
請求記号 書名 著者 出版年 備考 冊數

070∕1 臺灣と南方支那 田中善立 大正2年 4冊﹙複本﹚ 4

070∕3 拯世慈譚 三教堂 大正3年 1

070∕4 三教會主旨附三教木鐸 高昌子 大正元年 1

070∕5 臺灣大觀﹙全﹚ 樁木義一 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

070∕6 臺灣之文化 景山義郎 大正12年 2

070∕7 臺灣の現狀 大園市藏 大正11年 館藏上編 1

070∕8 南瀛遺珠 諸田光 明治41年 1、2、3輯 3

070∕10 臺灣﹙附臺灣旅行地理案內﹚ 水谷天涯 昭和3年 1

070∕10 臺灣 武內貞義 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

070∕11 臺灣﹙附臺灣旅行地理案內﹚ 水谷天涯 大正12年 1

070∕11 臺灣﹙附臺灣旅行地理案內﹚ 水谷德次郎 昭和5年 1

070∕12 臺灣名勝舊蹟誌 杉山靖憲 大正5年 2冊﹙複本﹚ 2

070∕14 臺灣文化志 伊能嘉矩 昭和3年 3冊﹙上、中、下﹚ 3

070∕15 臺灣の一年 川村竹治 昭和5年 1

070∕16 明日の臺灣 唐澤信夫 昭和4年 1

070∕17 生活上ふり見たろ臺灣の實際 伊原末吉 大正15年 1

070∕18 現下の重要問題 屋部仲榮 昭和6年 1

070∕18 動きゆ臺灣 神田正雄 昭和5年 2冊﹙複本﹚ 2

070∕21 新聞人の見たろ臺灣 間島三三 昭和6年 1

070∕23 臺灣史料集成 臺灣文化三百年紀念會 昭和6年 1

070∕24 櫟社沿革志略 傅錫祺 昭和6年 1

070∕26 臺灣關係資料展觀目錄 臺灣總督府圖書館 昭和4年 1

070∕27 臺中州立圖書館圖書目錄 臺中州立圖書館 昭和9年 1

070∕28 臺灣總督府圖書館選定圖書目錄 臺灣總督府圖書館 昭和12年 附公學校兒童課外讀物目錄 1

070∕29 選定兒童用圖書目錄 臺灣圖書館協會 昭和3年 3冊﹙複本﹚ 3

070∕30 圖書目錄 市立屏東圖書館 昭和10年 1

070∕30 圖書目錄 市立屏東圖書館 昭和6年 1

070∕31 和漢圖書分類目錄 臺灣總督府圖書館 昭和15年 哲學、宗教、教育 1

070∕31 和漢圖書分類目錄 臺灣總督府圖書館 昭和3年 藝術、產業、家政 1

070∕31 和漢圖書分類目錄 臺灣總督府圖書館 昭和4年 理學、醫學、工學、兵事 1

070∕31 和漢圖書分類目錄 臺灣總督府圖書館 大正15年 臺灣之部 1

070∕31 和漢圖書分類目錄 臺灣總督府圖書館 昭和12年 總類 1

070∕31 和漢圖書分類目錄 臺灣總督府圖書館 昭和2年 總類、哲學﹙增加﹚ 1

070∕31 臺南圖書館和漢圖書分類目錄 臺南圖書館 大正13年 1

070∕31 和漢圖書分類目錄 臺灣總督府圖書館 大正13年 教育、文學、語言之部 1

070∕31 和漢圖書分類目錄 臺灣總督府圖書館 大正14年 歷史地誌法制經濟社會統計植民之部 1

070∕32 學窓に響く臺灣 主屋米吉 昭和7年 1

070∕35 臺灣の使命 屋部仲榮 昭和7年 1

070∕36 臺灣大觀 安藤元節 昭和7年 4冊﹙複本﹚ 4

070∕37 我觀臺灣 橋本白水 昭和6年 1

070∕39 民俗臺灣﹙月刊﹚ 金關丈夫 昭和17年 7月至12月﹙第二卷﹚ 1

070∕39 臺灣讀本 田中一二 昭和8年 2冊﹙複本﹚另一本昭和3年 2

070∕40 推薦認定圖書目錄 臺灣教育會 昭和8年 1

070∕40 推薦認定圖書目錄 臺灣圖書館協會 4冊﹙昭和10至12年﹚昭和10年﹙複本﹚ 4

070∕42 時局と臺灣 屋部仲榮 昭和8年 1

070∕46 臺灣海峽 山下仲次郎 大正5年 2冊﹙複本﹚ 2

070∕47 臺灣裸體踴 河村房吉 昭和7年 1

070∕49 臺灣を語る 林肇 昭和8年 3冊﹙複本﹚ 3

070∕50 吾等の臺灣 林肇 昭和7年 1

070∕52 兒童讀物目錄 臺中州立圖書館 昭和11年 1
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070∕53 思想的臺灣への展望 米澤玄尚 昭和8年 3冊﹙複本﹚ 3

