枚　23×32㎝　

 1459

京城郊外幹線道路改修工事寫眞帖　京畿道　［京

城］　京畿道　1935.3　［120］p　19×29㎝　 1460

Thriving chosen　朝鮮総督府博物館　［Keijo］　

Printed by the Taisho Shashin Kogeisho　1935　

94 p.　ill., ports., maps （some col.）　27㎝　

 1461

漢江大橋竣功記念寫眞帖　京城　間組朝鮮支店　

1937.6　11p, 図版［39］枚　27㎝　 1462

恩賴　朝鮮神宮奉賛会　［京城］　［朝鮮神宮奉賛

會］　1937.11　338p　37㎝　 1463

半島旅行の印象　安田一　1939.11　70p　図版　

27㎝　 1464＊
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釜山府寫眞帖　［釜山］　［釜山府協賛會］　［19--］　

図版40p　16×23㎝　 1465

釜山鴨緑江間寫眞帖　朝鮮總督府鐵道局　［京城］　

朝鮮總督府鐡道局　［19--］　図版［46］枚　18×25

㎝　 1466

Pictorial Korea　1950　宋政勲　Seoul　

　International Publicity League of Korea　

1950　229p.　ill. （some col.）　26㎝　 1467

う る わ し い 朝 鮮　平壌　外國文出版社　1957　

［78］p（おもに図版）　24×27㎝　 1468

This is Seoul　 金 永 上　［Seoul］　Editorial 

Committee of Seoul History　［1957］　170 p.　

（chiefly illus.）　26㎝　 1469

今日の朝鮮　外国文出版社　平壌　外国文出版社　

1957　図版150p（解説共）　30㎝　 1470

金剛山　平壌　外國文出版社　1959　［92］p （おも

に図版）　18×26㎝　 1471

朝 鮮　 外 国 文 出 版 社　 平 壌　 外 國 文 出 版 社　

1960.7　1冊　33㎝　 1472

今日の朝鮮　外国文出版社　平壌　外國文出版社　

1961　1冊 （おもに図版）　26㎝　 1473

平 壌　 平 壌　 外 國 文 出 版 社　1961　1冊　30㎝　

 1474

朝鮮人民軍　平壌　外国文出版社　1968　1冊　29

㎝　 1475

訪韓記念写真特集　尹泰順　大阪　玉江商店　

1963　152p　挿図　26㎝　 1476

写真で見る日韓政治外交秘録　千原徳二　東京　

日韓公報センター　1965.8　501p　37㎝　 1477

朝 鮮　東京　世界文化社　1966.1　146p　地図　

27㎝　 1478

これが新しい世界だ　11　東京　国際情報社　

1966.11　166p　30㎝　 1479

写真で見る民団20年史　在日本大韓民国居留民団　

東京　在日本大韓民国居留民団中央本部宣伝局　

1967.12　642p　31㎝　  　1480

秘境白頭山天池　城山正三　東京　叢文社　1970　

181p（図版共）　27㎝　 1481

38度線のこちら側　今井今朝春　東京　ワール

ド・フォト・プレス　1970.10　1冊（頁付なし）　

36㎝　 1482

朝鮮・モンゴル　東京　講談社　1975.2　223p（図

共）　27㎝　 1483

Under the banner of the great Juche idea of 
Comrade Kim Il Sung

　金日成　Pyongyang　Foreign Languages Pub. House　

1972　1 v. （unpaged）　illus. （part col.）　30㎝　

 1484

キム・イルソン同志の偉大な主体思想の旗の
もとに　朝鮮民主主義人民共和国　ピョンヤ

ン　外国文出版社　1972　1冊（おもに図）　30㎝　

 1485

アルバム・謎の金日成　東アジア問題研究会　東

京　成甲書房　1978.1　162p　27㎝　 1486＊

３ 社会科学

〔Ａ 政治〕

朝鮮近情　根村熊五郎　東京　望月誠　1882.8　

58p　19㎝　 1487＊

対 韓 私 議　田中穂積　東京　明法堂　1899.7　

160p　23㎝　 1488＊

居留民團事情要覽　統監府地方部　［京城］　統監

府地方部　1909.5　155p　23㎝　 1489

日韓合併輿論　［19--］　42p　22㎝　 1490

安重根事件公判速記録　満州日日新聞社　大連　

滿洲日日新聞社　1910.5　195p　19㎝　 1491

大東合邦論　樽井藤吉　南宇智村 （奈良県）　樽井

藤吉　1910.7　3, 6, 4, 2, 2, 148, 2p　23㎝　

 1492

韓國併合の旨趣　佐伯有義　東京　會通社

　1910.10　72, 13p　19㎝　 1493

顧問警察小誌　韓国内部警務局　［京城］　韓國内

部警務局　1910.3　3, 2, 11, 308p　21㎝　 1494

最近政界之真相　犬養毅　東京　二松堂書店　

1911.10　3, 3, 8, 272p　23㎝　 1495
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朝鮮暴徒討伐誌　朝鮮駐箚軍司令部　［出版地不

明］　朝鮮総督官房総務局印刷所（印刷）　1913.3　

182p　地図　23㎝　 1496

朝鮮總督暗殺陰謀事件　有馬義隆　神戸　福音舘　

1913.11　246p　23㎝　 1497

總督訓示集　第2輯　［京城］　朝鮮總督府　1916.5　

20, 152p　26㎝　 1498

總 督 政 治　青柳綱太郎　京城　朝鮮研究會　

1918.9　16, 591p, 図版［4］枚 23㎝　 1499

大陸之實業　第1巻第1号 （6月號）　東京　大陸之

實業社　1920.6　70p　26㎝　 1500

朝鮮統治論　上田務　安東　1920.12　127p　22㎝　

 1501

全鮮實業家大會　實業倶樂部に於ける政務總監

演述　［京城］　朝鮮總督府　1920　18p　25㎝　

 1502

地方官に對する政務總監演述　［京城］　朝鮮總

督府　［19--］　68p　23㎝　  1503

宏遠なる理想の實現　守屋栄夫　［京城］　［朝鮮

総督府］　［19--］　40, 33p　23㎝　 1504

朝鮮に於ける新施政　朝鮮総督府　［京城］　［朝

鮮總督府］　1921-1923　3冊　23㎝　 1505

朝鮮民情視察報告　同光会本部　東京　同光會本

部　1923.2印刷　4, 80p　23㎝　 1506＊

朝鮮社會事業講習會講演録　大谷仁兵衞　東京　

帝國地方行政學會　1923.6　271p　23㎝　 1507

朝鮮に於ける施設の一斑　朝鮮総督府　［京城］　

朝鮮總督府　1923.6-1931.10　7冊　19㎝　 1508

在外不逞鮮人の兇暴計畫一般情況　第2號　内務

省警保局　［東京］　内務省警保局　［1923］　12丁　

27㎝　 1509

朝鮮統治論　青柳綱太郎　京城　朝鮮研究會　

1923.4　9, 43, 844, 6p　23㎝　 1510

日支鮮人百年の長計たるべき滿蒙開發策　石山

福治　京城　在外朝鮮人事情研究会　1924.11　

3, 1, 4, 2, 63p　23㎝　 1511

朝鮮統治心理の根本的變更に關する意見書　細

井肇　［出版地不明］　［細井肇］　［1924］　61p　

19㎝　 1512

内鮮融和懸賞作文集　齋藤猛　［横浜］　神奈川縣

内鮮恊會　1926.11　112p　22㎝　 1513

日本社会運動の現状　司法省刑事局　東京　司法

省刑事局　1928　1, 21p　22㎝　 1514

高等警察関係年表　朝鮮総督府警務局　京城　行

政 学 会 印 刷 所 （ 印 刷 ）　1930.1　241p　23㎝　

 1515

朝鮮前衞黨當面の問題　光宇　東京　左翼書房　

1930.4　3, 8, 98p　20㎝　 1516

裏から觀た朝鮮統治史　朝鮮公論社　京城　朝鮮

公論社　1930.8　11, 231, 3, 8p　19㎝　 1517

「間島問題」の囘顧　篠田治策　大連　中日文化協

會　1930.12　2, 54p　19㎝　 1518

朝鮮統治の根本方針は何であるべきか　濱田恒

之助　［東京］　濱田恒之助　1931.3　2, 2, 32p　

19㎝　 1519

朝鮮疑獄の審かれる迄　肥田理吉　1931.4　255p　

肖像　19㎝　 1520

朝 鮮 統 治 新 論　阿部薫　京城　民衆時論社　

1931.4　4, 12, 684p　23㎝　 1521

朝鮮獨立思想運動の變遷　朝鮮總督府法務局　京

城　朝鮮總督府法務局　1931.11　249p　22㎝　

 1522

府制案ト現行府制トノ對照　［19--］　16丁　27㎝　

謄写　 1523

邑面制案ト現行面制トノ對照　［19--］　16, 12

丁　27㎝　謄写　 1524

地方制度改正要旨説明書　朝鮮総督府　［朝鮮総

督府］　［19--］　10丁　27㎝　謄写　 1526

間島の概況　陸軍省調査班　［出版地不明］　陸軍

省調査班　1932.3　2, 21p　19㎝　 1527

京城仁川講話資料　軍艦八雲　［1932.11］　9丁, 

図版［2］枚　27㎝　謄写　 1528

朝鮮時事評論　創刊、3、8号　朝鮮時事評論社　

東京　朝鮮時事評論社　1932.11-1933.7　3冊　

21㎝　タブロイド　 1529

朝鮮の人の篤行美談集　第1輯　朝鮮憲兵隊司令

部　［出版地不明］　朝鮮憲兵隊司令部　［19--］　

7, 7, 108p　23㎝　 1530＊
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鮮滿を鎔爐に入れて　梁村奇智城　京城　朝鮮研

究社　1932.10　12, 812, 18p　23㎝　 1531

朝鮮地方自治制精義　車田篤　京城　車田篤　

1933.3　2, 4, 8, 28, 202p　23㎝　 1532＊

最近の朝鮮　昭和8年4月　朝鮮総督府　［京城］　

朝鮮總督府　1933.4　7, 2, 128p　18㎝　 1533

朝鮮の現在及將來　林茂樹　［1933?］　17p　19㎝　

 1534

朝鮮同胞に對する内地人反省資録　朝鮮憲兵

隊司令部　［出版地不明］　朝鮮憲兵隊司令部　

1933.4はしがき　11, 6, 105p　22㎝　 1535

内鮮勞働用語集　大阪市社會部勞働課　大阪　大

阪市社會部勞働課　1933.5　55p　21㎝　 1536

満鮮再検討　千々波敬太郎　東京　光風塾出版部　

1933.10　24p　図版　19㎝　 1537

國防と朝鮮人　李東華　東京　黄人社　1933.12　

3, 1, 104p　19㎝　 1538

福澤先生の朝鮮御經營と現代朝鮮の文化とに就
いて　井上角五郎　東京　井上角五郎　1934.2　

53p, 図版 ［4］ p　22㎝　 1539＊

朝鮮地方制度視察報告書　台湾地方自治聯盟　臺

中　臺灣地方自治聯盟本部　1934.3　79p　22㎝　

 1540

社會事業講習会講演録　朝鮮社會事業協會　［京

城］　朝鮮社會事業協會　1934.6　10, 576p　22

㎝　 1541＊

朝鮮の將來　宇垣一成　［京城］　朝鮮總督府　

1934.9　67p　19㎝　 1542

皇道樂土を朝鮮に建てよ　古庄逸夫　京城　同民

會　1935.4　55p　19㎝　 1543

朝鮮を語る　宇垣一成　東京　實業之日本社　

1935.10　15, 166p, 図版［3］枚　19㎝　 1544

施政二十五年史　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督

府　1935.10　1冊　図版　27㎝　 1545

躍進朝鮮の意氣と針路　朝鮮總督官房文書課　

［出版地不明］　朝鮮總督官房文書課　1936.1　6, 

99p　図版　19㎝　 1546

朝鮮施政發展史　中村進吾　京城　中村進吾　

1936.10　2, 37, 1236, 13p　23㎝　 1547

朝鮮都市問題會議會議録　京城都市計画研究会　

京城　京城都市計画研究会　1936.11　336p　22

㎝　 1548

［大東民友会約法・宣言・創立委員会連名告辞］　
［1936］　16, 1p　23㎝　 1549

高等警察關係摘録　慶尚南道警察部　［釜山］　慶

尚南道警察部　1936.12　2, 127p　22㎝　 1550

朝鮮統治秘話　東京　帝国地方行政学会　1937　

317p　19㎝　 1551

朝鮮師團對抗演習群山府記録　昭和10年　群山

府　［群山］　群山府　1937.10　4, 157p, 図版

［30］p　27㎝　 1552

管内状況　利川警察署　［利川］　利川警察署　

［1938.4］　23p　地図　28㎝　 1553

府尹郡守会議資料　府尹郡守会議　［1938.5］　5

冊　28㎝　謄写　 1554

（1）道知事指示/府尹郡守会議 ［編］
（2）府尹郡守會議ニ於ケル道知事訓示要旨/

府尹郡守会議 ［編］
（3）府尹郡守提出意見/府尹郡守会議 ［編］
（4）府尹、郡守提出意見処理概要
（5）府尹、郡守會議諮問答申書

支那事変と半島同胞　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮

總督府　1938.7　2, 1, 2, 153p　21㎝　 1555

中華民國に於ける不逞鮮人並に中國共産黨の動
靜　司法省刑事局　［出版地不明］　司法省刑事

局　1939.2　338, 10p　21㎝　 1556

大日本青年團第十五回大會並日滿華青年交驩
會参加代表朝鮮派遣記事　協和青年団　［出

版地不明］　滿洲帝國協和會中央本部訓練科　

［1939.11］　125p, 図版［4］p　地図　19㎝　 1557

施政三十年史　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督府　

1940.10　2, 10, 932, 66p　図版［11］枚, 肖像

［3］枚　26㎝　  1558＊

朝鮮國民組織新體制要綱　［1940.10］　［8］p, 図

版［1］枚　26㎝　 1559

朝鮮總督ノ國務大臣兼任ニ就テ（試案）
　［1940.10］　［7］p　26㎝　 1560

總督訓示要旨　臨時道知事会議　［1940.10］　1冊　

26㎝　謄写 1561
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半島同胞の皇國臣民としての活動實話　［京城］　

朝鮮總督府文書課　1941.2　62p　19㎝　 1562

内鮮一體随想録　香山光郎　東京　中央協和會　

1941.5　16p　21㎝　 1563

諭告・訓示・演述總攬　［第1輯］　朝鮮総督府官

房文書課　京城　朝鮮行政學會　1941.6　20, 

766p　22㎝　 1564

朝鮮の思想運動を回顧する　市瀬五郎　東京　大

東亜文化聯盟　1942.2　46p　19㎝　 1565

朝鮮行政　第21巻2月號（通巻第232號）- 第23巻

3月號　朝鮮行政學會　京城　朝鮮行政學會　

1942.2-1944.4　23冊　21㎝　 1566

朝鮮施政史　弓削幸太郎　東京　中央協和會　

1943.4　164p　21㎝　 1567

小磯統理の展望　第1輯　小磯国昭　京城　京城

日報社　1943.8　232p　14㎝　 1568

朝鮮近况紀聞　陸軍参謀局　［東京］　［陸軍參謀

局］　［19--?］　55p　14㎝　 1569＊

高等警察報　第2-3號　警務局保安課　［出版地不

明］　警務局保安課　［1933］　2冊　23㎝　 1570

朝鮮の言論と世相　朝鮮總督府官房文書課　［出

版地不明］　［朝鮮總督府］　［19--］　12, 393p　

22㎝　 1571＊

朝鮮政事治情　西野粂男　［出版地不明］　［西野粂

男］　［19--］　22p　25㎝　 1572

［朴春琴氏質問・拓務省側答弁ほか］　［19--］　8

枚　26㎝　謄写　 1573

朝 鮮 ニ 關 ス ル 植 民 政 策 的 考 察　賀田直治　

［19--］　53p　25㎝　謄写　 1574

朝鮮統治私見　香椎源太郎　［出版地不明］　釜山

商工会議所　［19--］　26p　26㎝　 1575

朝鮮統治に就て　副島道正　44p　22㎝　 1576

朝鮮統治の現在及將來　副島道正　12p　22㎝　

 1577

終戰前後ニ於ケル朝鮮事情概要-終戰時竝ニ終
戰後朝鮮總督府ノ採リタル措置-　［1945.5］　

［82］p　22㎝　謄写　 1578

朝鮮統治の性格と實績　外務省調査局第三課　

［東京］　［外務省調査局］　1946.3　170p　25㎝　

 1579

日本人の海外活動に關する歴史的調査　通卷

第11册　大蔵省管理局　［東京］　大藏省管理局　

［1946.6］　1冊　22㎝　 1580

朝鮮民族運動年鑑　日本總領事館（上海）警察部第

二課　ソウル　東文社書店　1946.4　1, 8, 326p　

18㎝　 1581

「獨立」朝鮮經濟の將來　外務省調査局第三課　東

京　 外 務 省 調 査 局 第 三 課　1946　99p　26㎝　

 1582

南北朝鮮統一と完全獨立のために實力で李傀
儡政權打倒え!　朝鮮事情研究所　［出版地不明］　

朝鮮事情研究所　［1949.7序］　4, 136p　18㎝　

 1583

テーゼ集　中國篇　日刊労働通信社　東京　日刊

勞働通信社　1952.1　2, 5, 654p　21㎝　 1584

日 本 共 産 党 テ ー ゼ　村松武　東京　双文社　

1952.6　319p　19㎝　 1585

韓国雜観雑感　その1-2　［出版地不明］　海空技術

調査室　1962.11　2冊　25㎝　 1586

朝鮮地方制度概論　古庄逸夫　1963.4　193p　21

㎝　謄写　 1587

最近に於ける朝鮮治安状況　朝鮮総督府警務局　

東京　巌南堂書店　1966.2　11, 18, 302, 480p　

22㎝　 1588

朝鮮社会思想運動沿革略史　李磐松　東京　巌南

堂書店　1966.12　152p　25㎝　1934年刊行の復

刻版（謄写）　 1589

朝鮮騒擾事件状況　朝鮮憲兵隊司令部　東京　極

東研究所出版会　1969.9　513p　22㎝　復刻

　 1590

朝鮮共産主義運動史　徐大粛　東京　コリア評論

社　1970.11　17, 329, 59p　挿図, 地図　22㎝　

 1591

〔Ｂ 法律〕

無冤録述　巻之上下　河合尚久　［19--］　2冊　27

㎝　 1592
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朝鮮修好規則　楢崎隆存　大阪　浜本明昇堂　

1882.8　11丁　18㎝　 1593

朝鮮國海岸ニ於テ犯罪ノ日本國漁民取扱規則　

［甲府］　［山梨縣］　1893.10　［2］, ［3］丁　18㎝　

 1594

在朝鮮國各領事舘制定諸規則便覽　［東京］　［外

務省］　［1895］　1冊　22㎝　 1595

土地建物ノ賣買、贈輿交換及典當ノ證明ニ關
スル規則及指令等要録　不動産法調査会　［出

版地不明］　［不動産法調査會］　1907　113, 52, 

16p　21㎝　 1596

東亞關係特種條約彙纂　東亜同文会　東京　丸善　

1908.1　1254, 197p　27㎝　 1597

東洋法制史本論　廣池千九郎　東京　早稲田大學

出版部　1915.3　2, 21, 588p　23㎝　 1598

朝鮮民籍法令集　酒井與三吉　京城　大成印刷社　

1916.5　99, 48p　22㎝　 1599

朝鮮司法例規　朝鮮總督府司法部法務課　京城　

大成印刷社　1916.6　7, 51, 374, 109p　22㎝　

 1600

朝鮮司法提要　高等法院書記課　京城　大成印刷

社　1918.12-1923.2　3冊　23㎝　 1601

民籍例規　朝鮮總督府法務局　京城　大成印刷社　

1922.5　25, 22, 432p　23㎝　 1602

朝鮮司法例規　朝鮮總督府法務局　京城　大成印

刷社　1922.9　2, 10, 55, 470p　22㎝　 1603

改正朝鮮税令　朝鮮總督府財務局　京城　［朝鮮總

督府財務局］　1922.9　4, 183p　23㎝　 1604

刑事法実習　京城地方法院刑事部員　京城　巖松

堂京城店　1922.9　1冊　23㎝　 1605

朝鮮法制史稿　浅見倫太郎　東京　巖松堂書店　

1922.11　4, 10, 455p　23㎝　 1606＊

朝鮮刑務提要　朝鮮総督府看守教習所　京城　朝

鮮司法協會　1923.3　66, 1135p　23㎝　 1607

朝鮮高等法院判例要旨類集　［本体］　朝鮮高等法

院　京城　大成印刷社　1923.12　2, 17, 709, 

10, 262p　20㎝　 1608

改正朝鮮司法警察法規提要　神阪退三　京城　朝

鮮警察新聞社　1924.3　540p　13㎝　 1609

朝鮮親族相続慣習法総覧　馬場社　京城　大阪屋

號書店　1926.4　3, 2, 2, 4, 78, 561p　23㎝　

 1610

少年受刑者ノ統計　昭和元年 （第4回）　開城少年

刑務所　［開城］　開城少年刑務所　1927.9　7, 

144p　22㎝　 1611

朝鮮河川令釋義　坂本嘉一　東京　帝國地方行政

學會　1927.11　6, 4, 240p　23㎝　 1612

二元主義文書僞造理論の研究　飯塚敏夫他一編　

［東京］　司法省調査課　1927.12　124p　22㎝　

（司法研究 5）　 1613

青年受刑者第5回統計報告　昭和3年　金泉少年

刑務所　［金泉］　金泉少年刑務所　1929.8　9, 

213p　24㎝　 1614

朝鮮髙等法院判決録　司法協会　京城　司法協會　

1931.2-1933.5　3冊　23㎝　 1615

朝鮮親族相続法要論　吉武繁　東京　巌松堂書店　

1931.2　3, 5, 15, 523p　23㎝　 1616

朝鮮に於ける現行小作及管理契約證書實例
集　朝鮮総督府殖産局農務課　京城　朝鮮農會　

1931.9　3, 14, 756p　19㎝　 1617

高等警察用語辞典　朝鮮総督府警務局　京城　朝

鮮総督府警務局　1933.12　2, 65, 420, 25p　20

㎝　 1618

朝鮮親族法相続法　藤田東三　京城　大阪屋号書

店　1933.7　370p　23㎝　 1619

朝鮮司法一覽　昭和9年9月調査　朝鮮総督府　［京

城 ］　 朝 鮮 總 督 府　［1934.9］　2, 61p　19㎝　

 1620

朝鮮に於ける小作に關する基本法規の解説　吉

田正廣　京城　朝鮮農政研究同志會　1934.12　

25, 2, 11, 320p　20㎝　 1621

現行朝鮮親族相續法類集　南雲幸吉　京城　大阪

屋號書店　1935.10　611p　23㎝　 1622

朝鮮行政法概要　内田達孝　京城　近澤書店　

1935.10　2, 22, 564, 21p, 図 版［2］枚　23㎝　

 1623

朝鮮戸籍令義解　車田篤　京城　朝鮮地方行政學

會　1937.6　2, 4, 6, 281p　23㎝　 1624
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朝鮮警察法論　車田篤　京城　車田篤　1937.6　

2, 4, 2, 24, 348p　23㎝　 1625＊

朝鮮神社法令輯覽　朝鮮神職會　京城　帝國地方

行政學會　1937.12　12, 375p　20㎝　 1626

朝鮮登記關係法令全集　朝鮮登記学会　京城　朝

鮮登記學會　1938.4　17, 166, 93p　23㎝　 1627

朝鮮人事調停令解釋資料集　朝鮮總督府法務

局　京城　司法協會　1939.10　18, 283p　20㎝　

 1628

朝鮮税務法規提要　［昭和15年6月1日現在］　朝鮮

總督府財務局　［京城］　朝鮮財務協會　1940.7　

864p　20㎝　 1629

朝鮮ニ於ケル不動産關係統制法規　朝鮮殖産銀

行　［出版地不明］　朝鮮殖産銀行　1941.3　312p　

23㎝　 1630

朝鮮所得税令精義　寺山時二　京城　朝鮮財務懇

話會　1941.8　3, 20, 500, 45p　23㎝　 1631

現行朝鮮戸籍法令集　朝鮮總督府法務局　［京城］　

朝鮮戸籍協会　1942.7　4, 328p　19㎝　 1632

朝鮮司法一覧　昭和17年版　朝鮮總督府法務局　

［京城］　朝鮮總督府法務局　［1942］　4, 164p　

22㎝　 1633

韓國土地所有權ノ沿革ヲ論ス　内閣不動産法

調査会　［出版地不明］　［内閣不動産法調査會］　

［1---］　67p　23㎝　 1634

朝鮮の兒童労働法　［出版地不明］　労働省婦人少

年局年少労働課　［1947］　27p　26㎝　 1635

日本に在住する非日本人の法律上の地位　越川

純吉　［東京］　司法研修所　1949.10　15, 436p　

21㎝　 1636

大韓民國憲法　外務省調査局第五課　［東京］　外

務省調査局第五課　1949.5　2, 40p　21㎝　 1637

朝鮮民主主義人民共和国重要法令集　政治経済

研究所　［東京］　政治経済研究所　1949.9　144p　

21㎝　 1638

大韓民国憲法　衆議院法制局　［東京］　衆議院法

制局［ほか］　1955.3　27p　21㎝　 1639

朝鮮民主主義人民共和国憲法　衆議院法制局　

東京　衆議院法制局［ほか］　1955.3　25p　21㎝　

 1640

外地法令制度の概要　外務省条約局法規課　［東

京］　［外務省条約局第三課］　1957.6　230, 5, 

239p　21㎝　 1641

憲法講義草案　上卷　任正石　［名古屋］　［1957］　

233p　22㎝　 1642

憲法講義案　上卷　任正石　［名古屋］　1957.1　

263p　22㎝　 1643

韓國法制史特殊研究　朴秉濠　ソウル　韓國研究

圖書館　1960.7　4, 2, 147p　22㎝　 1644

制令　前編、後編　外務省条約局法規課　［東京］　

外務省条約局法規課　1960.10-1961.6　2冊　21

㎝　 1645

韓 国 の 憲 法　金煕鎮　東京　敬文堂出版部　

1969.9　445p　22㎝　 1646

韓国法学研究の現況　八幡大学社会文化研究所　

北九州　八幡大学社会文化研究所　1974.4　90p　

21㎝　 1647

国籍と人権　崔昌華　東京　酒井書店　1975.5　

2, 7, 357p, 図版1p　22㎝　 1648

〔Ｃ 社会経済・財政〕

隆煕二年財務一班　大邱財務監督局　［大邱?］　

［大邱財務監督局］　［1908］　13, 438p　図版, 表　

26㎝　  　1649

韓國財政施設綱要　韓国度支部　［京城］　韓国度

支部　［1910.8序］　13, 305p, 図版［12］枚　26㎝　

 1650

鮮満経済十年史　朝鮮銀行　京城　朝鮮銀行　

1919.12　7, 461, 9p, 図版38枚　26㎝　 1651＊

経済史論考　黒正巌　東京　岩波書店　1923.3　

4, 2, 386p　20㎝　 1652＊

朝鮮に於ける支那人の經濟的勢力　小田内通敏　

東京　東洋研究會　1925.7　4, 67p　図版, 地

図, 表　20㎝　 1653＊

朝鮮經濟史　猪谷善一　東京　大鐙閣　1928.5　

8, 5, 323p　20㎝　 1654＊

朝鮮及朝鮮人の經濟生活　服部暢　京城　帝國地

方行政學會朝鮮本部　1931.2　13, 246p　19㎝　

 1655＊
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朝鮮社會經濟史　白南雲　東京　改造社　1933.9　

4, 16, 449, 12p　19㎝　 1656＊

朝鮮に於ける近代資本主義の成立過程　四方博　

［東京］　［刀江書院］　［1933.12］　226p　23㎝　

 1657

朝鮮官有財産大要　矢野誓治　［京城］　朝鮮財務

協会　1935.6　281p, 図版16枚　20㎝　 1658

朝鮮專賣史　第1-3巻　朝鮮總督府專賣局　［京城］　

朝鮮總督府專賣局　1936.7　3冊　27㎝　 1659

李朝人口に關する一研究　四方博　［出版地不明］　

［四方博］　［19--］　112, 19p, 図版2枚　23㎝　

 1660

朝 鮮 農 政 史 考　西郷静夫　京城　朝鮮農会　

1937.1　5, 2, 3, 7, 647, 2p　24㎝　 1661

朝鮮　第270號, 昭和12年11月號　朝鮮総督府　京

城　朝鮮總督府　1937.11　117p　23㎝　 1662

朝鮮封建社会経済史　上　白南雲　東京　改造社　

1937.11　6, 34, 872p　23㎝　 1663

朝鮮経済の現段階　鈴木正文　京城　帝国地方

行政学会朝鮮本部　1938.8　2, 7, 526p　23㎝　

 1664＊

李朝人口に關する身分階級別的勸察　［本文、別

刷］　四方博　1938.4　2冊　23㎝　 1665＊

朝鮮　文献解題　四方博　京城　［1941］　p379-

396　21㎝　「社会経済史学の発達」の一部　抜刷　

 1666

李朝時代の都市と農村とに關する一試論　四方

博　京城　1941　p116-173　22㎝　抜刷 1667

近 代 朝 鮮 經 濟 史　崔虎鎮　東京　慶應書房　

1942.10　2, 6, 333p　22㎝　 1668＊

朝 鮮 の 經 濟　鈴木武雄　東京　日本評論社　

1942.3　14, 321p　19㎝　 1669＊

朝鮮經濟の新構想　鈴木武雄　京城　東洋経済新

報社京城支局　1942.6　4, 2, 326p　19㎝　

 1670＊

東洋的生活圏　森谷克己　東京　育生社弘道閣　

1942.12　2, 9, 386p　22㎝　 1671

東亜社會研究　第1輯　東亜社會研究會　東京　生

活社　1943.12　2, 3, 380p　22㎝　 1672

李朝時代郷約の歴史と性格　四方博　京城　1944　

76p　21㎝　抜刷　 1673

李朝時代に於ける契規約の研究　四方博　京城　

朝鮮總督府　1944.7　94p　22㎝　 1674

朝鮮經濟の史的發展　四方博　京城　東亜經濟懇

談會朝鮮委員會　1944.8　2, 47p　21㎝　 1675

東洋的社會の歴史と思想　森谷克己　東京　實業

之日本社　1948.8　2, 2, 241p　21㎝　 1676

舊來の朝鮮社會の歴史的性格について　〔1-3別

刷〕　四方博　［19--］　3冊　22㎝　 1677

朝鮮開國の前後　四方博　［19--］　3冊　21㎝　

 1678

朝鮮の経済　朝鮮事情研究会　東京　東洋経済新

報社　1956.12　10, 203p　21㎝　 1679

戦後におけるわが国の経済　黄道淵　平壌　外国

文出版社　1957.11　113p　18㎝　 1680

外 地 財 政　 上　 大 蔵 省　 東 京　 経 済 往 来 社　

1958.1　16, 894p　27㎝　（明治大正財政史 18）　

 1681

韓國經濟와 經濟學　崔虎鎮　ソウル　一韓圖書出

版社　1958.9　393p　21㎝　 1682

近代韓國經濟史研究　崔虎鎮　ソウル　東國文化

社　1960.2　304p　21㎝　 1683

韓国経済概観　外務省経済局アジア課　［東京］　

外 務 省 経 済 局 ア ジ ア 課　1960.7　68p　21㎝　

 1684

朝鮮近時の経済状勢　四方博　［1961］　2冊　21

㎝　 1685

占領期に発生した対米債権・債務　高石末吉　

［東京］　［大蔵財務協会］　［1970.11］　7, 6, 

902p　22㎝　（覚書終戦財政始末 8）　 1686

韓国経済の実態と政治の現勢　田中直吉　［東

京］　［民主主義研究会］　1963.4　35p　25㎝　

 1687

韓国経済と日本　日本経済調査協議会　東京　日

本経済調査協議会　1963.12　261p （表共）　21㎝　

 1688
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韓国の経済五カ年計画事業推進状況　第1次年

度. 1962　外務省経済局アジア課　東京　外務省

経済局アジア課　1964.3　92p　21㎝　 1689

朝鮮民主主義人民共和国における社会科学部
門の研究成果　在日本朝鮮人科学者協会　東京　

在日本朝鮮人科学者協会中央常任委員会　1964.3　

139p　21㎝　 1690

韓国経済の実情　日本経済調査協議会　東京　経

済 往 来 社　1964.6　14, 243p（ 表 共 ）　22㎝　

 1691

韓 国 の 人 口 と 経 済　金哲　東京　岩波書店　

1965.7　264p　22㎝　 1692

日韓経済協力の方向とその背景　日本経済調査

協議会　東京　日本経済調査協議会　1965.10　

10, 568p　21㎝　 1693

朝鮮土地地税制度調査報告書　和田一郎　東京　

宗高書房　1967.4　7, 21, 898p　22㎝　 1694

韓国における経済の現状と企業会計制度　竜

家勇一郎　長崎　長崎大学東南アジア研究所　

1968.3　126p　21㎝　 1695

韓国の経済成長と資本蓄積　李秉昌　［東京］　

［李秉昌］　1968.1　xvi, 265p　22㎝　 1696

対韓外国人投資企業実態調査報告書　日本経済

調査協議会　東京　日本経済調査協議会　1969.9　

66p　21㎝　 1697

日帝下에 있어서 地主制度 研究　金森襄作　［ソ

ウ ル ］　 金 森 襄 作　［1970］　102, 6枚　26㎝　

 1698

韓国経済の奇蹟　原覚天　東京　日本国際問題研

究会　1970.3　206p　18㎝　 1699

南朝鮮経済史　高峻石　東京　刀江書院　1970.10　

10, 371p　22㎝　 1700

朝鮮後期農業史研究　金容燮　ソウル　一潮閣　

1970.8　2冊　挿図　22㎝　 1701

（1）農村經濟・社會變動
（2）農業變動・農學思潮

朝鮮社会主義農業論　洪達善　東京　日本評論社　

1971.5　302p　22㎝　 1702

現代朝鮮の農業政策　高昇孝　京都　ミネルヴァ

書房　1971.6　233p　19㎝　 1703

植民地における商業的農業の展開　林炳潤　東

京　東京大学出版会　1971.7　7, 335p　22㎝　

 1704

ドル危機と南朝鮮経済　金炳植　東京　未来社　

1971.12　235p　20㎝　 1705

韓国の人口増加の分析　石南國　東京　勁草書房

1972.6　351, xxvip　22㎝　 1706

朝鮮社会主義経済論　高昇孝　東京　日本評論社　

1973.1　10, 209p　22㎝　 1707

韓國商工業史　劉教聖　［19--］　p969-1156　21㎝　

 1708

韓国経済論　趙容範　東京　東洋経済新報社　

1974.5　207p　22㎝　 1709

朝鮮近代経済史研究　安秉珆　東京　日本評論社　

1975.9　viii, 227p　22㎝　 1710＊

韓國近代農業史研究　金容燮　ソウル　一潮閣　

1975.7　9, 646p　23㎝　 1711

韓 国 の 経 済　隅谷三喜男　東京　岩波書店　

1976.3　iii, 225p　18㎝　 1712

朝鮮社会経済史研究　上中下　四方博　東京　国

書刊行会　1976.9　3冊　22㎝　 1713

朝鮮における資本主義の形成と展開　梶村秀樹　

東京　龍溪書舎　1977.1　275p　22㎝　 1714＊

朝鮮社会の構造と日本帝国主義　安秉珆　東京　

龍渓書舎　1977.10　294p　22㎝　 1715＊

近代朝鮮経済史の研究　高秉雲　東京　雄山閣　

1978.3　8, 220p　22㎝　 1716

朝鮮近代社会経済史　全錫炎　東京　龍溪書舎　

1978.6　331p　22㎝　 1717

〔Ｄ 朝鮮人〕

在神半島民族の現状　神戸市社會課　［神戸］　神

戸市役所社會課　1927.10　6, 259p　図16枚　22

㎝　 1718

在滿朝鮮人と教育問題　桑畑忍　大連　中日文化

協會　1929.10　94p　19㎝　 1719

神戸市在住朝鮮人の現状　神戸市社會課　［神戸］　

神戸市社會課　1930.8　4, 94p　23㎝　 1720
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なぜ朝鮮人は渡來するか　大阪市社會部調査課　

［大阪］　大阪市社會部調査課　［1930.8］　58p　

23㎝　 1721

本市に於ける朝鮮人工場勞働者　大阪市社會部

調査課　［大阪］　大阪市社會部調査課　1931.3　

37p　23㎝　 1722＊

本市に於ける朝鮮人の生計　大阪市社會部調査課　

大阪　大阪市社會部調査課　1931.7　27p　23㎝　

 1723＊

在滿朝鮮人の窮状と其の解決策　金三民　奉天　

新大陸社1931.5　2, 8, 166p　23㎝　 1724

在滿朝鮮人事情　國務院民政部總務司調査科　

［新京］　民政部總務司調査科　1933.12　6, 222p　

23㎝　 1725＊

在滿朝鮮人の概況　朝鮮総督府外事課　［京城］　

朝鮮総督府外事課　1932.1　2, 43p　23㎝　 1726

對滿朝鮮移民の堅實性　石森久彌　京城　朝鮮公

論社　1933.1　3, 3, 114p　23㎝　 1727

上海不逞鮮人ノ情況　内務省警保局保安課　［東

京］　［内務省］警保局保安課　［1933.5］　10丁, 

図版2枚　28㎝　 1728

在阪朝鮮人の生活状態　大阪府學務部社會課　

［大阪］　大阪府學務部社會課　1934.6　8, 222p　

図版5枚　26㎝　 1729

朝鮮人移民問題の重大性　鎌田澤一郎　［京城］　

朝鮮総督府　1935.5　100p　22㎝　 1730

朝鮮人安全農村建設經過並現状　東亞勧業　［出

版地不明］　東亞勧業　1935.12　3, 71p　23㎝　

 1731

在京朝鮮人勞働者の現状　［昭和11年発行］　東京

府學務部社會課　［東京］　東京府學務部社會課　

1936.6　217p, 図版8p　22㎝　 1732＊

市内在住朝鮮出身者に關する調査　京都市社會

課　［京都］　京都市社會課　1937.1　177p　22㎝　

 1733

北支在留朝鮮人ノ状況ト其ノ保護指導　朝

鮮総督府警務局　［京城］　朝鮮總督府警務局　

［1937.8］　4丁　26㎝　 1734

内地在住半島人問題と協和事業　国策研究会　

東京　國策研究會　1938.3　40p　23㎝　 1735

半島人の滿洲開拓状況　朝鮮總督官房文書課　京

城　朝鮮總督府　1939.8　6p　19㎝　 1736

半島人勞務者ニ關スル調査報告　日本鉱山協会　

東京　日本鑛山協會　1940.12　2, 300p　26㎝　

 1737

在北支朝鮮人概況　朝鮮總督府北京出張所　［北

京］　朝鮮總督府北京出張所　1941.6　2, 67p　

23㎝　 1738＊

内地在住朝鮮人問題概況　中央協和會　［出版

地不明］　中央協和會　1942.3　2, 17p　22㎝　

 1739

滿洲移民夜前物語　永田稠　東京　日本力行會　

1942.5　8, 354p　19㎝　 1740

朝鮮人と其の訓練　海田要　東京　中央協和會　

1942.12　18p　21㎝　 1741

移入勞務者訓練實施の具體的研究　中央協和會　

［出版地不明］　中央協和會　［19--］　48p　21㎝　

 1742

満洲農村記　鮮農篇　板谷英生　東京　大同印書

館　1943.9　335p　19㎝　 1743

内地在住半島同胞銃後美談　第2編　中央協和會　

東京　中央協和會　1944.2　108p　19㎝　 1744

特殊勞務者の勞務管理　前田一　東京　山海堂　

1944.11　258p　22㎝　 1745

朝鮮人狩り　金紅園　東京　社會書房　1948.3　

185p　19㎝　 1746

朝鮮人団体の動向　法務府特別審査局　［東京］　

法務府特別審査局　1951.8　3, 61p　21㎝　 1747

入管執務調査資料　法務省入国管理局　［東京］　

法務省入国管理局　1953.2　6冊　25㎝　 1748

（1）在日朝鮮人の生活実態
（2）在留朝鮮人の動きと日韓関係
（3）在留朝鮮人と日韓関係
（4）数字から見た在日朝鮮人

在 日 朝 鮮 人 運 動　篠崎平治　東京　令文社　

1955.3　275p　19㎝　 1749

綱領・規約・當面運動方針　在日本大韓民国居留

民団　［東京］　在日本大韓民國居留民團中央総本

部　1955.6　34p　21㎝　 1750
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内外維新研究資料　第53号　内外維新研究所　