070∕55 南邦事情 大園市藏 大正10年 1

070∕56 臺灣文獻展觀目錄 西川滿 昭和9年 1

070∕57 臺灣實步 山口國次郎 昭和9年 2冊﹙複本﹚ 2

070∕58 今村義夫遺稿集 今村義夫 大正15年 1

070∕60 臺灣古代文化の謎 石坂莊作 昭和10年 2冊﹙複本﹚ 2

070∕61 躍進臺灣の全貌 田中一二 昭和10年 1

070∕62 臺灣を視る 篠田治策 昭和10年 2冊﹙複本﹚ 2

070∕63 施政四十年の臺灣 臺灣總督官房調查課 昭和10年 1

070∕66 說囊 林本元 昭和10年 1

070∕69 南瀛遺珠本編枝輯二百歲前之臺灣 諸田光 明治42年 1

070∕70 臺灣日日新報創刊15年紀念臺灣一覽 涌島万一 明治45年 1

070∕71 臺灣諸島誌 小川琢治 明治29年 1

070∕72 臺灣志 伊能嘉矩 明治35年 2冊﹙卷一、卷二﹚ 2

070∕73 臺灣大觀 昭和10年 1

070∕74 臺灣館 月出皓 明治36年 1

070∕75 臺灣誌 參謀本部 明治28年 1

070∕26 臺嶋踏查實記 石阪莊作 明治32年 2冊﹙複本﹚明治37年再版 2

070∕77 臺灣紀要﹙全﹚ 村上玉吉 明治32年 1

070∕79 臺灣紀聞 滿川成種 明治6年 1

070∕80 臺灣志﹙全﹚ 足立栗園 明治27年 1

070∕82 臺灣府志 余文儀 不詳 14冊﹙卷1至卷26﹚ 14

070∕84 伸び行く臺灣 林肇 昭和11年 2冊﹙複本﹚ 2

070∕84 凉風筆戰錄 永岡芳輔 昭和6年 2冊﹙複本﹚ 2

070∕86 躍進臺灣の全貌 池上清德 昭和11年 1

070∕87 史蹟調查報告 臺灣總督府內務局 昭和11年 第二輯 1

070∕88 新聞人生活二十有五年 泉風浪 昭和11年 1

070∕89 臺灣發達史 林進發 昭和11年 1

070∕90 現代の青年は如何に生く可きか 宮武兼三 昭和11年 附臺灣官界民間人物評論 1

070∕91 貓の髭 三卷俊夫 昭和11年 2冊﹙複本﹚＋1冊續編共3冊 3

070∕99 日清講和談判秘話﹙臺灣割讓﹚ 南浦正吉 昭和12年 1

070∕101 閩海紀要 泉南夏琳 大正14年 1

070∕103 臺灣外記﹙賜國姓鄭成功全傳﹚ 陳祈永 共10卷﹙10冊﹚ 10

070∕105 臺灣讀本 臺灣總督府情報部 昭和16年 4冊﹙複本﹚ 4

070∕110 臺灣文化論叢 金關丈夫、國分直一等 昭和18年 1

070∕111 南部臺灣 南部物產共進會 明治44年 附共進會案內 1

070∕112 この一二年 戶水昇 昭和2年 1

070∕114 臺灣縱橫觀 千種康允 昭和14年 附臺灣紳士錄 1

070∕115 民俗臺灣﹙月刊﹚ 金關丈夫 昭和19年 2冊﹙第二卷上半期和下半期﹚ 2

071∕1 新聞編集の實際 日本新聞協會譯 昭和25年 1

0711∕1 開元寺略誌 黃慎淨 大正8年 1

0711∕2 縣社開山神社沿革志 山田孝使 大正4年 附鄭成功傳 1

0711∕3 儒道釋三聖寶經 明治45年 1

0711∕4 臺南聖廟考 山田孝使 大正7年 1

0711∕9 羅祖派下八支因果經 蘇養 昭和7年 1

0711∕10 佛說堅固女經講話 林秋梧 1

0711∕13 真宗本派本願寺臺灣開教史 臺灣開教教務所 1

0711∕15 バァクレイ博士の面影 井川直衛 昭和11年 1

0711∕16 臺灣の宗教 增田福太郎 昭和14年 1

0711∕17 文廟丁祭譜 不詳 1

0711∕19 文廟祀位 不詳 1
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0711∕20 臺灣に於ける神社及宗教 臺灣總督府文教局社會課 昭和18年 1

0711∕21 天昇の神廟寺 宮崎直勝 昭和17年 1

0711∕23 戒殺放生圖說 1

0711∕25 臺灣宗教と迷信陋習 曾景來 昭和13年 1

0711∕26 聖廟釋奠儀節 林海籌 昭和8年 1

0715∕1 慶饗老典錄 明治33年 4冊 4

0715∕2 臺灣孝節錄 鷹取田一郎編 大正5年 13冊﹙複本﹚ 13

0715∕6 奧津城建設報告書 縑田會務所 昭和11年 1

0715∕9 一日一時間讀書 小林準一 昭和12年 1

0715∕16 潘公免災寶卷 黃來成 大正10年 1

072∕1 臺灣中等學校入學試驗問題集 吉田金邊 大正8年 1

072∕2 受驗案內 中等學校受驗研究會 大正12年 1

072∕5 臺灣教育志稿 臺灣總督府 明治35年 1

072∕9 臺灣の學校教育 臺灣總督府文教局 昭和16年 1

072∕9 臺灣の教育 臺灣總督府文教局 昭和10年 1

072∕9 臺灣の教育 臺灣總督府文教局 昭和11年 1

072∕9 臺灣の教育 臺灣總督府文教局 昭和12年 1

072∕10 コアン氏言語教授方案 臺灣總督府民政部學務課 明治33年 1

0722∕1 提要對照臺灣小公學校關係法規 渡邊節治 昭和3年 1

0722∕2 校規 臺南南門尋常小學 1

0722∕3 臺南州立臺南第一中學校諸規程 1

0722∕4 臺南師範學校附屬公學校內規畫 臺南師範學校附屬公學校 昭和4年 2冊﹙複本﹚ 2

0722∕1 臺南州管內學事一覽 臺南州內務部教育課 大正10年 1

0722∕1 臺南州管內學事一覽 臺南州內務部教育課 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

0722∕1 臺南州管內學事一覽 臺南州內務部教育課 大正13年 附社寺兵事概覽 1

0722∕1 臺南州管內學事一覽 臺南州內務部教育課 大正14年 附社寺兵事概覽 1

0723∕5 臺灣學事法規 臺灣教育會 大正12年 1

0723∕6 臺灣總督府學事第22年報 臺灣總督府內務局文教課 大正15年 大正12年度 1

0723∕6 臺灣總督府學事第23年報 臺灣總督府內務局文教課 大正15年 大正13年度 1

0723∕6 臺灣總督府學事第24年報 臺灣總督府內務局文教課 昭和2年 大正14年度 1

0723∕6 臺灣總督府學事第25年報 臺灣總督府內務局文教課 昭和3年 昭和元年度 1

0723∕6 臺灣總督府學事第26年報 臺灣總督府內務局文教課 昭和4年 昭和2年度 1

0723∕6 臺灣總督府學事第29年報 臺灣總督府內務局文教課 昭和8年 昭和5年度 1

0723∕6 臺灣總督府學事第30年報 臺灣總督府內務局文教課 昭和8年 昭和6年度 1

0723∕6 臺灣總督府學事第32年報 臺灣總督府內務局文教課 昭和10年 昭和8年度 1

0723∕6 臺灣總督府學事第34年報 臺灣總督府內務局文教課 昭和12年 昭和10年度 1

0723∕6 臺灣總督府學事第35年報 臺灣總督府內務局文教課 昭和13年 昭和11年度 1

0723∕6 臺灣總督府學事第36年報 臺灣總督府內務局文教課 昭和15年 昭和12年度 1

0723∕7 臺南州學事一覽 臺南州內務部教育課 8冊大正15年.89昭和3.4.8.5.10.12.16年 8