［東京］　内外維新研究所　［1955.5］　107p　25㎝　

 1751

日本にいる朝鮮の子ども　李東準　東京　春秋社　

1956.5　159p　19㎝　 1752

脱出　金日　京都　三一書房　1956.8　196p　18

㎝　 1753

在日朝鮮人帰国問題の真相　日本赤十字社　東京　

日本赤十字社　1956.9　18p　26㎝　 1754

在日本朝鮮人商工便覧　1957年版　在日本朝鮮人

商工便覧編纂委員会　東京　在日本朝鮮人商工連

合会　1956.11　254p　27㎝　 1755

在日朝鮮人に関する綜合調査研究　朴在一　東

京　新紀元社　1957.6　171p　22㎝　 1756

在日朝鮮人の帰国問題はなぜ人道問題であり
緊急処理を要するのか?　井上益太郎　［出版

地不明］　［日本赤十字社］　［1959.1］　6p　26㎝　

 1757

北鮮自由帰還問題について　外務省情報文化局報

道課　［東京］　外務省情報文化局　1959.3　30p　

21㎝　 1758

旧在日本朝鮮人連盟財産事件判決記録　在日本

朝鮮人総聯合会中央常任委員会　［東京］　在日

本朝鮮人総聯合会中央常任委員会　1959.6　92p　

25㎝　 1759

日本人のみた在日朝鮮人　労働者ルポルタージュ

集団　東京　日本機関紙通信社　1959.8　216p　

図版　19㎝　 1760

今日の朝鮮　在日朝鮮人帰国実現記念出版委員

会　東京　東京都在日朝鮮人帰国協力会　1960.3　

60p　19㎝　 1761

在日韓国人の五十年史　李瑜煥　東京　新樹物産

株式会社　1960.12　190p　図版4枚　19㎝　 1762

日本における朝鮮少数民族　Edward W. Wagner　

［東京］　外務省アジア局北東アジア課

　1961　序, 154p　21㎝　 1763＊

ま た 逢 う 日 に は　 南 日 竜　 東 京　 理 論 社　

1961.11　222p　図版　18㎝　 1764

太平洋戦争中における朝鮮人労働者の強制連行
について　朝鮮大学校地理歴史学科　［出版地不

明］　朝鮮大学校地理歴史学科　1962.3　85p　21

㎝　 1765

在日朝鮮公民の祖国との往来は一日も早く実現
されなければならない　在日本朝鮮人総聯合会

中央常任委員会　東京　在日本朝鮮人総連合会中

央常任委員会　1963.5　4p　25㎝　 1766

在日朝鮮公民の祖国への自由な往来を実現する
ために　在日朝鮮人祖国往来要請委員会　東京　

在日朝鮮人祖国往来要請委員会　1963.7　27p　

19㎝　 1767

在日朝鮮中高生に対する人権侵犯事件調査報告
書　在日朝鮮中・高級生に対する人権侵犯事件

調査団　東京　在日朝鮮中・高級生に対する人権

侵犯事件調査団　1963.8　104p　25㎝　 1768

在日朝鮮人は理由なしに殺傷されている　在日

朝鮮人の人権を守る会準備会　東京　在日朝鮮

人の人権を守る会準備会　1963.10　59p　19㎝　

 1769

祖国往来を望む在日朝鮮人の再入国申請理由書
（事例）　［196-?］　17p　25㎝　謄写　 1770

在日朝鮮人の法的地位　在日朝鮮人の人権を守る

会　東京　在日朝鮮人の人権を守る会　1964.12　

245p　21㎝　  1771

六十万の切実なねがい　在日本朝鮮人祖国往来要

請委員会　東京　在日本朝鮮人祖国往来要請委員

会　1965.2　80p　19㎝　 1772

朝鮮人強制連行の記録　朴慶植　東京　未来社　

1965.5　334p　図版8p　20㎝　 1773

在日朝鮮人の人権侵犯に関する資料　在日本朝

鮮人総聯合会中央常任委員会社会経済部　［東京］　

在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会社会経済部　

［1965.5］　41p　26㎝　 1774

在日本朝鮮人の概況　前編　坪江汕二　東京　厳

南堂書店　1965.6　11, 207p　25㎝　 1775

朝鮮総聯1955～1965　東京　在日本朝鮮人総聯合

会中央常任委員会　1965.9　40p　26㎝　 1776

ある在日朝鮮人の記録　張斗植　東京　同成社　

1966.1　284p　19㎝　 1777

日本の中の朝鮮　大江健三郎　東京　太平出版社　

1966.5　276p　18㎝　 1778
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“獄門島”サハリンスクに泣く人々　張在述　東

京　樺太抑留帰還韓国人会　1966.6　94p　22㎝　

 1779

朝鮮高校生への集団暴行を告発する　在日朝鮮

人の人権を守る会　東京　在日朝鮮人の人権を守

る会　1966.8　95p　21㎝　 1780

北朝鮮帰還問題について　自由民主党広報委員会　

［東京］　自由民主党広報委員会　1967.4　21p　

25㎝　 1781

民族としての在日朝鮮人　間宮茂輔　東京　汐文

社　1967.6　183p　18㎝　 1782

在日朝鮮人の「帰国協定」打切りをめぐる法的問
題の研究　東京　民主主義科学者協会法律部会　

1967.11　31p　21㎝　 1783

狂暴化した国税権力による税弾圧の真相　同和

信用組合弾圧事件弁護団　東京　同和信用組合弾

圧事件弁護団　［1967.12］　135p　25㎝　 1784

同和信用組合弾圧事件の真相　同和信用組合弾

圧事件対策連絡会議　東京　同和信用組合弾圧事

件対策連絡会議　1968.2　16p　18㎝　 1785

金嬉老事件と少数民族　崔昌華　東京　酒井書店　

1968.5　354p　18㎝　 1786

在日朝鮮人の人権をおかす黒い手帳　在日朝鮮

人の人権を守る会　東京　在日朝鮮人の人権を守

る会　1968.9　40p　19㎝　 1787

弱虫・泣虫・甘ったれ　岡村昭彦　東京　三省堂　

1968.12　185p　18㎝　 1788

「出入国管理法案」をバクロする　在日朝鮮人の

人権を守る会　東京　在日朝鮮人の人権を守る会　

1968.12　61p　19㎝　 1789

悪法「出入国管理法案」をあばく　在日朝鮮人の

人権を守る会　東京　在日朝鮮人の人権を守る会　

1969.2　14p　19㎝　 1790

ある朝鮮人科学者の手記　李升基　東京　未来社　

1969.4　222p　19㎝　 1791

日本のなかの朝鮮人　張斗植　東京　同成社　

1969.6　374p　19㎝　 1792

大村収容所　朴正功　京都　京都大学出版会　

1969.8　245p, 図版［7］p　19㎝　 1793

朝鮮高校生に対する集団暴行事件の真相　朝鮮

高校生に対する集団暴行事件弁護団　東京　在

日朝鮮人の人権を守る会　1969.11　9p　25㎝　

 1794

金嬉老の法廷陳述　金嬉老　東京　三一書房　

1970.1　282p　20㎝　 1795

出入国管理法案の解明　出入国管理法案研究会　

東京　在日朝鮮人の人権を守る会　1970.2　38p　

19㎝　 1796

在日朝鮮人　中薗英助　東京　財界展望新社　

1970.3　287p　19㎝　 1797

在日朝鮮青年の証言　福地幸造　東京　三省堂　

1970.4　167p　18㎝　 1798

在日韓国人の歴史と現実　在日韓国青年同盟中央

本部　東京　洋々社　1970.11　8, 490p, 図版

［10］p　22㎝　 1799

在日韓国人の民族運動　鄭哲　東京　洋々社　

1970.11　343p　肖像　19㎝　 1800

入管体制解体をめざして　史的唯物論研究所　大

阪　 史 的 唯 物 論 研 究 所　1971.2　24p　26㎝　

 1801

朝 鮮 人・ 私 の 記 録　高峻石　東京　同成社　

1971.2　263p　22㎝　 1802

日本の中の朝鮮　宇佐美承　東京　太平出版社　

1971.3　285p　20㎝　 1803

出入国管理法案のねらいと問題点　日朝貿易会　

東京　日朝貿易会　1971.3　18p　24㎝　 1804

徐君兄弟の「スパイ容疑」事件について　徐君を

守る東京教育大学同窓生の会　東京　徐君を守

る東京教育大学同窓生の会　1971.6　26p　25㎝　

 1805

朝鮮人のなかの日本　呉林俊　東京　三省堂　

1971.3　197p　18㎝　 1806

在日朝鮮人の諸問題　佐藤勝巳　東京　同成社　

1971.7　433p　22㎝　 1807

特別企画・日本人の朝鮮人に対する虐待と差別　

潮出版社　東京　潮出版社　1971.9　418p　21㎝　

 1808

今こそ傷口をさらけ出して　金嬉老　東京　教文

館　1971.9　332p　19㎝　 1809
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在日朝鮮人　呉林俊　東京　潮出版社　1971.11　

244p　17㎝　 1810

在日韓国人60万　李瑜煥　東京　洋々社　1971.12　

419p　22㎝　 1811

在日朝鮮人と日本労働者階級　岩村登志夫　東

京　校倉書房　1972.7　318p　挿図　22㎝　 1812

偏 見 と 差 別　平岡敬　東京　未来社　1972.8　

277p　20㎝　 1813

身世打鈴　むくげの会　東京　東都書房　1972.8　

230p　20㎝　  　1814

棄民　藤崎康夫　東京　サイマル出版会　1972.9　

199p　図, 肖像　19㎝　 1815

日 本 人 と 朝 鮮 人　東京　日本評論社　1972.9　

252p　26㎝　 1816

半日本人　白浜研一郎　東京　エール出版社　

1973.1　222p　19㎝　 1817

ある帰化朝鮮人の記録　姜魏堂　東京　同成社　

1973.4　340p　22㎝　 1818

見えない人々　飯沼二郎　東京　日本基督教団出

版局　1973.4　296p　18㎝　 1819

朝 鮮 人 部 落　成允植　東京　同成社　1973.7　

278p　19㎝　 1820

朝鮮・ヒロシマ・半日本人　朴寿南　東京　三省

堂　1973.8　375p　19㎝　 1821

九州朝鮮人強制連行の実態　九州地方朝鮮人強

制連行真相調査団　［出版地不明］　［九州地方朝

鮮人強制連行真相調査団］　［1974］　104p　26㎝　

 1822

筑豊における朝鮮人強制連行　瓜生秀一　［福

岡］　福岡県歴史教育者協議会　1974.7　56p　26

㎝　 1823

ルポ・いまだ生々しい歴史の傷口　朝日新聞社　

東京　朝日新聞社　1974.5　82p　34㎝　 1824

在日朝鮮人労働者と水平運動　小林末夫　京

都　部落問題研究所出版部　1974.7　257p　19㎝　

 1825

被爆韓国人　朴秀馥　東京　朝日新聞社　1975.7　

324p　20㎝　 1826

鎮魂の海峡　深川宗俊　東京　現代史出版会　

1974.9　247p　20㎝　 1827

私のなかの朝鮮人　本田靖春　東京　文芸春秋　

1974.10　230p　20㎝　 1828

朝鮮人強制連行強制労働の記録　北海道・千島・

樺太篇　朝鮮人強制連行真相調査団　東京　現代

史出版会　1974　685p　20㎝　 1829

在日朝鮮人　佐藤勝巳　東京　同成社　1974.11　

394p　22㎝　 1830

民 族 差 別　朴君を囲む会　東京　亜紀書房　

1974.11　vi, 282p　19㎝　 1831

愛と民族　任文桓　東京　カンデラ書館　1975.8　

298p　20㎝　 1832

天皇制国家と在日朝鮮人　朴慶植　東京　社会評

論社　1976.7　320p　20㎝　 1833

風 の 慟 哭　方鮮姫　東京　田畑書店　1977.2　

237p　20㎝　 1834

わがアリランの歌　金達寿　東京　中央公論社　

1977.6　261p　18㎝　 1835

大村朝鮮人収容所　吉留路樹　東京　二月社　

1977.9　242p　19㎝　 1836

在日朝鮮人の基本的人権　在日朝鮮人の人権を守

る会　東京　二月社　1977.9　xx, 576p　22㎝　

 1837

65万人　宮田浩人　東京　すずさわ書店　1977.12　

330p　19㎝　 1838

渡日韓国人一代　金鐘在　東京　図書出版社　

1978.3　237p　20㎝　 1839

〔Ｅ 教育〕

普通學校實業學校學事状況報告要録　朝鮮總督

府内務部学務局　［京城］　朝鮮總督府内務部學務

局　1911.1　72p　22㎝　 1840

朝鮮教育要覽　大正4,8,15年　朝鮮總督府學務局　

［京城］　［朝鮮總督府學務局］　1915.12-1926.7　

3冊　23㎝　 1841
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教 科 書　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督府　

1915.1-1933.7　7冊　22㎝　  1842

（1）速修國語讀本
（2）普通學校漢文讀本
（3）普通學校朝鮮語讀本
（4）朝鮮讀本
（5）編纂趣意書

朝鮮の教育　弓削幸太郎　東京　自由討究社　

1923.5　2, 2, 310p　19㎝　 1843

京畿道教育及宗教一斑　1924　49p　23㎝　 1844

第2, 3回研究會録　朝鮮初等教育研究會　［京城］　

朝鮮初等教育研究會　1926.4　412p　23㎝　 1845

朝鮮青年成功録　朝鮮總督府學務局　京城　朝鮮

敎育會　1927.12　217p　20㎝　 1846

京城帝國大學一覽 京城帝国大学　［京城］　京城

帝國大學　1928.4-1940.11　13冊　19㎝　 1847

滿鮮地方學事視察報告　東京府教育研究會

　1929.8　107p　図版1枚　19㎝　 1848

在滿鮮人學校調　南満州鉄道株式会社　［大連］　

南滿洲鐵道株式會社　［193-?］　［36］p　19×26㎝　

 1849

京畿教育　創刊-3號　京畿道教育會　［京城］　京

畿道教育會　1931.7-1933.2　3冊　23㎝　 1850

京城府内學校一覽圖　京城府学務課　［京城］　京

城府学務課　［1932.3］　1枚　54×28㎝（折りたた

み19㎝）　 　　　　　1851

朝鮮諸學校一覽　昭和7年度編纂　朝鮮總督府學

務局　［京城］　朝鮮總督府學務局　1933.6　570p　

23㎝　 1852

京畿道ノ教育ト宗教　［1933］　6, 135p　18㎝　

 1853

朝鮮學事例規　朝鮮總督府學務局學務課　［京

城］　朝鮮教育會　1935.12　2, 39, 1244p　18㎝　

 1854

朝鮮教育問題管見　大野謙一　［京城］　朝鮮教育

会　1936.9　8, 13, 462p, 図版1枚　23㎝　 1855

平安南道の教育と宗教　平安南道教育会　［平壌］　

平安南道教育會　1937.3　7, 139p　18㎝　 1856

國體の本義　朝鮮教育會　［京城］　朝鮮敎育會　

1937.8　111p　23㎝　 1857

朝鮮及臺灣ニ於ケル學齡兒童數ト初等學校収容
兒童數トノ現在ニ於ケル對照表　［出版者不

明］　拓務省　［1937］　［8］p　27㎝　合綴　 1858

全南の教育と宗教　全羅南道学務課　［光州］　全

羅南道學務課　1938.5　4, 124p　20㎝　 1860

國語敎育の革新　佐伯銀太郎　京城　帝國地方

行政學會朝鮮本部内朝鮮公民敎育會　1938.10　

101p　21㎝　 1861

學制改革と義務教育の問題　八木信雄　［京城］　

緑旗聯盟　1939.11　57, 35p　19㎝　 1862

朝鮮敎育　朝鮮教育研究會　京城　朝鮮敎育研究

會　1940.4-1941.1　9冊　23㎝　 1863

朝鮮の教育　東京文理科大學教育學科第十期生　

1940.7　p25-68　23㎝　 1864

事業概要　昭和17年度　朝鮮奨学会　［東京］　朝

鮮獎學會　［1942］　47p　19㎝　 1865

文敎の朝鮮　208號 （昭和18年1月號）　朝鮮教育會　

京城　朝鮮敎育會　1943.1　60p　21㎝　 1866＊

教育より見たる朝鮮の將來　大野謙一　1943.12　

40p　21㎝　 1867

經學院沿革及現況　［19--］　1枚　42×71㎝（折り

たたみ22㎝）　 1868

朝鮮人學校事件の真相　［出版地不明］　［在日

朝鮮學校事件眞相調査團］　［194-］　38p　18㎝　

 1869

在日朝鮮人敎育の諸問題とその打解策　在日

朝鮮人学校PTA愛知県連合会　［名古屋］　同會　

［1953］　［7］p　25㎝　 1870

朝鮮兒童作品集　平壤　外國文出版社　1958.10　

131p　20㎝　 1871

朝 鮮 教 育 史　宋枝學　東京　くろしお出版　

1960.7　259p　22㎝　 1872

성인 국어 독본　 총련 중앙 교육 문화부　東京　

학우서방　1959.9　91p　挿図　18㎝　 1873

東京朝鮮人学校参観記　在日本朝鮮人中央教育会

常任理事会　［東京］　在日本朝鮮人中央教育会常

任理事会　1964.12　34p　25㎝　 1874
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在日朝鮮人の民主主義的民族教育　在日朝鮮人

の人権を守る会　東京　在日朝鮮人の人権を守る

会出版局　1965.3　39p　21㎝　 1875

在日朝鮮人の教育について　「民族教育」編集委員

会　東京　「民族教育」編集委員会　1965.5　32p　

図版8p　17㎝ 1876

戦後韓国の対日教科の考察　隣接諸国研究所　

［東京］　［隣接諸国研究所］　［1965］　123p　25㎝　

 1877

朝鮮人の民族教育　在日朝鮮人の民族教育に関す

るシンポジウム世話人会　東京　日本朝鮮民族教

育問題協議会　1965.11　155p　21㎝　 1878

憂うべき在日北朝系朝鮮人の共産主義教育の
実態　中外調査会　東京　中外調査会　1966.5　

83p　19㎝　 1879

民族の独立と教育　大沢勝　名古屋　在日朝鮮

人民族教育問題愛知懇談会　1966.5　54p　21㎝　

 1880

遠い国でないことを　韓美妃　京都　汐文社　

1966.5　292p　19㎝　 1881

日本帝国主義の植民地教育と闘った在朝日本人
教師の闘いの記録　新藤東洋男　大牟田　人

権民族問題研究会　1966.7　94p　図版　21㎝　

 1882

民族教育　藤島宇内　東京　青木書店　1966.8　

278p　18㎝　 1883

在日朝鮮人の民族教育問題について　在日朝鮮

人民族教育対策委員会　東京　在日朝鮮人民族教

育対策委員会　1966.11　7p　26㎝　 1884

朝鮮人学校の日本人教師　梶井陟　東京　日本朝

鮮研究所　1966.11　239p　19㎝　 1885

在日朝鮮人の民族教育をまもるために　1967　

在日朝鮮人民族教育対策委員会　東京　在日朝

鮮人民族教育対策委員会　1967.3　29p　18㎝　

 1886

民族の誇りを育てよう　在日朝鮮人民族教育問題

懇談会　［1967］　72p　21㎝　 1887

朝鮮の子ら　「民族教育」編集委員会　［出版地不

明］　在日本朝鮮人中央教育会：在日本朝鮮人教

職員同盟　1967.5　43p　21㎝　 1888

朝鮮大学校の認可をめぐる法的問題の研究　兼

子仁　東京　民主主義科学者協会法律部会　

1967.9　32p　22㎝　 1889

朝鮮大学をみて　朝鮮大学校　小平　朝鮮大学校　

1967　184p　18㎝　 1890

朝・日学術文化の交流と民族教育の発展のた
めに　朝鮮大学校　東京　朝鮮大学校　1967　

40p, 写真［8］p　26㎝　 1891

朝鮮大学校の認可問題にかんする資料　朝鮮大

学校　小平　朝鮮大学校　1967.11-1968.5　3冊　

21㎝　 1892

朝 鮮 人 学 校　来栖良夫　東京　太平出版社　

1968.3　284p　19㎝　 1893

「外国人学校法案」に関する資料　在日本朝鮮人

愛知県民族教育対策委員会　名古屋　在日本朝鮮

人愛知県民族教育対策委員会　1968.3　16p　26

㎝　 1894

白いチョゴリの学校　来栖良夫　東京　草土文化　

1968.11　286p, 図版1p　19㎝　 1895

近世朝鮮教育史研究　渡部学　東京　雄山閣　

1969.3　664, 28p　22㎝　 1896

朝鮮と教科書　家永訴訟支援・市民の会　東京　

青藍出版　1969.7　133p　18㎝　 1897

最近の朝鮮問題に関する資料　「民族教育」編集

委員会　東京　在日本朝鮮人中央委員会：在日本

朝鮮人教職員同盟　1970.1　52p　21㎝　 1898

朝鮮大学校職員不当逮捕事件の真相報告書　日

朝協会　東京　日朝協会：在日朝鮮人の人権を守

る会　1970.6　17p　26㎝　 1899

教科書のなかの朝鮮　在日朝鮮人民族教育問題懇

談会　東京　地歴社　1971.6　205p　19㎝　 1900

朝鮮を正しく教えよう　日朝協会大阪府連合会　

東京　在日朝鮮人民族教育問題懇談会　1971.10　

3, 60p　21㎝　 1901

壁　第1号　［名古屋］　愛知県朝鮮人教育問題研究

会　［19--］　54p　25㎝　 1902

우리 공부　6후　［19--］　110p　21㎝　 1903

朝鮮・アジアの学習　川合章　東京　明治図書出

版　1972.6　212p　19㎝　 1904
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社会主義的教育論　金日成主席著作翻訳委員会　

東京　未来社　1973.9　284p, 図版1枚　22㎝　

 1905

在日朝鮮人教育論　歴史篇　小沢有作　東京　亜

紀書房　1973.12　vi, 556p　19㎝　 1906

学習資料世界史　学習資料「世界史」編集委員会　

東京　ほるぷ総連合　1974.4　238p　21㎝　 1907

さらされるものとさらすものと　金時鐘　東京　

明治図書出版　1975.9　231p　19㎝　 1908

朝鮮教育資料　東京　在日本朝鮮人教職員同盟中

央常任委員会　1976.7　38p　21㎝　 1909

民主教育と在日朝鮮人問題　日朝協会大阪府連

合会　大阪　日朝協会大阪府連合会　1976.10　

209p　19㎝　 1910

朝鮮の歴史をどう教えるか　旗田巍　東京　龍渓

書舎　1976.10　252p　19㎝　 1911

全般的11年制義務教育を成功裏に実施するため
に　金日成　ピョンヤン　外国文出版社　1977　

17p　19㎝　 1912

〔Ｆ 風俗〕

戸籍表　［金山郡 （慶尚北道）］　［出版者不明］　建

陽2［1897］　1枚　30×21㎝　 1913

墓地ニ關スル調査　山道襄一　［出版地不明］　

［山道襄一］　1910.6　序 34丁26㎝　 1914

社会状態及階級制度　山道襄一　［1910.8］　67丁　

27㎝　 1915

慣習調査報告書　法典調査局　1910.12　序, 14, 

408p　図版［24］枚　26㎝　 1916＊

朝鮮慣習調査　［1912］　51p　28㎝　 1917

朝鮮社會考　朝鮮駐箚憲兵隊司令部　［京城］　［文

星社］　［1912］　8, 141p　22㎝　複写　

 1918＊

朝鮮俚諺　崔瑗植　京城　新文館　1913.4　4, 2, 

10, 260p　15㎝　 1919

朝鮮の俚諺集附物語　高橋亨　京城　日韓書房　

1914.6　4, 421p　18㎝　 1920＊

朝鮮人の衣食住　村上唯吉　京城　大和商會圖書

出版部　1916.7　9, 2, 9, 109p, 図版［4］枚　19

㎝　 1921＊

朝鮮風俗集　今村鞆　京城　ウツボヤ書籍店　

1919.12　4, 8, 474p, 図版1枚　23㎝　 1922＊

傳説の朝鮮 三輪環　東京　博文館　1919.9　2, 

6, 300p　挿図, 地図　18㎝　 1923＊

謎の研究　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督府　

1920.3　7, 122p　23㎝　 1924

朝鮮之地方住家　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督

府　［1922］　2, 2, 15p, 図版［6］p　22㎝　 1925

朝鮮部落調査の過程　小田内通敏　［19--］　12p　

22㎝　 1926

副業の盛なる道也味里　佐々木忠右衞門　［出版

地不明］　朝鮮總督府　1924.1　45p　23㎝　 1927

朝鮮の謎　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督府　

1925.1　3, 231p　19㎝　  　1928＊

朝鮮賭博要覧　金欑根　東京　金欑根　1926.2　

127p　18㎝　 1929＊

朝鮮に於ける山林と傳説　［大邱］　朝鮮森林會慶

北支部　1926.9　3, 62p　23㎝　 1930

温 突 夜 話　鄭寅燮　東京　日本書院　1927.3　

380p　19㎝　 1931＊

朝 鮮 の 服 装　村山智順　京城　朝鮮総督府　

1927.3　6, 3, 152p, 図版22枚　19㎝　 1932

古蹟と風俗　内藤倫政　京城　朝鮮事業及經濟社　

1927.4　2, 10, 336p, 図版1枚　20㎝　 1933

朝鮮の風習　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督府　

1925.6　2, 2, 70p, 図版［2］枚　18㎝　 1934＊

朝鮮叢話　松田甲　［京城］　朝鮮總督府　1929.3　

4, 214p　15㎝　 1935＊

家庭百万吉凶寶鑑　廣韓書林編輯部　京城　廣韓

書林　1930.4　10, 254p　22㎝　 1936

歴史民俗朝鮮漫談　今村鞆　京城　南山吟社　

1930.6　8, 502, 2p, 図版4枚　22㎝　 1937＊

朝鮮の年中行事　呉晴　［京城］　朝鮮総督府　

1933.3　10, 2, 212p　19㎝　 1938＊
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朝鮮の社會事業　朝鮮総督府学務局社会課　［京

城］　朝鮮總督府學務局社會課　1933.9　6, 123, 

2, 121p, 図版10枚　19㎝　 1939

慣習及制度調査計畫　［朝鮮総督府中枢院］　［京

城］　［1933?］　1冊　29㎝　謄写　 1940

朝鮮の姓　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督府　

1934.3　4, 161, 424p, 図版1枚　27㎝　 1941

朝鮮の姓名氏族に關する研究調査　今村鞆　［京

城］　朝鮮總督府中樞院　1934.11　2, 4, 5, 

491p, 図版3枚　23㎝　 1942＊

朝 鮮 四 柱 占 法　中村文聡　東京　悠久書閣　

1935.10　69p　23㎝　 1943

扇  左縄  打毬  匏　今村鞆　［京城］　朝鮮総督府

中枢院　1937.3　2, 2, 496p, 図版［14］枚　23㎝　

 1944

農山漁村に於ける契　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮

總督府　1938.1　2, 258p　22㎝　 1945

朝鮮舊慣制度調査事業概要　朝鮮総督府中枢院　

［京城］　朝鮮總督府中樞院　1938.2　6, 210p　

図版3枚　22㎝　 1946＊

朝鮮の鄕土玩具　清永完治　釜山　清永完治　

1939.11　25p, 図版［1］枚　19㎝　 1947

朝鮮棋界總覽　赤岩嘉平　京城　赤岩嘉平：松本

薰　1940.1　381p, 図版［1］枚　23㎝　 1948

朝鮮の國名に因める名詞考　今村鞆　［京城］　朝

鮮總督府中樞院　1940.6　2, 2, 20, 221p　23㎝　

 1949

鼻を撫りて　今村鞆　京城　今村鞆　1940.7　6, 

6, 286p, 図版［2］枚　23㎝　 1950＊

土幕民の生活・衛生　京城帝国大学衛生調査部　

東京　岩波書店　1942.8　4, 11, 316p, 図版 

［8］ p, 挿図　21㎝　 1951＊

朝鮮の姓氏と同族部落　善生永助　東京　刀江書

院　1943.7　358p, 図版［8］p　19㎝　 1952＊

内鮮風習理解の書　堀貞次良　東京　朝陽社　

1943.11　3, 11, 2, 200p　17㎝　 1953

朝鮮の婚期に就て　日満農政研究会東京事務

局　［東京］　日滿農政研究會東京事務局　1943.3　

124p　21㎝　 1954

朝鮮巫俗の現地研究　秋葉隆　丹波　養徳社　

1950.5　198p, 図版10p　22㎝　 1955

朝鮮民俗誌　秋葉隆　東京　六三書院　1954.7　

2, 3, 302, 13, 11p, 図版［9］枚　22㎝　 1956

朝鮮の民話　孫晋泰　東京　岩崎書店　1956.7　

10, 258p　19㎝　 1957

朝鮮古代説話集　外国文出版社　平壌　外国文出

版社　1959.4　150p, 図版［5］p　19㎝　 1958

遊女の歴史　滝川政次郎　東京　至文堂　1965.7　

242p　挿図　19㎝　 1959

朝鮮の民俗　任東権　東京　岩崎美術社　1969.7　

280, 8p, 図版［8］p　19㎝　 1960

韓国の民俗　萩原秀三郎　東京　第一法規出版　

1974.12　244p（おもに図）　24㎝　 1961

韓国民俗学概説　李杜鉉　東京　学生社　1977.4　

351p　22㎝　 1962

４ 自然科学

通稱「パツコジ」ナル毒草ニ就テ　吉木弥三　

［19--］　5p, 図版［1］p　26㎝　（「朝鮮医学会雑

誌」2号より抜刷）　 1963

明治四十年韓國防疫記事　韓国統監府　［京城］　

韓国統監府　1908.3　4, 120p, 図版［5］枚　26㎝　

 1964＊

朝鮮總督府觀測所學術報文　第2卷　朝鮮総督府

観測所　［仁川］　朝鮮總督府觀測所　1912.10　

2, 38, 30p, p39-135, 25, 12p, 図版 ［7］ 枚　

26㎝　 1965＊

朝鮮水道水質之研究　樋下田謙治郎　［京城］　

［出版者不明］　1913.10　6, 181p, 図版［23］枚　

23㎝　 1966

朝鮮森林植物編　第1輯-第2輯　中井猛之進　［京

城］　［朝鮮總督府］　1915　1冊　26㎝　 1967

朝 鮮 植 物　上巻　中井猛之進　東京　成美堂　

1914.3　431, 13, 11p　23㎝　 1968

濟州島竝莞島植物調査報告書　中井猛之進　［京

城］　［朝鮮総督府］　［1914］　2, 156, 35p　26㎝　

 1969
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智異山植物調査報告書　中井猛之進　［京城］　朝

鮮總督府　1915.3　2, 98p, 図版［1］枚　26㎝　

 1970＊

朝鮮の山野より生産する藥科植物　石戸谷勉　

［19--］　74p, 図版［2］p　26㎝　 1971

朝鮮古代觀測記録調査報告　朝鮮総督府観測所　

［京城］　朝鮮總督府觀測所　1917.7　2, 200p　

23㎝　 1972

朝鮮金剛山中ノ藥用植物　吉木弥三　［京城］　朝

鮮總督府中央試驗所　1917.3　157-186p　26㎝　

 1973

鮮滿鳥類一斑　黒田長礼　東京　日本鳥学会　

1917.12　1冊　23㎝　 1974

朝鮮衞生要義　白石保成　京城　白石保成　1918.4　

6, 520p　23㎝　 1975＊

にほいねずこノ揮發油成分　吉木弥三　［京城］　

朝鮮總督府中央試驗所　1919.3　p27-31　25㎝　

 1976

ちもーる製造實驗報告　河合清逸　［京城］　朝鮮

總督府中央試驗所　1919.3　p33-37　26㎝　 1977

朝鮮巨樹老樹名木誌　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮

総督府　1919.4　4, 197p　図版　27㎝　 1978

朝鮮の氣象　平田徳太郎　仁川　氣象講話會　

1919.9　2, 5, 187, 27, 12p, 図版［1］枚　23㎝　

 1979＊

朝鮮植物名彙　森為三　［京城］　朝鮮總督府學務

局　1922.3　372, 174p, 図版［5］枚　23㎝　 1980

朝鮮ニ於ケル古期中生代ノ植物　川崎繁太郎　

京城　朝鮮總督府地質調査所　1925-27　1冊　27

㎝　 1981

近年に於ける朝鮮の風水害　朝鮮総督府観測

所　［仁川］　朝鮮總督府觀測所　1926.12　1冊 

［264p］, 図版［52］枚　27㎝　 1982

慶北之雨　［大正15年］　大邱測候所　大邱　大邱

測候所　1926.10　16, 31p, 図版［1］枚　23㎝　

 1983

朝鮮總督府醫院二十年史　朝鮮総督府医院　［京

城］　朝鮮總督府醫院　1928.5　82p, 図版［1］枚　

24㎝　 1984

朝鮮産イピニ亞科ノ甲蟲並ニ其一新種ニ就テ　

村山醸造　［1929］　p22-30, 図版［1］p　27㎝　

 1985

咸北鏡城附近の鱗翅類目録　丸田助継　［19--］　

11p　26㎝　 1986

朝鮮上層氣流觀測　第1巻1-4号（昭和5年1月至12

月）　朝鮮総督府観測所　仁川　朝鮮総督府観測

所　1930.9-1931.5　1冊　27㎝　 1987

朝鮮道立醫院概況　昭和5,8年　朝鮮総督府　［京

城］　朝鮮總督府　1930.5-1933.8　2冊　19-23㎝　

 1988

氣候便覧　咸鏡北道立雄基測候所　［雄基］　咸鏡

北道立雄基測候所　1931.3　27p　18㎝　 1989

土名對照滿鮮植物字彙　村田懋麿　東京　成光館

書店　1934.7　10, 9, 778, 20, 36, 11p　20㎝　

 1990＊

朝鮮産蝶類に関する知識の概念　中山昌之介　

1932.5　21p, 図版［3］枚　26㎝　 1991

朝鮮に於ける地質及鑛物の調査沿革竝文獻　立

岩巖　［京城］　朝鮮鑛業會　1933.10　129p　23

㎝　 1992＊

釜山測候所概要　昭和9年5月　釜山測候所　釜山　

釜山測候所　1934.5　18p　23㎝　 1993

朝鮮總督府キネマ　昭和10年　朝鮮總督官房文書

課　［京城］　朝鮮総督官房文書課　1935.7　46p, 

図版［4］p　23㎝　 1994

京畿道立水原醫院二十五年史　三木栄　［1936］　

26p　25㎝　（「中外医事新報」より抜刷）　 1995

雙磎寺強震報告　朝鮮総督府観測所　［出版地不

明］　朝鮮總督府觀測所　1936.8序　9p　図版［4］

p, ［1］枚　23㎝　 1996

大邱測候所一覧　大邱測候所　大邱　大邱測候所　

1937.5　55p　23㎝　 1997

朝鮮雨量表　朝鮮総督府観測所　仁川　朝鮮總督

府觀測所　1925.3　186p　31㎝　 1998＊

朝鮮航空氣象報文　第1巻第1-4號　朝鮮総督府気

象台　仁川　朝鮮總督府氣象臺　1940.5-1941.12　

4冊　22-23㎝　 1999
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朝鮮及び滿洲の「マラリア」蚊　岩田正俊　［大

阪］　［日新治療社］　［1941.2］　［13］p　24㎝　

 2000

モンクロシヤチホコに關する2,3の生態觀察　尾

池一清　［194-?］　p61-65　26㎝　 2001

朝鮮科學史　洪以燮　東京　三省堂出版創立事務

所　1944.7　8, 452p, 図版［4］p　22㎝　 2002＊

細菌學上ヨリ見タル朝鮮ノ上水　朝鮮総督府　

［京城］　朝鮮總督府　［19--］　36p　23㎝　 2003

朝鮮醫学研究圖書　三木栄　大阪　大阪府立図書

館　1949.6　97p　19㎝　 2004＊

東亞疫學変遷考　三木栄　［東京］　［東京医事新

誌局］　［1951］　p45-52　26㎝　 2005

朝 鮮 醫 學 史 及 疾 病 史　三木榮　堺　三木榮　

1951.8-1955.12　2冊　26㎝　 2006＊

朝鮮醫書誌　三木栄　堺　三木榮　1956　4, 2, 

24, 477, 27p, 図版20枚　26㎝　 2007

經絡の實態　平壌　外國文出版社　1962　22p　21

㎝　 2008

朝鮮醫學の新しい發展　外国文出版社　平壌　外

國文出版社　1963　52p　21㎝　 2009

朝 鮮 醫 學 史 及 疾 病 史　三木栄　堺　三木栄　

1963.1　1冊　折り込図　27㎝　 2010

経絡系統にかんする研究　金鳳漢　平壌　外国文

出版社　1964.2　45p　図版13枚　26㎝　 2011

経絡体系・サンアル学説　朝鮮民主主義人民共和

国経絡研究院　東京　在日本朝鮮人科学者協会　

1965.5　64p　26㎝　 2012

５　工学・鉱工業

笠原技師清韓染織視察報告　新潟県染織業連合会　

新潟　新潟縣染織業聯合會　1904.9　169p　23㎝　

 2013

韓國鑛業調査報告　農商務省　［出版地不明］　

［農商務省］　1906.10　3冊　26㎝　 2014＊

（1）全羅道,慶尚道
（2）黄海・京畿・忠南・平安南道の南部
（3）平安道

勸業模範塲報告　第4號　水原 （京畿道）　［朝鮮

總督府］勸業模範場　1910.3　10, 340p, 図版

［11］枚　26㎝　 2015

清國及朝鮮視察報文　二見鏡三郎　［出版地不明］　

［二見鏡三郎］　［1910.12］　28丁　27㎝　 2016

朝鮮鑛産地　朝鮮總督府農商工部　［京城］　朝

鮮総督府農商工部　1911.5　2, 5, 217p　22㎝　

 2017

鴨緑江橋梁工事報告　［本文、図面］　朝鮮總督府

鐵道局　［京城］　朝鮮總督府鐵道局　［1912.4］　

2冊　26㎝　 2018＊

朝鮮の糖業　堀宗一　東京　糖業研究會　1913.3　

2, 2, 4, 112p, 図版［7］p　27㎝　 2019＊

朝鮮之金鑛　川崎繁太郎　京城　黄金印刷所　

1915.12　3, 7, 242p　19㎝　 2020

朝鮮鑛業指針　宮崎勇熊　京城　朝鮮鑛業調査所　

1917.10　356p　23㎝　 2021

大工業地としての平壤　平壌商業会議所　平壌　

平壌商業會議所　1921.11　378p, 図版［6］枚　23

㎝　 2022

朝鮮の鑛業　［大正11年］　朝鮮総督府殖産局　［京

城］　［朝鮮總督府殖産局］　1929.3　4, 45, 50, 

121p　23㎝　 2023

朝鮮鑛物誌　朝鮮總督府地質調査所　［京城］　朝

鮮總督府地質調査所　1923.2　8, 104, 4, 4p　

図版, 写真　27㎝　 2024

朝鮮酒に就て　朝鮮總督府財務局　［京城］　朝鮮

總督府財務局　1923.10　70p　23㎝　 2025

朝鮮の商工業　［大正13年,昭和10,14年］　朝鮮総

督府殖産局　京城　朝鮮總督府殖産局　1924.11-

1939.4　3冊　23㎝　 2026

朝鮮地質調査要報　第5巻ノ1　朝鮮総督府地質

調査所　京城　朝鮮總督府地質調査所　1925.10　

13p, 図版［1］, 21枚　27㎝　 2027

朝鮮鑛區一覽　朝鮮總督府殖産局鑛務課　京

城　朝鮮鑛業會　1926.3-1942.2　7冊　22-26㎝　

 2028
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朝鮮炭田調査報告　朝鮮總督府燃料選鑛研究所　

京城　朝鮮總督府燃料選鑛研究所　1927-1938　6

冊　26-27㎝　 2029

（1）会寧有煙炭炭田
（2）和順無煙炭炭田
（3）通川有煙炭炭田
（4）文川無煙炭炭田
（5）平安南道北部無煙炭炭田
（6）平安南道南部無煙炭炭田

平 壌 電 氣 府 營 誌　平壌府　［平壌］　平壌府　

1927.11　3, 3, 259, 42p　図版　22㎝　 2030

朝鮮に於ける酒造業と其の設備　佐田吉衛　京

城　辻村栄助京城支店　1928.9　13, 261, 32, 

19p, 図版［4］枚, ［8］p　23㎝　 2031

亞鉛鑛業　朝鮮総督府殖産局　［京城］　朝鮮總督

府殖産局 1928.11　41p　22㎝　 2032

朝鮮主要鑛山概况　朝鮮総督府殖産局　［京城］　

朝 鮮 總 督 府 殖 産 局　1928.11　2, 284p　23㎝　

 2033

朝鮮の鑛業　［大正11年］　朝鮮総督府殖産局　［京

城］　［朝鮮總督府殖産局］　1929.3　4, 45, 50, 

121p　23㎝　 2034＊

朝鮮炭の利用に就て　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮

總督府　1929.6　18p　27㎝　 2035

朝鮮の鐵鑛業　朝鮮総督府殖産局　［京城］　朝鮮

總督府殖産局　1929.8　2, 89, 5p, 図版［3］枚　

23㎝　 2036＊

朝鮮の黒鉛鑛業　朝鮮総督府殖産局　［京城］　朝

鮮總督府殖産局　1929.9　4, 108p　23㎝　 2037

朝鮮の石炭鑛業　朝鮮総督府殖産局　［京城］　朝

鮮總督府殖産局　1929.9　2, 202p, 図版［5］枚　

23㎝　 2038＊

朝鮮の金銀鑛業　朝鮮総督府殖産局　［京城］　朝

鮮總督府殖産局　1929.10　2, 83, 4, 128p, 図

版［3］枚　23㎝　 2039

朝鮮鑛業の趨勢　朝鮮総督府殖産局　京城　朝鮮

總督府殖産局　1927-1937　4冊　図版　19-23㎝　

 2040

朝鮮綿業史　朝鮮綿糸布商聯合會　［京城］　朝鮮

綿糸布商聯合會　1929.10　48, 6, 356p, 図版

［13］枚　23㎝　 2041＊

京城電気株式会社二十年沿革史　京城電気株式

会社　東京　京城電気　1929　163p　図版47枚, 

折り込図24枚　23㎝　 2042

朝鮮建築史論　藤島亥治郎　［1930］　351p, 図版

17枚　27㎝　抜刷合本 2043

鉱業状況　徳野眞士　京城　朝鮮鑛業會　1930.10　

13冊　19㎝　 2044

（1）京畿道鑛業状況
（2）江原道鑛業状況
（3）黄海道鑛業状況
（4）全羅南道鑛業状況
（5）全羅北道鑛業状況
（6）慶尚南道鑛業状況
（7）慶尚北道鑛業状況
（8）忠清南道鑛業状況
（9）忠清北道鑛業状況
（10）咸鏡南道鑛業状況
（11）咸鏡北道鑛業状況
（12）平安南道鑛業状況
（13）平安北道鑛業状況

朝鮮金屬鑛業發達史　志賀融　京城　朝鮮鑛業會　

1931.8　180p　19㎝　 2045＊

朝鮮に於ける工業動力の現状と其の改善策　京

城商工會議所　［出版地不明］　京城商工會議所：

朝鮮工業協會　1931.9　2, 4, 188p　23㎝　 2046

朝鮮鉱床調査要報　朝鮮總督府地質調査所　［京

城］　朝鮮總督府地質調査所　1932.10-1935.3　2

冊　27㎝　 2047

（1）咸鏡南道端川郡北斗日面陽川里大華陽洞
附近に於ける菱苦土鑛鑛床調査報文

（2）古文獻に顯はれたる朝鮮鑛産物

朝鮮の螢石鑛業　朝鮮總督府殖産局鑛務課　京城　

朝鮮鑛業會　1933.5　22p　19㎝　 2048

朝鮮の無煙炭　朝鮮総督府.殖産局　京城　朝鮮鑛

業會　1933.7-1934.9　2冊　19㎝　 2049

朝鮮の水鉛鑛業　朝鮮總督府殖産局鑛山課　京城　

朝鮮鑛業會　1933.8　26p　19㎝　 2050

朝鮮の重石鑛業　朝鮮總督府殖産局鑛山課　京城　

朝鮮鑛業會　1933.8　42p　19㎝　 2051＊

朝鮮鑛業の概況　昭和8年　朝鮮総督府殖産局　

京城　朝鮮鑛業會　1933.8　2, 27p　19㎝　 2052

朝鮮産金額　昭和七年　朝鮮總督府殖産局鑛山課　

京城　朝鮮鑛業會　1933.8　25p　19㎝　 2053
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朝鮮工業基本調査概要　京城商工會議所　［京城］　

京城商工會議所　1934.4　244p　23㎝　 2054

工場工業ニ依ル生産状況調査　第2號　京城府産

業調査會　［京城］　京城府　1934.4　258p　23㎝　

 2055

朝鮮に於ける工業會社の資本構成調査　朝鮮

殖産銀行調査課　［京城］　朝鮮殖産銀行調査課　

1934.6　4, 176p, 図版1枚　23㎝　 2056

朝鮮工場名簿　昭和9,13,15-16年版　朝鮮総督府

.殖産局　京城　朝鮮工業協會　1934.8-1941.5　

4冊　20-23㎝　 2057

朝鮮の金鑛と重要鑛物　渡邊辯三　東京　松山房　

1934.8　8, 274p　23㎝　 2058

朝鮮に於ける鑛物資源　立岩巖　京城　同民會　

1934.9　6, 81p　18㎝　 2059

全鮮工業者大會議事録　［昭和9年10月］　朝鮮工

業協会　［京城］　朝鮮工業協會　［1934］　17, 

43, 6p　23㎝　 2060

京城及隣接邑面に於ける工業の大要　京城商

工會議所　［京城］　京城商工會議所　1934.12　

32p, 図版［1］枚　23㎝　 2061

朝鮮に於ける鑛山勞働事情　櫻井義之　［1934.12］　

30p　22㎝　（「社会政策時報」171の抜刷） 2062

朝鮮麯子提要　森本巌　京城　辻村榮助支店　

1935.1　312p, 図版［4］p　23㎝　 2063

精米工業ゴム工業ニ關スル調査　京城府　［京

城 ］　 京 城 府　1935.3　3, 55, 4, 101p　23㎝　

 2064

朝鮮の織物に就て　宮林泰司　京城　朝鮮綿糸布

商聯合會　1935.3　6, 102, 7p　19㎝　 2065

朝鮮の纖維工業に就て　三浦悦郎　［京城］　朝鮮

總督府　1935.5　89p　23㎝　 2066

伸び行く京城電氣　京城電気株式会社　京城　京

城電氣　1935.7　184p （おもに図版）, はり込み

図版［8］枚　地図　26㎝　 2067＊

朝鮮酒造史　朝鮮酒造協會　京城　朝鮮酒造協會　

1935.10　3, 8, 328, 204, 4p, 図版［3］p　27㎝　

 2068

朝鮮工業の現勢　朝鮮総督府殖産局　［京城］　朝

鮮總督府殖産局　1935.1　4, 26p　22㎝　 2069＊

開 城 電 氣 沿 革 史　阿部薫　開城　開城電氣　

1936.11　10, 167p, 図版［6］枚, 地図1枚　23㎝　

 2070

躍進途上にある朝鮮電氣事業の概觀　朝鮮電

氣協会　京城　朝鮮電氣協會　1937.3　2, 61, 

23p, 図版［10］p　挿図　23㎝　 2071

京城に於ける工場調査　昭和12,14,16,18年　京

城商工會議所　京城　京城商工会議所　1937.3-

1943.7　4冊　21㎝　 2072

朝鮮の地下資源　東洋協會調査部　東京　東洋協

會　1937.4　40p　23㎝　 2073

朝鮮の電氣事業を語る　篠木敬雄　京城　朝鮮電

氣協會　1937.4　4, 1, 2, 4, 207p　22㎝　 2074

朝鮮工業經濟讀本　朝倉昇　東京　朝倉經濟研究

所　1937.7　7, 351p　19㎝　 2075

朝鮮に於ける家庭工業調査　京城商工會議所　京

城　京城商工會議所　1937.3　2, 217p　21㎝　

 2076

全羅南道土木要覧　昭和13年版　全羅南道　［光

州］　全羅南道　1938.3　117p　19㎝　 2077

鮮満支紙業綜攬　昭和13年版　東亜産業時報社　

東京　東亜産業時報社　1938.6　22, 176, 38p, 

図版［4］枚　23㎝　 2078

朝鮮瓦斯電気株式会社発達史　朝鮮瓦斯電気　

釜山　朝鮮瓦斯電気　1938.2　148, 41, 13p, 図

版［43］枚　表, 地図　26㎝　 2079

北鮮工業概要　松島榮美雄　［出版地不明］　日満

實業協會　1938.6　43枚26㎝　 2080

工業の鎭南浦　鎭南浦商工會議所　［鎭南浦］　鎭

南浦商工會議所　1938.6　24p, 図版［3］枚　22㎝　

 2081

朝鮮鑛業要覽　昭和11年　徳野眞士　京城　朝鮮

鑛業會　1938.9　2, 53p　19㎝　 2082

朝 鮮 の 鑛 業　徳田眞士　京城　朝鮮鑛業會　

1938.9　43p　19㎝　 2083

大興電氣株式會社沿革史　大興電気　京城　民

衆時論社　1939.3　164, 33p, 図版32枚　26㎝　

 2084

朝鮮地方都邑の工業地帯化　善生永助　東京　拓

殖奨勵館　1939　57p, 図版2p　22㎝　 2085
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鴨緑江水力発電計画の概要　朝鮮鴨緑江水力発電

株式会社　京城　朝鮮鴨緑江水力発電株式会社　

1940.5　2, 23, 6p, 図版［1］p　23㎝　 2086

最新大日本鑛山史 日本産業調査會　東京　日本

産業調査会　1940.5　1冊 27㎝　 2087

朝鮮に於ける特殊鑛物並に其の開發の現況　朝

鮮總督府殖産局鑛山課　［京城］　朝鮮總督府殖産

局鑛山課　1940.5　4, 70p　19㎝　 2088

朝鮮の電氣事業會社要覽　朝鮮電氣協会　［京城］　

朝鮮電氣協會　1940.5　2, 54p　23㎝　 2089

昭和十四年工産額を中心とする朝鮮工業槪觀　

朝鮮銀行調査課　京城　朝鮮銀行調査課　1941.4　

49p　23㎝　 2090

朝鮮の工業化　1　Hermann Grimm　東京　日本拓

殖協会　1941　26p　22㎝　 2091

朝鮮鑛物誌　朝鮮総督府地質調査所　東京　三省

堂　1941.11　4, 5, 357, 47p　 図24枚　26㎝　

 2092

平壤無煙炭資料集成　平壤商工會議所　平壌　平

壤商工會議所　1942.6　6, 8, 370, 6p　22㎝　

 2093

朝鮮に於ける化學工業品の統制　池尾勝巳　京

城　 朝 鮮 行 政 學 會　1942.7　2, 488p　22㎝　

 2094

朝鮮臨時電力調査會總會議事録　朝鮮総督府殖

産局　［京城］　朝鮮總督府殖産局　［1942］　126p　

21㎝　 2095

朝鮮無煙炭燃燒に関する最近の實況　朝鮮工業

倶樂部　京城　朝鮮工業倶樂部　1942.12　2, 2, 

2, 113p, 図版［1］p　22㎝　 2096

朝鮮の鑛物資源とその鑛業　朝鮮銀行調査部　京

城　朝鮮銀行　1943.1　37p　22㎝　 2097

朝鮮工業の現段階　川合彰武　京城　東洋経済新

報社京城支局　1943.5　315p　22㎝　 2098＊

江界水力電氣株式會社沿革史　吉田英三郎　京

城　江界水力電氣株式會社　1944.1　239p, 図版

［28］枚　26㎝　 2099

朝鮮鑛床論　土田定次郎　東京　霞ケ關書房　

1944.2　329p　22㎝　 2100

朝鮮の電力　［東京］　日本産業再建技術協会　

［19--］　90p, 図版［7］p, 地図　25㎝　 2101

鉄鉱資源調査　第一部 朝鮮　富士製鉄株式会社調

査室　［東京］　富士製鉄株式会社調査室　1951.6　

46p　25㎝　 2102

天工開物の研究　薮内清　東京　恒星社厚生閣　

1953.9　4, 483, 15p　22㎝　 2103

在鮮日本人薬業回顧史　久保賢　［出版地不明］　

在鮮日本人薬業回顧史編纂会　1961.12　706p, 

図版［22］p　23㎝　 2104

十五世紀の朝鮮刊銅活字版数学書　児玉明人　

東京　無有奇奄　1966　68, 169p　26㎝　 2105

韓国の工業　九州経済調査協会　東京　アジア経

済研究所　1967.11　vii, 133p　22㎝　 2106

韓国繊維工業の現況と展望　日本経済調査協議会　

東京　日本経済調査協議会　1968.7　206p　21㎝　

 2107

６ 産業

〔Ａ 産業一般〕

清韓實業觀　農商務省農務局　［東京］　農商務省

農務局　1902.12　3, 8, 130p　26㎝　 2108

最 新 韓 國 事 情　岡庸一　大阪　青木嵩山堂　

1903.10　18, 3, 12, 1157p　23㎝　 2109

最新韓國實業指針　岩永重華　東京　寶文館　

1904.10　［18］, 18, 476p, 図 版［10］枚　23㎝　

 2110＊

滿韓實業視察報告書　福岡縣第三部　［福岡］　福

岡縣第三部　1905.11　13, 86p　22㎝　 2111

富源開發北韓の實業　宮崎勇熊　大阪　輝文館　

1905.7　4, 263p, 図版［4］p　19㎝　 2112

韓国事情調査資料　農商務省商工局　［東京］　農

商務省商工局　1905.7　215p　22㎝　 2113

実業上より見たる支那と朝鮮　金部為秋　高岡　

学海堂　1906.4　8, 300p（前・後篇合本）　23㎝　

 2114

満 韓 開 務 鄙 見　内田良平　京城　内田良平　

1906.7　163p　22㎝　 2115



― 68 ―

滿韓利源調査報告書　小畑兵三郎　［福岡］　［出

版者不明］　［1906.8］　1冊　23㎝　 2116

南韓之実業　青柳綱太郎　東京；大阪　青木嵩山

堂　1906.6　147p　19㎝　 2117＊

朝 鮮 産 業 誌　上中下　山口精　東京　宝文館　

1910.5-1911.5　3冊　22㎝　 2118

朝鮮人内地視察記　大正3年春期　東洋拓殖株

式会社　京城　東洋拓殖株式会社　1915.1　2, 

137p, 図版［4］p　22㎝　 2119

朝鮮ノ産業及産業政策研究　賀田直治　［19--］　

417, 45丁　28㎝　謄写　 2120

朝鮮産業政策論　賀田直治　［19--］　［542］p　28

㎝　謄写　 2121

産業論集　賀田直治　［京城］　［1922］　2, 128p　

23㎝　 2122

朝鮮産業大觀　朝鮮中央経済会　京城　朝鮮中央

經濟會出版部　1922.9　616p　23㎝　 2123

朝鮮總督府濟生院事業要覧　大正12年　朝鮮總督

府濟生院　［京城］　朝鮮總督府濟生院　1923.7　

44p, 図版［12］枚　23㎝　 2124

朝鮮之副業　朝鮮副業品共進會　京城　1923.10　

5, 219p　19㎝　 2125

満洲及朝鮮之富源と現勢　東方拓殖協会　大連　

東方拓殖協會　1924.11　9, 317, 403, 21p　27

㎝　 2126

産業之朝鮮　青柳綱太郎　京城　朝鮮産業調査會　

1926.10　5, 8, 1043p　22㎝　 2127

朝鮮の實情　朝鮮殖産銀行　東京　朝鮮殖産銀行　

1926.1　1, 68p　22㎝　 2128

朝鮮の産業　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督府　

1926.3-1934.6　5冊　17㎝　 2129

朝鮮の經濟事情　大正15年　朝鮮総督府　［京城］　

朝鮮總督府　1926.3-1938.11　6冊　19㎝　 2130

朝鮮ノ産業　廣岡誠三　京城　大陸社　1926.5　

260p, 図版［3］枚　23㎝　 2131

鮮滿及北支那之産業　藤本実也　東京　大阪屋號

書店　1926.6　4, 36, 637p, 図版［24］p　19㎝　

 2132

咸鏡南道産業案内　第9囘朝鮮穀物商組合聯合會

大會事務所　［咸鏡南道］　第9囘朝鮮穀物商組合

聯合會大會事務所　1926.6　3, 66p, 図版［17］枚　

20㎝　 2133

全羅南道物産共進會・朝鮮綿業共進會誌　全羅

南道物産共進會　［出版地不明］　全羅南道物産共

進會・朝鮮綿業共進會協賛會　1927.6　1冊　23

㎝　 2134

朝鮮産業政策研究要綱　賀田直治　［出版地不明］　

［賀田直治］　1927　294p　24㎝　 2135

豆滿江流域經濟事情　朝鮮總督府鐵道局營業課　

［京城］　朝鮮總督府鐵道局營業課　1927.5　8, 

174, 59p, 図版［4］枚　23㎝　 2136

朝鮮産業開發問題　廣瀬豊作　［1927］　2, 320p　

22㎝　（朝鮮出張報告 1）　 2137＊

南島經濟記　下田将美　東京　大阪屋號書店　

1929.4　4, 2, 8, 367p, 図版［34］p　20㎝　 2138

労働隊制度と雇只隊制度　久間健一　［水原］　

［朝鮮総督府水原高等農林学校］　1932.10　2冊

（別刷）　26㎝　 2139＊

朝鮮の物産　［昭和8年］　朝鮮總督府商工奨勵館　

［京城］　朝鮮總督府　1933.4　110p　19㎝　 2140

朝鮮人勞働者一般事情　南満州鉄道株式会社経済

調査会　［大連］　南滿洲鐵道　1933.9　2, 108p　

22㎝　 2141

生氣躍動する産業朝鮮　三浦悦郎　東京　日本評

論社　1934.1　6, 10, 295p　18㎝　 2142

朝鮮經濟を觀る　朝鮮商工會議所　［京城］　朝鮮

商工會議所　［1935.3］　2, 65p　23㎝　 2143

日滿實業協會朝鮮支部開設發会式概況　日滿實

業協會　東京　日滿實業協會　1935.4　45p　22

㎝　 2144

京圖線及背後地經濟事情　満州国鉄路総局　奉天　

鐡路總局　1935.6　2, 8, 442p　22㎝　 2145

朝鮮産業號　山口省三　東京　東洋協會　1936.2　

254p　22㎝　 2146

朝鮮産業經濟調査會諮問答申書　朝鮮産業經濟

調査會　［京城］　［朝鮮總督府］　1936.10　5, 

88p　26㎝　 2147＊
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朝鮮景氣の根底と其の持續性　朝鮮銀行調査課　

［京城］　朝鮮銀行調査課　1936.10　70p　22㎝　

 2148

朝鮮の産業經濟事情　朝鮮総督府　京城　朝鮮総

督府　1936.9　249p　21㎝　 2149

朝鮮産業経済調査会会議録　朝鮮総督府　［京城］　

朝鮮総督府　1936　676p　23㎝　 2150

全南の産業　全羅南道　［光州］　全羅南道　1937.3　

3冊　19㎝　 2151

（1）商業
（2）林業
（3）水産

鮮満産業大鑑　事業と経済社　東京　事業と経済

社　1940.11　1冊, 図版10p　23㎝　 2152

中小商工業者實情調査書　第3次時局下　朝鮮

金融組合聯合會　［京城］　朝鮮金融組合聨合會　

［1940.12］　11, 227p　26㎝　 2153

朝鮮事業成績　昭和14-15年　朝鮮殖産銀行調査部　

京城　朝鮮殖産銀行調査部　1941.7-12　2冊　21

×29㎝　 2154

滿鮮産業の印象　石橋湛山　東京　東洋經濟新報

社　1941.2　7, 8, 219, 18p　19㎝　 2155

京城府内中小商工業實態調査報告　第1分冊　朝

鮮経済研究所（京城帝国大学法文学部内）　京城　

朝鮮經濟研究所　1942.9　172p　22㎝　 2156

朝鮮産業の決戦再編成　東洋経済新報社　東京　

東洋経済新報社　1943.6　178p　26㎝　 2157＊

北朝鮮の経済　世界経済研究所　東京　世界経済

研究所　［1950.3凡例］　126p　21㎝　 2158

南北分断後の朝鮮經済　日本経済研究所　［東京］　

日本經済研究所　1951.3　序, 124p　21㎝　 2159

韓国第1次経済開発5カ年計画　日韓経済協会　

東京　日韓経済協会　1962.4　285p　21㎝　 2160

韓国経済　日本銀行調査局　［東京］　日本銀行調

査局　1963.4　53p　26㎝　 2161

北朝鮮における千里馬作業班運動　アジア経

済研究所　［東京］　アジア経済研究所　1963.7　

158p　25㎝　 2162

韓国の産業　韓國産業銀行　東京　日韓経済協会

事務局　1963.10　210p　22㎝　 2163

李ライン問題の経済的分析　日本産業構造研究所　

東京　日本産業構造研究所　1964.3　55p　26㎝　

 2164

韓国の十大財閥　日韓経済協会　東京　日韓経済

協会　1966.7　74p　21㎝　 2165

韓国の最近の賃金構造と実態　日本経済調査協

議会　東京　日本経済調査協議会　1968.8　41p　

21㎝　 2166

韓国の労働事情　アジア経済研究所　［東京］　ア

ジア経済研究所　1969.3　137p　25㎝　 2167

韓国主要企業設備投資計画調査報告書　第8,10

回　日本経済調査協議会　東京　日本経済調査協

議会　1969.9-1970.10　2冊　25㎝　 2168

1953～1970年の韓国経済成長の展望　Byun H. 

Y.　大阪　関西経済研究センター　1972.7　54p　

26㎝　 2169

韓国の産業連関表　呉世敏　［東京］　アジア経済

研究所　［196-?］　69p　25㎝　 2170

〔Ｂ 農業・蚕業・畜産業〕

日本畜産協會報告　第5號 明治26年12月　日本畜

産協會　東京　日本畜産協會　1894.2　135p　22

㎝　 2171

朝鮮國牛疫及産業調査　日本畜産協會　東京　日

本畜産協會　1894.2　123p　22㎝　 2172

韓國農業經營論　吉川祐輝　東京　大日本農會　

1904.6　155p　22㎝　 2173

韓国農業論　加藤末郎　東京　裳華房　1904.9　

282p　24㎝　 2174

韓国ニ於ケル棉作調査　農商務省農事試驗場　東

京　農商務省農事試験場　1905.11　111p　図版

［10］枚　26㎝　 2175

韓国之農業　小島喜作　東京　金港堂　1905.3　

128p　23㎝　 2176

韓國土地農産調査報告　三成文一郎　［19--］

　3冊　26㎝　 2177

（1）慶尚道・全羅道
（2）黄海道
（3）咸鏡道・附間島
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重要作物分布概察圖　黄海道及平安道　本田幸介　

［19--?］　1冊　55×41㎝（折りたたみ21㎝）　 2178

韓国ニ於ケル農業調査　東京　農商務省農事試

験 場　1906.3　5, 224, 19p, 図 版［8］p　26㎝　

 2179＊

韓國ニ於ケル農事ノ經營　統監府農商工務部　

［京城］　統監府農商工務部　1906.12　57p　23㎝　

 2180＊

韓國牛疫其他獸疫ニ關スル事項調査復命書　農

商務省農務局　［東京］　［農商務省農務局］　

［1907］　85, 4p　26㎝　 2181

韓國ノ土地ニ關スル調査　度支部司税局　［京城］　

度支部司税局　［19--］　2, 46p　22㎝　 2182

韓國ニ於ケル土地ニ關スル權利一班　不動産

法調査会　［出版地不明］　［不動産法調査會］　

［1907.6］　4, 83p　23㎝　 2183

蔘政報告　第1回　［1909］　4, 136p, 折込［4］枚　

23㎝　 2184

論叢　4　大同學院　新京　満洲行政学会　1941.8　

391p　22㎝　 2185

韓国蠶業調査復命書　林騨作　［1908］　58p, 図

版［22］p　26㎝　 2186＊

朝鮮土地調査殊ニ地價設定ニ關スル説明書　朝

鮮総督府　［京城］　朝鮮總督府　［19--］　2, 

108p　27㎝　 2187

明治42年以降朝鮮穀價ニ關スル調査　朝鮮総督

府　［京城］　朝鮮總督府　［191-?］　81p　22㎝　

 2188

朝鮮之産牛　肥塚正太　東京　有隣堂　1911.1　

170p　23㎝　 2189

朝鮮ノ蠶業　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督府　

1911.8　5, 19, 72p　23㎝　 2190

実験朝鮮果樹園芸　高津敬三郎　東京　博文館　

1911.8　4, 1, 7, 238p, 図版［10］p　22㎝　 2191

朝鮮重要果樹新書　園田宗介　東京　成美堂

　1912.4　2, 3, 8, 294, 27p, 図版 ［11］p　23㎝　

 2192

朝鮮農務彙報　第3　農商工部農林局農務課　［京

城］　朝鮮総督府　1912.5　282, 34p　19㎝　

 2193

勸業模範場纛島支場園藝報告　第5,8號　朝鮮總

督府勸業模範場纛島支場　京城　朝鮮總督府勸業

模範場纛島支場　1912.3-1915.3　2冊　23-26㎝　

 2194

煙草試作成績　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督府　

1911.12-1918.6　6冊　26㎝　 2195

（1）司税局大田出張所
（2）度支部專賣課大田出張所
（3）度支部專賣課大邱出張所

朝鮮支那蠶絲業概觀　本多岩次郎　［東京］　農商

務省農務局　1913.3　15, 652p, 図版［32］枚　23

㎝　 2196

特別調査報告集　朝鮮総督府勧業模範場　［水原］　

朝鮮總督府勸業模範場　1916-1917　2冊　23㎝　

 2197＊

勧業模範場研究所　朝鮮総督府勧業模範場　水

原 （京畿道）　朝鮮總督府勸業模範場　1919.3-

1927.11　3冊　27㎝　 2198

（1）害蟲に關する調査
（2）朝鮮に於ける稲を害する浮塵子に関する

研究
（3）果蠧蟲に關する調査研究

朝鮮の救荒植物　植木秀幹　［1919］　1冊　27㎝　

（朝鮮彙報 大正8年10,11月号）　 2199

咸 鏡 南 道 種 苗 塲 成 績 報 告　大正8-9年度　咸

鏡南道種苗塲　［咸鏡南道］　咸鏡南道種苗塲　

1920.9-1921.9　2冊　22㎝　 2200

朝鮮に於ける米以外の食用作物　［大正10年］　

朝鮮総督府殖産局　［京城］　朝鮮總督府殖産局　

1921.10　2, 55p　23㎝　 2201

朝鮮の畜産　［大正10,12年,昭和2年］　朝鮮総督府

殖産局　［京城］　朝鮮總督府殖産局　1921.10-

1927.3　3冊　23㎝　 2202

朝鮮牛　守田道敏　東京　大日本農會　1923.2　

8, 3, 4, 80p, 図版［11］p　22㎝　 2203＊

朝鮮の蚕糸業　［大正12年］　朝鮮総督府殖産局　

京城　朝鮮総督府殖産局　1923.3　47p　22㎝　

 2204

朝鮮ニ於ケル稻ノ優良品種分布普及ノ状況　朝

鮮総督府勧業模範場　水原 （京畿道）　朝鮮總

督府勸業模範場　1924.8　2, 84p　図版　27㎝　

 2205
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朝鮮ノ棉花　朝鮮殖産銀行調査課　［京城］　朝鮮

殖産銀行調査課　［1926.3］　3, 95p　図版［2］p　

23㎝　 2206

甜菜害蟲シロオビノメイガに關する研究　江口

貢　水原　朝鮮總督府勸業模範塲　1926.5　2, 

23p, 図版4枚　26㎝　 2207

勧業模範場一覧　朝鮮総督府勧業模範場　水原　

朝鮮総督府勧業模範場　1926.9　23p, 図版［9］枚　

18㎝　 2208

慶北の農業　［昭和2年］　慶尚北道内務部農務課　

［大邱］　慶尚北道　1927.7　緒言, 101p　23㎝　

 2209

同民夏季大學講演集　第2囘　同民會　京城　同

民會　1927.1　295, 21, 4p, 図版［4］枚　肖像　

23㎝　 2210

農務統計　昭和元年　慶尚北道　［大邱］　慶尚北

道　1927.7　29p　23㎝　 2211

全羅北道の農業事情　全羅北道　［出版地不明］　

全羅北道農會　1927.8　1, 5, 100p　19㎝　 2212

朝鮮ノ移出牛　吉田雄次郎　京城　吉田雄次郎　

1927.9　240p　23㎝　  2213

鮮 滿 の 蠶 絲 業　針塚長太郎　東京　明文堂　

1927.12　5, 183p　図版［14］p　23㎝　 2214

火田調査報告書　［京城］　［朝鮮総督府］　［1928.12］　

58p　27㎝　 2215-1

火田整理ニ關スル參考書　［第1冊］　朝鮮總督府

山林部　［京城］　［朝鮮總督府］山林部　［1929］　

151p　27㎝　 2215-2

内鮮人地主所有地調　全羅北道農務課　［全州］　

全羅北道農務課　1928.10　26p　22㎝　 2216

朝鮮の土地改良事業　［1928］　朝鮮総督府　［京

城］　朝鮮總督府土地改良部　1928.11　6, 146p　

23㎝　 2217

朝鮮ノ米　朝鮮殖産銀行調査課　［京城］　朝鮮殖

産銀行調査課　［1928.10例言］　4, 189p, 図版

［2］枚　23㎝　 2218

平安南道に於ける乾畓　朝鮮総督府勧業模範場　

水原　朝鮮總督府勸業模範場　1928.8　5, 60p, 

図版［10］枚　27㎝　 2219

朝鮮に於ける甜菜害蟲目録　江口貢　［19--］　

12p　26㎝　 2220

朝鮮害蟲編　前、後編　町田貞一　釜山　三宅

琢造本店出版部　1928.11-1930.12　2冊　23㎝　

 2221

所謂天水畓の稲作に就いて　朝鮮總督府勧業模範

場　水原　［朝鮮總督府勧業模範場］　［1929.4］　

38p　23㎝　 2222

朝鮮に於て農業經濟上重要なる害蟲調査　2　中

山昌之介　［1929］　40p　26㎝　抜刷　 2223

朝鮮ノ繭　朝鮮殖産銀行調査課　［京城］　朝鮮殖

産銀行調査課　［1929.8例言］　3, 107p　図版［4］

p　23㎝　 2224

朝鮮人参礼讃　杉原徳行　［京城］　朝鮮総督府専

売局　1929.9　69p, 図版［5］p　19㎝　 2225

朝鮮の水利組合　朝鮮總督府土地改良部　［京城］　

朝鮮總督府土地改良部　［1929］　12p, 図版［30］

枚　16×23㎝　  2226

朝鮮の農業　［昭和4,5,7,8,9,15-17年］　朝鮮総

督府殖産局　京城　朝鮮総督府殖産局　1929.3-

1942.4　8冊　22-23㎝　 2227

朝鮮の小作慣行（時代と慣行）　朝鮮農會　京城　

朝鮮農會　1930.9　2, 12, 512p　22㎝　 2228

朝鮮の農業事情　［昭和5年］　朝鮮総督府殖産局　

［京城］　朝鮮總督府殖産局　1930.3　92p　23㎝　

 2229

李王職蘭谷牧場一覧　［1930］　41p　19㎝　 2230

朝鮮勸農信託株式會社增資改造趣意書・增資改
造目論見書・營業收支豫算書・定款　朝鮮勧

農信託株式会社　京城　朝鮮勸農信託株式會社　

［1930.7］　34p　23㎝　 2231

忠清南道稲作改良指針　忠清南道種苗場　［出版

地不明］　忠清南道種苗場　1930.11　16, 331p　

23㎝　  　2232

小 作 慣 行 調 査 書　［出版地不明］　平安北道　

［19--］　2冊　20㎝　 2233

（1）全羅南道
（2）平安北道

蟲害に關する事業概要　［1931.10］　2, 56p　27

㎝　  2234
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朝鮮總督府農事試驗場二拾五周年記念誌　上下

巻　朝鮮総督府農事試験場　水原 （京畿道）　朝

鮮總督府農事試驗場　1931.10　2冊　27㎝　 2235

朝鮮総督府農事試験場彙報　13巻2号　朝鮮総督

府農事試験場　水原 （京畿道）　朝鮮総督府農事

試験場　1941.9　56p, 図版［6］枚　26㎝　 2236

朝鮮土地改良事業要覧　昭和5,14年度　朝鮮総督

府土地改良部　［京城］　朝鮮總督府土地改良部　

1931.12-1941.8　2冊　26㎝　 2237

朝鮮の繭に就て　［昭和7年6月］　朝鮮総督府農

林局　［京城］　朝鮮總督府農林局　1934.5　1冊　

23㎝　 2238

朝鮮蠶絲業ノ現在及將来ヲ論ズ　［京城］　朝鮮

蠶絲會：朝鮮工業協會：朝鮮製絲協會：朝鮮蠶種

製造業組合中央會：同民會　［1932.3］　2, 288, 

8, 2p　23㎝　 2239

土地改良事業の概況　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮

總督府　1932.7　6, 5, 25, 61, 11p, 図版［5］枚　

23㎝　 2240

ヒメアカカツヲブシムシの研究　朝鮮総督府農

事試験場　水原 （京畿道）　朝鮮總督府農事試驗

場　1932.11　69p, 図版3枚　27㎝　 2241

朝鮮に於ける棉花栽培の現在及将来　朝鮮農會　

［出版地不明］　朝鮮農會　［19--］　26p　22㎝　

 2242

藥草栽培の栞　朝鮮警察協會　［京城］　朝鮮警察

協會　1933.4　6, 65, 30, 3p　19㎝　 2243

人蓡神草　今村鞆　［京城］　朝鮮総督府専賣局　

1933.4　30丁, 図版2p　23㎝　 2244＊

満蒙ニ於ける緬羊及羊毛ニ關スル踏査報告概
要　井島重保　1933.11　237p, 図版33枚　24㎝　

 2245

朝鮮ニ於ケル小作ニ關スル參考事項摘要　朝鮮

總督府農林局　［京城］　朝鮮總督府農林局　1934　

6, 154p　19㎝　 2246

朝鮮に於ける自給肥料　朝鮮總督府農事試験場　

京城　朝鮮總督府農事試験場　1934.1　49p　23

㎝　 2247

人蔘要覧　昭和8年度　朝鮮總督府專賣局　［京城］　

朝鮮総督府専売局　1934.4　2, 22p, 図版［10］枚　

19㎝　 2248

米穀問題の經過竝諸方策　石塚峻　［京城］　朝鮮

銀行調査課　1934.7　21p　22㎝　 2249＊

統制ある蠶絲業の朝鮮　出田正義　東京　明文堂　

1934.8　422p　図版［18］p　23㎝　 2250

人蔘史　第1-7巻　今村鞆　［京城］　朝鮮總督府專

賣局　1934.8-1940.3　7冊　23㎝　 2251

緬羊及緬羊事業研究　鎌田沢一郎　［京城］　朝鮮

総督府　1934.3　313p, 図版［14］p　23㎝　 2252

農家經濟調査（慶尚南道ノ分）　昭和六年度　京

城　朝鮮農會　1934.3　3, 295p　23㎝　 2253＊

農業講義録　京城　朝鮮農事學會　1934.4　6冊　

22㎝　 2254

（1）作物汎論
（2）園藝作物蔬菜篇
（3）土壤篇
（4）肥料篇
（5）畜産篇
（6）農村副業篇

朝鮮の繭に就て　［昭和7年6月］　朝鮮総督府農

林局　［京城］　朝鮮總督府農林局　1934.5　1冊　

23㎝　 2255

農村更生の指針　［第1號］　朝鮮総督府　［京城］　

朝鮮總督府　1934.7　10, 182p, 図版［3］枚　19

㎝　 2256

朝鮮、臺灣に於ける米穀生産費資料　農林省米

穀局　［東京］　農林省米穀局　1935.1　2, 175p　

23㎝　 2257

鮮米協會十年誌　鮮米協会　東京　鮮米協會　

1935.3　2, 2, 24, 218, 397p, 図版［12］枚　27

㎝　 2258

朝鮮農會の沿革と事業　朝鮮農會　［京城］　朝

鮮農會　1935.10　4, 118p, 図版［6］枚　19㎝　

 2259

農村振興運動の全貌　朝鮮総督府　［京城］　［帝

國地方行政學會朝鮮本部］　［1936.1］　4, 161p, 

図版［4］p　19㎝　 2260

朝鮮に於ける食用田作物　朝鮮總督府農林局　

［京城］　朝鮮總督府農林局　1936.4　4, 144p, 

図版［8］枚　22㎝　 2261

朝鮮米關係資料　農林省米穀局　［東京］　農林省

米穀局　1936.3　215p　21㎝　 2262
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農家更生講本　八尋生男　［京城］　朝鮮総督府　

1936.5　250p　19㎝　  2263

專賣事業圖表　朝鮮總督府專賣局　［京城］　朝鮮

總督府專賣局　1936.6　12枚 （主に図版）　23㎝　

 2264

朝鮮農務提要　昭和11年5月　朝鮮農會　京城　朝

鮮農会　1936.6　2, 18, 8, 1322p　19㎝　 2265

朝鮮土地改良株式會社誌　朝鮮土地改良株式會社　

京城　朝鮮土地改良株式會社　1936.9　4, 95, 

31p　図版［56］枚　27㎝　 2266

黄色種煙草耕作沿革史　酒井修一　忠州邑（朝鮮）　

酒井修一　1936.10　68, 13p, 図版［18］枚　23㎝　

 2267

朝鮮の棉花事情　日滿棉花協會朝鮮支部　［出版

地不明］　日滿棉花協會朝鮮支部　1937.4　4, 

284p, 図版［5］枚　22㎝　 2268＊

本道の小作事情　慶尚北道　［大邱］　慶尚北道　

1937.5　29p　23㎝　 2269

朝鮮米穀經濟論　東畑精一　東京　日本學術振興

會　1937.4　4, 2, 4, 2, 4, 5, 147p, 図版［1］

枚　21㎝　 2270＊

朝鮮に於ける農事訓練施設の概要　石川博見　

［19--］　74p　22㎝　 2271

農山漁村振興運動ノ實施状況　全羅南道　［光

州］　全羅南道　1938.4　49p　18㎝　 2272

検査統計　昭和13年度　朝鮮總督府穀物檢査所　

［京城］　［朝鮮總督府穀物検査所］　［19--］　65p　

18㎝　 2273

朝鮮農業經濟研究　第2巻　神崎博愛　［19--］　

20, 22, 15, 13, 20, 8p　22㎝　 2274

朝鮮ノ緬羊　朝鮮緬羊協會　［出版地不明］　［朝鮮

緬羊協會］　［1938.3］　3, 45p, 図版［3］p　19㎝　

 2275

朝鮮ニ於ケル米穀統制ノ経過　朝鮮総督府農林

局米穀課　［京城］　朝鮮総督府農林局　1938.6　

205p　23㎝　 2276＊

朝鮮米の研究　菱本長次　東京　千倉書房　1938.9　

4, 819p, 図版1枚　22㎝　 2277

朝鮮の稻作　朝鮮總督府穀物檢査所　京城　朝

鮮總督府穀物檢査所　1938.10　2, 20p　23㎝　

 2278

牧羊事業の研究　とよ志ま生　［1939］　44p　28

㎝　謄写　 2279

實施（第1次）更生指導農家竝ニ部落ノ五箇年間
ノ推移　昭和8年度　朝鮮総督府　［京城］　朝

鮮總督府農村振興課　1939.3　6, 109p　23㎝　

 2280

農山漁村に於ける中堅人物養成施設要覧　朝鮮

總督府　［京城］　朝鮮總督府　1939.8　16p　23

㎝　 2281

朝鮮の蠶絲業　昭和14-15年　朝鮮總督府農林局　

［京城］　朝鮮総督府農林局　1939.9-1940.8　2冊　

折り込地図　22㎝　 2282

朝鮮の農村衞生　朝鮮農村社會衞生調査會　東京　

岩波書店　1940.2　3, 5, 6, 288p　22㎝　

 2283＊

朝鮮農地年報　第1輯　朝鮮總督府農林局　［京城］　

朝鮮総督府農林局　1940.12　7, 177, 48p　22㎝　

 2284

全南求禮の山茱萸に就いて　家入一雄　［光州］　

全羅南道　1940.3　10p　23㎝　 2285

朝鮮の農業地帶　印貞植　東京　生活社　1940.11　

4, 4, 212p, 図版2枚　21㎝　 2286＊

朝鮮の肥料　昭和16年　朝鮮總督府農林局　［京

城］　朝鮮總督府農林局　1941　5, 95p　22㎝　

 2287

朝鮮農業の概觀　日満農政研究会東京事務局　東

京　日満農政研究会　1941.3　147p　21㎝　 2288

朝鮮棉作綿業の生成と発展　沢村東平　京城　朝

鮮繊維協會　1941.3　3, 154p　22㎝　 2289

朝鮮農村物語　重松髜修　東京　中央公論社　

　1941.11　8, 3, 481p　19㎝　 2290＊

東亞農業生産指數の研究　山田勇　谷保村（東京

府）　東京商科大學東亞經濟研究所　1942.3　13, 

401, 21p　22㎝　 2291

朝鮮農村再編成の研究　印貞植　京城　人文社　

1943.1　2, 6, 2, 202p　19㎝　 2292
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朝鮮農村社会踏査記　鈴木榮太郎　東京　大阪屋

号書店　1944　245p　19㎝　 2293＊

朝鮮農民解放史　木村靖二　横須賀　文化朝鮮社　

1947.5　27p　21㎝　 2294

朝鮮農業経営地帯の研究　久間健一　東京　農林

省農業総合研究所　1950.3　6, 6, 20, 552, 6p　

26㎝　 2295

北朝鮮の農業事情と土地改革　ユ・セヨウドロ

フ　［東京］　農林大臣官房調査課　1950.2　11p　

21㎝　 2296＊

朝鮮稲の種類と改良　盛永俊太郎　東京　農業発

達史調査会　1954.7　11p　26㎝　 2297

朝鮮農業発達史　政策編　小早川九郎　東京　友

邦協会　1959.11　15, 682p　27㎝　 2298

北鮮の農業合作社と農村政策　金日成　1959.12　

95p　26㎝　 2299

朝鮮における農業協同化運動の勝利　金漢周　

平壌　外国文出版社　1959.7　69p　21㎝　 2300

朝鮮土地改良事業史　古庄逸夫　東京　友邦協会　

1960.1　12, 185p　27㎝　 2301

最近の朝鮮の協同農場　日本朝鮮研究所　東京　

日本朝鮮研究所　1967.10　131p　25㎝　 2302

旧植民地日本人大土地所有論　浅田喬二　東京　

農業総合研究所　1968.3　ii, 3, 289, 4p　21㎝　

 2303

韓国による対日農業事情調査団報告書　農林経

済局国際部国際企画課　［東京］　農林経済局国際

部国際企画課　1970.6　155p　25㎝　 2304

〔Ｃ 林業〕

満鮮林業視察日記　国司道輔　［1916］　［137p］　

21㎝　 2305

朝鮮ニ於ケル本社ノ林業　東洋拓殖株式会社　

［京城］　東洋拓殖株式會社　［1918.11］　72p, 図

版［4］p　22㎝　 2306

鴨緑江林業誌　鴨緑江採木公司　安東　鴨緑江採

木公司　1919.6　3, 2, 6, 350p, 図版［26］p, 

［1］枚　22㎝　 2307＊

朝 鮮 の 林 業　［大正12,15年、昭和4,9,13,15年］　

朝鮮総督府殖産局　京城　朝鮮総督府殖産局　

1923.3-1940.2　6冊　23㎝　 2308＊

朝鮮森林樹木鑑要　石戸谷勉　京城　朝鮮總督

府林業試驗場　1923.3　3, 129, 20, 35p　27㎝　

 2309

朝鮮林務提要　後藤積　京城　谷岡商店出版部　

1923.4　15, 364, 32p, 図版［1］枚　19㎝　 2310

鴨緑江製材無限公司沿革史　鴨緑江製材無限公

司　安東　鴨緑江製材無限公司　1924.5　2, 33, 

29p, 図版［17］枚, ［30］p　18×25㎝　 2311

平安北道ノ林業　平安北道　［新義州］　平安北道　

［1926?］　4, 44p　19㎝　 2312

京畿道の林業　京畿道　［京城］　京畿道　1926.3　

4, 65p, 図版［2］枚　19㎝　 2313

慶 南 の 林 業　慶尚南道　［釜山］　慶尚南道　

1926.9　5, 56p, 図版［4］枚　19㎝　 2314

咸鏡南道の林業　咸鏡南道　［咸興］　咸鏡南道産

業課　1926.9　4, 48p　19㎝　 2315

林業概況　大正15年　忠清北道　［清州］　忠清北

道　1926　42p　23㎝　 2316

林業経営上模範となるべき事蹟概要　朝鮮總督

府山林部　［京城］　朝鮮総督府山林部　1926.9　

14, 248, 22p　図12枚　22㎝　 2317

事業案内　鴨緑江採木公司　［安東］　鴨緑江採

木公司　1926.9　96p, 図版［1］枚　挿図　23㎝　

 2319

朝鮮ニ適スル主要林木ノ種類　水原高等農林

學校林學會　水原　水原高等農林學校林學會　

1926.10　42p, 図版［1］枚　21㎝　 2320

國境の林業に就いて　恵山鎮営林署　［出版地不

明］　惠山鎭營林署　［1928.11］　30p, 図版［16］

枚　23㎝　 2321

朝鮮林業投資の有望　齋藤音作　京城　齋藤音作　

1930.7　33p　23㎝　 2322

朝鮮全羅南道演習林概要　東京帝國大學農學部附

屬演習林　［東京］　東京帝國大學農學部附屬演習

林　1930.10　42p　図版［14］p　23㎝　 2323
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林業試験場報告　朝鮮総督府林業試験場　京城　