0723∕8 小學校各科教授實施要鋼 臺灣總督府 大正6年 1

0723∕9 臺灣總督府學校生徒及兒童身體檢查統計書 臺灣總督府內務局學務課 大正13年 大正11年度 1

0723∕9 臺灣總督府學校生徒及兒童身體檢查統計書 臺灣總督府文教局學務課 昭和4年 昭和2年度     實數﹙全島﹚ 1

0723∕9 臺灣總督府學校生徒及兒童身體檢查統計書 臺灣總督府文教局學務課 昭和4年 昭和2年度     實數﹙州廳第一卷﹚ 1

0723∕9 臺灣總督府學校生徒及兒童身體檢查統計書 臺灣總督府文教局學務課 昭和4年 昭和2年度     實數﹙州廳第二卷﹚ 1

0723∕9 臺灣總督府學校生徒及兒童身體檢查統計書 臺灣總督府文教局 昭和10年 昭和7年度 1

0723∕9 臺灣總督府學校生徒及兒童身體檢查統計書記述文 臺灣總督府文教局學務課 昭和5年 昭和2年度 1

0723∕9 臺灣總督府學校生徒及兒童身體檢查統計書 臺灣總督府文教局 昭和15年 昭和12年度 1

0723∕11 學事年報職業疾病分類 臺南州 不詳 1

0723∕12 臺北臺中地方視察報告 臺南市教育視察團 昭和2年 1

0723∕13 新竹州教育統計要覽 新竹州教育課 昭和12年 昭和10年 1

0725∕1 臺灣博物教授資料解說 門間幸造，井上武雄 大正12年 1

3/267



0725∕3 公學校各科教授法 九住榮一，藤本元次郎 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

0725∕4 公學校に於ける會話補導十二講 栗原源七 昭和4年 1

0725∕10 公學校教授要目 臺灣總督府 大正11年 日本歷史、地理、、理科、農業、商業、裁縫及家事 1

0725∕12 公學校綴方教授書 臺灣總督府 大正8年 第三學年用 1

0725∕13 公學校用理科教授書 臺灣總督府 昭和2年 卷一 1

0725∕13 公學校用理科教授書 臺灣總督府 昭和4年 卷二 1

0725∕13 公學校用理科教授書 昭和5年 卷三 1

0725∕15 昭和己巳の年頭感 東臺灣研究會 昭和4年 1

0725∕15 小學校唱歌教授書 臺灣總督府 大正4年 1

0725∕16 公學校唱歌集 臺灣總督府 大正4年 1

0725∕17 公學校國語科教授効果增進の具體的方案 臺南州教育課 大正14年 1

0725∕17 公學校國語科綴方教授書 臺灣總督府 大正8年 第四學年用 1

0725∕18 學校體操教授要目 臺灣總督府 昭和2年 1

0725∕19 言葉の指導 渡邊正 昭和5年 1

0725∕22 國語讀方科體操科教授に關する研究 下川高次郎 大正14年 1

0725∕23 細目式公學校作法指導の研究 淡水女子公學校 昭和8年 1

0725∕24 公一の教育 渡邊正 昭和8年 2冊﹙複本﹚ 2

0725∕25 學校と家庭 南門尋常小學校 大正14年 9冊3.4.6.7.8.10.10﹙複本﹚.11.12卷 9

0725∕26 會報﹙2.4.5.8.10號﹚ 南門尋常小學校 昭和2年 5冊﹙同窓會﹚ 5

0725∕27 小學校に於ける國史教授の實際的研究 臺南市花園尋常小學校 昭和8年 3冊﹙複本﹚ 3