朝鮮總督府林業試驗場　1931-1936.3　3冊　27㎝　

 2324

（1）落葉松葉蜂ノ駆除ニ関スル研究
（2）ハンノキハムシ及アカクビルリハムシの

藥劑的驅除試驗　第［1］-2報

朝鮮山林史料　第一輯　朝鮮総督府　［京城］　朝

鮮山林會　1934.8　3, 4, 2, 705, 115p　22㎝　

 2325

朝鮮の砂防事業　朝鮮總督府農林局　［京城］　朝

鮮總督府農林局　1937.5　149p, 図版［22］p,［1］

枚　23㎝　 2326

全羅南道林業試驗場要覧　全羅南道林業試験場　

［光州］　全羅南道林業試驗場　1938.9　54p, 図

版［2］p　23㎝　 2327

満鮮林業概観　康徳7年版　新京　満州木材通信社　

1939.11　1冊　図版［20］p　23㎝　 2328

鮮満實用林業便覧　朝鮮總督府林業試験場刊行會　

東京　養賢堂　1940.10　31, 1058p　19㎝　 2329

朝鮮林業史史料　［1941頃］　［419］p　26㎝　原

稿・謄写の合綴　 2330

赤松ヲ加害スルきくひむし類ノ生態ニ就テ　細

谷達雄　1942.4　p［42］-48　26㎝　（「朝鮮博物学

会雑誌」9（34）の抜刷）　 2331

朝鮮・満州・台湾林業発達史論　萩野敏雄　東

京　林野弘済会　1965.9　567p　21㎝　 2332

〔Ｄ 水産業〕

清國及ビ朝鮮ニ於ケル海産物販路調査報告　北

海道水産試驗場　［札幌］　北海道水産試驗塲　

［1911］　134p　27㎝　 2333

漁 業 暦　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督府　

1916.6　4, 150p　19㎝　 2334

慶尚北道水産一斑　慶尚北道　［大邱］　慶尚北道　

［1920?］　37p　23㎝　 2335

朝鮮の水産業　大正10,13年、昭和6年　朝鮮總督

府農林局　［京城］　朝鮮總督府農林局　1921-

1931　3冊　23㎝　 2336

朝鮮の十大漁業　［大正10年］　朝鮮総督府殖産局　

［京城］　朝鮮總督府殖産局　1921.11　2, 68p　

23㎝　 2337＊

關東州の鹽業　附朝鮮の塩業　南満州鉄道株式会

社社長室調査課　［大連］　南滿洲鐵道社長室調査

課　1923.3　2, 2, 11, 169, 3, 31p, 図版［9］枚　

22㎝　 2338

大正14年度業務報告　慶尚北道水産試験場　［大

邱］　慶尚北道水産試驗場　1926.10　66p　23㎝　

 2339

朝鮮型漁船改良ニ關スル試驗　堀江武夫　［出

版地不明］　朝鮮總督府水産試驗場　1929.7　2, 

42p, 図版［3］枚　27㎝　 2340＊

明太魚（スケトウダラ）の化學、其の榮養的價値
竝に凍乾明太の改善に關する研究　朝鮮総督

府水産試験場　［釜山］　朝鮮總督府水産試驗場　

1929.9　2, 229p, 図版［3］枚　26㎝　 2341

朝鮮水産業の現况と將來　岩倉守男　京城府　民

衆時論社出版部　1932.8　10, 29, 526p　20㎝　

 2342＊

朝鮮総督府水産試験場パンフレット　朝鮮総

督府水産試験場　釜山　朝鮮總督府水産試驗場　

1935.12-1942.3　5冊　19㎝　 2343

（1）朝鮮のメンタイ漁業に就て
（2）朝鮮産マイワシを原料とする「フイツシユ

ミール」の性状に就て
（3）啼く魚の話
（4）魚の生活
（5）深海魚の話

朝鮮の鰛漁業と其加工業　大島幸吉　東京　水産

社出版部　1937.4　4, 5, 106p, 図版［1］p　22㎝　

 2344

朝鮮の鹽業　［昭和12年刊］　朝鮮總督府專賣局　

［京城］　朝鮮總督府專賣局　1937.9　41, 6p, 図

版［6］枚　23㎝　 2345＊

咸北の水産　吉岡三芳　羅南邑（咸鏡北道）　北鮮

日日新聞社　1939.12　213, 11, 12p, 図版［1］p　

19㎝　 2346

朝鮮鰯油肥統制史　朝鮮鰯油肥製造業水産組合聯

合会　京城　朝鮮鰯油肥製造業水産組合聯合会　

1943.11　738p, 図版［31］枚　26㎝　 2347

朝 鮮 水 産 開 発 史　吉田敬市　下関　朝水会　

1954.5　496, 14p, 図版［2］枚　22㎝　 2348

朝鮮の林兼事業要覧　中谷熊楠　［1959.7］　51p　

21㎝　 2349
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日韓漁業の新発足　和田正明　東京　水産経済新

聞社　1965.7　12, 238p　19㎝　 2350

日韓漁業協定実施措置関係法令集　水産庁　［東

京］　水産庁　1965.12　114p　25㎝　 2351

日本の漁業と日韓条約　寺尾五郎　東京　日本朝

鮮研究所　1965.12　93p　19㎝　 2352

朝鮮民主主義人民共和国の水産業　日本朝鮮研

究所　東京　日本朝鮮研究所　1967.1　107p　25

㎝　 2353

日韓漁業対策運動史　日韓漁業協議会　東京　日

韓漁業協議会　1968.2　468p　22㎝　 2354

〔Ｅ 金融・商業・貿易〕

朝鮮國海関税目　［大阪府］　［1883］　32-61, 30p　

18㎝　 2355＊

朝鮮國ニ於テ日本人民貿易ノ規則　［大阪府］　

［1883.7］　28丁　18㎝　 2356＊

清韓關税目詳解　阪口武之助　東京　東洋經濟新

報社　1908.10　3, vii, 112, 12p　20㎝　 2357

韓國貨幣整理報告書　第一銀行　［出版地不明］　

［第一銀行］　［1909.11］　3, 2, 323p　地図, 表　

25㎝　 2358＊

朝鮮銀行五年志　朝鮮銀行　京城　朝鮮銀行　

1915.9　3, 1, 3, 96p, 図版［6］枚　26㎝　

 2359＊

東拓十年史　東洋拓殖株式会社　［東京］　東洋拓

殖　1918.12　4, 148p, 図版［34］枚　26㎝　 2360

鎭南浦税關沿革史　鎭南浦税關調査係　［出版地

不明］　鎭南浦税關　1922.12　147p　図版［4］枚　

23㎝　 2361

朝鮮殖産銀行と朝鮮の産業　朝鮮殖産銀行　［京

城］　朝鮮殖産銀行　1924.7　72, 35p, 図版［33］

枚　23㎝　 2362＊

全鮮銀行會社公職者其他役員名鑑　大正13年10

月現在　東亞經濟時報社　京城　東亞經濟時報社　

1924.11　2, 18, 238, 43, 36, 33p　20㎝　 2363

第一銀行五十年小史　第一銀行　東京　第一銀

行　1926.8　6, 5, 148, 12p, 図版［11］枚　23㎝　

 2364＊

朝鮮殖産銀行十年志　朝鮮殖産銀行　京城　朝鮮

殖産銀行　1928.10　163, 54p, 図版46枚　27㎝　

 2365

東洋拓殖株式會社二十年誌　東洋拓殖株式会社　

東京　東洋拓殖　1928.12　157p, 図版［39］枚　

23㎝　 2366

今日の朝鮮財話　昭和3年第2輯　井上收　京城　

極東時報社　1928.7　3, 235p　16㎝　 2367

釜山港貿易概覽　昭和2年　釜山税関　［釜山］　

釜山税關　1928.10　11, 446p　23㎝　 2368

朝鮮金融經濟總覧　昭和3年版　石森久彌　京城　

朝鮮公論社　1928.11　1, 1, 12, 12, 738p　23

㎝　 2369

朝鮮銀行會社組合要録　［昭和4,6年］　東亞經濟

時報社　京城　東亞經濟時報社　1929.5-1931.6　

2冊　23㎝　 2370

朝鮮興業株式會社二十五年誌　朝鮮興業株式会

社　東京　朝鮮興業　1929.10　1冊　27㎝　 2371

朝鮮舊時の金融財政慣行　朝鮮金融組合協會　京

城　朝鮮金融組合協會　1930.8　320p　19㎝　

 2372

朝鮮の税關　堂本貞一　新義州本町 （朝鮮）　堂本

貞一　1931.6　157p　19㎝　 2373

釜山港貿易統計概要　昭和7年　釜山税関　［出版

地不明］　釜山税關　［1932］　25p　19㎝　 2374

朝鮮の金融　朝鮮殖産銀行　京城　朝鮮殖産銀行　

1932.9　7, 145p, 図版［8］枚　19㎝　 2375

商品に關する記事目録　朝鮮銀行京城總裁席調査

課　［京城］　朝鮮銀行調査課　1934.3　40p　23

㎝　 2376

朝鮮金融組合協會史　朝鮮金融組合聯合會　京城　

朝鮮金融組合聯合會　1934.8　3, 8, 424, 42p, 

図版［16］p　23㎝　 2377

朝鮮銀行二十五年史　澁谷禮治　京城　朝鮮銀行　

1934.12　276p, 図版16枚　挿図11図, 表, 地図　

23㎝　 2378

全鮮商工會議所發達史　田中麗水　釜山　釜山日

報社　1936.1　1冊　23㎝　 2379
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朝鮮商品取引便覽　［昭和11年刊］　朝鮮總督府

商工奨勵館　［京城］　朝鮮総督府商工奨励館　

1936.7　2, 5, 359p　21㎝　 2380

丁子屋小史　丁子屋商店　京城　丁子屋商店　

1936.9　1冊（頁付なし）　図版［57］枚　17×25㎝　

 2381

朝鮮興業株式会社三十周年記念誌　朝鮮興業株

式会社　東京　朝鮮興業　1936.10　179p（図版 

解説共）, はり込図版6枚　27㎝　 2382＊

大日本帝国商工信用録　満鮮支之巻　佐藤純吉　

東京　博信社　1936.4　1冊　27㎝　 2383

朝鮮金融組合の現勢　朝鮮金融組合聯合會　京城　

朝鮮金融組合聯合會　1937.5　3, 6, 347p, 図版

［59］p　挿図, 肖像　23㎝　 2384

朝鮮金融組合の概况　昭和12年版　朝鮮金融組

合聯合會　京城　朝鮮金融組合聯合會　1937.6　

28p, 図版［4］p　19㎝　 2385

朝鮮郵船株式会社二十五年史　朝鮮郵船株式会

社　京城　朝鮮郵船　1937.6　2, 1, 9, 389p, 

図版［28］枚, ［2］p　27㎝　 2386

朝鮮金融事項参考書　昭和12年調　朝鮮總督府財

務局　京城　朝鮮経済協会　1937.11　254p　27

㎝　 2387

所謂「北鮮ルート」に就いて　鈴木武雄　［京城］　

京城帝國大学滿蒙文化研究會　1938.3　32p　23

㎝　 2388

昭和十一年平壤・鎭南浦輸移出入貿易統計　平

壤商工會議所　平壌　平壤商工會議所　1938.6　

2, 668p　23㎝　 2389

朝鮮ニ於ケル代用品一覽表　朝鮮銀行調査課　京

城　朝鮮銀行調査課　1938.11　5p　30㎝　 2390

朝鮮殖産銀行二十年志　本田秀夫　［京城］　朝

鮮殖産銀行　1938.10　10, 5, 292, 115p　27㎝　

 2391

全南ノ金融　昭和12年度　藤原豊壽　［光州］　全

羅南道金融組合尚志會　1938.12　4, 71p, 図版

［3］枚　23㎝　 2392

東拓三十年の足跡　北崎房太郎　東京　東邦通信

社出版部　1938.12　226p　19㎝　 2393

東洋拓殖株式會社三十年誌　東洋拓殖株式会社　

東京　東洋拓殖　1939.8　12, 299p　図版［29］

枚, ［56］p　27㎝　 2394

金融組合年鑑　昭和14年　朝鮮金融組合聯合會　

京城　朝鮮金融組合聯合会　1939.4　3, 220p, 

図版［10］p　19㎝　 2395

朝鮮の對支貿易に就いて　朝鮮銀行調査課　京城　

朝鮮銀行調査課　1939.7　2, 51p　23㎝　 2396

平安南道の金融　平安南道　［平壌］　平安南道　

1939.7　75p　23㎝　 2397

財界の動きと當行業務　朝鮮銀行支店課　［京城］　

朝鮮銀行支店課　［1940.9］　3, 4, 230p　23㎝　

 2398

東洋拓殖株式会社 新規事業計劃關係　豊島重剛 

［194-?］　1冊 28㎝　合綴　 2399＊

京城商工會議所二十五年史　京城商工會議所　京

城　京城商工會議所　1941.3　2, 5, 6, 296, 

148, 138p, 図版［21］枚　肖像　27㎝　 2400

鮮満拓殖株式會社満鮮拓殖株式會社五年史　満

鮮拓殖株式會社　新京　満鮮拓殖株式會社　

1941.6　2, 19, 320p, 図版［28］p　23㎝　 2401

朝鮮金融團發會式記事　朝鮮金融団　京城　京城

銀行集會所　1942.10　106p　22㎝　 2402

北鮮開發株式會社定款　［1942?］　1冊　28㎝

　謄写　 2403

朝鮮貿易史　朝鮮貿易協会　京城　朝鮮貿易協

會　1943.12　2, 4, 3, 7, 387p, 図版4枚　22㎝　

 2404

朝鮮（主として京城を中心したる）に於ける物資
の配給統制と配給機構　京城商工會議所　京城　

京城商工會議所　1943.6　2, 194p　21㎝　 2405

朝鮮金融組合聯合會十年史　朝鮮金融組合聯合會　

京城　朝鮮金融組合聯合會　1944.3　6, 6, 230, 

71p　図版［6］枚, ［18］p　27㎝　 2406

清津商工會議所史　清津商工會議所　清津　清

津商工會議所　1944.9　5, 10, 10, 433p, 図版 

［24］ 枚　26㎝　 2407

貿易業者名鑑　日韓貿易協会　東京　日韓貿易協

会　［1950.2］　88p　19㎝　 2408
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韓國貿易の手引　通商産業省通商局　大阪　貿易

刊行會　1951.8　166, 14p　19㎝　 2409

朝鮮銀行を語る　星野喜代治　［東京］　日本不動

産銀行　［195-?］　50p　25㎝　 2410

日本国政府又は朝鮮銀行の特殊清算人は銀行券
の発行債務に対し補償又は賠償を為す義務あ
りや　星野喜代治　［19--］　5丁 26㎝　 2411

朝鮮銀行の在日資産の帰属並びに処理について　

勝本正晃　［1955.12］　94p　26㎝　謄写 2412

第一銀行史　上下巻　第一銀行　東京　第一銀行　

1957-1958　2冊　26㎝　 2413

日朝貿易資料　日朝協会愛知県連合会　名古屋　

日朝協会愛知県連合会　［1957?］　23p　25㎝　

 2414

日朝貿易資料　日朝貿易会　［東京］　日朝貿易会　

1959.10　8p　19㎝　 2415

朝鮮銀行略史　朝鮮銀行史編纂委員会　東京　朝

鮮銀行史編纂委員会　1960.6　22, 763p　図版

［10］p　27㎝　 2416

金融史談速記録　田中鐡三郎　東京　日本銀行調

査局　1960.4　2, 304p, 図版9枚　肖像　21㎝　

 2417

日朝貿易の新しい段階とこれからの課題　日朝

貿易会　東京　日朝貿易会　1961.7　17p　21㎝　

 2418

歴代韓國貨幣概觀　韓國銀行發券部　ソウル　韓

國銀行發券部　1960.6　230p　27㎝　 2419

朝興銀行六十五年史　朝興銀行　ソウル　朝興銀

行　1962.10　316p, 図版 ［22］ 枚　挿図　27㎝　

 2420

対韓外国人投資企業実態調査報告書　日本経済

調査協議会　東京　日本経済調査協議会　1969.9　

66p　21㎝　 2421

〔Ｆ 交通・通信〕

日韓通商協會報告　第1號　日韓通商協會　東京　

日韓通商協會　1895.9　126p　25㎝　 2422＊

株主名簿　京釜鐵道株式会社　［出版地不明］　京

釜鐵道　［1903］　193p　25㎝　 2423

韓國鐵道線路案内　統監府鉄道管理局　［京城］　

統監府鐵道管理局　1908.4　16, 4, 128, 64p　

図版［16］枚　23㎝　 2424

朝鮮に於ける鐵道普及促進に付建議　帝國鐵道

協會　［東京］　帝國鐵道協會　［19--］　15, 2, 

4, 108p　23㎝　 2425＊

朝鮮鐵道史　朝鮮總督府鐵道局　［京城］　朝鮮総

督 府 鉄 道 局　1915.10　2, 5, 406, 12p　23㎝　

 2426＊

航 路 圖　朝鮮郵船株式会社　京城　朝鮮郵舩　

1922.8　1枚 （主に図版）　78×54㎝（折りたたみ

20㎝）　 2427

朝鮮鐵道旅行便覽　朝鮮総督府　［京城］　［朝鮮

總督府］　1923.12　3, 8, 196p, 図版7枚　17㎝　

 2428

朝鮮の私設鐡道　南満州鉄道株式会社庶務部調査

課　［大連］　南満洲鉄道株式會社庶務部調査課　

1925.12　12, 234p　折込地図1枚　26㎝　 2429＊

朝鮮鐵道状況　第17, 26回　朝鮮總督府鐵道局　

［京城］　朝鮮總督府鐵道局　1926.12-1935.12　2

冊　26㎝　 2430

朝鮮私設鐵道補助法中改正法律案ニ關スル參考
資料　［東京］　［南朝鮮鉄道株式會社創立発起

人］　［1927］　3丁　28㎝　 2431

朝鮮運送合同問題に直面して　大平多女助　京

城　朝鮮運送研究會　1927.8　194p　20㎝　 2432

朝鮮鐵道十二年計畫　大平鐵畊　京城　鮮満鐵道

新報社　1927.9　2, 320p　肖像: 図版［5］枚　22

㎝　  2433

朝鮮鐵道沿線要覽　龜岡榮吉　京城　朝鮮拓殖

資料調査会　1927.9　6, 11, 1146p　図版［1］枚　

23㎝　 2434

朝鮮海事大要　［昭和2年］　朝鮮総督府逓信局　

［京城］　朝鮮總督府遞信局　1927.11　61p, 図版

［2］枚　19㎝　 2435

朝鮮の鐵道　朝鮮總督府鐵道局　京城　朝鮮鐵道

協會　1928.7　366p　23㎝　 2436

日支交通の資料的考察　水野梅　東京　支那時報

社　1929.5-1930.2　2冊　23㎝　 2437

（1）日韓交通篇
（2）隋唐交通篇
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朝 鮮 ノ 港 灣　第1輯　朝鮮總督府内務局土木

課　［京城］　朝鮮總督府内務局土木課　1929.10　

397p　23㎝　 2438＊

船 の 朝 鮮　今村鞆　京城　螺炎書屋　1930.11　

177p, 図版6枚　23㎝　 2439＊

朝鮮國有鐵道貨物運送規則同補則　朝鮮總督

府鐵道局　［京城］　朝鮮總督府鐵道局　［1930］　

164p　23㎝　 2440

朝鮮運合問題と嚴正批判　石森久彌　京城　朝鮮

公論社　1930.4　3, 8, 136p　23㎝　 2441

朝鮮鐵道論纂　［第1編］　朝鮮總督府鐵道局　［京

城］　朝鮮総督府鉄道局　1930.6　7, 470p, 図版

1枚　図表（折込）　23㎝　 2442

朝鮮ノ遞信事業　昭和6年　朝鮮総督府逓信局　

［京城］　朝鮮總督府遞信局　1931.8　3, 75p, 図

版［19］枚　16㎝　 2443

朝鮮諸港荷役調査　港灣協會　東京　港灣協會　

1931.5　13, 156p　23㎝　 2444

大量貨物はどう動く　佐藤栄枝　京城　近澤印刷

部　1932.2　9, 3, 239, 22p　19㎝　 2445

鮮内鐵道沿線要覧　中村進吾　京城　中村進吾　

1932.11　4, 4, 44, 184p, 図版2枚　23㎝　 2446

朝鮮鐵道一班　昭和8,10年　朝鮮總督府鐵道局　

京城　朝鮮鐵道協會　1933.1-1935.1　2冊　27㎝　

 2447

第六十四帝國議會と朝鮮私設鐵道　［1933?］　

38p　22㎝　 2448

朝鮮ノ鐵道政策ニ関シ重ネテ請願　朝鮮商工会

議所会頭　賀田直治　［1933?］　［6］p　28㎝　謄

写　 2449

朝鮮私設鐵道補助法中改正法律案　［1934.1］　

57p　27㎝　 2450

朝鮮沿岸水路誌　第2巻：朝鮮西岸　水路部　東

京　水路部　1934.8　3, 3, 297, 29p, 図版1枚　

22㎝　 2451

朝鮮の河川　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督府　

［1935］　57p　23㎝　 2452

雄羅線及羅津港建設概要　南満州鉄道株式会社

鉄道建設局　［大連］　南滿洲鐵道鐵道建設局　

1935.9　3, 118p, 図版44枚　22㎝　 2453

大阪發朝鮮滿洲行貨物運賃變遷史　伊藤百合一　

［大阪］　大阪合同運送　1936.3　449p, 図版1枚　

22㎝　 2454

朝鮮鐵道夜話　江口寛治　京城　二水閣　1936.6　

3, 14, 406p, 図版1枚　20㎝　 2455

朝鮮の道路　朝鮮總督府内務局　［京城］　朝鮮総

督府内務局　1936.10　21, 5p, 図版15枚　23㎝　

 2456

朝鮮鐵道史　第1巻 創始時代　朝鮮鐵道史編纂委

員會　［京城］　朝鮮總督府鐵道局　1937.6　2, 

2, 20, 598, 5p　23㎝　 2457

朝鮮遞信事業沿革史　朝鮮総督府逓信局　［京城］　

朝鮮總督府遞信局　1938.2　2, 14, 472p, 図版

106枚　27㎝　 2458

朝鮮鉄道四十年略史　朝鮮總督府鐵道局　［京城］　

朝鮮総督府鉄道局　1940.11　4, 3, 16, 598, 

6p, 図版50枚　地図　23㎝　 2459

湯崗子温泉株式會社二十年史　千葉千代吉　湯

崗子村 （奉天省）　湯崗子温泉株式會社　1941.8　

8, 175p, 図版17枚　肖像　23㎝　 2460

大陸中継港南鮮五港視察記　日本製鉄株式会社調

査班　［出版地不明］　日本製鉄株式會社調査班　

1944.2　64p　地図　22㎝　 2461

朝鮮南東岸水路誌　海上保安庁水路部　東京　海

上保安庁　1952.10　5, 4, 291, 29p, 図版42枚　

21㎝　 2462

汽車息子　本山實　東京　本山實　1967.10　248p　

20㎝　 2463

７ 芸術

百濟の囘顧と其の遺物　［1---］　9丁　地図　23

㎝　 2464

朝 鮮 雅 樂 々 器 沿 革　［1---］　8丁　28㎝　謄写　

 2465

朝鮮児童画談　石井研堂　東京　学齢館　1891.9　

19p　16㎝　 2466

朝鮮藝術之研究　［正、続編］　関野貞　［京城］　

［度支部建築所］　［1910-1911］　2冊　22-23㎝　

 2467＊
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朝鮮国宝大観　杉原定吉　［京城］　日韓書房　

1911.6　2, 50p, 図版50枚　31㎝　 2468＊

朝鮮書畫家列傳　吉田英三郎　京城　京城日報社　

1915.7　3, 16, 115, 99p, 図版2p　19㎝　 2469

高麗窯茶器　島連太郎　東京　彩壷會　1920.10　

23p　23㎝　  2470

朝鮮の歌と満洲の歌　拓殖局　東京　帝国地方行

政学会　1921.6　10, 10p　13×20㎝　 2471

朝鮮とその藝術　柳宗悦　東京　叢文閣　1922.9　

xx, 6, 334p　図版23枚　20㎝　 2472

採訪史料展觀目録　第2回　朝鮮総督府朝鮮史編

纂委員　［京城］　朝鮮総督府朝鮮史編纂委員会　

1925.5　75p, 図版1枚　23㎝　 2473

百濟觀音　濱田耕作　東京　イデア書院　1926.5　

iv, iii, 677, iiip, 図版38枚　20㎝　 2474

朝鮮民謠研究號　京城　眞人社　1927.1　148p　

23㎝　 2475＊

朝鮮國寳的遺物及古蹟大全　青柳綱太郎　京城　

京城新聞社　1927.8　3, 33, 602p　挿図　27㎝　

 2476

朝鮮建築圖集　朝鮮建築會　黄金町（京城府）　朝

鮮建築會　1929.2　10p　図版50枚　27㎝　 2477

朝鮮の膳　浅川巧　東京　工政會出版部　1929.3　

vii, iii, 66p, 図版32枚　23㎝　 2478

朝鮮慶州之美術　中村亮平　京都；東京　芸艸堂　

1929.8　2, 17, 222p　図版98枚　23㎝　 2479

李朝風の窯跡と油壺の研究　大宅経三　東京　大

阪屋號書店　1930.2　2, 7, 2, 261p, 図版24枚　

20㎝　  　2480＊

朝鮮古代石燈籠庭石展觀目録　［1930］　1冊 （主

に図版）　23㎝　 2481

朝鮮佛教　Frederick Starr　生駒　東洋民俗博物

館　1931.12　20p　24㎝　謄写　 2482

大東金石目　京城帝国大学法文学部　［京城］　京

城帝國大學法文學部　1932.3　54p　24㎝　 2483

大東金石書　解題　京城帝国大学法文学部　［京

城］　京城帝國大學法文學部　1932.3　14p　23㎝　

 2484

朝 鮮 陶 磁　内山省三　東京　寶雲舎　1933.6　

122p, 図版9枚　23㎝　 2485

支那朝鮮古美術展觀　Yamanaka & Co.　［大阪］　

［山中商會］　［1934］　1冊　図80枚　31㎝　 2486

朝鮮樂大要　李王職雅楽部　［京城］　［李王職雅樂

部］　［1934.8］　10p　18㎝　 2487

朝鮮工藝展覽會図録　田辺孝次　東京　國民美術

協會　1934.11-1941.10　4冊　31㎝　 2488

（1）昭和9年　東京　国民美術協会
（2）昭和11年　大阪　高島屋
（3）昭和14年　東京　高島屋
（4）昭和16年　東京　文明商店

樂浪及高句麗古瓦圖譜　昭和10年2月　諸岡栄治　

京都　便利堂　1935.3　［5］ 枚, 図版43枚　28㎝　

 2489

朝鮮高麗陶磁考　中尾万三　東京　學藝書院　

1935.7　3, 5, 259p, 図版7枚　20㎝　 2490

朝鮮寶物古蹟名勝天然記念物保存要目　朝鮮総

督府　［京城］　朝鮮總督府　1935.8　2, 96p　23

㎝　 2491

朝鮮陶磁史文献考　小田省吾　東京　學藝書院　

1936.3　6, 170p, 図版8枚　20㎝　 2492

朝 鮮 陶 磁 鑑 賞　内山省三　東京　學藝書院　

1936.6　161p, 図版12枚　19㎝　 2493

朝鮮土俗玩具集　料治朝鳴　東京　白と黒社　

1936.8　［20］ 枚　挿図　29㎝　 2494

朝鮮工藝概観　日本民芸協会　東京　日本民藝協

會　1936.12　108p, 図版［52］枚　22㎝　（工芸 

69）　 2495

朝鮮寶物古蹟名勝天然記念物要覽　朝鮮総督府　

［京城］　朝鮮總督府　1937.3　32, 319p, 図版6

枚　19㎝　 2496

朝鮮總督府博物館慶州分館略案内　朝鮮総督府　

［京城］　朝鮮總督府　1937.3　34p, 図版［2］p　

19㎝　 2497

朝鮮總督府博物館扶餘分館略案内　朝鮮総督府　

［京城］　朝鮮總督府　1939.7　26p　19㎝　 2498

朝 鮮 の 青 瓷　高裕燮　東京　宝雲舎　1939.10　

132, 2p　19㎝　 2499＊
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朝 鮮 慶 州 の 美 術　中村亮平　東京　改造社　

1940.2　265p　図版, 地図　16㎝　 2500

朝鮮の茶と禅　諸岡存　東京　日本の茶道社　

1940.10　5, 4, 179p, 図版9枚　23㎝　 2501＊

圖説朝鮮美術史　久志卓真　東京　文明商店　

1941.11　220p　図版　27㎝　 2502

朝鮮陶瓷圖説　小林太市郎　京都　山本湖舟寫眞

工藝部　1941.12　2, 2, 6, 38p, 図版94枚　27

㎝　 2503

朝 鮮 畫 観　本間国生　京都　芸艸堂　1941.3　

［6］, ［2］p, 図版56枚　37㎝　 2504

李朝染付　笠井周一郎　東京　寶雲舎　1942.6　

192p　挿図　19㎝　 2505

朝鮮の石塔　杉山信三　東京　彰國社　1944.3　

10, 264p, 図版20p　22㎝　 2506

杉原長太郎氏蒐集品圖録　藤田亮策　京都　桑名

文星堂　1944.5　3, 18p, 図版30枚　32㎝　 2507

朝鮮の演劇　印南高一　東京　北光書房　1944.10　

10, 6, 351p, 図版［19］p　19㎝　 2508＊

朝鮮の古美術　高木紀重　東京　翼書房　1944.2　

32, 8, 302p　図版　19㎝　 2509＊

朝鮮上代建築の研究　米田美代治　大阪　秋田屋　

1944.8　16, 223, 4p, 図版［14］p, 図版26枚　22

㎝　 2510

日本朝鮮比較建築史　杉山信三　京都　大八洲出

版　1946.12　14, 220p, 図版16p　19㎝　 2511

百濟美術　軽部慈恩　東京　寶雲舎　1946.10　2, 

4, 11, 267p, 図版16p　挿図　22㎝　 2512

朝 鮮 古 文 化 綜 鑑　梅原末治　奈良　養徳社　

1947.1-1959.7　3冊　図版及解説　32㎝　 2513＊

（1）樂浪　前期
（2）樂浪　乾
（3）樂浪　坤

朝鮮佛教美術考　斎藤忠　東京　寶雲舍　1947.9　

2, 12, 243p, 図版64p　22㎝　 2514

高 麗 の 古 陶 磁　小山富士夫　東京　雄山閣　

1938.4　96, 100, 41p, 図版9枚　22㎝　（朝鮮陶

器）　 2515

朝鮮とその藝術　柳宗悦　東京　春秋社　1954.6　

17, 330p, 図版17p　19㎝　 2516

李朝の陶磁　浅川伯教　藤沢　赤星五郎　1956.7　

図版87図, 43p　31㎝　 2517

朝鮮の絵画　平壌　外國文出版社　［195-］　33枚 

（おもに図版）　30㎝　  　2518

音楽舞踊叙事詩はえあるわが祖國　［195-］　1冊　

21×22㎝　 2519

朝鮮の文化　外国文出版社　平壌　外國文出版社　

1959　1冊　21㎝　 2520

朝鮮歌謡曲集　獨孤森　平壌　外國文出版社　

1959　90p　26㎝　 2521

朝鮮の工芸　平壌　外國文出版社　1960　［20］p　

19×21㎝　 2522

Studies on Silla pottery　Kim Wonyong　Seoul　

Eul-yoo Pub. Co.　1960　137, 18 p., 34 

leaves of plates　ill.　27㎝　注：英文とハン

グル　 2523

朝鮮・東北アジア　三上次男　東京　角川書店　

1959.11　294p　地図：年表　27㎝　 2524

朝鮮美術図史　Evelyn B McCune　東京　美術出版

社　1963.3　462p　27㎝　 2525

佐 藤 清 全 集　佐藤清　東京　詩声社　1963.8-

1964.11　3冊　図版　27㎝　 2526

（1）詩
（2）詩
（3）散文・訳詩

朝 鮮 の 仮 面　金両基　京都　新興美術出版　

1965.9-1967.5　3冊　19㎝　 2527

（1）河回別神仮面舞劇について
（2）山台都監劇について
（3）鳳山仮面舞劇その他について

朝鮮のやきもの李朝　赤星五郎　京都　淡交新社　

1965.8　190p, 図版 ［16］ p　22㎝　 2528

朝 鮮 の 工 藝　浜口良光　東京　美術出版社　

1966.3　139p, 図版［68］p　27㎝　 2529

朝鮮文化史　上下　朝鮮民主主義人民共和國科

學院歴史研究所　［東京］　朝鮮文化史刊行会　

1966.7-12　2冊　37㎝　 2530
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朝鮮の名陶　根津美術館　東京　根津美術館　

1966.11　119p　21×22㎝　 2531

世界美術全集　18：朝鮮　新規矩男　東京　角川

書店　1967.1　241, 8p　26㎝　 2532

朝鮮の芸能　金両基　東京　岩崎美術社　1967.6　

304, 7p, 図版［4］p　19㎝　 2533

槿域書畫徴　呉世昌　東京　国書刊行会　1971.1　

2, 2, 2, 4, 16, 262, 44p　22㎝　 2534

座辺の李朝　中川竹治　箕面　中川竹治　1971.3　

［200］p　図版　26㎝　 2535

陶器講座　8　長谷部楽爾　東京　雄山閣出版　

1971.10　317p　27㎝　 2536

朝 鮮 古 書 画 総 覽　 李 英 介　 京 都　 思 文 閣　

1971.11　16, 469p, 図38枚　27㎝　 2537

朝鮮の仏教美術特集　東京　毎日新聞社　1972.1　

110p, 図版［10］p　26㎝　（「仏教芸術」83）　 2538

高 麗 茶 碗　林屋晴三　東京　平凡社　1972.2　

115p　27㎝　  　2539

高麗陶磁の研究　野守健　東京　国書刊行会　

1972.7　19, 283p, 図版26枚　27㎝　 2540

海東の佛教　権相老　東京　国書刊行会　1973.2　

1冊　図版　27㎝　 2541

古代朝鮮の美を求めて　安宇植　東京　平凡社　

1973　200p　29㎝　 2542

慶州文化財散歩　秦弘燮　東京　学生社　1973.10　

208p　19㎝　 2543

慶州金鈴塚飾履塚　梅原末治　東京　国書刊行会　

1973.10　268, 22p, 図版127枚　27㎝　 2544

韓国美術五千年展　東京国立博物館　［東京］　朝

日新聞社　1976　1冊 （頁付なし）　25×25㎝　

 2545

韓国美術史　金元龍　東京　名著出版　1976.7　

22, 444p, 図版4枚　22㎝　 2546

韓国の人間国宝　芮庸海　東京　ぺりかん社　

1976.12　406p, 図版［24］p　27㎝　 2547

８ 語学

獨學韓語大成　伊藤伊吉　東京　丸善　1905.8　

［12］, 4, 4, 596p, 図版［14］p, 図版3枚　23㎝　

 2548

日韓通話　国分国夫　桟原町（長崎県）　國分建見　

1893.10　186, 22, 19p, 図版1枚　22㎝　 2549＊

韓語通　前間恭作　東京　丸善　1909.5　4, 4, 

364p　23㎝　 2550＊

文法註釋韓語研究法　藥師寺知曨　江景（忠清南

道）　小笠原長重　1909.10　18, 4, 270, 39p　

23㎝　 2551

韓 語 學 大 全　津田房吉　東京　青木嵩山堂　

1910.7　2, 2, 4, 403p　23㎝　 2552

新案韓語栞　笹山章　京城　平田善太郎　1910.8　

2, 2, 3, 3, 167p　23㎝　 2553

日韓・韓日言語集　趙義淵　東京　日韓交友會出

版所　1910.12　2, 4, 2, 2, 6, 222, 58p　23㎝　

 2554＊

朝鮮語辭典　朝鮮総督府　京城　朝鮮總督府　

1920　983p　27㎝　 2555

朝鮮語研究　山本正誠　東京　大阪屋號書店　

1924.2　2, 6, 305p　19㎝　 2556

最新朝鮮語會話辭典　山本正誠　京城　朝鮮印刷　

1925.6　8, 4, 384p　17㎝　 2557

雞林類事麗言攷　前間恭作　東京　東洋文庫　

1925.6　128, 6p　27㎝　 2558

註譯朝鮮語讀本　神阪退三　京城　朝鮮警察新聞

社　1925.11　1冊　挿図　16㎝　 2559

郷歌及び吏讀の研究　小倉進平　［京城］　京城帝

国大学　1929.3　3, 598p　27㎝　 2560

一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書　上

中下篇、附録　伊藤韓堂　京城　朝鮮語研究會　

［1928.1-1929.6］　4冊 18㎝　 2561

日鮮單語對譯集　朝鮮語研究會編輯部　京城　朝

鮮語研究會　1931.3　278p　19㎝　 2562

新羅の片假字　金沢庄三郎　東京　金澤博士還暦

祝賀會　1932.11　25p, 図版3枚　27㎝　 2563
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對譯日鮮會話獨習　金島苔水　大阪　巧人社　

［1936.8］　2, 4, 247p　15㎝　 2564

協和補助讀本　堀貞次良　東京　東亞公論社　

1941.8　4, 4, 137p　21㎝　 2565

訓讀吏文　前間恭作　京城　末松保和　1942.12　

4, 378, 10p　23㎝　 2566

新生中等英韓辞典　Lew Hyungki J.　ソウル　崇

文社　1949.8　viii, 933p　19㎝　 2567

New Life Korean-English dictionary　Lew 

Hyungki J.　Seoul　New Life Press　1947　

866p　19㎝　 2568

新らしい朝鮮語の学習　宋枝學　東京　学友書店　

1954.10　378p　19㎝　 2569

捷解新語　京都大学文学部国語学国文学研究室　

京都　京都大学国文学会　1957.12　1冊　22㎝　

 2570-1

重刊改修捷解新語　京都大学文学部国語学国文学

研究室　京都　京都大學國文學會　1960.9　2, 

192, 3, 58, 62p　22㎝　 2570-2

隣語大方　京都大学文学部国語学国文学研究室　

京都　京都大學國文學會　1963.9　2, 125, 188, 

6p　22㎝　 2571

伊路波　京都大学文学部国語学国文学研究室　［京

都］　京都大學國文學會　1965.7　3, 120, 69, 

3p　22㎝　  　2572

交隣須知　京都大学文学部国語学国文学研究室　

［京都］　京都大学国文学会　1966.6　5, 4, 132, 

189, 3p　22㎝　 2573

異本隣語大方・交隣須知　京都大学文学部国語

学国文学研究室　［京都］　京都大学国文学会　

1967.5　4, 522, 3p　22㎝　 2574

朝鮮物語　木村理右衞門　［京都］　京都大學國文

學會　1970.9　7, 225p　22㎝　 2575

동아 새국어사전　東亞出版社　ソウル　東亞出版

社　1959.11　vi, 1468, 14p　18㎝　 2576

조선말 사전　1:フーレ　조선민주주의인민공화

국과학원.언어문학연구소사전연구실　［ソウ

ル］　조선 민주주의 인민 공화국 과학원 출판사　

1960.8　819p　27㎝　  2577

朝鮮語小辞典　宋枝學　東京　大学書林　1960.9　

xiv, 400p　16㎝　 2578

국어 독본　총련 중앙 교육 문화부　東京　学友書

房　1960.11　166p　21㎝　 2579

朝鮮語の初歩　卓熹銖　東京　学友書房　1957.7　

125p, 図版1枚　19㎝　 2580

朝鮮語学史　小倉進平　東京　刀江書院　1964.10　

2, 16, 677, 51, 14, 235p　22㎝　 2581

現 代 朝 鮮 語 辞 典　天理大学　天理　養徳社　

1967.1　vi, 854p　16㎝　 2582＊

朝鮮漢字音の研究　河野六郎　［出版地不明］　河

野六郎　1968.9　208, 240p　22㎝　 2583＊

日本語社会における朝鮮学への構想に関する一
試論　中村完　［19--］　p31-45　22㎝　（「天理

大学学報」61の抜刷）　 2584

朝 鮮 語 四 週 間　石原六三　東京　大学書林　

1963.6　iv, 333p　19㎝　 2585

朝鮮資料による日本語研究　［正］　濱田敦　東京　

岩波書店　1970.3　vii, 324, 11p　22㎝　 2586

わかる朝鮮語　基礎・実力編　梶井陟　東京　三

省堂　1971.3　x, 220p　22㎝　 2587

詳解日韓辞典　朴成媛　東京　高麗書林　1972.2　

904p　17㎝　 2588

古代朝鮮語と日本語　金思燁　東京　講談社　

1974.10　484, 図版［2］p　20㎝　 2589

韓国語の歴　李基文　東京　大修館書店　1975.6　

xxi, 375p　22㎝　 2590

吏讀資料選集　ソウル　亞細亞文化社　1975.9　

iv, v, 534p　26㎝　 2591

吏読集成　朝鮮総督府中枢院　東京　国書刊行会　

1975.10　2, 2, 2, 10, 231, 78p, 図版［4］枚　

22㎝　 2592

精解韓日辞典　金素雲　東京　高麗書林　1972.2　

1121p　17㎝　 2593

標準韓国語　1 基礎・会話編、2 文法・対話篇　

朴成媛　東京　高麗書林　1972.10-1974.4　2冊　

22㎝　 2594
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９ 文学

〔Ａ 文学史・文学論〕

轉 換 期 の 朝 鮮 文 學　崔載瑞　京城　人文社　

1943.4　273p　19㎝　 2595

解放後の朝鮮文学　申亀鉉　平壌　外国文出版社　

1957.9　111p　18㎝　 2596

朝鮮文学史入門　新保篁　新潟　リアリズム研究

所　1963.10　128, 34p　21㎝　 2597

近代日本文学における朝鮮像　朴春日　東京　

未来社　1969.11　340p　20㎝　 2598

旧植民地文学の研究　尾崎秀樹　東京　勁草書房　

1971.6　349, 25p, 図版［2］p　22㎝　 2599

革 命 的 文 学 芸 術 論　金日成　東京　未来社　

1971.9　186p, 図版1枚　22㎝　 2600

朝 鮮 文 学 史　金思燁　東京　北望社　1971.12　

ii, 595, 36p　22㎝　 2601

金史良　安宇植　東京　岩波書店　1972.1　i, 

214p　18㎝　 2602

ことばの呪縛　金石範　東京　筑摩書房　1972　

292p　20㎝　 2603

朝鮮文学史　金東旭　東京　日本放送出版協会　

1974.12　360, 13p　挿図　20㎝　 2604

韓 国 現 代 小 説 史　金宇鍾　東京　龍渓書舎　

1975.3　447p　21㎝　 2605

傷痕と克服　金允植　東京　朝日新聞社　1975.7　

vi, 281p　20㎝　 2606

金達寿評論集　金達寿　東京　筑摩書房　1976　2

冊　20㎝　  2607

（1）わが文学
（2）わが民族

金芝河　室謙二　東京　三一書房　1976.9　279p　

18㎝　 2608

朝 鮮 の 抵 抗 文 学　宋敏鎬　東京　柘植書房　

1977.2　327p　20㎝　 2609

韓国の知識人と金芝河　井出愚樹　東京　青木書

店　1977.4　iv, 254p　20㎝　 2610

韓国小説を読む　長璋吉　東京　草思社　1977.10　

222p　20㎝　 2611

〔Ｂ 小説・詩・随筆・紀行文〕

朝 鮮 の 雲　三宅青軒　東京　三友舎　1894.7　

118p　22㎝　 2612

朝鮮雜記　足立銈二朗　東京　春祥堂　1894.7　

2, 4, 188p　19㎝　 2613＊

朝鮮名家詩集　青山好惠　東京　博文舘　1894.8　

2, 2, 20, 174p　16㎝　 2614＊

張嬪　福地桜痴　東京　庚寅新誌社　1894.12　9, 

99p, 図版1枚　22㎝　 2615

我朝鮮　少年用圖書刊行会　東京　榊原文盛堂；

富田文陽堂；魚住書店　1911.2　90, 3p, 地図1

枚　22㎝　  2616

朝鮮　高浜虚子　東京　実業之日本社　1912.2　

560p　20㎝　 2617

萬古奇談處世歌　朴健會　京城　朝鮮書館　1914.7　

2, 55p　22㎝　 2618

興夫傳　田中梅吉　京城　大阪屋號書店　1929.2　

143p　19㎝　 2619

兩京去留誌　徳富蘇峰　東京　民友社　1915.9　

6, 8, 4, 274p, 図版33枚　19㎝　 2620

朝鮮より　宮原小治郎　京城　吉岡道三　1915.10　

2, 7, 222p, 図版［2］p　19㎝　 2621

滿 鮮 の 五 十 日　間野暢籌　東京　國民書院　

1919.9　2, 4, 5, 573p, 図版［8］p　18㎝　 2622

滿 鮮 遊 記　大町桂月　東京　大阪屋號書店　

1919.10　5, 9, 324p, 図版［14］ p　19㎝　 2623

朝 鮮 川 柳　正木準章　京城　川柳柳建寺社　

1922.10　352, 38p, 図版［1］枚　16㎝　 2624＊

朝鮮童話集　朝鮮総督府　［京城］　朝鮮總督府　

1924.9　3, 180p　19㎝　 2625

朝鮮文學傑作集　細井肇　東京　奉公會　1924.11　

1冊　20㎝　 2626＊

滿鮮の行樂　田山花袋　東京　大阪屋號書店　

1924.11　7, 469p　19㎝　 2627
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朝鮮童話集　中村亮平　東京　冨山房　1926.2　