0725∕28 國史科研究發表會行事及教授案其他 臺南市花園尋常小學校 昭和8年 2冊﹙複本﹚ 2

0725∕29 卒業記念﹙大正十四年度﹚ 高雄州屏東郡內埔第二公學校 大正15年 1

0725∕30 實習地運用法 新化郡安定公學校 不詳 2冊﹙複本﹚ 2

0725∕31 理科教授に關する研究 蒜頭尋常小學校 不詳 2冊﹙複本﹚ 2

0725∕33 學校施設要覽 明治公學校 不詳 1

0725∕34 學報 臺南女子公學校 昭和2年 創刊號 1

0725∕36 第五回教授研究發表會發表要項 臺南師範學校附屬公學校 昭和8年 2冊﹙複本﹚﹙日本歷史科﹚ 2

0725∕37 公學校各科教授各學年の主眼點及注意 臺南師範學校附屬公學校 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

0726∕1 旭陵﹙第九號﹚ 嘉義中學校校友會 昭和13年 1

0726∕1 校友會雜誌﹙第二號﹚ 嘉義中學校校友會 昭和4年 1

0726∕1 校友會雜誌﹙第三號﹚ 嘉義中學校校友會 昭和5年 教育勅語渙發四十年記念號 1

0726∕1 校友會雜誌﹙第四號﹚ 嘉義中學校校友會 昭和6年 1

0726∕1 校友會雜誌﹙第五號﹚ 嘉義中學校校友會 昭和8年 1

0726∕1 校友會雜誌﹙第六號﹚ 嘉義中學校校友會 昭和9年 創刊十周年記念號 1

0726∕3 臺灣教員檢定普通文官試驗算術講義及問題解答 崇文堂書店 昭和3年 1

0726∕4 臺灣に於ける學校園 加藤謙一 昭和4年 1

0726∕5 輔仁﹙臺南長老教中學學友會﹚第6號 私立臺南長老教中學 昭和4年 2冊﹙複本﹚ 2

0726∕5 輔仁﹙臺南長老教中學學友會﹚第7號 私立臺南長老教中學 昭和5年 1

0726∕5 輔仁﹙臺南長老教中學學友會﹚第9號 私立臺南長老教中學 昭和7年 1

0726∕5 輔仁﹙臺南長老教中學學友會﹚第10號 私立臺南長老教中學 昭和9年 2冊﹙複本﹚ 2

0726∕5 輔仁﹙臺南長老教中學學友會﹚第11號 私立臺南長老教中學 昭和10年 1

0726∕5 輔仁﹙臺南長老教中學學友會﹚第12號 私立臺南長老教中學 昭和11年 1

0726∕5 校友會雜誌第4號 臺南第一高等女學校 大正14年 1

0726∕5 校友會雜誌第5號 臺南第一高等女學校 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

0726∕5 臺灣博物教科書﹙植物篇﹚ 牧茂市郎 大正9年 1

0726∕7 校友會雜誌第6號 臺南第一高等女學校 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

0726∕7 校友會雜誌第7號 臺南第一高等女學校 昭和2年 創立十周年記念 1

0726∕10 創立滿三十年記念誌 臺北第三高等女學校 昭和8年 1

0726∕10 創立滿三十五年記念誌 臺北第三高等女學校 昭和8年 1

0726∕11 卒業生名簿 臺南第一中學校 昭和9年 1

0726∕12 校友會雜誌第8號 臺南第一中學校 大正15年 1
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0726∕12 校友會雜誌第9號 臺南第一中學校 昭和2年 1