3, 4, 558p, 図版25枚　21㎝　 2628

滿鮮鴻爪　石井健吾　東京　石井健吾　1926.12　

3, 4, 126p, 図版19枚　20㎝　 2629

慶州の傳説　大坂六村　東京　蘆田書店　1927.4　

1, 4, 97, 4p, 図版10枚　19㎝　 2630＊

朝鮮人の癖に　洪秉三　東京　内外出版協會　

1927.4　3, 8, 254p　20㎝　 2631

朝鮮雜記　松田甲　［京城］　朝鮮總督府　［1928.8］　

4, 219p　15㎝　  　2632

朝鮮今昔物語　井上收　京城　極東時報社　1929.2　

4, 68, 4, 334, 6, 97p　16㎝　 2633

朝鮮古歌謠集　孫晋泰　東京　刀江書院　1929.6　

3, 12, 3, 35, 10, 531, 4p, 図版2枚　20㎝　

 2634

朝鮮民謠集　金素雲　東京　泰文館　1929.7　300, 

10, 5p　図版3枚　19㎝　 2635

死線に立つ　大浦貫道　京城　心之友社　1929.9　

2, 2, 6, 315p, 図版10枚　20㎝　 2636

朝 鮮・ 台 湾・ ア イ ヌ 童 話 集　東京　近代社　

1929.10　555p　20㎝　 2637

朝鮮ってどんなとこ　高橋源太郎　京城　朝鮮

印刷　1929.9　302p, 図版6p, 図版4枚　19㎝　

 2638＊

在 鮮 四 年 有 餘 半　丸山鶴吉　東京　松山房　

1930.7　2, 407p　19㎝　 2639

滿鮮蒙の實觀　四方田嘉平　金沢村（埼玉縣）　四

方田嘉平　1931.5　4, 190p, 図版［1］枚　20㎝　

 2640

蓂葉志諧　洪萬宗　東京　三文社　1932.4　4, 

69, 4, 5, 180p　19㎝　 2641

朝鮮風物詩集　中西九十九　平壌　中西九十九　

1932.7　6, 6, 96p　19㎝　 2642

滿鮮　山本実彦　東京　改造社　1932.10　402p, 

図版1枚　挿図　20㎝　 2643

満洲から朝鮮へ　渡邊房吉　横濱　渡邊房吉　

1933.4　10, 3, 174p, 図版2枚　20㎝　 2644

朝鮮民謠選　金素雲　東京　岩波書店　1933.8　

221p　15㎝　 2645

裏の世相　朴尚僖　平壌　脇坂文鮮堂　1934.2　

6, 284p　20㎝　 2646

滿鮮三千里　依田泰　岩村田町（長野県）　中信

毎日新聞社　1934.6　3, 279p, 図版1枚　19㎝　

 2647

仁王洞時代　野口赫宙　東京　河出書房　1935.6　

3, 431p　20㎝　 2648

随筆朝鮮　上下卷　寺田壽夫　京城　京城雜筆社　

1935.10　2冊　20㎝　 2649＊

楽浪　徳野鶴子　東京　ポトナム社　1936.8　6, 

245, 4, 7p　20㎝　 2650

朝鮮風土歌集　市山盛雄　京城　朝鮮公論社　

1936.11　11, 10, 387, 50p, 図版1枚　20㎝　

 2651

支那朝鮮台灣神話傳説集　松村武雄　東京　大洋

社　1934.1　21, 16, 310, 564p　19㎝　 2652

朝鮮の黎明　崔秉協　京城　帝國地方行政學會朝

鮮本部　1938.6　3, 251p, 図版1枚　19㎝　 2653

獨脚鬼　飯島滋次郎　京城　滿田鎌定　1940.12　

97p, 図版1枚　20㎝　 2654

朝鮮小説代表作集　申建　東京　教材社　1940.2　

310p　19㎝　 2655

朝鮮文學選集　第1巻　野口赫宙　東京　赤塚書房　

1940.3　270p　19㎝　 2656

朝鮮風土俳詩選　津邨瓢二樓　京城　津邨連翹荘　

1940.9　14, 297p, 図版［8］p　20㎝　 2657

福徳房　이태준　東京　モダン日本社　1941.8　

377p　19㎝　 2658

京城生活　徳野眞士　京城　京城雜筆社　1941.9　

2, 12, 434p　19㎝　 2659

故 郷　金史良　京都　甲鳥書林　1942.4　318, 

［4］p　19㎝　 2660

青丘雑記　安倍能成　東京　岩波書店　1932.9　

5, 3, 368p　20㎝　 2661

朝鮮臺灣海南諸港　野上豊一郎　東京　拓南社　

1942.8　3, 8, 311p　22㎝　 2662
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朝鮮史譚　金素雲　東京　天佑書房　1943.1　7, 

263p　19㎝　 2663＊

朝鮮國民文學集　朝鮮文人協會　東京　東都書籍　

1943.4　360p　19㎝　 2664

朝鮮詩集　前期、中期　鐡甚平　東京　興風館　

1943.8-10　2冊　21㎝　 2665

鴨緑江　則武三雄　東京　第一出版協会　1943.11　

7, 3, 313p, 図版［4］p　19㎝　 2666

朝鮮の神話と傳説　申来鉉　東京　一杉書店　

1943.9　318p　19㎝　 2667＊

朝鮮の自然と生活　挾間文一　京城　東都書籍

京城支店　1944.10　4, 4, 264p　図版　19㎝　

 2668＊

朝鮮野談・随筆・傳説　森川清人　京城　京城ロ

ーカル社　1944.3　2, 8, 308p　19㎝　 2669

槿域抄　安倍能成　東京　齋藤書店　1947.3　4, 

3, 315p　19㎝　 2670

ひとの善さと惡さと　張赫宙　東京　丹頂書房　

1947.12　232p　19㎝　 2671

叛乱軍　金達寿　東京　冬芽書房　1950.5　260p　

19㎝　 2672

38度線　尹紫遠　東京　早川書房　1950.12　ⅲ, 

320p　19㎝　  2673

パ ル チ ザ ン の 兄 妹　暁星社　東京　暁星社　

1950.12　49p　19㎝　 2674

パルチザン戰記　祖國統一戦取月間中央實行委員

会　［19--］　76p　19㎝　 2675

慟哭の道をゆく　Rossel Brines　東京　青溪書

院　1951.4　255p　19㎝　 2676

切腹した参謀達は生きている　金呂万　東京　

五月書房　1952.1　228p　19㎝　 2677

朝鮮はいま戦いのさ中にある　許南麒　京都　

三一書房　1952.2　147p　19㎝　 2678

白頭山　趙基天　東京　ハト書房　1952.4　192p　

19㎝　 2679

あゝ朝鮮　Aleksei Ivanovich Kozhin　東京　五

月書房　1952.4　286p　18㎝　 2680

嗚呼朝鮮　張赫宙　東京　新潮社　1952.5　285p　

19㎝　  　2681

朝鮮冬物語　許南麒　東京　青木書店　1952.7　

192p　16㎝　 2682

火縄銃のうた　許南麒　東京　青木書店　1952.8　

123p　16㎝　 2683

巨 済 島　許南麒　東京　理論社　1952.9　239p　

19㎝　  　2684

朝鮮新話　鎌田沢一郎　東京　創元社　1950.11　

4, 11, 412　19㎝　 2685＊

最も愛する人びと　民主新聞社　瀋陽　民主新聞

社　1952.11　7, 260p, 図版7枚　19㎝　 2686

朝鮮詩集　金素雲　東京　創元社　1953.3　326p, 

図版1枚　19㎝　 2687

京 城 の 恋 人　Pierre Fisson　 東 京　 新 潮 社　

1953.4　202p　19㎝　 2688＊

ア リ ラ ン の 唄　Nym Wales　東京　朝日書房　

1953.10　418p　19㎝　 2689

自由人　鎌田澤一郎　東京　長谷川書房　1955.5　

4, 418p, 図版1枚　19㎝　 2690

前 夜 の 章　金達寿　東京　東京書林　1955.9　

356p　19㎝　 2691

アジアの四等船室　金素雲　東京　大日本雄弁会

講談社　1956.4　223p　19㎝　 2692

朝鮮の民話　孫晋泰　東京　岩崎書店　1956.7　

10, 258p　19㎝　 2693

玄海灘　金達寿　東京　筑摩書房　1954.1　341p　

19㎝　 2694

鋼 鐵　 外 国 文 出 版 社　 平 壌　 外 國 文 出 版 社　

1957.3　225p　19㎝　 2695

短篇小説集　外国文出版社　平壌　外国文出版社　

1957.11　323p　19㎝　 2696

アメリカ軍でてゆけ!　金樹史　平壌　外國文出版

社　1958.9　132p　19㎝　 2697

北鮮脱出記　小原礼司　［藤沢］　［小原礼司］　

1958.3　124p　19㎝　  　2698
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三十八度線　佐々木祝雄　神戸　全国引揚孤児育

英援護会　1957.8　248p　19㎝　 2699＊

ありらん峠　金文輯　東京　第二書房　1958.6　

208p　19㎝　 2700＊

亡命の街　曾我部道太　東京　新風社　1958.7　

227p　19㎝　 2701

朝鮮の美しさ　加藤松林人　東京　加藤松林人作

品頒布会　1958.6　162p　21㎝　 2702

番地のない部落　金達寿　東京　光書房　1959.5　

281p　20㎝　 2703

三人の青年　安宇植　東京　文理書院　1960.1　

209p　19㎝　 2704

歴 史　 上 下　 韓 雪 野　 東 京　 く ろ し お 出 版　

1960.5-6　2冊　図版　19㎝　 2705

現 代 朝 鮮 詩 選　許南麒　東京　朝鮮文化社　

1960.9　v, 248p　19㎝　 2706

新編春香伝　李殷直　東京　朝鮮文化社　1960.9　

271p　19㎝　 2707

黄 昏　 上 下　 韓 雪 野　 東 京　 朝 鮮 文 化 社　

1960.11-12　2冊　図版　19㎝　 2708

豆 満 江　李箕永　東京　朝鮮文化社　1961.6-

1962.8　7冊　19㎝　 2709

若き抗日パルチザン　在日本朝鮮青年同盟中央常

任委員会　東京　朝鮮青年社　1961.12　266p（図

版共）　18㎝　 2710

血と土　大韓民國広報部　ソウル　大韓民國広報

部　1962.12　335p　18㎝　 2711

夜きた男　金達寿　東京　東方社　1961.3　255p　

20㎝　 2712

ある女教師の手記　金寿福　東京　朝鮮青年社　

1962.2　216p, 図版2枚　18㎝　 2713

罪と死と愛と　朴寿南　東京　三一書房　1963.5　

275p　18㎝　  　2714

密航者　金達寿　東京　筑摩書房　1963.6　239p　

20㎝　  　2715

鴨 緑 江　朴雄杰　東京　新日本出版社　1963　

261p　19㎝　 2716

炎は消えず　朝鮮労働党中央委員会直属党歴史研

究所　東京　朝鮮青年社　1963.9　200p　図版　

17㎝　 2717

中山道　金達寿　東京　東方社　1963.10　287p　

20㎝　  2718

戰士たち　石潤基　平壌　外国文出版社　1964.2　

326p　19㎝　  　2719

不屈のうた　金明花　東京　朝鮮青年社　1961.1　

246p　18㎝　 2720

白頭の山なみを越えて　崔賢　東京　朝鮮青年社　

1964.5　405p　17㎝　 2721

誰のための大地　林青梧　東京　南北社　1964.5　

376p　19㎝　 2722

戦士たち　石潤基　東京　朝鮮青年社　1964.7　

337p　17㎝　 2723

北の詩人　松本清張　東京　中央公論社　1964.10　

292p　20㎝　 2724

風涛　井上靖　東京　講談社　c1963　279p　22㎝　

 2725

ユンボギの日記　李潤福　東京　太平出版社　

1965.6　230p　19㎝　 2726

殉教者　Richard E. Kim　東京　弘文堂　1965.6　

6, 210p　19㎝　 2727

アリランの歌　金山　東京　みすず書房　1965.9　

282p　図版　19㎝　 2728

流浪の追憶　李箕永　東京　朝鮮青年社　1965.11　

252p　18㎝　 2729

アリランの歌ごえ　呉林俊　横浜　新興書房　

1966.3　195p　18㎝　 2730

後裔の街　金達寿　東京　東風社　1966.4　314p　

20㎝　 2731

悪 夢575日　金幸一　［出版地不明］　宝晋斎　

1966.5　289p　図版　19㎝　 2732

ソ ウ ル の 死 刑 場　梁秀庭　横浜　新興書房　

1966.6　274p　19㎝　 2733

朴 達 の 裁 判　金達寿　東京　東風社　1966.6　

267p　20㎝　 2734
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星にきいてごらん　金雄鎔　東京　新興書房　

1966.9　229p　19㎝　 2735

生 き て い る 虜 囚　姜魏堂　東京　新興書房　

1966.12　178p, 図版2p　19㎝　 2736

濁流　李殷直　東京　新興書房　1967.5-1968.10　

2冊　19㎝　 2737

（1）その序章
（2）人民抗争

歳月　林啓　東京　新興書房　1967.6　266p　19

㎝　 2738

鴉の死　金石範　東京　新興書房　1967.9　286p　

19㎝　 2739

戦士たち　慎昌浩　東京　新日本出版社　1967.11　

278p　19㎝　 2740

小説朝鮮総督府　上中下　柳周鉉　東京　講談社　

1968.7　3冊　20㎝　 2741-1

日蝕の形骸　柳周鉉　［東京］　朝鮮総督府刊行会　

1968.8　354p　20㎝　 2741-2

38度 線　李大鎔　東京　朝雲新聞社　1968.10　

283p, 図版［2］p　19㎝　 2742

動 乱 の 中 の 王 妃　 李 方 子　 東 京　 講 談 社　

1968.11　246p, 図版1枚　20㎝　 2743

韓 野 に 生 き て　柳沢七郎　横浜　いづみ苑　

1969.1　354p, 図版［4］p　19㎝　 2744＊

京 城 昭 和 十 一 年　梶山季之　東京　桃源社　

1969.2　246p　20㎝　 2745

記録なき囚人　呉林俊　東京　三一書房　1969.2　

251p　18㎝　 2746

太 白 山 脈　金達寿　東京　筑摩書房　1969.5　

501p　20㎝　 2747

ま た ふ た た び の 道　李恢成　東京　講談社　

1969.6　181p　20㎝　 2748

朝鮮生活五十年　中村健太郎　熊本　青潮社　

1969.7　1冊　図版　22㎝　 2749

風 雪 七 十 年　荻上袈裟彦　東京　甲陽書房　

1969.9　216p　図版　19㎝　 2750

チ ョ ッ パ リ　小林勝　東京　三省堂　1970.4　

300p　19㎝　  2751

韓 国 名 作 短 篇 集　東京　韓国書籍センター　

1970.10　338p　19㎝　 2752

伽 耶 子 の た め に　 李 恢 成　 東 京　 新 潮 社　

1970.12　248p　20㎝　 2753

韓國古典文學全集　第1巻　洪相圭　ソウル　밝

은文化社　1971.3　552p　20㎝　 2754

朝鮮の神話と伝説　申来鉉　東京　太平出版社　

1971.3　231p　図版　20㎝　 2755

朝鮮・明治五十二年　小林勝　東京　新興書房　

1971.5　220p　20㎝　 2756

私は北の反探偵員であった　姜大振　ソウル　勝

共生活社　1971.5　353p　図版　18㎝　 2757

李王の刺客　青柳緑　東京　潮出版社　1971.6　

284p　21㎝　 2758

朝鮮人としての日本人　呉林俊　東京　合同出版　

1971.9　ii, 220p　20㎝　 2759

セドリと魔法のツルハシ　ウォン ド・ホン

グ　東京　新日本出版社　1968.12　150p　21㎝　

 2760

万徳幽霊奇譚　金石範　東京　筑摩書房　1971.11　

213p　20㎝　 2761

遥かな山やま　泉靖一　東京　新潮社　1971.11　

374p　22㎝　 2762

長い暗闇の彼方に　金芝河　東京　中央公論社　

1971.12　273p　肖像　20㎝　 2763

朝 鮮 の 女　角圭子　東京　サイマル出版会　

1972.2　212p　19㎝　  　2764

むくげとモーゼル　しかたしん　東京　牧書店　

1972.1　221p　22㎝　  　2765

倭王の末裔　豊田有恒　東京　河出書房新社　

1971.12　275p　20㎝　 2766

李恢成集　李恢成　東京　河出書房新社　1972.2　

223p　肖像　19㎝　 2767

金鶴泳集　金鶴泳　東京　河出書房新社　1972.7　

213p　肖像　20㎝　 2768

五賊黄土蜚語　金芝河　東京　青木書店　1972.7　

248p　肖像　18㎝　 2769
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金史良作品集　: 新装版　金史良　東京　理論社　

1972.3　332p　19㎝　 2770

朝鮮人のなかの〈天皇〉　呉林俊　取手　辺境社　

1972.4　201p　20㎝　 2771

朝 鮮 人 の 光 と 影　呉林俊　東京　合同出版　

1972.4　283p　20㎝　 2772

済州島民謡紀行　服部龍太郎　東京　未来社　

1972.5　221p, 図版3枚　19㎝　 2773

朝鮮童謡選　金素雲　東京　岩波書店　1972.6　

254p　15㎝　 2774

朝鮮民謡選　金素雲　東京　岩波書店　1972.7　

214p　15㎝　 2775

朝鮮の民話　松谷みよ子　東京　太平出版社　

1972.6　3冊　22㎝　 2776

（1）おばけのトッカビ
（2）天の童子と少女ヨニ
（3）金剛山の虎退治

友よまたいつの日に　角田光男　東京　新日本出

版社　1972.8　222p　22㎝　 2777

駑馬万里　金史良　東京　朝日新聞社　1972.8　

326p　20㎝　  2778

見 え な い 朝 鮮 人　呉林俊　東京　合同出版　

1972.9　225p　20㎝　 2779

朝鮮のこころ　金思燁　東京　講談社　1972.9　

227p　18㎝　 2780

ある韓国人のこころ　鄭敬謨　東京　朝日新聞社　

1972.9　252p　20㎝　 2781

名を奪われて　Richard E. Kim　東京　サイマル

出版会　1972.9　4, 226p　19㎝　 2782

ぼくらの夏　山元護久　東京　小峰書店　1971.9　

221p　23㎝　 2783

現代朝鮮文学選　朝鮮文学の会　東京　創土社　

1973.1-1974.8　2冊　19㎝　 2784

絶えざる架橋　呉林俊　名古屋　風媒社　1973.3　

298p　20㎝　 2785

間島パルチザンの歌　槙村浩　東京　新日本出版

社　1973.4　203p, 図版2枚　19㎝　 2786

金 史 良 全 集　金史良　東京　河出書房新社　

1973.2-1974.9　4冊　20㎝　 2787

現代韓国文学選集　崔仁勲　東京　冬樹社　1973　

2冊　20㎝　 2788

（1）長篇小説
（2）短篇小説

われら青春の途上にて　李恢成　東京　講談社　

1970.6　240p　20㎝　 2789

約 束 の 土 地　李恢成　東京　講談社　1973.6　

269p　20㎝　 2790

彼方に光を求めて　高史明　東京　筑摩書房　

1973.8　220p　20㎝　 2791

海 べ の 童 話　韓丘庸　東京　牧書店　1973.8　

269p　22㎝　 2792

夜がときの歩みを暗くするとき　高史明　東京　

筑摩書房　1971.9　274p　20㎝　 2793

海峡　呉林俊　名古屋　風媒社　1973.10　242p　

図版　20㎝　 2794

夜　金石範　東京　文藝春秋　1973.10　217p　20

㎝　 2795

海にひらく道　世良絹子　東京　太平出版社　

1971.12　187p　22㎝　 2796

北であれ南であれわが祖国　李恢成　東京　河出

書房新社　1974.3　390p　20㎝　 2797

伝 説 の 群 像　呉林俊　東京　同成社　1974.4　

190p　19㎝　 2798

日本人と韓国　鄭敬謨　東京　新人物往来社　

1974.4　243p　20㎝　 2799

1945年 夏　 金 石 範　 東 京　 筑 摩 書 房　1974.4　

317p　20㎝　  　2800

生きることの意味　高史明　東京　筑摩書房　

1974.12　260p　20㎝　 2801

天にかえったジュリア　山田野理夫　東京　太平

出版社　1973.12　164p　22㎝　 2802

民衆の声　金芝河　東京　サイマル出版会　1974　

254p, 図版3枚　19㎝　 2803

参加する言葉　李恢成　東京　講談社　1974.10　

263p　20㎝　 2804
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ア リ ラ ン 峠 の 女　高峻石　東京　田畑書店　

1974.10　230p　20㎝　 2805

消えた国旗　斎藤尚子　東京　岩崎書店　1972.10　

236p　22㎝　 2806

朝鮮昔話百選　崔仁鶴　東京　日本放送出版協会　

1974.11　315, 29p　挿図, 地図　20㎝　 2807

追 放 と 自 由　李恢成　東京　新潮社　1975.1　

268p　20㎝　  　2808

思い川　後藤明生　東京　講談社　1975.2　261p　

20㎝　 2809

小説在日朝鮮人史　上下　金達寿 東京　創樹社　

1975.5-1975.7　2冊　20㎝　 2810

口あるものは語れ　金石範　東京　筑摩書房　

1975.4　235p　19㎝　 2811

わが魂を解き放せ　金芝河　東京　大月書店　

1975.7　197p　15㎝　 2812

イムジン江をめざすとき　李恢成　東京　角川書

店　1975.8　301p, 図版1枚　肖像　20㎝　 2813

良 心 宣 言　金芝河　東京　大月書店　1975.12　

214p　15㎝　 2814

韓国古典文学選集　洪相圭　東京　高麗書林　

1975.6　3冊　20㎝　 2815

（1）沈清伝
（2）九雲夢
（3）春香伝

コ バ ウ お じ さ ん　金星煥　東京　柘植書房　

1975.8　192p　21㎝　 2816

韓国の民話と伝説　朴栄濬　ソウル　韓国文化図

書出版社　1975.8　5冊　図版　20㎝　 2817

（1）古代編
（2）高句麗・百済編
（3）新羅
（4）高麗
（5）李朝

ソウル実感録　田中明　東京　北洋社　1975.9　

228p　20㎝　 2818

火縄銃のうた　許南麒　東京　青木書店　1952.8　

123p　16㎝　 2819

夢かたり　後藤明生　東京　中央公論社　1976.3　

373p　20㎝　 2820

韓国民衆と日本　鄭敬謨　東京　新人物往来社　

1976.3　262p　20㎝　 2821

遺された記憶　金石範　東京　河出書房新社　

1977.1　244p　20㎝　 2822

獄 中 か ら　金芝河　東京　大月書店　1977.2　

199p　15㎝　 2823

朝鮮伝説集　崔仁鶴　東京　日本放送出版協会　

1977.3　xix, 421, xvi, 3p　22㎝　 2824

多毛留　米倉斉加年　東京　偕成社　1976.11　1

冊　27㎝　 2825

悲しみの砦　和田登　東京　岩崎書店　1977.7　

222p　22㎝　  2826

燕よ、お前はなぜ来ないのだ!　辛英尚　東京　

晩声社　1977.8　287p　20㎝　 2827

「密航者」群　吉留路樹　東京　二月社　1977.11　

241p　19㎝　 2828

私 と 朝 鮮　小田実　東京　筑摩書房　1977.8　

284p　20㎝　  　　2829

韓国・詩とエッセーの旅　金思燁　東京　六興出

版　1978.2　332p, 図版8枚　19㎝　 2830

「北朝鮮」の人びと　小田実　東京　潮出版社　

1978.2　283p　20㎝　 2831

補１ 洋書

Histoire de léglise de Corée, précédéd'une 
introduction sur l'histoire, les institutions, 
la langue, les mœurs et coutumes coréennes　
t. 1-2　Charles Dallet　Paris　V. Palmé　

1874　2 v.　23㎝　  　2832

Les  Coréens ,  aperçu  e thnograph ique 
et historique　 Léon de　Rosny Paris　

Maisonneuve fréres et Ch. Leclerc　1886　91 

p.　maps　16㎝　 2833

Corea　William Elliot Griffis　New York　

Charles Scribner　1888　xxix, 474 p.　ill., 

map　23㎝　 2834

Mgr. Ridel　Arthur Piacentini　Lyon　Emmanuel 

Vitte　［1890］　xv, 382 p.　front. （port.） 

fold. map　22㎝　 2835
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Problems of the Far East　George Curzon　

Westminster　A. Constable　1896　xxiv, 444 

p., ［9］ leaves of plates　ill., maps （1 

col.）　22㎝　 2836

Catalogue des livres Chinois , Coréens, 
Japonais , etc.　Maurice Courant　Paris　

E.Leroux　1900-1912　8 v.　26㎝　 2837

日本と朝鮮　Frank G. Carpenter（Frank George）　

大阪　Hamamoto　1902　66, 41p.　ill.　18㎝　

 2838

Korea　A. （Angus） Hamilton　London　W. 

Heinemann　1904　xli, 315 p.　ill., l folded 

map　23㎝　 2839

Korea and her neighbours　Isabella L. 

（Isabella Lucy）　Bird London　J. Murray　

1905　2 v.　ill.　21㎝　 2840

The face of Manchuria, Korea & Russian 
Turkestan　E. G. Kemp　London　Chatto & 

Windus　1910　xv, 247 p., ［24］ leaves of 

plates （some folded）　ill. （some col.）, col. 

map　24㎝　 2841

The story of Korea　Joseph Henry Longford　

New York　Charles Scribner's Sons　1911　400 

p.　ill., maps　23㎝　 2842

Annual report on reforms and progress in 
Chosen （Korea）　Keijo　Government-General 

of Chosen　1911-1920　4 v.　ill.　30㎝　 2843

Empires of the Far East　Lancelot Lawton　

London　Grant Richards　1912　2 v. （x, 1598 

p.）　maps　24㎝　 2844

A modern pioneer in Korea　William Elliot 

Griffis　New York　F.H. Revell　1912　298 p., 

［16］ leaves of plates　ill.　21㎝　 2845

Transactions of the Korea Branch of the Royal 
Asiatic Society　v. 5, pt. 1　Royal Asiatic 

Society of Great Britain and Ireland. Korea 

Branch　Seoul　Korean Religious Tract 

Society ［etc.］　1914-1922　2 v.　ill.　24㎝　

 2846

The mastery of the Far East　Arthur Judson 

Brown　New York　C. Scribner　1919　2 v.　24

㎝　 2847

Economic history of Chosen　韓國銀行　Seoul　

Bank of Chosen　1920　x, 266 p., ［24］ leaves 

of plates （1 folded）　ill.　21㎝　 2848＊

Transactions of the Korea Branch of the Royal 
Asiatic Society　v. 5, pt. 1　Royal Asiatic 

Society of Great Britain and Ireland. Korea 

Branch　Seoul　Korean Religious Tract 

Society ［etc.］　1914-1922　2 v.　ill.　24㎝　

 2849

Annual report on administration of Chosen　
朝鮮総督府中枢院　Keijo　Government-General 

of Chosen　1928-1936　7 v.　23㎝　 2850

Undiplomatic memories　William Franklin 

Sands　New York　Whittlesey House　1930　238 

p.　ill.　23㎝　 2851＊

Farmers of forty centuries, or, Permanent 
agriculture in China, Korea, and Japan　F. 

H. King （Franklin Hiram）　London　J. Cape　

1926　379 p.　21㎝　 2852

Old Korea　Elizabeth Keith and Elspet Keith 

Robertson Scott　London　Hutchinson　1946　

72 p.　ill.　29㎝　 2853

Korean-American relations　v. 1　George 

McAfee McCune　Berkeley　University of 

California Press　1951　viii, 163 p.　24㎝　

 2854

The best sons and daughters of the Chinese 
people　［Peking?］　All-China Federation of 

Democratic Youth　1952　64 p　ill.　19㎝　

 2855

Folk tales from Korea　Zong In-sob　London　

Routledge & Kegan Paul　1952　xxviii, 257 p.　

map　24㎝　 2856

The Koreans and their culture　Cornelius 

Osgood　Tokyo　C.E. Tuttle　1954　xiii, 375 

p.　ill., maps　21㎝　 2857

Korean  s tud ies  gu ide　University of 

California, Berkeley. Institute of East 

Asiatic Studies　Berkeley　University of 

California Press　1954　xii, 220 p.　maps.　

23㎝　 2858



― 92 ―

An economic  programme for  Korean 
reconstruction　United Nations. Korean 

Reconstruction Agency　［New York］　United 

Nations　1954　xxvii, 459 p　tables　28㎝　

 2859

The people of the fighting village　Chun Se 

Bong　pyongyang　New Korea Press　1955　132 

p.　21㎝　 2860

Progressive scholars at the close of the feudal 
age in Korea　Pyongyang　［New Korea Press］　

1955　146, ［1］ p.　21㎝　 2861

The Paekchong of Korea　Herbert Passin　

Tokyo　Sophia University　1956　p. 28-72.　

26㎝　 2862

Soldier　Matthew B. Ridgway （Matthew Bunker）　

New York　Harper　1956　371 p., ［16］ p. of 

plates　ill., ports.　22㎝　 2863

Korean arts　v. 1　Ministry of Foreign 

Affairs, Republic of Korea　［Seoul］　

Ministry of Foreign Affairs, Republic of 

Korea　1956　220 p.　ill.　31㎝　 2864

The Korea knot　Carl Berger　Philadelphia　

Pennsylvania University Press　1957　206 p.　

ill.　22㎝　 2865

Handbook of Korea　Oh Chae Kyung　New York　

Pageant　1958　470 p., ［5］ p. of plates　

ill., maps （1 fold.）　24㎝　 2866

Democratic People's Republic of Korea　Korea 

（North）　Pyongyang　Foreign Languages 

Publishing House　1958　428 p., ［80］ p. of 

plates, ［2］ fold. col. maps,　ill., ports.　

22㎝　 2867

Data on atrocities of U.S. Army in South 
Korea　Pyongyang, D.P.R.K.　［s.n.］　1958　

48 p.　ill.　19㎝　 2868

Korea　Seoul　Hakwon-sa　1960　29, 718 p., 

［488］ p. of plates （1 folded）　ill. （some 

col.）, 1 col. map, ports.　26㎝　 2869

The Japanese seizure of Korea, 1868-1910　
Hilary Conroy　Philadelphia　University of 

Pennsylvania Press　1960　544 p.　map　21㎝　

 2870＊

Korea and the fall of MacArthur　Trumbull 

Higgins　New York　Oxford University Press　

1960　ix, 229 p.　ill.　22㎝　 2871

Annual report　11th：1960　 韓 國 銀 行　Seoul　

Bank of Korea　1961　71 p.　24㎝　 2872

Can aggression be justified and imperialism 
rationalized by "realism"?　Chon Dong　Seoul　

Korean Research Center　［19--］　p. 70-105　

25㎝　 2873

Military policy and economic aid　Gene M. 

Lyons　Columbus　Ohio State University Press　

1961　xiii, 298 p.　22㎝　 2874

Estimation and analysis of national savings in 
Korea　韓国銀行調査部　［Seoul］　Research 

Department the Bank of Korea　［1961］　57 p.　

26㎝　 2875

Korea Journal　Seoul　Korean National 

Commission for Unesco　1961-1962　5 v.　26㎝　

 2876

（1）Is democracy possible in Korea?
（2）What does U.N. face in Korea?
（3）Family planning and Korean economy
（4）Korea-Japan relations
（5）History of Korean national music

Journal of social sciences and humanities　no. 

14 （June, 1961）　Korean Research Center　

Seoul　Korean Research Center　1961　116, 15 

p.　26㎝　 2877

The ceramic art of Korea　金載元　London　Faber 

and Faber　1961　222 p.　ill. （some col.）　31

㎝　 2878

Hulbert's History of Korea　Homer B. Hulbert　

London　Routledge & Kegan Paul　1962　2 v.　

ill.　24㎝　 2879

Summary of the first five-year economic plan, 
1962-1966　Korea （South）　［Seoul］　Republic 

of Korea　1962　88 p.　26㎝　 2880

Japan and Korea　Bernard S. Silberman　

Tucson, Ariz.　University of Arizona Press　

1962　xiv, 120 p.　29㎝　 2881

Problems of the modernization of Korea　Min 

Pyonggi　Seoul　Asiatic Research Center, 

Korea University　1964　2 v.　24㎝　（Asiatic 

research bulletin） 2882
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Monthly statistical review　v. 15,17-18　韓國

銀行　Seoul　Bank of Korea　1961-1964　3 v.　

26㎝　 2883

Korea　Albert Kolb　［19--］　p. 451-481　25㎝　

 2884

Korea annual　1964,1966　Seoul　Hapdong News 

Agency　1964-1966　2 v.　ill.　22㎝　 2885

The Korean repository　F. Ohlinger　New York　

Paragon Book Reprint　1964　5 v.　ill., maps　

22㎝　 2886

The opening of Korea　Frederick F. （Frederick 

Foo） Chien　［Hamden, Conn.］　Shoe String 

Press　1967　xiii, 364 p.　22㎝　 2887

Korea in world politics, 1940-1950　Soon Sung 

Cho　Berkeley；Los Angeles　University of 

California Press　1967　x, 338 p.　map　23㎝　

 2888

Korea: the Commonwealth at war　Tim Carew　

London　Cassell　［1967］　viii, 307 p.　ill. 

maps.　22㎝　 2889

Japan and Korea　Robert Clayton　London　

Weidenfeld & Nicolson　1968　48p　ill（some 

col）, maps （some col）　22㎝　 2890

The Korean decision, June 24-30, 1950　Glenn 

D. Paige　New York　Free Press　1968　xxv, 

394 p.　22㎝　 2891

Korea　Oh John Kie-chiang　Ithaca, N.Y.　

Cornell University Press　1968　xiv, 240 p.　

map　23㎝　 2892

Journal of three voyages along the coast of 
China, in 1831, 1832, & 1833, with notices of 
Siam, Corea and the Loo-choo Islands　Karl 

Friedrich August Gutzlaff　Taipei　Ch'eng-

wen Pub. Co.　1968　xciii, 450 p., ［2］ 

leaves of plates （1 folded）　ill., map　20㎝　

 2893

Korean pottery and porcelain of the Yi period　
G. St. G. M. Gompertz　London　Faber and 

Faber　1968　xx, 106 p.　ill.　26㎝　 2894

Korea: time, change and administration　Hahn-

Been Lee　Honolulu　East-West Center Press　

1968　xiii, 240 p.　ill.　23㎝　 2895

The Korean War and American politics　
Ronald J. Caridi　Philadelphia　University 

of Pennsylvania Press　1968　319 p.　ill.　

23㎝　 2896

A correlated history of the Far East　Maria　

Penkala Rutland,　Vt.；Tokyo　C. E. Tuttle 

Co　1969　76 p　ill., maps　37㎝　 2897

Korea's heritage　Shannon Boyd-Bailey McCune　

Rutland, Vt.；Tokyo　Charles E. Tuttle　1956　

xiii, 250 p., ［64］ p. of pltes　ill., maps　

22㎝　 2898

Modern Korea　金炳植　New York　International 

Publishers　1970　319 p.　21㎝　 2899＊

Union catalog of books on Korea in English, 
French, German, Russian, etc　国際文化会館

図書室　Tokyo　International House of Japan 

Library　1971　iii, 95 p.　26㎝　 2900

East Asia　Edwin O. Reischauer（Edwin 

Oldfather）; John King Fairbank　Boston　

Houghton Mifflin　1962, c1960　2 v.　24㎝　

 2901

Idea of comarade Kim Il Sung　Pyongyang 

Foreign Languages Publishing House　1972　

264 p.　30㎝　 2902

North Korea seen from abroad　Seoul　Korea 

Herald　1977　193 p.　ill.　21㎝　 2903

Korean phoenix　Michael Keon　Englewood 

Cliffs, N.J.　Prentice-Hall International　

1977　vi, 234 p.　24㎝　 2904

Talk with executive managing editor of 
Japanese Yomiuri Shimbun and his party 
April 23, 1977　 金 日 成　Pyongyang　Foreign 

Languages Publishing House　1977　13 p.　19

㎝　 2905

補２ 和書ほか

朝鮮・滿洲新聞現勢　中村明星　大連　新聞解放

滿鮮總支社　1937.6　［98］p　19×27㎝　 SKH001

朝鮮漫録　本間国生　京都　芸艸堂　［1941］　29p　

36㎝　 SKH002
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朝鮮民主主義人民共和国は、わが人民の自由と
独立の旗じるしであり、社会主義・共産主義
建設の強力な武器である　金日成　小平　朝鮮

大学校　1968.12　152p, 図版1枚　21㎝　 SKH003

社会主義経済のいくつかの理論的問題について　

金日成　小平　朝鮮大学校　1969.4　121p　21㎝　

 SKH004

朝鮮史における諸問題　2　資料編集委員会　小

平　朝鮮大学校　1978.1　155p　21㎝　 SKH005

朝鮮民主主義人民共和国主要法令集　資料編集

委員会　小平　朝鮮大学校　1979.6　221p　21㎝　

 SKH006

チョソン史概観　外国文出版社　ピョンヤン （平

壌）　外国文出版社　1977　122p, 図版12枚　19

㎝　 SKH007

朝鮮文化概観　林相宗　平壌　外国文出版社　

1979　134p, 図版［32］p　19㎝　 SKH008

埼玉県内における関東大震災朝鮮人虐殺事件資
料　関東大震災朝鮮人虐殺9・2集会実行委員会　

［東京］　関東大震災朝鮮人虐殺9・2集会実行委員

会　1973.9　47p　26㎝　 SKH009

友好無窮　豊川海軍工廠韓国人犠牲者慰霊実行委

員会　豊橋　豊川海軍工廠韓国人犠牲者慰霊実行

委員会　1986.8　47p　26㎝　 SKH010

現地ルポ赤い京城（ソウル）　具喆會　東京　毎日

新聞社　1951.3　164p　21㎝　 SKH011

朝鮮戦争と世界資本主義　平野義太郎　東京　日

本評論新社　1952.12　120p　21㎝　  SKH012

特集朝鮮戦爭の真相　東京　青木書店　1952.10　

50p　図版21㎝　 SKH013

特集朝鮮動乱大休止　東京　日本国際連合協会　

1953.9　56p　18㎝　 SKH014

国際連合の朝鮮関係決議集　United Nations　東

京　外務省国際協力局第一課　1953.6　67p　21

㎝　 SKH015

朝鮮民主主義人民共和國における官僚主義と
分派主義に對する斗爭　東京　建設通信社　

1953.8　96p　19㎝　 SKH016

日本と朝鮮は仲よくしよう　日朝協会　東京　日

朝協会　1955.12　29p　26㎝　 SKH017

李・ライン問題に関する経緯の概要　衆議院農

林水産委員会調査室　［東京］　衆議院農林水産委

員会調査室　1956.1　96p　25㎝　 SKH018

日韓会談を中心にして　在日本朝鮮人総連合会愛

知県本部文化宣伝部　［名古屋］　在日本朝鮮人総

連合会愛知県本部文化宣伝部　［1957?］　18p　25

㎝　 SKH019

祖国の平和的統一のために　外国文出版社　平壤　

外国文出版社　1957.4　139p　22㎝　 SKH020

祖国の平和的統一のために　外国文出版社　平壤　

外国文出版社　1958.6　180p　21㎝　 SKH021

朝鮮民主主義人民共和國外務相聲明　南日　［出

版地不明］　［出版者不明］　［1958?］　2p　27㎝　

 SKH022

南半部の母親たちにおくる手紙　朴正愛　［出版

地不明］　［出版者不明］　［1958］　［10］枚　28㎝　

 SKH023

兄弟諸國の貴い援助　外国文出版社　平壌　外

國文出版社　1958.11　54p, 図版［16］p　19㎝　

 SKH024

朝鮮の平和的統一を促進させるための重要な
諸聲明　［出版地不明］　［出版者不明］　［1958］　

14p　26㎝　 SKH025

韓国抑留生活実態報告書　韓国抑留船員協議会　

［福岡］　韓国抑留船員協議会　1958.6　100p　25

㎝　 SKH026

朝鮮の平和的統一問題　在日本朝鮮人総聯合会中

央常任委員会　［東京］　在日本朝鮮人総聯合会中

央常任委員会　1959.11　76p　19㎝　 SKH027

祖國の平和的統一にかんして　朝鮮民主主義

人民共和国最高人民会議　平壌　外國文出版　

1959.11　51p　21㎝　  SKH028

韓国問題の基本的考察　如月会　［出版地不明］　

［如月会］　［1959.3］　18p　26㎝　 SKH029

朝鮮民主主義人民共和國國家計畫委員會中
央統計局の報道　［平壌］　［外國文出版社］　

［1960.2］　11p　21㎝　 SKH030

朝鮮人民の民族的祝日8・15解放15周年に際
して全朝鮮人民におくる朝鮮勞働黨中央委
員會のアピール　［平壌］　［外國文出版社］　

［1960.6］　56p　21㎝　 SKH031
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南朝鮮で米帝がデッチあげた軍事クーデターと
その犯罪行為について　在日本朝鮮人総連合会

愛知県本部宣伝部　［名古屋］　在日本朝鮮人総

連合会愛知県本部宣伝部　［1961.7］　8p　26㎝　

 SKH032

南朝鮮人民の生活苦をしめす数字と事実　在日

本朝鮮人総連合会愛知県本部宣伝部　［名古屋］　

在日本朝鮮人総連合会愛知県本部宣伝部　1961.9　

［7］p　26㎝　 SKH033

韓・日会談再開をめぐる米帝の新しい犯罪的策
謀　在日本朝鮮人総連合会愛知県本部常任委員

会・宣伝部　［名古屋］　在日本朝鮮人総連合会愛

知県本部常任委員会・宣伝部　1961.10　17p　21

㎝　 SKH034

政暴法斗争の総括と今後の方針　安保破棄平和

と民主主義を守る愛知県民会議　名古屋　安保破

棄平和と民主主義を守る愛知県民会議　1961.11　

12p　26㎝　 SKH035

日韓問題懇談会速記録　第5回　外交調査会　［出

版地不明］　［出版者不明］　［1961］　3冊　25-26

㎝　 SKH036

韓日会談十年史略説　在日本大韓民国居留民団愛

知県本部　［名古屋］　在日本大韓民国居留民団愛

知県本部　［1962］　19p　27㎝　 SKH037

大韓民国国家再建最高会議および南朝鮮社会・
政治活動家と全人民に送る朝鮮民主主義人民
共和国最高人民会議の書簡　在日本朝鮮人商

工連合会宣伝部　東京　朝鮮商工新聞社編集局　

1962.7　9p　26㎝　 SKH038

日韓会談を粉砕しよう　日本共産党中央委員会宣

伝教育文化部　東京　日本共産党中央委員会出版

部　1962.10　17p　19㎝　 SKH039

朝鮮民主々義人民共和国という名のもとの今日
の北韓（北朝鮮）　大韓民国居留民団岐阜県本部　

［岐阜］　大韓民国居留民団岐阜県本部　［1962.4］　

45p　26㎝　  　SKH040

日本にて共産赤化を実現せんとする朝総連　在

日本大韓民国居留民団岐阜県本部　岐阜　在日本

大韓民国居留民団岐阜県本部　1963.7　5p　26㎝　

 SKH041

資料韓日会談　東京大学朝鮮文化研究会編集委

員会　東京　東京大学朝鮮文化研究会　1963.6　

65p　25㎝　 SKH042

中ソ両国の対立・抗争と北朝鮮の地位　尾上正

男　［出版地不明］　［民主主義研究会］　［1964?］　

68p　25㎝　 SKH043

<かいせつ>日韓会談　日朝協会東京都連合会　

東京　日朝協会東京都連合会　1965.4　44p　25

㎝　  SKH044

三矢作戦と日韓条約ベトナム戦争　岡田春夫　

東京　労働旬報社　1965.8　43p　挿図　26㎝　

 SKH045

戦争と侵略の日韓條約　山田昭　東京　労働旬報

社　1965.10　42p　26㎝　 SKH046

南朝鮮青壮年を侵略戦争の弾よけにする米帝と
朴正煕一味の南ベトナム派兵策動を糾弾する
朝鮮民主主義人民共和国政府の声明　在日本

朝鮮人総聯合会中央常任委員会　東京　在日本朝

鮮人総連合会中央常任委員会　1965.1　4p　26㎝　

 SKH047

日韓友好条約の成立と社会党の暴状　自由民主

党　［東京］　自由民主党　1965.11　22p　25㎝　

 SKH048

日韓条約-批准の賛否をめぐって　［出版地不明］　

［出版者不明］　［1965］　55p　25㎝　 SKH049

アメリカ帝国主義の極東戦略と最近の南朝鮮
情勢　No. 3　東京　［在日本朝鮮人科学者協会］　

［1969］　p63-113　26㎝　 SKH050

社会主義経済のいくつかの理論問題について　

金日成　［東京］　日朝貿易会　1969.3　12p　26

㎝　 SKH051

最近の韓国情勢　［出版地不明］　［出版者不明］　

［1969.7］　103p　25㎝　 SKH052

ニューヨークにある朝鮮民主主義統一戦線委員
長に送った祖国平和統一委員会の人士たちの
回答の手紙　在日本朝鮮人総聯合会中央常任委

員会　東京　在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員

会　1970.6　8p　26㎝　 SKH053

南北朝鮮赤十字会談と統一問題　金炳植　［出版

地不明］　［出版者不明］　［昭和年間］　26p　25㎝　

 SKH054

暗黒の社会南チョソン　外国文出版社　ピョンヤ

ン　外国文出版社　1976　168p, 図版［14］p　19

㎝　 SKH055
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「在日朝鮮人帰国協定の一年後打切り」の不当
な政府決定を撤回させよう!　日朝協会　東京　

日朝協会　［196-］　図版1枚　62×88㎝（折りたた

み23㎝）　 　　　　　　SKH056

南朝鮮軍事ファシストの殺戮行為　平壌　外国

文出版社　1980　［41］p　21×26㎝　 SKH057

総監落第記　鈴木栄二　東京　鱒書房　1952.12　

184p　図　19㎝　 SKH058

前間先生小傳　末松保和　［出版地不明］　［出

版社不明］　［1957.2］　16p, 図版［3］枚　26㎝　

 SKH059

鎌田澤一郎　飯田棹水　東京　海外協会　1972.10　

418p　図版　20㎝　 SKH060

チョソンの母　ピョンヤン　外国文出版社　1972　

501p, 図版［16］枚　22㎝　 SKH061

京城龍山市街地圖　難波安吉　京城　日韓書房　

1908.11　地図1枚　多色刷　105×78㎝（折りたた

み28㎝）　 　　 　SKH062

우리나라전도　ソウル　영진문화사　1971.3　地

図1枚　多色刷　109×78㎝（折りたたみ28㎝）　

 SKH063

國土와地圖　李智皓　ソウル　寳晉齋　1972.11　

156p　地図26㎝　 SKH064

우리나라전도　ソウル　영진문화사　1974.3　地

図1枚　多色刷　109×78㎝（折りたたみ28㎝）　

 SKH065

新編 서울特別市 圖　金明澤　ソウル　中央地圖

文化社　1975.10　地図1枚　多色刷　109×78㎝

（折りたたみ28㎝）　 　SKH066

新編서울特別市圖　金明澤　ソウル　中央地圖文

化社　1977.9　地図1枚　多色刷　109×78㎝（折

りたたみ28㎝）　 　SKH067

최신서울특별시안내도　國立地理院　ソウル　京和

社編輯部　1981.7　地図1枚　多色刷　55×79㎝

（折りたたみ28㎝）　 　 SKH068

Map of Korea　Pyongyang　Map publishing 

house　1986　1 leaf　53×77㎝　 SKH069

思い出の京城　［出版地不明］　［出版社不明］　

1995.11　地図1枚　44×61㎝（折りたたみ22㎝）　

 SKH070

京城名所三十二景　［出版地不明］　日之出商行　

［19--］　絵はがき33枚　白黒　15×10㎝　 SKH071

［ソウルの写真］　［出版地不明］　［出版者不明］　

［198-?］　写真36枚　9×12㎝　 SKH072

竹島の領有　外務省条約局　東京　外務省条約局　

1953.8　4, 83p, 図版18枚　21㎝　  SKH073

わが国と朝鮮民主主義人民共和国との直接貿易
許可に関する請願書　［出版地不明］　［出版者

不明］　［1959］　7p, 1枚　26㎝　 SKH074

セ マ ウ ル 運 動　大韓民国海外公報館　ソウ

ル　海外公報館　1973.6　276p, 図版1枚　21㎝　

 SKH075

平和的統一への道　平和統一研究所　ソウル　平

和統一研究所　1976.11　44p　21㎝　 SKH076

北朝鮮の政治　金南植　［出版地不明］　平和統一

研究所　1976.12　92p　21㎝　 SKH077

朴正煕大統領の年頭記者会見　大韓民国海外

公報館　ソウル　大韓民国海外広報館　1977.1　

60p　21㎝　 SKH078

朴正煕大統領の年頭記者会見　大韓公論社　ソ

ウル　大韓公論社　1978.1　74p, 図版1枚　21㎝　

 SKH079

北韓の「南北連邦制案」批判　自由評論社　ソウル　

自由評論社　1977.4　41p　21㎝　 SKH080

離散家族白書　大韓赤十字社　［ソウル］　大韓赤

十字社　1977.8　441p　23㎝　 SKH081

北朝鮮視察報告　松岡武一郎　［出版地不明］　

［訪朝日本経済使節団］　［1957］　28p　25㎝　

 SKH082

李朝 人口에 關한 身分階級別的勸察　四方

博　ソウル　梨大出版部　1962.4　124p　19㎝　

 SKH083

帰化許可申請の手びき　民事法務協会名古屋支部　

［名古屋］　［民事法務協会名古屋支部］　［1993?］　

48p　26㎝　 SKH084

在 日 朝 鮮 人 の 帰 化　金英達　神戸　金英達　

1980.1　156p　21㎝　 SKH085

帰国事業20年　新潟県在日朝鮮人帰国協力会　新

潟　新潟県在日朝鮮人帰国協力会　1980.1　136p　

22㎝　 SKH086
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なにが問題なのか　在日本大韓民国居留民団　東

京　在日本大韓民国居留民団中央本部　1977.5　

275p　21㎝　  　SKH087

権益運動のすすめ　在日本大韓民国居留民団　東

京　在日本大韓民国居留民団中央本部　1978.4　

454p　21㎝　  SKH088

生活権をかちとろう　在日本大韓民国居留民団　

東京　在日本大韓民国居留民団中央本部　1979.5　

458p　21㎝　 SKH089

永住権を確立しよう　在日本大韓民国居留民団　

東京　在日本大韓民国居留民団中央本部　1980.5　

435p　21㎝　 SKH090

朝鮮の物語集　高橋亨　京城　日韓書房　1910.9　

4, 5, 3, 304p　23㎝　 SKH091

古今笑叢　旿晟社　［19--］　762p　26㎝　 SKH092

古 今 笑 叢　趙靈巖　 칼 러 版　春秋閣　1970.3　

512p　21㎝　 SKH093

古今笑叢　上下　朴仁根　煥文社　1978.1　2冊　

20㎝　 SKH094

古今笑叢: 웃으며 배우는 漢文：原文・懸吐・註
釋　撰註；1, 2　車相歩　나남　1992.3-10　2

冊　24㎝　 SKH095

새마을運動과 地域社會　壇國大學校새마을研究所　

［ソウル］　 壇國大學校새마을研究所　1979.4　

iv, 284p　22㎝　 SKH096

朝鮮語の先生　崔在翊　東京　大阪屋號書店　

1918.7　2, 12, 316p　19㎝　 SKH097

普通教育事業を改善強化するために　金日成　

平壌　外国文出版社　1979　31p　19㎝　 SKH098





書  名  索  引 ほか
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書名索引

【あ】
あゝ朝鮮　　2680

嗚呼朝鮮　　2681

愛と光と自由と　　0347

愛と民族　　1832

愛知県立大学愛知県立女子短期大学図書目録

 　　0031

亞鉛鑛業　　2032

明石元二郎　　1097

暁を呼びさます鐘　　0349

赤松ヲ加害スルきくひむし類ノ生態ニ就テ　　2331

秋山雅之介傳　　1147

悪法「出入国管理法案」をあばく　　1790

悪夢575日　　2732

明け行く朝鮮(松村)　　0238

明けゆく朝鮮(上岡)　　0252

朝日新聞滿韓巡遊船　　1229

アジア外交と日韓関係　　0949

アジアからの直言　　1024

アジアに架ける橋　　0821

アジアの覺醒　　0794

アジアの現状・アメリカの政策　　0906

アジアの焦点　　1012

アジアの四等船室　　2692

新しい朝鮮から　　1001

新らしい朝鮮語の学習　　2569

亞東指要　　0236

暴かれた陰謀　　0893

天日槍　　0612

米海兵隊の中共軍重囲の突破　　0963

アメリカ朝鮮侵略史　　1006

アメリカ帝国主義の極東戦略と最近の南朝鮮情勢

 　　SKH050

アメリカ帝国主義の朝鮮侵略史　　0937

アメリカと朝鮮戦争　　0997

アメリカ敗れたり?　　0879

アメリカ軍でてゆけ!　　2697

有賀さんの事蹟と思い出　　1180

ありらん峠　　2700

アリラン峠の女　　2805

アリランの唄　　2689

アリランの歌　　2728

アリランの歌ごえ　　2730

ある韓国人のこころ　　2781

ある帰化朝鮮人の記録　　1818

ある抗日運動家の軌跡　　0858

ある在日朝鮮人の記録　　1777

ある女教師の手記　　2713

ある朝鮮人科学者の手記　　1791

アルバム・謎の金日成　　1486

安重根事件公判速記録　　1491

暗黒の社会南チョソン　　SKH055

暗黒なる朝鮮　　0204

暗殺　　1005

安保・沖繩と朝鮮　　0894

安眠島　　1325

【い】
生きている虜囚　　2736

生きることの意味　　2801

維新と人物　　1116

偉人日疋信亮　　1146

一堂紀事　　1096

一日一時間一年卒業警察官朝鮮語教科書　　2561

彜傳　　0480

伊藤公直話　　1120

伊藤公と韓国　　1069

伊藤博文　　1191

伊藤博文暗殺記録　　0404

伊藤博文傳　　1167

伊藤博文公年譜　　1156

伊藤公演説全集　　1072

伊藤公實録　　1070

伊藤公全集　　1090

移入勞務者訓練實施の具體的研究　　1742

井上角五郎君畧傳　　1083

井上角五郎先生傳　　1165

井上伯傳　　0459

井上侯全傳　　1082

異本隣語大方・交隣須知　　2574

今井田清徳　　1161

今こそ傷口をさらけ出して　　1809

今西博士蒐集朝鮮關係文獻目録　　0021

今西龍小伝　　0528

壬辰 (いむじん) 戦乱史　　0737

イムジン江をめざすとき　　2813

伊路波　　2572

岩井先生古稀記念録　　1185

岩佐祿郎君追想録　　1144

所謂天水畓の稲作に就いて　　2222

所謂「北鮮ルート」に就いて　　2388

印畫集　　1432

●政院傳教　　0476

【う】
元山　　1382

宇垣一成　　1124

宇垣一成の歩んだ道　　1174

宇垣一成論　　1114

宇垣總督の農村振興運動　　0405

宇垣日記　　1183

宇佐美勝夫氏之追憶録　　1164

海にひらく道　　2796

海べの童話　　2792
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梅原考古資料目録　　0024

裏から觀た朝鮮統治史　　1517

裏の世相　　2646

蔚山城址考　　0694

蔚山郡郡勢一班　　1387

うるわしい朝鮮　　1468

憂うべき在日北朝系朝鮮人の共産主義教育の実態

 　　1879

運命の勝利者朴烈　　1173

●雲養續集　　0472

【え】
永住権を確立しよう　　SKH090

英祖實録　　0394

江戸時代の日鮮關係　　0699

絵本朝鮮軍記　　0673

繪本平壤我軍大勝利　　0750

沿境関係　　0411

園藝作物蔬菜篇　　2254

燕巌外集　　0358

燕山君日記　　0394

【お】
応永外寇の前後　　0668

黄色種煙草耕作沿革史　　2267

盎葉記　　0432

鴨緑江(大崎)　　1241

鴨緑江(則武)　　2666

鴨緑江橋梁工事報告　　2018

鴨緑江水力発電計画の概要　　2086

鴨緑江　　2716

鴨緑江採木公司十週年記念寫真帖　　1441

鴨緑江製材無限公司沿革史　　2311

鴨緑江林業誌　　2307

大井憲太郎　　1201

大久保甲東先生　　1094

大阪府立図書館藏韓本目録　　0028

大阪發朝鮮滿洲行貨物運賃變遷史　　2454

大島宇吉翁傳　　1158

太田秀穗氏還暦記念文集　　1113

大鳥圭介傳　　1080

大村収容所　　1793

大村朝鮮人収容所　　1836

岡本桂次郎傳　　1148

沖繩協定と日朝友好運動　　0894

小田幹治郎遺稿　　1106

落合兼臣自叙傳　　1107

おばけのトッカビ　　2776

思い川　　2809

思い出の京城　　SKH070

音楽舞踊叙事詩はえあるわが祖國　　2519

温突夜話　　1931

【か】
我朝鮮　　2616

概観朝鮮史　　0547

海峡　　2794

囘顧七十年　　1115

「外国人学校法案」に関する資料　　1894

回顧録　　1190

回顧録　　1205

晦齋先生文集　　0423

開城電氣沿革史　　2070

改正朝鮮司法警察法規提要　　1609

改正朝鮮税令　　1604

改正朝鮮地方行政區劃名稱總覽　　0170

<かいせつ>日韓会談　　SKH044

回想録　　1203

外地財政　　1681

外地法令制度の概要　　1641

害蟲に關する調査　　2198

●海東繹史　　0356

海東の佛教　　2541

會報(京城帝国大学大陸文化研究会)　　0508

解放から今日までの韓国の全貌　　0286

解放朝鮮の歴史　　0967

解放後の朝鮮文学　　2596

海游録　　0410

かくされていた歴史　　0846

学習資料世界史　　1907

學制改革と義務教育の問題　　0277　1862

革命的文学芸術論　　2600

笠原技師清韓染織視察報告　　2013

牙山戰史　　0778

風の慟哭　　1834

葛山鴻爪　　1198

家庭百万吉凶寶鑑　　1936

火田整理ニ關スル參考書　　2215-2

火田調査報告書　　2215-1

火田の現状　　0362

果蠧蟲に關する調査研究　　2198

悲しき國　　0360

悲しみの砦　　2826

彼方に光を求めて　　2791

株主名簿　　2423

壁　　1902

鎌田澤一郎　　SKH060

伽耶子のために　　2753

韓と倭　　0662

鴉の死　　2739

韓野に生きて　　2744

落葉松葉蜂ノ駆除ニ関スル研究　　2324

花郎攷・白丁攷・奴婢攷　　0529

漢・韓史籍に顕はれたる日韓古代史資料　　0626

韓相龍君を語る　　1149

「韓・日会談」の本質について　　0514

韓日合邦　　0411
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漢韓史談　　0457

漢京一年　　1262

咸鏡南道鑛業状況　　2044

咸鏡南道産業案内　　2133

咸鏡南道種苗塲成績報告　　2200

咸鏡南道端川郡北斗日面陽川里大華陽洞附近に於け

る菱苦土鑛鑛床調査報文　　2047

咸鏡南道の林業　　2315

咸鏡北道鑛業状況　　2044

咸鏡北道勢一斑　　0164

勧業模範場一覧　　2208

勸業模範場纛島支場園藝報告　　2194

勸業模範塲報告　　2015

咸鏡線　　1287

韓語通　　2550

漢江大橋竣功記念寫眞帖　　1462

韓語學大全　　2552

韓国　　0299

●韓國에 있어서의 近代的인 思想의 推移　　0313

韓国100大会社年鑑　　0057

韓國を動かす人達　　1188

韓国および韓国人　　0292

韓國貨幣整理報告書　　2358

韓国からの通信　　1021

韓國牛疫其他獸疫ニ關スル事項調査復命書　　2181

韓国キリスト教史　　0345

韓国軍政の系譜　　0956

韓国経営　　0200

韓国経済　　2161

韓国経済概観　　1684

韓国経済と日本　　1688

韓国経済の奇蹟　　1699

韓国経済の実情　　1691

韓国経済の実態と政治の現勢　　0929　1687

韓国経済論　　1709

韓國京城全圖　　1369

韓國元山氣象表　　0058

韓国現代小説史　　2605

韓国現代史　　0966

韓国現代史と教会史　　0348

韓国言論抵抗史　　1023

韓國鑛業調査報告　　2014

韓国考古学概論　　0623

韓国古代史論　　0656

韓國最近事情一覽　　0127

韓國財政施設綱要　　1650

韓国財政の整理改革　　0405

韓国雜観雑感　　1586

韓国蠶業調査復命書　　2186

韓国・詩とエッセーの旅　　2830

韓国四月革命　　1044

韓国事情　　0198

韓国事情調査資料　　2113

韓國事情要覽　　0125

韓國施政年報　　0059

韓国史跡の旅　　1361

韓國時代の露西亞活躍史　　0775

韓國寫眞帖　　1423

韓国主要企業設備投資計画調査報告書　　2168

韓國城津氣象表　　0058

韓国小説を読む　　2611

韓国女性運動史　　0851

韓國新地理　　1227　1233

韓國仁川氣象表　　0058

韓国成業策　　0196

韓国政治史　　0965　0977

韓國政爭志　　0682

韓国繊維工業の現況と展望　　2107

韓國總覧　　0126

韓国第1次経済開発5カ年計画　　2160

韓国大観　　0183

韓国地名要覧　　0182

「韓国」中央情報部KCIAの対日・対米工作　　1043

韓國地理　　1225

韓国通史　　0572

韓國鐵道線路案内　　2424

韓国統一への道　　0973

韓国読本　　0291

韓國土地所有權ノ沿革ヲ論ス　　1634

韓國土地農産調査報告　　2177

韓国における経済の現状と企業会計制度　　1695

韓国ニ於ケル農業調査　　2179

韓国ニ於ケル棉作調査　　2175

韓国による対日農業事情調査団報告書　　2304

韓國ニ於ケル土地ニ關スル權利一班　　2183

韓國ニ於ケル農事ノ經營　　2180

韓国年鑑　　0055

韓国の経済　　1712

韓国の経済五カ年計画事業推進状況　　1689

韓国の経済成長と資本蓄積　　1696

韓国の憲法　　1646

韓国の工業　　2106

韓国の考古学　　0629

韓国のこころ　　0297

韓国の最近の賃金構造と実態　　2166

韓国の産業　　2163

韓国の産業連関表　　2170

韓国の思想と行動　　0994

韓国の十大財閥　　2165

韓国の人口増加の分析　　1706

韓国の人口と経済　　1692

韓国の知識人と金芝河　　2610

韓國ノ土地ニ關スル調査　　2182

韓国の人間国宝　　2547

韓国之農業　　2176

韓国の併合と国史　　0759

韓国の民俗　　1961

韓国の民族とその歩み　　0562

韓国の民話と伝説　　2817

韓国の労働事情　　2167
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韓國農業經營論　　2173

韓国農業論　　2174

韓國白書(全譯)　　0869

韓国・光と影　　0996

韓国美術五千年展　　2545

韓国美術史　　2546

韓國風俗風景寫真帖　　1430

韓國釜山氣象表　　0058

韓國併合紀念史　　0760

韓国併合史料　　0404

韓國併合顛末書　　0758

韓國併合の旨趣　　1493

韓國貿易の手引　　2409

韓国法学研究の現況　　1647

韓国漫遊案内　　1230

韓國南滿洲　　1234

韓国民衆と日本　　2821

韓国民族運動史　　0847

韓国民俗学概説　　1962

韓国名作短篇集　　2752

韓國名所寫眞帖　　1428

韓國木浦氣象表　　0058

韓国問題の基本的考察　　SKH029

韓国抑留生活実態報告書　　SKH026

韓國龍巖浦氣象表　　0058

韓国は何をめざすか　　1040

●韓國金石遺文　　0654

●韓國近代農業史研究　　1711

●韓國經濟와 經濟學　　1682

●韓國經濟圖表　　0116

●韓国経済年鑑　　0056

韓国語の歴史　　2590

韓國誌　　0199

韓国史への新視点　　0532

韓国史を論評する　　0523

韓国史新論　　0567

韓国史の再検討　　0645

●韓國思想史　　0311

●韓國商工業史　　1708

韓国人の意識構造　　0318

●韓國古典文學全集　　2754

●韓國便覽　　0176

●韓國法制史特殊研究　　1644

観樹将軍回顧録　　1088

觀樹将軍縦横談　　1100

慣習及制度調査計畫　　1940

慣習調査報告書　　1916

間嶋産業調査書　　1236

間島事情　　1261

間島出兵　　0411

関東大震災(中島)　　0841

関東大震災(吉村)　　0842

関東大震災(姜)　　0852

関東大震災と朝鮮人　　0400

関東大震災と朝鮮人虐殺　　0854

関東大震災における朝鮮人虐殺の真相と実態

 　　0514

間島の概況　　1527

間島パルチザンの歌　　2786

間島問題　　0411

「間島問題」の囘顧　　1518

關東州の鹽業　　2338

管内状況　　1553

咸南國境高地帶巡行記　　1327

韓南島嶼ノ富源　　0128

咸南都市大觀　　1340

韓・日会談再開をめぐる米帝の新しい犯罪的策謀

 　　SKH034

韓日会談十年史略説　　SKH037

韓半島　　1223

咸北鏡城附近の鱗翅類目録　　1986

咸北雜俎　　1275

咸北の水産　　2346

咸北の横顔　　1337

咸北府郡誌遺蹟及傳説集　　1304

韓末を語る　　0257

韓末ナショナリズムの研究　　0853

韓民族の進むべき道　　0987

●瀋陽状啓　　0390

韓来文化と其の事蹟　　0288

韓来文化の後栄　　0516

【き】
木内重四郎傳　　1129

消えた国旗　　2806

帰化許可申請の手びき　　SKH084

帰化人　　0625

帰化人と社寺　　0616

歸還報告　　0792

企業案内實利之朝鮮　　0197

菊地太惣治　　1128

氣候便覧　　1989

紀行・朝鮮使の道　　0732

帰国事業20年　　SKH086

汽車息子　　2463

氣象二十五年報　　0080

氣象拾五年報　　0079

北朝鮮工場便覧　　0181

北朝鮮の政治　　SKH077

「北朝鮮」の人びと　　2831

北であれ南であれわが祖国　　2797

北の詩人　　2724

北朝鮮帰還問題について　　1781

北朝鮮視察報告　　SKH082

北朝鮮と南朝鮮　　0999

北朝鮮における千里馬作業班運動　　2162

北朝鮮の記録　　0907

北朝鮮の経済　　2158

北朝鮮の農業事情と土地改革　　2296
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北朝鮮誌　　1251

北日本　　1341

●紀年兒覽　　0357

騎馬民族国家　　0613

●己未獨立運動略史　　0790

義兵闘争から三一独立運動へ　　0838

●義兵将・郭再祐　　0739

棄民　　1815

金日成首相の思想　　1212

金日成主席談話集　　1213

金日成選集　　0927

キム・イルソン著作選集　　0981

キム・イルソン　　1217

キム・イルソン同志の偉大な主体思想の旗のもとに

 　　1485

木村久太郎翁　　1133

旧在日本朝鮮人連盟財産事件判決記録　　1759

旧植民地文学の研究　　2599

九雲夢　　2815

九州朝鮮人強制連行の実態　　1822

九州と韓人　　0615

旧植民地日本人大土地所有論　　2303

休戦交渉の次にくるもの　　0874

舊來の朝鮮社會の歴史的性格について　　1677

教育より見たる朝鮮の將來　　1867

教育家の目に映じたる歐米南洋鮮支事情　　0251

教育家の目に映じたる歐米南洋満鮮事情　　0251

教育家の目に映じたる朝鮮支那南洋事情　　0251

教科書のなかの朝鮮　　1900

共産運動　　0411

共産主義運動　　0400

共産主義運動篇　　0404

兄弟諸國の貴い援助　　SKH024

京都旅館御食事御献立帖　　0434

狂暴化した国税権力による税弾圧の真相　　1784

教養人の韓国学　　0310

協和補助讀本　　2565

●虚應堂集　　0486

虚應堂集解題　　0486

漁業暦　　2334

巨済島　　2684

巨人斎藤實　　1125

清正朝鮮記　　0449

居留民團事情要覽　　1489

居留民之昔物語　　0245

記録なき囚人　　2746

金鶴泳集　　2768

金玉均傳　　1169

金玉均の研究　　0824

金嬉老事件と少数民族　　1786

金嬉老の法廷陳述　　1795

金芝河　　2608

金史良　　2602

金史良作品集　　2770

金史良全集　　2787

金大中事件　　1045

金日成首相の主体思想について　　0970

金日成選集　　0878

金日成著作集　　0991

金日成伝　　1209

金日成と南朝鮮　　0992

金日成同志の革命活動　　1211

金日成二巻選集　　0958

金日成の思想と行動　　1207

槿域書畫徴　　2534

槿域抄　　2670

近世朝鮮教育史研究　　1896

近世朝鮮史　　0679

近代朝鮮外交史研究　　0815

近代朝鮮經濟史　　1668

近代朝鮮経済史の研究　　1716

近代朝鮮政治史　　0770

近代朝鮮と日本帝国主義　　0522

近代朝鮮の思想　　0315

近代朝鮮の変革思想　　0317

近代朝鮮裏面史　　0779

近代朝鮮史　　0781

近代朝鮮史研究　　0787

近代日支鮮關係の研究　　0769

近代日鮮關係の研究　　0782

近代日本と朝鮮　　0826

近代日本と東洋史学　　0533

近代日本文学における朝鮮像　　2598

近代東アジア世界の形成　　0534

●近代韓國經濟史研究　　1683

近年に於ける朝鮮の風水害　　1982

金融組合統計年報　　0109

金融組合年鑑　　2395

金融史談速記録　　2417

【く】
日下義雄傳　　1098

九春古丹氣象表　　0058

百済遺跡の研究　　0621

百濟觀音(イデア書院)　　2474

百済観音(平凡社)　　0410

百濟の囘顧と其の遺物　　2464

百濟の舊都　　1416

百濟の旧都扶餘古蹟名勝案内　　1393

百済の考古学　　0628

百濟美術　　2512

百濟史研究　　0528

百済王敬福　　0611

口あるものは語れ　　2811

久保田豊　　1202

金剛山の虎退治　　2776

鞍馬陪乗魯山堂漫記　　0468

來島恒喜　　1079

郭再祐　　0738
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群山開港前史　　1333

群書堂古書目　　0012

訓讀吏文　　2566

【け】
經學院沿革及現況　　1868

京畿教育　　1850

慶熈史林　　0708

京畿道立水原醫院二十五年史　　1995

京畿道教育及宗教一斑　　1844

京畿道鑛業状況　　2044

亰畿道事情要覧　　0138

京畿道ノ教育ト宗教　　1853

京畿道の林業　　2313

慶興郡勢一斑　　0169

●經國大典　　0371

●経國大典註解　　0402

経済史論考　　1652

●經濟年鑑　　0052

KCIA「韓国中央情報部」　　1035

刑事法実習　　1605

慶州金鈴塚飾履塚　　2544

慶州新羅古蹟めぐり　　1274

慶州の金冠塚　　0586

慶州の傳説　　2630

慶州文化財散歩　　2543

慶州誌　　1268

京城案内(石倉)　　1257

京城案内(京都府)　　1283

京城案内(吉村)　　1303

京城案内記　　1231

京城及隣接邑面に於ける工業の大要　　2061

[京城居留民団献上写真帖]　　1426

京城郊外幹線道路改修工事寫眞帖　　1460

京城市街図　　1384

京城商工會議所二十五年史　　2400

京城史話　　1054

京城仁川講話資料　　1528

京城生活　　2659

京城帝國大學一覽　　1847

京城帝國大學創立十周年記念論文集　　0505

京城帝國大學附屬圖書館和漢書書名目録　　0004

京城電気株式会社二十年沿革史　　2042

京城と金剛山　　1316

京城と仁川　　1312

慶尚南道鑛業状況　　2044

慶尚南道々勢槪覽　　0159

慶尚南道累年氣象表　　0081

京城に於ける工場調査　　2072

京城の恋人　　2688

京城發達史　　1246

京城府史　　1053

京城府勢一班　　0155

京城府内學校一覽圖　　1851

京城府内中小商工業實態調査報告　　2156

慶尚北道鑛業状況　　2044

慶尚北道水産一斑　　2335

慶尚北道道勢一班　　1376

京城名所三十二景　　SKH071

京城名勝繪葉書　　1412

京城龍山市街地圖　　SKH062

●慶尚道地理志　　0380

京城府市街地計畫風致地區指定資料調査書　　1345

京仁通覧　　1247

景宗實録　　0394

京圖線及背後地經濟事情　　2145

慶南の林業　　2314

慶南略史　　1305

京釜鐵道案内　　1226

慶北之雨　　1983

慶北の農業　　2209

啓蒙朝鮮史略　　0445

経絡系統にかんする研究　　2011

経絡体系・サンアル学説　　2012

經絡の實態　　2008

鶏林　　0293

雞林紀游　　0454

雞林十三道　　0262

雞林類事麗言攷　　2558

激動する韓国　　0930

権益運動のすすめ　　SKH088

玄海灘　　2694

蹇蹇録(出版者不明)　　0752

蹇々録(出版者不明)　　0753

蹇蹇録(岩波)　　0784

元寇　　0670

現行朝鮮戸籍法令集　　1632

現行朝鮮親族相續法類集　　1622

現今清韓人傑伝　　1063

検査統計　　2273

瓛齋先生集　　0462

元山府府勢要覽　　0142

現時の朝鮮　　0241

元帥寺内伯爵傳　　1084

建設途上にある大羅津　　1332

建設途上の滿洲國　　1320

顯宗改修實録　　0394

顯宗實録　　0394

憲宗實録　　0394

剣掃録　　1151

現代韓国を知るための大百科　　0285

現代漢城の風雲と名士　　1071

現代中国・朝鮮人名鑑　　0045

現代朝鮮外交史料集　　0971

現代朝鮮詩選　　2706

現代朝鮮人名辞典　　0047

現代朝鮮の基本問題　　0976

現代朝鮮の生活とその改善　　0277

現代朝鮮の農業政策　　1703
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現代朝鮮の歴史　　0885

現代朝鮮文学選　　2784

現代朝鮮語辞典　　2582

現代朝鮮論　　0962

現代帝国主義と南朝鮮　　1003

現代の朝鮮　　0246

現地編輯朝鮮特輯　　0278

現地ルポ赤い京城(ソウル)　　SKH011

元朝秘史註　　0358

憲法講義草案　　1642

●憲法講義案　　1643

【こ】
コバウおじさん　　2816

小磯統理の展望　　1568

洪吉童傳　　0361

興亞一路井上雅二　　1152

興亜の一翼伸びゆく鎭南浦　　1354

興亞風雲譚　　1157

後裔の街　　2731

宏遠なる理想の實現　　1504

郷歌及び吏讀の研究　　2560

江界水力電氣株式會社沿革史　　2099

河回別神仮面舞劇について　　2527

光海君時代の満鮮關係　　0697

光海君日記　　0394

黄海道鑛業状況　　2044

広開土王碑　　0646

広開土王陵碑の研究　　0631

広開土王碑と参謀本部　　0653

工學博士白石直治傳　　1163

黄冠秋本豊之進君　　1119

工業の鎭南浦　　2081

高句麗王家の上世の世系について　　0595

高勾麗好太王碑文　　0620

高勾麗時代古墳古碑述略　　0594

高句麗の壁画古墳　　0634

高句麗壁画古墳と帰化人　　0627

江原道鑛業状況　　2044

攷事撮要　　0390

工場工業ニ依ル生産状況調査　　2055

興宣大院君と閔妃　　0724

孝宗實録　　0394

好太王碑と任那日本府　　0658

好太王碑の謎　　0641

校註大典會通　　0382

校注老松堂日本行録　　0368

校訂世宗實録地理志　　0378

鋼鐵　　2695

高等警察關係摘録　　1550

高等警察関係年表　　1515

高等警察用語辞典　　1618

高等警察報　　1570

皇道樂土を朝鮮に建てよ　　1543

抗日革命期著作選集　　1031

抗日韓国学生運動史　　0845

抗日民族論　　0848

興夫傳　　2619

神戸市在住朝鮮人の現状　　1720

荒野の石　　1199

高麗遺蹟開城名勝繪端書　　1409

高麗以前の風俗關係資料撮要　　0388

高麗及李朝史研究　　0528

高麗古城及高麗門　　0665

高麗茶碗　　2539

高麗陶磁の研究　　2540

高麗の古陶磁　　2515

高麗史　　0355

高麗史(索引)　　0419

高麗史節要　　0396-2

高麗史提綱　　0358

高麗朝より朝鮮初期に至る田制の改革　　0667

高麗窯茶器　　2470

江陵氣象年報　　0096

綱領・規約・當面運動方針　　1750

交隣須知　　2573

航路圖　　2427

古稀記念誌　　1181

故郷　　2660

●國學研究論著總覧　　0019

國語敎育の革新　　1861

国際連合の朝鮮関係決議集　　SKH015

国士内田良平伝　　1206

國司浩助氏論叢　　1142

「國司浩助氏論叢」を讀みて　　1142

國史と朝鮮　　0277

國書總目録　　0033

国籍と人権　　1648

國體の本義　　1857

國太公の眦　　0692

獄中から　　2823

國朝寶鑑　　0358

●國土와地圖　　SKH064

國防と朝鮮人　　1538

国民運動の前進　　0951

國民協會運動史　　0772

“獄門島”サハリンスクに泣く人々　　1779

国立国会図書館所蔵地図目録　　0026

国立国会図書館所蔵朝鮮関係資料目録　　0025

国連軍の反攻と中共の介入　　0963

●古今笑叢(著者不詳)　　SKH092

●古今笑叢(趙)　　SKH093

●古今笑叢(朴)　　SKH094

●古今笑叢(車)　　SKH095

小作慣行調査書　　2233

五十年の回顧　　1103

古蹟と風俗　　1933

古蹟名勝寫眞帖　　1457

戸籍表　　1913
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古鮮册譜　　0013

五賊黄土蜚語　　2769

古代遺跡の旅　　0636

古代九州と朝鮮　　0640

古代朝鮮　　0644

古代朝鮮の基本問題　　0647

古代朝鮮の美を求めて　　2542

古代朝鮮語と日本語　　2589

古代朝日関係史　　0617

古代日韓交渉史斷片考　　0605

古代日韓鐵文化　　0598

古代日本と朝鮮の基本問題　　0648

古代の朝鮮　　0632

古代の日本と朝鮮　　0643

古代の東アジアと日本　　0661

古代東アジア史論集　　0660

古代文化と「帰化人」　　0630

古代史の鍵・対馬　　0651

孤竹高山長幸　　1135

国家・民族・私　　0987

国境会戦と遅滞行動　　0963

國境の林業に就いて　　2321

ことばの呪縛　　2603

此の罪惡を見よ　　0887

古文獻に顯はれたる朝鮮鑛産物　　2047

高麗郷由來　　0590

小村外交史　　0404

顧問警察小誌　　1494

これが新しい世界だ　　1479

金剛小詩　　1279

金剛山　　1471

金剛山百勝　　1299

今日の北朝鮮　　0938

今日の朝鮮(外国文出版社　1957)　　1470

今日の朝鮮(外国文出版社　1961)　　1473

今日の朝鮮(在日朝鮮人帰国実現…)　　1761

今日の朝鮮財話　　2367

今日の北韓　　0924

【さ】
在朝鮮國各領事舘制定諸規則便覽　　1595

在日本朝鮮人の概況　　1775

在北支朝鮮人概況　　1738

在外韓人　　0411

財界の動きと當行業務　　2398

在外不逞鮮人の兇暴計畫一般情況　　1509

在韓人士名鑑　　1067

在京朝鮮人勞働者の現状　　1732

最近間嶋事情　　0249

最近京城案内記　　1254

最近政界之真相　　1495

最近朝鮮案内　　1380

最近朝鮮事情　　0203

最近朝鮮事情要覧　　0131

最近朝鮮要覽　　0130

最近に於ける朝鮮治安状況　　1588

最近の韓国　　0201

最近の韓国情勢　　SKH052

最近の朝鮮　　1533

最近の朝鮮の協同農場　　2302

最近の朝鮮問題に関する資料　　1898

最近の日朝問題　　0894

最近韓國釜山港市街明細全圖　　1372

細菌學上ヨリ見タル朝鮮ノ上水　　2003

歳月　　2738

済州島(韓)　　1060

済州島(泉)　　1359

済州島血の歴史　　1061

濟州島とその經濟　　1308

濟州島竝莞島植物調査報告書　　1969

済州島民謡紀行　　2773

最新韓國事情　　2109

最新韓國實業指針　　2110

最新韓国大全図　　1399

最新実測仁川市街圖　　1373

最新大日本鑛山史　　2087

最新朝鮮地誌　　1248

最新朝鮮歴史地理辭典　　0040

最新朝鮮語會話辭典　　2557

最新の韓半島　　0202

在神半島民族の現状　　1718

最新平壤案内地圖　　1395

財政・金融政策から見た朝鮮統治とその終局

 　　0399

在鮮日本人薬業回顧史　　2104

在鮮四年有餘半　　2639

埼玉県内における関東大震災朝鮮人虐殺事件資料

 　　SKH009

財團法人韓國研究図書館(韓國人文・社會科學研究

院)　　0022

斎藤子爵を偲ぶ　　1123

齋藤総督の文化統治　　0405

在日韓国人60万　　1811

在日韓国人の五十年史　　1762

在日韓国人の民族運動　　1800

在日韓国人の歴史と現実　　1799

在日朝鮮公民の祖国への自由な往来を実現するため

に　　1767

在日朝鮮公民の祖国との往来は一日も早く実現され

なければならない　　1766

在日朝鮮青年の証言　　1798

在日朝鮮中高生に対する人権侵犯事件調査報告書

 　　1768

在日朝鮮人(中薗)　　1797

在日朝鮮人(呉)　　1810

在日朝鮮人(佐藤)　　1830

在日朝鮮人運動　　1749

在日朝鮮人関係資料集成　　0415
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「在日朝鮮人帰国協定の一年後打切り」の不当な政府

決定を撤回させよう!　　SKH056

在日朝鮮人帰国問題の真相　　1754

在日朝鮮人敎育の諸問題とその打解策　　1870

在日朝鮮人教育論　　1906

在日朝鮮人と日本労働者階級　　1812

在日朝鮮人に関する綜合調査研究　　1756

在日朝鮮人の「帰国協定」打切りをめぐる法的問題の

研究　　1783

在日朝鮮人の帰化　　SKH085

在日朝鮮人の帰国問題はなぜ人道問題であり緊急処

理を要するのか?　　1757

在日朝鮮人の基本的人権　　1837

在日朝鮮人の教育について　　1876

在日朝鮮人の諸問題　　1807

在日朝鮮人の人権をおかす黒い手帳　　1787

在日朝鮮人の人権侵犯に関する資料　　1774

在日朝鮮人の人権と《日韓条約》：民族の権利を脅か

すものと守るもの　　0947

在日朝鮮人の生活実態　　1748

在日朝鮮人の法的地位　　1771

在日朝鮮人の民主主義的民族教育　　1875

在日朝鮮人の民族教育をまもるために　　1886

在日朝鮮人の民族教育問題について　　1884

在日朝鮮人労働者と水平運動　　1825

在日朝鮮人は理由なしに殺傷されている　　1769

在日本朝鮮人商工便覧　　1755

在阪朝鮮人の生活状態　　1729

採訪史料展觀目録　　2473

在滿鮮人學校調　　1849

在滿朝鮮人事情　　1725

在滿朝鮮人と教育問題　　1719

在滿朝鮮人の概況　　1726

在滿朝鮮人の窮状と其の解決策　　1724

在留外国人統計　　0124

在留朝鮮人と日韓関係　　1748

在留朝鮮人の動きと日韓関係　　1748

魚の生活　　2343

作物汎論　　2254

雜攷　　0501

雑攷 俗字攷・俗文攷・借字攷　　0529

座辺の李朝　　2535

さらされるものとさらすものと　　1908

三・一運動　　0400

●三.一運動에 對한 一考察　　0832

参加する言葉　　2804

三韓紀畧　　0428

産業一班　　0140

産業之栞　　1237

産業之朝鮮　　2127

産業論集　　2122

三国遺事(朝鮮史学会)　　0363

三国遺事(朝日新聞社)　　0417

三国遺事(学習院大学)　　0402

三国遺事考証　　0608

三国史記(大和書房)　　0650

三国史記(学習院大学)　　0402

●三國史記(朝鮮古書刊行会)　　0356

●三國史記(国書刊行会)　　0365

三十年後の朝鮮　　0250

三十年前の朝鮮　　0256

38度線(尹)　　2673

三十八度線(佐々木)　　2699

38度線(李)　　2742

38度線のこちら側　　1482

38度線の北　　0903

三正綜覧　　0048

山台都監劇について　　2527

三人の青年　　2704

散文・訳詩　　2526

三峰下岡忠治傳　　1104

山林經濟　　0358

山林經濟抄　　0451

【し】
詩(佐藤清)　　2526

芝峰類説　　0358

市街地の商圈　　0362

史学　　0014-1

史學雜誌　　0502

史學論叢(京城帝国大学)　　0505

史学論叢(岩波)　　0505

四季の朝鮮　　1286

事業案内　　2319

事業概要　　1865

四時纂要　　0398

時事新報満韓地圖　　1371

史實より見たる内鮮一體　　0780

事實は語る　　0908

子爵齋藤實傳　　1150

子爵花房義質君事略　　1077

始政五年記念朝鮮物産共進會京城協賛會報告

 　　1258

施政三十年史　　1558

施政二十五年史　　1545

司税局大田出張所　　2195

死線に立つ　　2636

視鮮漫録　　1290

実業上より見たる支那と朝鮮　　2114

実験朝鮮果樹園芸　　2191

實施(第1次)更生指導農家竝ニ部落ノ五箇年間ノ推

移　　2280

侍天教の教旨　　0360

支那案内　　1267

支那事変と半島同胞　　1555

支那朝鮮形勢録　　1221

支那朝鮮古美術展觀　　2486

支那朝鮮台灣神話傳説集　　2652

市内在住朝鮮出身者に關する調査　　1733
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死ぬまでこの歩みで　　0346

澁澤榮一自叙傳　　1132

島根県竹島の新研究　　1057

社会状態及階級制度　　1915

社會事業講習会講演録　　1541

社会主義経済のいくつかの理論問題について

 　　SKH051

社会主義経済のいくつかの理論的問題について

 　　SKH004

社会主義朝鮮　　0989

社会主義的教育論　　1905

社還米制度　　0370

釋椋　　0506

写真で見る日韓政治外交秘録　　1477

写真で見る民団20年史　　1480

上海不逞鮮人ノ情況　　1728

重刊改修捷解新語　　2570-2

秋官志　　0385

十五世紀朝鮮の歴史叙述に関する覚書　　0727

十五・六世紀朝鮮における土豪の性格　　0729

十五世紀の朝鮮刊銅活字版数学書　　2105

自由人　　2690

終戰前後ニ於ケル朝鮮事情概要-終戰時竝ニ終戰後

朝鮮總督府ノ採リタル措置-　　1578

重要作物分布概察圖　　2178

珠淵選集　　0359

粛宗實録　　0394

「出入国管理法案」をバクロする　　1789

出入国管理法案の解明　　1796

出入国管理法案のねらいと問題点　　1804

主要演説集　　0987

殉教者　　2727

春香伝　　2815

春川風土記　　1330

純祖實録　　0394

順天繪はがき　　1417

史要聚選　　0441

小華外史　　0358

捷解新語　　2570-1

詳解日韓辞典　　2588

上古之半島統治裏面史　　0579

傷痕と克服　　2606

小説在日朝鮮人史　　2810

小説朝鮮総督府　　2741-1

掌中朝鮮全圖　　1394

少年受刑者ノ統計　　1611

商品に關する記事目録　　2376

松籟清談　　1176

昭和十四年工産額を中心とする朝鮮工業槪觀

 　　2090

昭和五年朝鮮國勢調査報告　　0084

昭和十一年平壤・鎭南浦輸移出入貿易統計　　2389

昭和史発掘　　0825

女王閔妃　　0696

殖銀調査月報　　0105

植民史(細川、東洋経済新報社)　　0785

植民史(細川、理論社)　　0836

植民地(岡倉)　　0796

植民地・従属国の歴史　　0799

植民地における商業的農業の展開　　1704

殖民地要覧　　0137

徐君兄弟の「スパイ容疑」事件について　　1805

書物同好會會報　　0009

新羅王號攷・朝鮮國名攷　　0529

新羅花郎の研究　　0597

新羅舊都慶州古蹟圖彙　　1444

新羅古蹟石窟庵石佛　　1414

新羅の片假字　　2563

新羅の郡県制、特にその完成期の二三の問題

 　　0649

新羅史基礎研究　　0642

新羅史研究　　0528

新羅史の諸問題　　0604

資料韓日会談　　SKH042

資料展示目録　　0027

白いチョゴリの学校　　1895

史話傳説朝鮮名勝紀行　　1301

清及韓　　0194

清韓關税目詳解　　2357

清韓紀行　　0456

清韓露渡航案内　　1224

新朝鮮及新満州　　0213

新朝鮮革命論　　0865

新朝鮮読本　　0287

新朝鮮の政治情勢　　0859

新朝鮮風土記　　1310

新日本見物　　1265

新案韓語栞　　2553

●壬戌録　　0414

深海魚の話　　2343

清韓實業觀　　2108

瀋館録　　0407

清韓論　　0186

新義州及安東　　1381

壬午鷄林事變　　0774

新興の咸南　　1300

新興の朝鮮　　1449

清國及朝鮮視察報文　　2016

清國及ビ朝鮮ニ於ケル海産物販路調査報告　　2333

晋州概史及名勝古蹟　　1338

●晋州樵軍作変謄録　　0740

晋州民乱と朴珪壽　　0734

新書部分類目録　　0008

瀋水韓山　　1232

新生朝鮮の出發　　0274

蔘政報告　　2184

身世打鈴　　1814

仁川開敎五十周年誌　　0335

新撰韓国事情　　0206

新撰京城案内　　1249
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仁川港勢一班　　0151

仁川上陸作戦　　0963

新撰朝鮮地理誌　　1220

新撰日鮮太古史　　0584

仁川府史　　1052

仁川府勢一班　　0150

仁川港案内　　1270

仁川港設備一斑　　1250

仁祖實録　　0394

新増東國輿地勝覽索引　　0377　0386

●新増東國輿地勝覽　　0364

新朝鮮　　0220

新朝鮮の研究　　0265

新訂善隣國寶記　　0786

辛未洪景来亂の研究　　0701

神秘に富める慶州新羅の古蹟　　1415

新聞遍路　　1108

身邊雜話　　1131

新編春香伝　　2707

新編圃隱先生集　　0465

●新編京畿道全圖　　1406

●新編濟州道全圖　　1400

●新編慶尚南道全圖　　1402

●新編慶尚北道全圖　　1403

●新編全羅南道全圖　　1405

●新編全羅北道全圖　　1404

●新編忠清南道全圖　　1407

●新編忠清北道全圖　　1401

●新編 서울特別市 圖　　SKH066

●新編서울特別市圖　　SKH067

シンポジウム 日本と朝鮮　　0526

真本鄭堪録　　0469

人脈・金脈・KCIAの実態　　1034

人民抗争　　2737

人民のなかで　　1002

人民民主主義の一研究　　0925

人民軍と共に　　0880

侵略勢力と売国政権に反対する南朝鮮の学生闘争

 　　0514

侵略者は誰か　　0868

神話時代～近世　　0565

神話と文化境域　　0601

【す】
出師事情　　0677

随筆朝鮮　　2649

数字から見た在日朝鮮人　　1748

杉原長太郎氏蒐集品圖録　　2507

【せ】
清陰先生集　　0422

青淵回顧録　　1095

精解韓日辞典　　2593

生活状態調査　　0362

生活権をかちとろう　　SKH089

征韓役日韓史蹟　　0574

征韓論實相　　0681

征韓論・西南戰爭　　0706

征韓論の眞相と其の影響　　0711

征韓論分裂始末　　0680

征韓論餘聞赤坂食違の事變　　0691

生氣躍動する産業朝鮮　　2142

青丘学叢(東京)　　0412

青丘學叢(京城)　　0498

青丘雑記　　2661

青丘詩鈔　　0466

青丘史草　　0519

清虚堂集　　0437

●成語大辭典　　0049

星槎答響　　0425

政治・経済・拷問の実態　　1034

姓氏攷及族制攷・市廛攷　　0529

清州沿革誌　　1272

清津　　1297

清津商工會議所史　　2407

●新生中等英韓辞典　　2567

西鮮地方　　1353

世祖實録　　0394

西南記傳　　1068

青年受刑者第5回統計報告　　1614

●青年金玉均　　1134

政暴法斗争の総括と今後の方針　　SKH035

精米工業ゴム工業ニ關スル調査　　2064

青埜謾輯　　0358

制令　　1645

世界萬國年契　　0452

世界美術全集　　2532

世界より朝鮮へ　　0247

世界的名山金剛山探勝案内　　1294

釋奠・祈雨・安宅　　0413

赤裸々に見た内鮮史論　　0504

世宗実録日朝経済史料　　0406

拙藁千百　　0473

切腹した参謀達は生きている　　2677

セドリと魔法のツルハシ　　2760

瀬野馬熊遺稿　　1122

セマウル運動　　SKH075

セミナー日朝関係史　　0566

セミナー日本と朝鮮の歴史　　0568

扇 左縄 打毬 匏　　1944

鮮満支紙業綜攬　　2078

鮮・滿・支・新興經濟　　1339

鮮滿支素見　　1292

1950～53年朝鮮戦争の歴史　　1020

1953～66年分裂朝鮮の歴史　　1020

1953～1970年の韓国経済成長の展望　　2169

1945～50年解放朝鮮の歴史　　1020

1945年夏　　2800



― 111 ―

戦後韓国の対日教科の考察　　1877

戦後朝・日関係史　　1019

戦後における朝鮮の政治経済　　0861

戦後におけるわが国の経済　　1680

戰後における朝鮮の政治情勢　　0863

全國市町村便覧　　0146

鮮支巡禮行　　1307

戰士たち(石、外国文出版社)　　2719

戦士たち(石、朝鮮青年社)　　2723

戦士たち(慎)　　2740

鮮初の土地制度一班　　0707

全鮮銀行會社公職者其他役員名鑑　　2363

全鮮工業者大會議事録　　2060

全鮮實業家大會實業倶樂部に於ける政務總監演述

 　　1502

全鮮商工會議所發達史　　2379

宣祖實録　　0394

宣祖修正實録　　0394

戦争と侵略の日韓條約　　SKH046

戦争と民衆　　0850

宣和奉使高麗圖經　　0366

鮮内鐵道沿線要覧　　2446

全南求禮の山茱萸に就いて　　2285

全南の教育と宗教　　1860

全南ノ金融　　2392

全南の産業　　2151

鮮南發展史　　0211

專賣事業圖表　　2264

全般的11年制義務教育を成功裏に実施するために

 　　1912

洗浦國師堂間沿道実景　　1438

鮮米協會十年誌　　2258

鮮滿を鎔爐に入れて　　1531

鮮滿及北支那之産業　　2132

鮮満経済十年史　　1651

鮮滿研究號　　0494

鮮滿雜記　　1336

鮮満産業大鑑　　2152

鮮満實用林業便覧　　2329

鮮滿人物批判　　0231

鮮満拓殖株式會社満鮮拓殖株式會社五年史　　2401

鮮満地方視察報告　　1319

鮮満地方出張視察報告書　　1349

鮮満中國旅行手引　　1322

鮮滿鳥類一斑　　1974

鮮滿の蠶絲業　　2214

鮮満發達史　　0266

前夜の章　　2691

全羅南道鑛業状況　　2044

全羅南道事情誌　　1311

全羅南道順天郡勢一班　　1375

全羅南道道勢要覽　　0133

全羅南道土木要覧　　2077

全羅南道物産共進會・朝鮮綿業共進會誌　　2134

全羅南道木浦府木浦面町洞一覽圖　　1377

全羅南道林業試驗場要覧　　2327

全羅北道鑛業状況　　2044

全羅北道道勢一班　　0158　0163

全羅北道の農業事情　　2212

全羅北道要覽　　0148

占領期に発生した対米債権・債務　　1686

【そ】
総監落第記　　SKH058

宗家と朝鮮　　0688

雙磎寺強震報告　　1996

増正交隣志　　0390

總督訓示要旨　　1561

總督訓示集　　1498

總督政治　　1499

増補文獻備考　　0460

莊陵誌・平壌續志　　0358

ソウル実感録　　2818

京城昭和十一年　　2745

ソウル特派員報告　　1018

ソウルの死刑場　　2733

[ソウルの写真]　　SKH072

續大典　　0372

素空山縣公傳　　1102

速修國語讀本　　1842

●續武定寳鑑　　0481

祖国往来を望む在日朝鮮人の再入国申請理由書(事

例)　　1770

祖國の平和的統一にかんして　　SKH028

祖国の平和的統一のために　　SKH020　 SKH021

その序章　　2737

【た】
大亜細亜先覚伝　　1154

対朝鮮政策の根本的転換のために　　0894

第六十四帝國議會と朝鮮私設鐵道　　2448

第2, 3回研究會録　　1845

第一銀行五十年小史　　2364

第一銀行史　　2413

対韓外国人投資企業実態調査報告書　　1697　2421

大韓疆域考　　0358

対韓私議　　1488

大韓地誌　　0458

大韓民國憲法　　1637

大韓民国国家再建最高会議および南朝鮮社会・政治

活動家と全人民に送る朝鮮民主主義人民共和国最

高人民会議の書簡　　SKH038

●大韓民國統計年鑑　　0119

大韓民国憲法　　1639

大邱一斑　　1048

大邱測候所一覧　　1997

大邱府史　　1056

大京城　　1302
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大興電氣株式會社沿革史　　2084

大工業地としての平壤　　2022

大正14年度業務報告　　2339

太祖實録　　0394

太宗實録　　0394

大典續録及註解　　0373

●大東野乗　　0356

大東合邦論　　1492

大東金石書　　2484

大東金石目　　2483

大同江畔平壤牡丹臺名勝集　　1410

[大東民友会約法・宣言・創立委員会連名告辞]

 　　1549

大東輿地図　　0390

大東亜戦史　　0828

●大統領李承晩博士略傳　　1192

大日本山林大会記念寫真帖　　1447

大日本青年團第十五回大會並日滿華青年交驩會参加

代表朝鮮派遣記事　　1557

大日本帝国商工信用録　　2383

大日本帝国朝鮮写真帖　　1436

太白山脈　　2747

太平洋戦下終末期朝鮮の治政　　0399

太平洋戦下の朝鮮　　0399

太平洋戦下の朝鮮及び台湾　　0399

太平洋戦争中における朝鮮人労働者の強制連行につ

いて　　1765

對滿朝鮮移民の堅實性　　1727

校訂大明律直解　　0376

●大明律直解　　0401

大役小志　　0756

對譯日鮮會話獨習　　2564

大雄基の姿　　1324

大陸中継港南鮮五港視察記　　2461

大陸之實業　　1500

大陸兵站基地論解説　　0277

大量貨物はどう動く　　2445

朝鮮土俗玩具集　　2494

絶えざる架橋　　2785

度支部專賣課大邱出張所　　2195

拓務統計　　0086

拓務要覧　　0145

拓務省統計概要　　0085

●擇里誌　　0038

竹島史稿　　1059

竹島の領有　　SKH073

竹島の歴史地理学的研究　　1058

多毛留　　2825

黄昏　　2708

脱出　　1753

たといそうでなくても　　0344

誰のための大地　　2722

誰も書かなかった北朝鮮　　1041

淡翁　　1155

男爵目賀田種太郎　　1130

短篇小説　　2788

短篇小説集　　2696

【ち】
血と土　　2711

血の四月　　0911

智異山植物調査報告書　　1970

畜産篇　　2254

筑豊における朝鮮人強制連行　　1823

チゲックン　　0350

知守齋集　　0448

地方制度改正要旨説明書　　1526

地方官に對する政務總監演述　　1503

ちもーる製造實驗報告　　1977

晝永編　　0360

中華民國に於ける不逞鮮人並に中國共産黨の動靜

 　　1556

蟲害に關する事業概要　　2234

●中京誌　　0356

中国・朝鮮論　　0410

中小商工業者實情調査書　　2153

忠清南道稲作改良指針　　2232

忠清南道鑛業状況　　2044

忠清南道發展史　　1315

忠清北道鑛業状況　　2044

中ソ両国の対立・抗争と北朝鮮の地位　　SKH043

中宗實録　　0394

忠南郷土誌　　1334

註譯朝鮮語讀本　　2559

朝・日学術文化の交流と民族教育の発展のために

 　　1891

張嬪　　2615

●朝興銀行六十五年史　　2420

調査月報(朝鮮総督府)　　0112

●調査月報(韓国産業銀行)　　0123

懲瑟録　　0361

丁子屋小史　　2381

朝鮮(青柳)　　0210

朝鮮(相愛会)　　0237

朝鮮(金)　　0290

朝鮮(外国文出版社　1965)　　0295

朝鮮(外国文出版社　1960)　　1398

朝鮮(外国文出版社　1960)　　1472

朝鮮(中村)　　0300

朝鮮(橋本)　　0550

朝鮮(朝鮮総督府 図書)　　1445

朝鮮(朝鮮総督府 雑誌)　　0229　1662

朝鮮(世界文化社)　　1478

朝鮮(高浜)　　2617

朝鮮(四方)　　1666

朝鮮1945-1950　　1007

朝鮮・アジアの学習　　1904

朝鮮醫学研究圖書　　2004

朝鮮醫學の新しい發展　　2009
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朝鮮醫學史及疾病史　　2006　2010

朝鮮偉勲録　　1075

朝鮮ノ移出牛　　2213

朝鮮醫書誌　　2007

朝鮮稲の種類と改良　　2297

朝鮮彙報(東邦協会)　　0187

朝鮮彙報(朝鮮総督府)　　0222

朝鮮鰯油肥統制史　　2347

朝鮮雨量表　　1998

朝鮮運合問題と嚴正批判　　2441

朝鮮運送合同問題に直面して　　2432

朝鮮衞生要義　　1975

朝鮮沿岸水路誌　　2451

朝鮮を語る　　1118　1544

朝鮮を考える　　1036

朝鮮を正しく教えよう　　1901

朝鮮を直視して　　0235

朝鮮を堂々と紹介する　　0283

朝鮮を見て考えたこと　　0935

朝鮮王國　　0191

朝鮮及臺灣ニ於ケル學齡兒童數ト初等學校収容兒童

數トノ現在ニ於ケル對照表　　1858

朝鮮及朝鮮民族　　0248

朝鮮及朝鮮人の經濟生活　　1655

朝鮮及滿洲之研究　　0216

朝鮮及び滿洲の「マラリア」蚊　　2000

朝鮮及満蒙に於ける北陸道人史　　1091

朝鮮開化史　　0195

朝鮮開敎五十年誌　　0328

朝鮮外寇史　　0358

朝鮮開國外交史研究　　0709

朝鮮開國交渉始末(1935)　　0702

朝鮮開国交渉始末(1969)　　0728

朝鮮開國の前後　　1678

朝鮮回顧録　　0218

朝鮮海事大要　　2435

朝鮮開拓誌　　0212

朝鮮害蟲編　　2221

朝鮮雅樂々器沿革　　2465

朝鮮科學史　　2002

朝鮮畫観　　2504

朝鮮菓業家名鑑　　1105

朝鮮各道府邑面間里程表　　1357

朝鮮學事例規　　1854

朝鮮革新策　　0745

朝鮮學報　　0499

朝鮮瓦斯電気株式会社発達史　　2079

朝鮮河川調査年報　　0090

朝鮮河川令釋義　　1612

朝鮮歌謡曲集　　2521

朝鮮から見た日本の古代　　0580

朝鮮簡易生命保險統計年報　　0098

朝鮮関係人名・事項索引　　0046

朝鮮関係文献展示目録　　0018

朝鮮漢字部畫索引　　0041

朝鮮漢字音の研究　　2583

朝鮮慣習調査　　1917

朝鮮閑題　　0264

朝鮮勸農信託株式會社增資改造趣意書・增資改造目

論見書・營業收支豫算書・定款　　2231

朝鮮官有財産大要　　1658

朝鮮棋界總覽　　1948

朝鮮歸化族の發展　　0589

朝鮮麯子提要　　2063

朝鮮紀行　　1309

朝鮮歸好餘録　　0447

朝鮮疑獄の審かれる迄　　1520

朝鮮氣象月報　　0064

朝鮮氣象要報　　0111

朝鮮貴族列傳　　1073

朝鮮紀聞　　0190

朝鮮舊慣制度調査事業概要　　1946

朝鮮舊時の金融財政慣行　　2372

朝鮮舊書考　　0010

朝鮮休戰の國際的影響　　0889

朝鮮敎育　　1863

朝鮮教育資料　　1909

朝鮮教育問題管見　　1855

朝鮮教育要覽　　1841

朝鮮教育史　　1872

朝鮮教化の急務　　0323

朝鮮共産主義運動史　　1591

朝鮮行政　　1566

朝鮮行政法概要　　1623

朝鮮巨樹老樹名木誌　　1978

朝鮮近况紀聞　　1569

朝鮮銀行を語る　　2410

朝鮮銀行會社組合要録　　2370

朝鮮銀行五年志　　2359

朝鮮銀行二十五年史　　2378

朝鮮銀行の在日資産の帰属並びに処理について

 　　2412

朝鮮銀行略史　　2416

朝鮮近時の経済状勢　　1685

朝鮮近情　　1487

朝鮮金石総覧　　0622

朝鮮金石攷　　0591

朝鮮金屬鑛業發達史　　2045

朝鮮近代外交史年表　　0353

朝鮮近代経済史研究　　1710

朝鮮近代社会経済史　　1717

朝鮮近代社會史話　　0788

朝鮮近代史料研究集成　　0804

朝鮮近代史(李)　　0802

朝鮮近代史(渡部)　　0822

朝鮮近代史研究　　0831

朝鮮近代史の手引　　0814

朝鮮金融組合協會史　　2377

朝鮮金融組合の槪况　　2385

朝鮮金融組合の現勢　　2384
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朝鮮金融組合聯合會十年史　　2406

朝鮮金融經濟總覧　　2369

朝鮮金融事項参考書　　2387

朝鮮金融年報　　0110

朝鮮金融團發會式記事　　2402

朝鮮景氣の根底と其の持續性　　2148

朝鮮經濟を觀る　　2143

朝鮮經濟圖表　　0108

朝鮮經濟地圖　　1392

朝鮮経済統計年鑑　　0103

朝鮮経済年報　　0107

朝鮮經濟の研究(京城帝国大学法文学会)　　0497

朝鮮經濟の研究(京城帝国大学法学会)　　0507

朝鮮経済の現段階　　1664

朝鮮經濟の史的發展　　1675

朝鮮經濟の新構想　　1670

朝鮮經濟史　　1654

朝鮮警察法論　　1625

朝鮮慶州之美術(芸艸堂)　　2479

朝鮮慶州の美術(改造社)　　2500

朝鮮藝術之研究　　2467

朝鮮京城文廟釋奠志　　0325

朝鮮迎接都監都廳儀軌　　0474

朝鮮刑務提要　　1607

朝鮮見学旅行豫備調査　　1298

朝鮮研究年報　　0512

朝鮮研究文献目録 1868-1945　　0029

朝鮮現勢便覧　　0157

朝鮮現代史　　0807

朝鮮建築史論　　2043

朝鮮建築圖集　　2477

朝鮮號　　0491

朝鮮講演　　0260

朝鮮興業株式会社三十周年記念誌　　2382

朝鮮興業株式會社二十五年誌　　2371

朝鮮工業基本調査概要　　2054

朝鮮工業經濟讀本　　2075

朝鮮鑛業指針　　2021

朝鮮鑛業の概況　　2052

朝鮮工業の現勢　　2069

朝鮮工業の現段階　　2098

朝鮮鑛業の趨勢　　2040

朝鮮鑛業要覽　　2082

朝鮮鑛區一覽　　2028

朝鮮航空氣象報文　　1999

朝鮮工藝概観　　2495

朝鮮工藝展覽會図録　　2488

朝鮮高校生への集団暴行を告発する　　1780

朝鮮高校生に対する集団暴行事件の真相　　1794

朝鮮考古學研究　　0602

朝鮮鑛産地　　2017

朝鮮交渉資料　　0404

朝鮮工場名簿　　2057

朝鮮鑛床論　　2100

朝鮮交通全圖　　1374

朝鮮髙等法院判決録　　1615

朝鮮高等法院判例要旨類集　　1608

朝鮮鑛物誌(京城)　　2024

朝鮮鑛物誌(東京)　　2092

朝鮮高麗陶磁考　　2490

朝鮮語学史　　2581

朝鮮古歌謠集　　2634

朝鮮古今名賢傳　　1085

朝鮮國勢調査速報　　0083

朝鮮国宝大観　　2468

朝鮮國寳的遺物及古蹟大全　　2476

朝鮮國民組織新體制要綱　　1559

朝鮮國民文學集　　2664

朝鮮國有鐵道貨物運送規則同補則　　2440

朝鮮古史の研究　　0528

朝鮮古書目録　　0001

朝鮮古書画総覽　　2537

朝鮮戸籍令義解　　1624

朝鮮古代石燈籠庭石展觀目録　　2481

朝鮮古代觀測記録調査報告　　1972

朝鮮古代説話集　　1958

朝鮮古代の文化　　0599

朝鮮古代の墓制　　0600

朝鮮古代史における奴隷制の諸問題　　0514

朝鮮古文化綜鑑　　2513

朝鮮古文獻展觀目録　　0007

朝鮮米關係資料　　2262

朝鮮婚姻考　　0710

朝鮮金剛山中ノ藥用植物　　1973

朝鮮金剛山(日本山岳会)　　1456

朝鮮金剛山(日之出商行)　　1277

朝鮮金剛山探勝記(菊池)　　1264

朝鮮金剛山探勝記(竹内)　　1252

朝鮮今昔物語　　2633

朝鮮最近史　　0761

朝鮮祭祀相續法論序説　　0384

朝鮮歳時記　　0410

朝鮮財政・金融発達史参考資料　　0395

朝鮮在来教派概觀　　0320

朝鮮雜記(足立)　　2613

朝鮮雜記(松田)　　2632

朝鮮雑記(菊池)　　0263

朝鮮三・一獨立騒擾事件　　0827

朝鮮三・一独立運動　　0855

朝鮮産業開發問題　　2137

朝鮮産業経済調査会会議録　　2150

朝鮮産業經濟調査會諮問答申書　　2147

朝鮮産業政策研究要綱　　2135

朝鮮産業政策論　　2121

朝鮮産業大觀　　2123

朝鮮産業の決戦再編成　　2157

朝鮮産業號　　2146

朝鮮産業誌　　2118

朝鮮産金額昭和七年　　2053

朝鮮蠶絲業ノ現在及將来ヲ論ズ　　2239
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朝鮮山林史料　　2325

朝鮮事業成績　　2154

朝鮮事件とこれをめぐる世界の動き　　0871

朝鮮寺刹三十一本山寫真帖　　1448

朝鮮寺刹史料　　0321

朝鮮時事　　0189

朝鮮時事評論　　1529

朝鮮詩集(金)　　2687

朝鮮詩集(鉄)　　2665

朝鮮事情(朝鮮総督府)　　0139

朝鮮事情(為永)　　0443

朝鮮事情鷄の腸　　0188

朝鮮施政發展史　　1547

朝鮮施政史　　1567

朝鮮私設鐵道補助法中改正法律案　　2450

朝鮮私設鐵道補助法中改正法律案ニ關スル參考資料

 　　2431

朝鮮思想界概観　　0277

朝鮮思想史の課題　　0522

朝鮮史譚　　2663

朝鮮師團對抗演習群山府記録　　1552

朝鮮四柱占法　　1943

朝鮮児童画談　　2466

朝鮮兒童作品集　　1871

朝鮮支那蠶絲業概觀　　2196

朝鮮支那地名辭彙　　0037

朝鮮支那文化の研究　　0497

朝鮮事変の経緯　　0872

朝鮮司法一覽(1934)　　1620

朝鮮司法一覽(1942)　　1633

朝鮮司法提要　　1601

朝鮮司法例規(1916)　　1600

朝鮮司法例規(1922)　　1603

朝鮮社會經濟史　　1656

朝鮮社会經濟史研究(京城帝国大学)　　0497

朝鮮社会経済史研究(四方)　　1713

朝鮮社會事業講習會講演録　　1507

朝鮮社会思想運動沿革略史　　1589

朝鮮社会主義経済論　　1707

朝鮮社会主義農業論　　1702

朝鮮社会の構造と日本帝国主義　　1715

朝鮮社會法制史研究　　0507

朝鮮社會考　　1918

朝鮮宗教史　　0322

朝鮮宗教史に現はれたる信仰の特色　　0327

朝鮮修好規則　　1593

朝鮮住民ノ生命表　　0104

朝鮮重要果樹新書　　2192

朝鮮酒造業界四十年の歩み　　0405

朝鮮酒造史　　2068

朝鮮主要鑛山概况　　2033

朝鮮殉教史　　0338

朝鮮史要　　0545

朝鮮小史　　0548

朝鮮常識問答　　0296

朝鮮小説代表作集　　2655

朝鮮小説史　　0410

朝鮮上層氣流觀測　　1987

朝鮮上代建築の研究　　2510

朝鮮商品取引便覽　　2380

朝鮮常平通寶錢譜　　0461

朝鮮昭和十五年國勢調査結果要約　　0115

朝鮮書畫家列傳　　2469

朝鮮諸學校一覽　　1852

朝鮮所感　　1331

朝鮮殖産銀行十年志　　2365

朝鮮殖産銀行と朝鮮の産業　　2362

朝鮮殖産銀行二十年志　　2391

朝鮮植物　　1968

朝鮮植物名彙　　1980

朝鮮植民者　　0837

朝鮮諸港荷役調査　　2444

朝鮮諸国記　　1280

朝鮮所得税令精義　　1631

朝鮮処分纂論　　0744

朝鮮誌略　　0444

朝鮮資料写真　　1450

朝鮮資料による日本語研究　　2586

朝鮮史話　　0542

朝鮮史話と史蹟　　0585

朝鮮新地圖　　1378

朝鮮新民主主義革命史　　0797

朝鮮神宮年報　　0334

朝鮮人口動態統計　　0113

朝鮮人事調停令解釋資料集　　1628

朝鮮信使来朝帰帆官録　　0408

朝鮮神社法令輯覽　　1626

朝鮮壬辰倭禍史料　　0409

朝鮮親族相続慣習法総覧　　1610

朝鮮親族相続法要論　　1616

朝鮮親族法相続法　　1619

朝鲜人民高举红旗前进 (通讯集)　　0928

朝鮮人民の新しい勝利の道　　0917

朝鮮人民の自由と解放　　0835

朝鮮人民の正義の祖國解放戰争史　　0915

朝鮮人民の民族的祝日8・15解放15周年に際して全

朝鮮人民におくる朝鮮勞働黨中央委員會のアピー

ル　　SKH031

朝鮮人民軍　　1475

朝鮮人名辭書　　0042

朝鮮森林樹木鑑要　　2309

朝鮮森林植物編　　1967

朝鮮新論　　0446

朝鮮新話　　2685

朝鮮水産開発史　　2348

朝鮮水産の発達と日本　　0405

朝鮮水産業の現况と將來　　2342

朝鮮水道水質之研究　　1966

朝鮮生活五十年　　2749

朝鮮西教史　　0341
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朝鮮政事治情　　1572

朝鮮政治史ノ過程　　0543

朝鮮青年成功録　　1846

朝鮮征伐記　　0686

朝鮮税務法規提要　　1629

朝鮮前衞黨當面の問題　　1516

朝鮮戰記　　0873
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 　　SKH025

朝鮮の平和的統一問題　　SKH027

朝鮮の保護及び併合　　0395

朝鮮の螢石鑛業　　2048

朝鮮ノ繭　　2224

朝鮮の繭に就て　　2238　2255

朝鮮の民間信仰　　0331

朝鮮の民俗　　1960

朝鮮の民族運動と歴史的条件　　0522

朝鮮の民話　　1957　2693

朝鮮の無煙炭　　2049

朝鮮の名陶　　2531

朝鮮ノ棉花　　2206

朝鮮の棉花事情　　2268

朝鮮のメンタイ漁業に就て　　2343

朝鮮ノ緬羊　　2275

朝鮮の物語集　　SKH091

朝鮮の問題と其の解決　　0282

朝鮮のやきもの李朝　　2528

朝鮮の郵便切手(大柴)　　1420

朝鮮の郵便切手(水原)　　1421

朝鮮の窯業　　0362

朝鮮の俚諺集附物語　　1920

朝鮮の林業　　2308

朝鮮の林兼事業要覧　　2349

朝鮮の類似宗教　　0413

朝鮮の黎明　　2653

朝鮮の歴史(藤田)　　0558

朝鮮の歴史(朝鮮史研究会)　　0569

朝鮮の歴史(朴)　　0560

朝鮮の歴史をどう教えるか　　1911

朝鮮農會の沿革と事業　　2259

朝鮮農業経営地帯の研究　　2295

朝鮮農業經濟研究　　2274

朝鮮農業の概觀　　2288

朝鮮農業発達史　　2298

朝鮮農政史考　　1661

朝鮮農村再編成の研究　　2292

朝鮮農村社会踏査記　　2293

朝鮮農村物語　　2290

朝鮮農地年報　　2284

朝鮮農民解放史　　2294

朝鮮農務彙報　　2193

朝鮮農務提要　　2265

朝鮮白書　　0870

朝鮮博物志　　0358

朝鮮博覧会記念写真　　1451

朝鮮博覽會記念寫眞帖　　1452

朝鮮博覽會京城協賛會報告書　　1306

朝鮮博覧會要覧　　0147

朝鮮八道之圖　　1363

朝鮮八道誌　　1219

朝鮮半島　　1242

朝鮮半島のすべて　　1042

朝鮮美術図史　　2525

朝鮮百業百種　　0209

朝鮮百四十景　　1455

朝鮮・ヒロシマ・半日本人　　1821

朝鮮便覧　　0177

朝鮮風俗集　　1922

朝鮮風土歌集　　2651
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朝鮮風土俳詩選　　2657

朝鮮風物詩集　　2642

朝鮮巫俗の現地研究　　1955

朝鮮佛教　　2482

朝鮮佛敎大會記要　　0330

朝鮮佛教美術考　　2514

朝鮮復興に伴う諸問題　　0890

朝鮮冬物語　　2682

朝鮮部落調査特別報告　　0070

朝鮮部落調査の過程　　0071　1926

朝鮮部落調査報告　　0069

朝鮮部落調査豫察報告　　0068

朝鮮文化概観　　SKH008

朝鮮文化之解剖　　0217

朝鮮文學傑作集　　2626

朝鮮文學選集　　2656

朝鮮文学史(金思燁)　　2601

朝鮮文学史(金東旭)　　2604

朝鮮文学史入門　　2597

朝鮮文化史(出版者不明)　　0535

朝鮮文化史(朝鮮文化史刊行会)　　2530

朝鮮文化史大全　　0541

朝鮮文化史論　　0538

朝鮮文廟及陞廡儒賢　　1087

朝鮮併合之裏面　　0763

朝鮮併合史　　0768

朝鮮米穀經濟論　　2270

朝鮮変報録　　0742

朝鮮便覧　　0175　0180

朝鮮貿易月表　　0072

朝鮮貿易要覽　　0136

朝鮮貿易史　　2404

朝鮮封建時代農民の階級構成　　0717

朝鮮封建社会経済史　　1663

朝鮮法制史稿　　1606

朝鮮暴徒討伐誌　　1496

朝鮮亡滅　　1010

朝鮮寶物古蹟名勝天然記念物保存要目　　2491

朝鮮寶物古蹟名勝天然記念物要覽　　2496

朝鮮漫畫　　0205

朝鮮滿洲支那のぞ記　　0230

朝鮮・滿洲新聞現勢　　0272　 SKH001

朝鮮満洲旅の栞　　1343

朝鮮満洲旅行案内(1926)　　1281

朝鮮満洲旅行案内(1932)　　1314

朝鮮・満州史　　0551

朝鮮漫録　　0254

朝鮮漫録　　SKH002

朝鮮土産亰城名所冩真帖　　1427

朝鮮民主主義人民共和国　　0901

朝鮮民主主義人民共和國外務相聲明　　SKH022

[朝鮮民主主義人民共和国切手アルバム]　　1422

朝鮮民主主義人民共和国憲法　　1640

朝鮮民主主義人民共和国国民経済発展統計集(外国

文出版社)　　0120

朝鮮民主主義人民共和国国民経済発展統計集(朝鮮

国家計画委員会)　　0121

朝鮮民主主義人民共和國國家計畫委員會中央統計局

の報道　　SKH030

朝鮮民主主義人民共和国重要法令集　　1638

朝鮮民主主義人民共和国主要法令集　　SKH006

朝鮮民主主義人民共和國新圖　　1397

朝鮮民主々義人民共和国という名のもとの今日の北

韓(北朝鮮)　　SKH040

朝鮮民主主義人民共和國における官僚主義と分派主

義に對する斗爭　　SKH016

朝鮮民主主義人民共和国における最近の自然科学分

野の成果　　0514

朝鮮民主主義人民共和国における社会科学部門の研

究成果　　0518　1690

朝鮮民主主義人民共和国における人民教育の発展

 　　0514

朝鮮民主主義人民共和国における過去15年間の科学

技術の発展　　0514

朝鮮民主主義人民共和国の国家・社会体制　　0920

朝鮮民主主義人民共和国の水産業　　2353

朝鮮民主主義人民共和国は、わが人民の自由と独立

の旗じるしであり、社会主義・共産主義建設の強

力な武器である　　SKH003

朝鮮民情視察報告　　1506

朝鮮民政資料　　0392

朝鮮民籍法令集　　1599

朝鮮民族運動年鑑　　1581

朝鮮民族運動の諸段階　　0522

朝鮮民族解放鬪爭史(朝鮮歴史編纂委員会)　　0795

朝鮮民族解放闘争史(李)　　0805

朝鮮民族独立運動秘史　　0818

朝鮮民族の歩み　　0561

朝鮮民俗誌　　1956

朝鮮民謠研究號　　2475

朝鮮民謠集　　2635

朝鮮民謠選(1933)　　2645

朝鮮民謠選(1972)　　2775

朝鮮無煙炭燃燒に関する最近の實況　　2096

朝鮮昔話百選　　2807

朝鮮名家詩集　　2614

朝鮮名勝詩選　　1255

朝鮮名将伝　　1204

朝鮮名勝記　　1239

朝鮮綿業史　　2041

朝鮮棉作綿業の生成と発展　　2289

朝鮮物語(木村)　　2575

朝鮮物語(大河内)　　0439

朝鮮・モンゴル　　1483

朝鮮問題と日本　　0969

朝鮮問題入門　　0941

朝鮮問題の在り方とその考え方　　0913

朝鮮問題文件彙編　　0892

朝鮮野史全集　　0389

朝鮮野談・随筆・傳説　　2669
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朝鮮野談集　　0358

朝鮮遊記　　1326

朝鮮幽囚記　　0410

朝鮮郵船株式会社二十五年史　　2386

朝鮮要覧(海外事情調査所)　　0178

朝鮮要覧(現代朝鮮研究会)　　0185

朝鮮要覽(朝鮮総督府)　　0132

朝鮮輿地全圖　　1368

朝鮮より　　2621

朝鮮四千年史　　0540

朝鮮俚諺　　1919

朝鮮里程全圖　　1385

朝鮮旅行案内記　　1328

朝鮮林業投資の有望　　2322

朝鮮林業史史料　　2330

朝鮮臨時電力調査會總會議事録　　2095

朝鮮林務提要　　2310

朝鮮歴史　　0555

朝鮮歴史地理　　0493

朝鮮歴史読本　　0556

朝鮮歴史における諸問題　　0514

朝鮮勞働黨第三回大會文献　　0897

朝鮮労働党第四回大会特集　　0918

朝鮮労働党第四回大会文献集　　0916

朝鮮はいま戦いのさ中にある　　2678

朝鮮・その北と南　　0919

朝鮮・滿洲・支那　　0275

朝鮮・満州・台湾林業発達史論　　2332

朝鮮役水軍史　　0712

●朝鮮解語花史　　0471

朝鮮樂大要　　2487

朝鮮學論考　　0517

朝鮮型漁船改良ニ關スル試驗　　2340

朝鮮記　　0438

朝鮮牛　　2203

朝鮮語研究　　2556

朝鮮語辭典　　2555

朝鮮語小辞典　　2578

朝鮮語の初歩　　2580

朝鮮語の先生　　SKH097

朝鮮語四週間　　2585

朝鮮國王城之圖　　1366

朝鮮國海岸ニ於テ犯罪ノ日本國漁民取扱規則

 　　1594

朝鮮國海関税目　　2355

朝鮮國牛疫及産業調査　　2172

朝鮮國細圖　　1364

朝鮮國ニ於テ日本人民貿易ノ規則　　2356

朝鮮産イピニ亞科ノ甲蟲並ニ其一新種ニ就テ

 　　1985

朝鮮産蝶類に関する知識の概念　　1991

朝鮮産マイワシを原料とする「フイツシユミール」の

性状に就て　　2343

朝鮮志　　0536

朝鮮史(久保)　　0537

朝鮮史(朝鮮史編修会)　　0367

朝鮮史(朝鮮大学校)　　0571

朝鮮史(梶村)　　0573

朝鮮誌　　1244

朝鮮史概説　　0557

朝鮮史研究(内藤)　　0515

朝鮮史研究(白鳥)　　0527

朝鮮史研究会論文集　　0522

朝鮮史講座　　0509

朝鮮史大系　　0544

朝鮮史に生きる人びと　　1216

朝鮮史における諸問題　　SKH005

朝鮮史における国家と民衆　　0522

朝鮮史における土地問題と農民運動　　0522

朝鮮史入門　　0564

朝鮮史認識の展開　　0522

朝鮮史の栞(近沢書店)　　0553

朝鮮史の栞(国書刊行会)　　0528

朝鮮史の諸問題　　0511

朝鮮史のしるべ　　0549

朝鮮史の編修と朝鮮資料の蒐集　　0015

●朝鮮氏族統譜　　0470

朝鮮酒に就て　　2025

●朝鮮陞廡儒賢年表　　1099

朝鮮人　　0224

朝鮮人安全農村建設經過並現状　　1731

朝鮮人慰安婦と日本人　　0857

朝鮮人移民問題の重大性　　1730

朝鮮人学校　　1893

朝鮮人學校事件の真相　　1869

朝鮮人学校の日本人教師　　1885

朝鮮人狩り　　1746

朝鮮人強制連行強制労働の記録　　1829

朝鮮人強制連行の記録　　1773

朝鮮人団体の動向　　1747

朝鮮人と其の訓練　　1741

朝鮮人としての日本人　　2759

朝鮮人内地視察記　　2119

朝鮮人にたいする弾圧　　0849

朝鮮人の衣食住　　1921

朝鮮人の癖に　　2631

朝鮮人の思想と性格　　0362

朝鮮人のなかの〈天皇〉　　2771

朝鮮人のなかの日本　　1806

朝鮮人の光と影　　2772

朝鮮人の民族教育　　1878

朝鮮人部落　　1820

朝鮮人勞働者一般事情　　2141

朝鮮人・私の記録　　1802

朝鮮炭の利用に就て　　2035

朝鮮ってどんなとこ　　2638

●朝鮮美術大觀　　0356

●朝鮮賦　　0482

●朝鮮佛教通史　　0324

●朝鮮文化史序説　　0284
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朝鮮米と共に三十年　　1184

朝鮮米と日本の食糧問題　　0405

朝鮮米の研究　　2277

朝鮮論　　0192

長白山より見たる朝鮮及朝鮮人　　0227

懲毖録　　0723

長篇小説　　2788

朝鮮・明治五十二年　　2756

チョソンの母　　SKH061

チョソン史概観　　SKH007

チョッパリ　　2751

樗堂言行録　　1140

チョンリマ チョソン　　0974

千里馬の国　　0984

チョンリマの国朝鮮　　1000

鎭海市街全圖　　1379

鎮魂の海峡　　1827

沈清伝　　2815

鎭南浦　　1269

鎭南浦案内記　　1238

鎭南浦税關沿革史　　2361

【つ】
追放と自由　　2808

通溝　　0639

通稱「パツコジ」ナル毒草ニ就テ　　1963

●通文館志　　0484

對馬　　1358

圖説朝鮮美術史　　2502

燕よ、お前はなぜ来ないのだ!　　2827

罪と死と愛と　　2714

冷い戦争　　0862

鶴原定吉君略傳　　1081

【て】
出会いを求めて　　0316

鄭鑑録(出版者不明)　　0463

鄭鑑録(細井)　　0360

帝國之殖民地　　0223

テーゼ集　　1584

哲学論集　　0497

鉄鉱開発と製鉄事業　　0405

鉄鉱資源調査　　2102

田健治郎傳　　1109

天にかえったジュリア　　2802

天の童子と少女ヨニ　　2776

天下之怪傑頭山滿　　1076

轉換期の朝鮮文學　　2595

電氣事業要覽　　0174

天工開物の研究　　2103

●典故大方　　0416

甜菜害蟲シロオビノメイガに關する研究　　2207

伝説の群像　　2798

傳説の朝鮮　　1923

天道教と侍天教　　0326

天皇制国家と在日朝鮮人　　1833

【と】
東亞疫學変遷考　　2005

東亞關係特種條約彙纂　　1597

東亞構兵策　　0703

東亜社會研究　　1672

東亜先覚志士記伝　　1111

東亞農業生産指數の研究　　2291

統一朝鮮年鑑　　0054

東学史　　0410

東韓事畧　　0436

統監府統計年報　　0061

陶器講座　　2536

東京・ソウル・台北　　0995

東京朝鮮人学校参観記　　1874

東宮殿下韓國行啓紀念帖　　1425

統計圖集　　0065

東經正義(下)　　0360

統計年報(南満州鉄道)　　0066

統計年報(元山商業会議所)　　0073

統計年報(仁川商業会議所)　　0074

統計年報(京城商工会議所)　　0077

統計年報(釜山商工会議所)　　0076

藤公餘影　　1074

湯崗子温泉株式會社二十年史　　2460

慟哭の道をゆく　　2676

東國文獻録　　0442

●東國通鑑　　0357

東史年表　　0354

統制ある蠶絲業の朝鮮　　2250

道勢一班(忠清南道)　　0160

道勢一班(江原道)　　0161

道勢一斑(全羅南道)　　0162

道勢一班(咸鏡南道)　　0165

道勢一班(慶尚北道)　　0168

道勢概覽　　0154

東拓三十年の足跡　　2393

東拓十年史　　2360

道知事指示/府尹郡守会議 [編]　　1554

東南アジア　　1360

同文考略　　0402

東邦關係　　0749

東邦協会会報　　0193

東邦近世史　　0789

東方諸國の新しい歴史　　0559

東方文化史叢考　　0505

●東方萬姓譜　　0488

同民夏季大學講演集　　2210

当面の朝鮮に関する資料　　0914

頭山滿翁一代記　　1138

東洋拓殖株式會社三十年誌　　2394
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東洋拓殖株式會社二十年誌　　2366

東洋拓殖株式会社新規事業計劃關係　　2399

東洋文庫朝鮮本分類目録　　0003

東洋法制史本論　　1598

東洋的社會の歴史と思想　　1676

東洋的生活圏　　1671

動乱の中の王妃　　2743

東陸詩選　　0489

討論日本のなかのアジア　　1014

同和信用組合弾圧事件の真相　　1785

遠い国でないことを　　1881

渡韓のすすめ　　0207

ドキュメント朝鮮人　　0942

獨學韓語大成　　2548

獨脚鬼　　2654

独裁と私の闘争　　1015

特殊勞務者の勞務管理　　1745

特集朝鮮戦爭の真相　　SKH013

特集朝鮮動乱大休止　　SKH014

徳壽宮史　　0705

特別企画・日本人の朝鮮人に対する虐待と差別

 　　1808

特別調査報告集　　2197

独立運動(姜)　　0400

独立運動(韓国史料研究所)　　0411

独立指導者朴烈　　1172

「獨立」朝鮮經濟の將來　　1582

土壤篇　　2254

土地改良事業の概況　　2240

土地建物ノ賣買、贈輿交換及典當ノ證明ニ關スル規

則及指令等要録　　1596

渡日韓国人一代　　1839

駑馬万里　　2778

土幕民の生活・衛生　　1951

豆満江　　2709

豆滿江流域經濟事情　　2136

富田儀作伝　　1121

土名對照滿鮮植物字彙　　1990

友よまたいつの日に　　2777

鳥山喜一先生略年譜著作目録　　1186

ドル危機と南朝鮮経済　　1705

ドルメン　　0267

トンカラ・リンと狗奴国の謎　　0663

【な】
名を奪われて　　2782

内外維新研究資料　　1751

内鮮一体　　0281

内鮮一體随想録　　1563

内鮮一體の靈地扶餘　　1348

内鮮一体論　　0279

内鮮一体論の基本理念　　0277

内鮮関係政治文化思想史　　0554

内鮮同化論　　0239

内鮮同源史話　　0592

内鮮風習理解の書　　1953

内鮮問題に對する朝鮮人の聲　　0362

内鮮融和懸賞作文集　　1513

内鮮勞働用語集　　1536

内鮮人地主所有地調　　2216

内地在住朝鮮人問題概況　　1739

内地在住半島同胞銃後美談　　1744

内地在住半島人問題と協和事業　　1735

長い暗闇の彼方に　　2763

中山道　　2718

中谷庄兵衛追悼録　　1145

流れに抗して　　0340

啼く魚の話　　2343

歎きの朝鮮革命　　1025

名古屋市蓬左文庫漢籍分類目録　　0032

なぜ朝鮮人は渡來するか　　1721

謎の研究　　1924

70年安保と朝鮮問題　　0982

七十年ところどころ　　1182

なにが問題なのか　　SKH087

なみだか血か　　0762

南韓之実業　　2117

南韓暴徒大討伐記念寫真帖　　1433

南鮮の解放十年　　0896

南鐵沿線史　　1321

南島經濟記　　2138

南半部の母親たちにおくる手紙　　SKH023

南北朝鮮赤十字会談と統一問題　　SKH054

南北朝鮮統一と完全獨立のために實力で李傀儡政權

打倒え!　　1583

南北朝鮮の現状　　0923

南北朝鮮の国際的地位　　0934

南北分断後の朝鮮經済　　2159

【に】
仁尾惟茂先生傳　　1110

にほいねずこノ揮發油成分　　1976

仁王洞時代　　2648

二元主義文書僞造理論の研究　　1613

日・朝・中三国人民連帯の歴史と理論　　0936

日清韓近世葛藤顛末　　0674

日清韓交渉録　　0751

日清韓三國新地圖　　1367

日清韓新三國志　　0748

日清韓戦争記　　0746

日鮮清の文化交流　　0714

日滿實業協會朝鮮支部開設發会式概況　　2144

日麗交渉史の研究　　0669

日麗関係編年史料　　0671

日露間之韓国　　0755

日韓外交資料集成　　0403

日韓会談を中心にして　　SKH019

日韓会談を粉砕しよう　　SKH039
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日韓合併輿論　　1490

日韓合邦記念塔写真帖　　1459

日韓合邦小史　　0757

日韓合邦秘史　　0771

日韓関係の基礎知識　　1032

日韓関係の展開　　0808

日韓關係よりの對州研究　　0684

日韓・韓日言語集　　2554

日韓漁業協定実施措置関係法令集　　2351

日韓漁業対策運動史　　2354

日韓漁業の新発足　　2350

日韓キリスト教交流史　　0342

日韓経済協力の方向とその背景　　1693

日韓交通史　　0490

日韓古史斷　　0577

日韓古蹟　　0575

日韓上古史ノ裏面　　0576

日韓条約締結をめぐる内外の動向　　0957

日韓条約と国内法の解説　　0954

日韓条約と日本共産党　　0945

日韓条約に関する国会議事録　　0978

日韓条約-批准の賛否をめぐって　　SKH049

日韓新時代　　0948

日韓正宗溯源　　0582

日韓通商協會報告　　2422

日韓通話　　2549

日韓独裁と人権　　1027

日「韓」の政・経・軍のゆ着構造　　0894

日韓併合小史　　0813

貿易業者名鑑　　2408

日韓名原考　　0036

日韓問題　　0944

日韓問題を考える　　0950

日韓問題懇談会速記録　　SKH036

日韓問題の歴史と構造　　1030

日韓友好条約の成立と社会党の暴状　　SKH048

日觀要攷　　0430

日韓離合之秘史　　0810

日韓両国の将来　　0812

日支外交六十年史　　0776

日支交通の資料的考察　　2437

日支鮮人百年の長計たるべき滿蒙開發策　　1511

日蝕の形骸　　2741-2

日清戰役外交史の研究　　0793

日清戦争(信夫)　　0833

日清戦争(藤村)　　0844

日清戦争圖繪　　0747

日鮮關係の史的考察と其の研究　　0500

日鮮関係史の研究　　0520

『日鮮関係史の研究』(自著)の要旨　　0521

日鮮古史彰考　　0607

日鮮史話　　0531

日鮮神話傳説の研究(柳原書店)　　0596

日鮮神話伝説の研究(平凡社)　　0624

日鮮單語對譯集　　2562

日鮮支の朱子學比較上の問題序説　　0718

日朝学術交流のいしずえ　　0940

日朝関係の史的再検討　　0522

日朝貿易資料(日朝協会)　　2414

日朝貿易資料(日朝貿易会)　　2415

日朝貿易の新しい段階とこれからの課題　　2418

日朝友好運動十年のあゆみ　　0912

日朝友好みんなで根づよく　　0985

●日帝下에 있어서 地主制度 研究　　1698

ニッポン日記　　0877

日本を動かす日韓関係　　0931

日本外交年表竝主要文書　　0801

日本旧外地関係統計資料目録　　0023

日本共産党テーゼ　　1585

日本軍国主義と朝鮮　　1009

日本国家の形成　　0657

日本社会運動の現状　　1514

日本朱子學と朝鮮　　0721

日本上代史管見　　0610

日本上代史の一研究　　0619

日本書紀朝鮮関係記事考證　　0609

日本書紀朝鮮地名攷　　0529

日本畜産協會報告　　2171

日本朝鮮比較建築史　　2511

日本朝鮮比較史話　　0496

日本地理大系　　1454

日本帝国主義と旧植民地地主制　　0823

日本帝国主義の植民地教育と闘った在朝日本人教師

の闘いの記録　　1882

日本帝国主義の朝鮮支配　　0840

日本と韓国　　1029

日本と朝鮮(金)　　0308

日本と朝鮮(中村)　　0524

日本と朝鮮(旗田)　　0563

日本と朝鮮(Carpenter)　　2838

日本と朝鮮の二千年　　0570

日本と朝鮮は仲よくしよう　　SKH017

日本統治下の朝鮮　　0834

日本統治下の朝鮮における朝鮮語教育　　0405

日本にいる朝鮮の子ども　　1752

日本に訴える　　0959

日本に在住する非日本人の法律上の地位　　1636

日本にとって韓国とはなにか　　1017

日本における朝鮮史像　　0522

日本における朝鮮少数民族　　1763

日本に於ける反朝鮮民族運動史　　0791

日本にて共産赤化を実現せんとする朝総連

 　　SKH041

日本の韓国併合　　0816

日本の漁業と日韓条約　　2352

日本の三大朝鮮侵略史　　0843

日本の渡来文化　　0302

日本の中の朝鮮(大江)　　1778

日本の中の朝鮮(宇佐美)　　1803

日本の中の朝鮮文化　　0298
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日本のなかの朝鮮人　　1792

日本の民族運動　　0910

日本文化叢考　　0497

日本文化と朝鮮　　0301

日本海の商港元山　　1282

日本海之對岸　　1245

日本語社会における朝鮮学への構想に関する一試論

 　　2584

日本国政府又は朝鮮銀行の特殊清算人は銀行券の発

行債務に対し補償又は賠償を為す義務ありや

 　　2411

日本人と韓国　　2799

日本人と朝鮮人(吉留)　　1004

日本人と朝鮮人(金)　　1028

日本人と朝鮮人(日本評論社)　　1816

日本人にとっての朝鮮問題　　0306

日本人の海外活動に關する歴史的調査　　1580

日本人の朝鮮観　　0314

日本人の朝鮮像　　0307

日本人のみた在日朝鮮人　　1760

入管体制解体をめざして　　1801

ニューヨークにある朝鮮民主主義統一戦線委員長に

送った祖国平和統一委員会の人士たちの回答の手

紙　　SKH053

韮の匂ひ　　1276

人蓡神草　　2244

人蔘要覧　　2248

人蔘史　　2251

【ね】
熱河日記(平凡社)　　0410

熱河日記(中華叢書委員会)　　0485

燃藜室記述　　0418

【の】
農家經濟調査(慶尚南道ノ分)　　2253

農家更生講本　　2263

農業統計書(出版者不明)　　0087

農業統計表(朝鮮総督府)　　0088

●農業變動・農學思潮　　1701

農山漁村振興運動ノ實施状況　　2272

農山漁村に於ける中堅人物養成施設要覧　　2281

農山漁村に於ける契　　1945

農村更生の指針　　2256

農村振興運動の全貌　　2260

農村副業篇　　2254

●農村經濟・社會變動　　1701

農務統計　　2211

野口遵(鴨居)　　1166

野口遵(吉岡)　　1196

野口遵翁追懐録　　1178

遺された記憶　　2822

伸び行く京城電氣　　2067

【は】
売国的「韓日条約」は無効である　　0514

博士長谷川芳之助　　1078

博多港と朝鮮　　1356

●破閑集　　0356

朴正煕大統領の年頭記者会見(大韓民国海外広報館)

 　　SKH078

朴正煕大統領の年頭記者会見(大韓公論社)

 　　SKH079

伯爵珍田捨己傳　　1136

伯爵陸奥宗光遺稿　　1101

白村江　　0633

白頭の山なみを越えて　　2721

白頭山　　2679

白凡逸志　　0410

馬山商工會報　　0078

馬山港誌　　1051

長谷場純孝先生伝　　1195

秦河勝　　0614

●八域誌　　0356

八隣通聘攷　　0587

発展する朝鮮の言語学および文芸学　　0514

鼻を撫りて　　1950

馬場鍈一傳　　1171

林繁蔵回顧録　　1197

林銑十郎傳　　1126

遥かな山やま　　2762

パルチザン戰記　　2675

パルチザンの兄妹　　2674

半日本人　　1817

恨の文化論　　0309

萬機要覧　　0379　0381

班荊聞譚　　0431

●萬古奇談處世歌　　2618

万才騒擾事件(三・一運動)　　0809

番地のない部落　　2703

半島を一巡して　　0242

半島上代の人文　　0593

半島と大洋の遺跡　　0618

半島同胞の皇國臣民としての活動實話　　1562

半島に聽く　　0244

半島の印象　　1350

半島の事業王野口遵　　1141

半島の翠緑　　1446

半島の山と風景　　0273

半島旅行の印象　　1464

半島人の滿洲開拓状況　　1736

半島人勞務者ニ關スル調査報告　　1737

ハンノキハムシ及アカクビルリハムシの藥劑的驅除

試驗　　2324

反米世界ジャーナリスト大会重要文献集　　0980

板門店　　0902

叛乱軍　　2672
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【ひ】
被壓迫民族の知識人　　0289

東アジア民族史　　0410

東朝鮮　　1240

秘境白頭山天池　　1481

眉山集　　0475

秘史朝鮮休戦会談　　0881

秘史朝鮮戦争(青木書店)　　0961

秘史朝鮮戦爭(新評論社)　　0875

秀吉の朝鮮經略　　0704

人の面影　　1089

ひとの善さと惡さと　　2671

火縄銃のうた　　2683　2819

被爆韓国人　　1826

●備邊司謄録　　0397

ヒメアカカツヲブシムシの研究　　2241

標準韓国語　　2594

評傳伊藤博文　　1168

平壌　　1474

平壤案内　　1293

肥料篇　　2254

秘録大東亜戦史　　0798　0800

【ふ】
府邑面雜誌　　0261

府尹、郡守會議諮問答申書　　1554

府尹郡守會議ニ於ケル道知事訓示要旨　　1554

府尹郡守提出意見　　1554

府尹、郡守提出意見処理概要　　1554

楓皐集　　0440

風雪七十年　　2750

風涛　　2725

福翁自傳　　1065

副業の盛なる道也味里　　1927

福澤先生の朝鮮御經營と現代朝鮮の文化とに就いて

 　　1539

不屈のうた　　2720

福徳房　　2658

北漢山　　1391

富源開發北韓の實業　　2112

釜山鴨緑江間寫眞帖　　1466

釜山橋頭堡の確保　　0963

釜山測候所概要　　1993

釜山測候所月報　　0089

釜山の氣候　　0091

釜山府勢概況　　1390

釜山府勢要覽　　0171

釜山名所繪葉書　　1418

釜山港經濟統計要覽　　0143

釜山港設備一斑　　1253

釜山港貿易概覽　　2368

釜山港貿易統計概要　　2374

釜山府寫眞帖　　1465

府制案ト現行府制トノ對照　　1523

府政一班　　0152

ふたたび朝鮮で　　0972

普通學校漢文讀本　　1842

普通學校實業學校學事状況報告要録　　1840

普通學校朝鮮語讀本　　1842

普通教育事業を改善強化するために　　SKH098

●普通學校朝鮮語讀本　　1842

不逞鮮人　　0411

船の朝鮮　　2439

扶余を見るには!　　1347

部落祭　　0413

文敎の朝鮮　　1866

●文教統計年報　　0122

文宗實録　　0394

文法註釋韓語研究法　　2551

分裂朝鮮の歴史　　0979

文禄慶長朝鮮役　　0675

文祿慶長の役　　0685

文禄・慶長役における被擄人の研究　　0735

文禄征韓水師始末朝鮮李舜臣傳　　1062

文禄役と平壤　　0687

【へ】
平安南道鑛業状況　　2044

平安南道に於ける乾畓　　2219

平安南道の教育と宗教　　1856

平安南道の金融　　2397

平安南道要覽　　0166

平安北道郷土誌　　1323

平安北道鑛業状況　　2044

平安北道ノ林業　　2312

平安北道史　　1055

平安南道勸業要覽　　0135

併合記念朝鮮寫眞帖　　1435

併合の由来と朝鮮の現状　　0766

米穀問題の經過竝諸方策　　2249

平壌案内記　　1228

平壤經濟一斑　　0134

平壤小誌　　1318

平壌電氣府營誌　　2030

平壌の古跡　　1440

平壤發展史　　1050

平壤風景風俗寫眞帖　　1431

平壌風景論　　1260

平壌包圍攻撃　　0754

平壤無煙炭資料集成　　2093

平壌名勝繪葉書　　1411

平壤要覽　　0129

平壌府事情要覧　　0141

米ソ両軍の進駐と日本人の引揚　　0811

平北穀物協會月報　　0097

平和的統一への道　　SKH076

碧蹄館大戦記　　0689
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偏見と差別　　1813

【ほ】
貿易要覽(新義州税関)　　0173

貿易要覧(仁川税関)　　0167

●貿易年鑑　　0053

●訪韓記念写真特集　　1476

蓬左文庫朝鮮本展観目録　　0016

鳳山仮面舞劇その他について　　2527

鳳山郡沙里院面勢概要　　1386

豐太閤征外新史　　0453

豊太閤征韓秘録　　0678

朋黨士禍の檢討　　0361

亡命の街　　2701

亡命記　　0939

慕夏堂金忠善　　0683

慕夏堂集　　0358

●保閑齋集　　0483

[朴春琴氏質問・拓務省側答弁ほか]　　1573

朴正煕　　1218

朴正煕その独裁と腐敗　　1046

朴政権の素顔　　1022

朴達の裁判　　2734

朴烈　　1214

北緯三十八度線　　0860

北韓及間島風景風俗寫眞帖　　1434

北韓の「南北連邦制案」批判　　SKH080

北支在留朝鮮人ノ状況ト其ノ保護指導　　1734

北青郡勢一班　　1388

北鮮開發株式會社定款　　2403

北鮮間島史　　1289

北鮮紀行　　1256

北鮮工業概要　　2080

北鮮自由帰還問題について　　1758

北鮮太古の石器　　0578

北鮮脱出記　　2698

北鮮と南鮮　　0606

北鮮の解放十年　　0895

北鮮の栞　　0214

北鮮の日本人苦難記　　0830

北鮮の農業合作社と農村政策　　2299

北鮮の風光　　1408

北鮮俘虜収容所　　0886

北鮮滿洲北支の旅　　1344

北鮮線案内　　1389

牧羊事業の研究　　2279

ぼくらの夏　　2783

ポケット京城案内　　1271

星にきいてごらん　　2735

蒲鮮萬奴國號考　　0664

墓地ニ關スル調査　　1914

●渤海考　　0356

北韓名勝寫眞帖　　1429

骨を読む　　0943

炎は消えず　　2717

本市に於ける朝鮮人の生計　　1723

本市に於ける朝鮮人工場勞働者　　1722

本道の小作事情　　2269

【ま】
前間先生小傳　　SKH059

枡富安左衛門追想録　　1117

また逢う日には　　1764

またふたたびの道　　2748

待ちわびる心は消えず　　0803

松井茂自傳　　1179

松浦法印征韓日記抄　　0455

マッカーサー回想記　　1200

マッカーサーの謎　　1177

真っ二つの祖国　　0933

松本重彦先生略年譜著作目録　　1187

丸山作楽　　1170

丸山作樂傳　　1066

滿韓新図　　1370

滿鮮支視察旅行報告書　　1342

滿鮮蒙の實觀　　2640

満鮮林業視察日記　　2305

満韓開務鄙見　　2115

滿韓觀光團誌　　1243

滿韓實業視察報告書　　2111

満韓巡錫録　　1235

滿韓利源調査報告書　　2116

滿洲移民夜前物語　　1740

満洲及朝鮮之富源と現勢　　2126

満洲から朝鮮へ　　2644

満洲農村記　　1743

滿洲歴史地理　　0492

滿鮮　　2643

滿鮮考古行脚　　0583

滿鮮鴻爪　　2629

満鮮再検討　　1537

滿鮮雜録　　1335

滿鮮産業の印象　　2155

滿鮮三千里　　2647

満鮮趣味の旅　　0255

滿鮮地方學事視察報告　　1848

滿鮮に於ける漢代五郡二水考　　0588

満鮮の鏡に映して　　0228

滿鮮の行樂　　2627

滿鮮の五十日　　2622

滿鮮文化史觀　　0552

滿鮮北支視察記　　1285

滿鮮遊記　　2623

満鮮林業概観　　2328

満鮮誌　　1346

滿鮮史研究　　0510

滿鮮支視察記録　　1288

万徳幽霊奇譚　　2761
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滿蒙間島北鮮旅行記　　1317

満蒙ニ於ける緬羊及羊毛ニ關スル踏査報告概要

 　　2245

【み】
三浦梧樓関係文書　　0806

見えない朝鮮人　　2779

見えない人々　　1819

三島太郎氏記念誌　　1086

見捨てられた在韓被爆者　　0990

恩賴　　1463

密航者　　2715

「密航者」群　　2828

三矢作戦と日韓条約ベトナム戦争　　SKH045

南次郎　　1189

南朝鮮　　0905

南朝鮮軍事ファシストの殺戮行為　　SKH057

南朝鮮経済史　　1700

南朝鮮人民の生活苦をしめす数字と事実　　SKH033

南朝鮮政治史　　0986

南朝鮮青壮年を侵略戦争の弾よけにする米帝と朴正

煕一味の南ベトナム派兵策動を糾弾する朝鮮民主

主義人民共和国政府の声明　　SKH047

南朝鮮で米帝がデッチあげた軍事クーデターとその

犯罪行為について　　SKH032

南朝鮮の反日論　　1013

南漢山城の開城史　　0695

南朝鮮革命と祖国の統一　　0983

南朝鮮における政治的破綻と朝鮮の平和的統一への

展望　　0514

南日本韓半島雲烟過眼録　　0219

任那興亡史　　0603

任那と日本　　0659

任那日本府と倭　　0637

耳塚　　0741

宮尾舜治傳　　1139

民事慣習囘答彙集　　0369

民主教育と在日朝鮮人問題　　1910

民衆の声　　2803

民籍例規　　1602

民族運動　　0411

民族教育　　1883

民族差別　　1831

民族主義運動篇　　0404

民族としての在日朝鮮人　　1782

民族と歴史　　0530

民族の閃光　　0820

民族の独立と教育　　1880

民族の誇りを育てよう　　1887

明代滿蒙史料　　0393

明律國字解　　0427

【む】
無寃録述(王)　　0429

無冤録述(河合)　　1592

むくげとモーゼル　　2765

陸奥外交　　0777

陸奥宗光　　1064

陸奥宗光伝　　1112

室田義文翁譚　　1137

室町時代の日鮮關係　　0698

【め】
明治三十七八年清韓戰時風景寫真帖　　1424

明治四十年韓國防疫記事　　1964

明治42年以降朝鮮穀價ニ關スル調査　　2188

明治外交秘話　　0817

明治癸卯朝鮮紀行　　0467

明治十五年朝鮮事變と花房公使　　0693

明治初期日韓清関係の研究　　0829

明治と朝鮮　　0294

明治廿七八年在韓苦心録　　0773

明治年間朝鮮研究文獻誌　　0011

明宗實録　　0394

蓂葉志諧　　2641

明太魚 (スケトウダラ) の化學、其の榮養的價値竝

に凍乾明太の改善に關する研究　　2341

緬羊及緬羊事業研究　　2252

【も】
もう一つの韓国　　1039

木浦案内　　1278

木浦大觀　　1284

モダン日本　　0276

最も愛する人びと　　2686

木浦誌　　1049

モンクロシヤチホコに關する2,3の生態觀察

 　　2001

文部省推薦派遣教育家の見たる滿鮮事情　　1329

【や】
躍進朝鮮三十年史　　0783

躍進朝鮮の意氣と針路　　1546

躍進途上にある朝鮮電氣事業の概觀　　2071

藥泉集　　0426

藥草栽培の栞　　2243

約束の土地　　2790

柳宗悦　　1215

山田小太郎先生　　1143

邪馬台国のすべて　　0655

大和朝廷　　0638

山本重治郎傳　　1153

【ゆ】
湯浅倉平　　1210
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邑面制案ト現行面制トノ對照　　1524

雄基案内　　1296

雄基之氣象日表　　0093

[雄基港写真]　　1413

雄基港平面圖　　1396

友好無窮　　SKH010

遊女の歴史　　1959

●挹翠軒遺稿　　0390

雄羅線及羅津港建設概要　　2453

諭告・訓示・演述總攬　　1564

夢かたり　　2820

ゆるすまじ米帝の犯罪　　0921

ユンボギの日記　　2726

【よ】
夜明けの聖火　　1208

與猶堂全書　　0477

夜　　2795

夜がときの歩みを暗くするとき　　2793

夜きた男　　2712

弱虫・泣虫・甘ったれ　　1788

【ら】
麗末鮮初に於ける農莊に就いて　　0666

楽園の夢破れて　　0922

楽浪(駒井)　　0635

楽浪(徳野)　　2650

樂浪及高句麗古瓦圖譜　　2489

楽浪古蹟案内　　1295

【り】
李王宮秘史　　0690

李王朝六百年史　　0726

李恢成集　　2767

李舜臣全集　　0358

李承晩博士傳　　1194

李仁錫上等兵　　1159

李退溪　　0319

李・ライン問題に関する経緯の概要　　SKH018

李ライン問題の経済的分析　　2164

李王の刺客　　2758

李王職蘭谷牧場一覧　　2230

陸軍大將鈴木莊六傳　　1160

離散家族白書　　SKH081

●李承晩博士의片貌　　1193

●李大統領建國政治理念　　0867

●李朝 人口에 關한 身分階級別的勸察　　SKH083

李朝貢納制の研究　　0720

李朝時代の都市と農村とに關する一試論　　1667

李朝時代郷約の歴史と性格　　1673

李朝時代に於ける契規約の研究　　1674

李朝時代の財政　　0725

李朝実録考略　　0017

李朝實録風俗關係資料撮要　　0383

李朝人口に關する一研究　　1660

李朝人口に關する身分階級別的勸察　　1665

李朝染付　　2505

李朝の財産相續法　　0374

李朝の通信使　　0736

李朝の陶磁　　2517

李朝の民田について　　0713

李朝封建社會史　　0715

李朝法制史　　0730

李朝法典考　　0375

李朝末期の通貨とその整理　　0405

李朝史大全　　0733

●李朝實録分類集　　0396-1

李朝風の窯跡と油壺の研究　　2480

吏読集成　　2592

●吏讀資料選集　　2591

隆煕二年財務一班　　1649

龍頭山神社史料　　0336

●龍飛御天歌(釈尾)　　0356

●龍飛御天歌(京城帝国大学)　　0390

兩京去留誌　　2620

良心宣言　　2814

湖南寳庫裡里案内　　1291

林業概況　　2316

林業経営上模範となるべき事蹟概要　　2317

隣語大方　　2571

臨時恩賜金授産事業寫眞帖　　1439

林野統計　　0099

【る】
ルポ・いまだ生々しい歴史の傷口　　1824

ルポ・朝鮮最近史　　1016

ルポルタージュ 朝鮮戦線　　0883

流浪の追憶　　2729

【れ】
黎明の打鐘棒　　1033

黎明の半島と大陸　　0240

櫟庵岩佐珵蔵　　1162

櫟翁稗説　　0464

歴史　　2705

歴史地理　　0495

歴史と文学の諸相　　0305

歴史の平壤　　1313

歴史民俗朝鮮漫談　　1937

●歴代韓國貨幣概觀　　2419

【ろ】
「老開拓士が贈る」半島裏面史　　0280

●労動新聞論説集　　0866
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労働隊制度と雇只隊制度　　2139

ローマ法王廳古文書館所藏黄嗣永帛書の研究

 　　0339

六・二五動乱史　　0899

65万人　　1838

六十万の切実なねがい　　1772

論策と随筆　　1127

論集騎馬民族征服王朝説　　0652

論叢　　2185

【わ】
倭王の末裔　　2766

わがアリランの歌　　1835

わが国と朝鮮民主主義人民共和国との直接貿易許可

に関する請願書　　SKH074

わが魂を解き放せ　　2812

わが文学　　2607

わが民族　　2607

若き抗日パルチザン　　2710

わが國での社會主義經濟建設のために　　0900

和歌山縣人鮮満發達史　　1093

わかる朝鮮語　　2587

和光教園事業要覧　　0329

私と朝鮮　　2829

私の朝鮮語小辞典　　1026

私のなかの朝鮮人　　1828

私の日本観　　0898

私は北の反探偵員であった　　2757

私は見た韓国の内幕　　0946

私の訪朝走り書き　　0932

妾の半生涯　　1175

われら青春の途上にて　　2789

【ハングル】
●개성　　1419

●경제통계연보　　0117

●국어 독본　　2579

●동아 새국어사전　　2576

●력사 론문집　　0513

●새마을運動과 地域社會　　SKH096

●성인 국어 독본　　1873

●실학파와 정다산　　0716

●우리 공부　　1903

●우리나라전도(1971)　　SKH063

●우리나라전도(1974)　　SKH065

●조사월보　　0118

●조선 중앙 년감　　0051

●조선말 사전　　2577

●최신서울특별시안내도　　SKH068

【洋書】
Annual report　　2872

Annual report on administration of Chosen

 　　2850

Annual report on reforms and progress in 

Chosen (Korea)　　2843

The Best sons and daughters of the Chinese 

people　　2855

Can aggression be justified and imperialism 

rationalized by "realism"?　　2873

Catalogue des livres chinois, coréens, 

japonais, etc.　　2837

Ceramic art of Korea　　2878

Corea　　2834

A Correlated history of the Far East　　2897

Les Coréens, aperçu ethnographique et 

historique　　2833

Data on atrocities of U.S. Army in South Korea

 　　2868

Democratic People's Republic of Korea　　2867

East Asia　　2901

Economic history of Chosen　　2848

A n  E c o n o m i c  p r o g r a m m e  f o r  K o r e a n 

reconstruction　　2859

Empires of the Far East　　2844

Estimation and analysis of national savings in 

Korea　　2875

The Face of Manchuria, Korea & Russian 

Turkestan　　2841

Family planning and Korean economy　　2876

Farmers of forty centuries, or, Permanent 

agriculture in China, Korea, and Japan

 　　2852

Folk tales from Korea　　2856

Handbook of Korea　　2866

Histoire de l'église de Corée, précédé 

d'une introduction sur l'histoire, les 

institutions, la langue, les mœurs et 

coutumes coréennes　　2832

History of Korean national music　　2876

Hulbert's History of Korea　　2879

Idea of comarade Kim Il Sung　　2902

Is democracy possible in Korea?　　2876

Japan and Korea(Clayton)　　2890

Japan and Korea(Silberman)　　2881

Japanese seizure of Korea, 1868-1910　　2870

Journal of social sciences and humanities

 　　2877

Journal of three voyages along the coast of 

China, in 1831, 1832, & 1833, with notices 

of Siam, Corea and the Loo-choo Islands

 　　2893

Korea(Hamilton)　　2839

Korea(Kolb)　　2884

Korea(Oh)　　2892

Korea(Seoul Hakwon-sa)　　2869

Korea and her neighbours　　2840
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Korea and the fall of MacArthur　　2871

Korea annual　　2885

Korea in world politics, 1940-1950　　2888

Korea knot　　2865

Korea: the Commonwealth at war　　2889

Korea: time, change and administration　　2895

Korea-Japan relations　　2876

Korean arts　　2864

Korean decision, June 24-30, 1950　　2891

Korean phoenix　　2904

Korean pottery and porcelain of the Yi period

 　　2894

Korean repository　　2886

Korean studies guide　　2858

Korean War and American politics　　2896

Korean-American relations　　2854

The Koreans and their culture　　2857

Korea's heritage　　2898

Map of Korea　　SKH069

Mastery of the Far East　　2847

Mgr. Ridel　　2835

Military policy and economic aid　　2874

Modern Korea　　2899

A Modern pioneer in Korea　　2845

Monthly statistical review　　2883

New Life Korean-English dictionary　　2568

North Korea seen from abroad　　2903

Old Korea　　2853

Opening of Korea　　2887

Paekchŏng of Korea　　2862

The People of the fighting village　　2860

Pictorial Chosen and Manchuria　　1442

Pictorial Chosen　　1443

Pictorial Korea　　1467

Problems of the Far East　　2836

Problems of the modernization of Korea　　2882

Progressive scholars at the close of the 

feudal age in Korea　　2861

Soldier　　2863

The Story of Korea　　2842

Studies on Silla pottery　　2523

Summary of the first five-year economic plan, 

1962-1966　　2880

Talk with executive managing editor of 

Japanese Yomiuri Shimbun and his party April 

23, 1977　　2905

This is Seoul　　1469

Thriving chosen　　1461

Transactions of the Korea Branch of the Royal 

Asiatic Society　　2846　2849

Under the banner of the great Juche idea of 

Comrade Kim Il Sung　　1484

Undiplomatic memories　　2851

Union catalog of books on Korea in English, 

French, German, Russian, etc　　2900

What does U.N. face in Korea?　　2876

被伝者索引

秋本豊之進　　　1119

伊藤博文　　　　1074＊

井上雅二　　　　1151、1152

今井田清徳　　　1161

岩井誠四郎　　　1185

岩佐珵蔵　　　　1162

宇垣一成　　　　1118、1131、1176

内田良平　　　　1206

小川蔵夫　　　　1205

鎌田勝太郎　　　1155

金玉均　　　　　1134

金鐘信　　　　　1208

小磯国昭　　　　1198

斎藤實　　　　　1125、 1151

佐藤巌　　　　　1108

渋沢栄一　　　　1095

下岡忠治　　　　1104

白石直治　　　　1163

鈴木莊六　　　　1160

高山長幸　　　　1135

武田範之　　　　1157

珍田捨己　　　　1136

寺内正毅　　　　1084

頭山滿　　　　　1076

永瀧久吉　　　　1115

野口遵　　　　　1141

朴榮喆　　　　　1103＊

朴烈　　　　　　1172、1173

長谷川芳之助　　1078

花房義質　　　　1077＊

林省三　　　　　1199

日疋信亮　　　　1146

福田英子　　　　1175

星野喜代治　　　1203

丸山鶴吉　　　　1181、1182

水野錬太郎　　　1127

陸奥宗光　　　　1101

望月樗堂　　　　1140

目賀田種太郎　　1130＊

山縣伊三郎　　　1102

山田三良　　　　1190

湯村辰三郎　　　1184

李仁錫　　　　　1159

李舜臣　　　　　1062＊
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