0726∕12 校友會雜誌第10號 臺南第一中學校 昭和3年 1

0726∕13 校友會雜誌第2號 臺南第二中學校 昭和4年 1

0726∕14 會員名簿 臺南長老教女學校友會 昭和8年 1

0726∕15 私立臺南長老教中學校友會雜誌 私立臺南長老教中學 昭和2年 第四號 11

0726∕17 私立臺南長老教中學校友會會報 臺南長老教中學校友會 昭和6年 第一號 1

0726∕18 あさひかづら 臺北女子高等學院學友會 昭和10年 第一號 1

0726∕21 臺灣教員檢定試驗受驗者必攜 新高堂書店 昭和7年 小學校公學校﹙附 近12年間試驗問題集﹚ 1

0726∕22 臺灣教員檢定普通文官試驗問題集 新高堂書店 昭和13年 專門學校入學者檢定 1

0727∕2 臺灣總督府臺北高等學校一覽 臺灣總督府臺北高等學校 昭和6年 1

0727∕2 臺灣總督府臺北高等學校一覽 臺灣總督府臺北高等學校 昭和7年 1

0727∕2 臺灣總督府臺北高等學校一覽 臺灣總督府臺北高等學校 昭和8年 1

0727∕2 臺灣總督府臺北高等學校一覽 臺灣總督府臺北高等學校 昭和9年 1

0727∕2 臺灣總督府臺北高等學校一覽 臺灣總督府臺北高等學校 昭和10年 1

0727∕2 臺灣總督府臺北高等學校一覽 臺灣總督府臺北高等學校 昭和11年 1

0727∕2 臺灣總督府臺北高等學校一覽 臺灣總督府臺北高等學校 昭和12年 1

0727∕3 臺北高等商業學校一覽 臺北高等商業學校 昭和5年 1

0727∕3 臺北高等商業學校一覽 臺北高等商業學校 昭和7年 1

0727∕3 臺北高等商業學校一覽 臺北高等商業學校 昭和8年 1

0727∕3 臺北高等商業學校一覽 臺北高等商業學校 昭和9年 1

0727∕3 臺北高等商業學校一覽 臺北高等商業學校 昭和10年 1

0727∕3 臺北高等商業學校一覽 臺北高等商業學校 昭和11年 1

0727∕3 臺北高等商業學校一覽 臺北高等商業學校 昭和12年 1

0727∕3 臺北高等商業學校一覽 臺北高等商業學校 昭和13年 1

0727∕4 臺北師範學校創立三十周年記念誌 臺北師範學校 大正15年 1

0727∕5 臺北師範學校創立三十周年記念號 臺北師範學校校友會 昭和2年 校友會誌第42號 1

0727∕6 臺灣總督府臺南高等工業學校一覽 臺南高等工業學校 昭和7年 1

0727∕6 臺灣總督府臺南高等工業學校一覽 臺南高等工業學校 昭和9年 2冊﹙複本﹚ 2

0727∕6 臺灣總督府臺南高等工業學校一覽 臺南高等工業學校 昭和11年 1

0727∕8 臺南高工應用化學會報 臺南高等工業學校 昭和8年 1

0727∕9 龍舌蘭 臺南高等工業學校校友會 昭和9年 開校祝賀式記念號 1

0727∕10 臺北帝國大學一覽 臺南高等工業學校 昭和9年 1

0727∕10 臺北帝國大學一覽 臺北帝國大學 昭和10年 1

0727∕10 臺北帝國大學一覽 臺北帝國大學 昭和11年 1

0727∕10 臺北帝國大學一覽 臺北帝國大學 昭和12年 1

0727∕10 臺北帝國大學一覽 臺北帝國大學 昭和13年 1

0727∕10 臺北帝國大學一覽 臺北帝國大學 昭和15年 1

0727∕10 臺北帝國大學一覽 臺北帝國大學 昭和16年 1

0727∕10 臺北帝國大學一覽 臺北帝國大學 昭和18年 1

0727∕11 會員名簿 臺灣商專同窓會 不詳 2冊﹙複本﹚ 2

0727∕11 會員名簿 臺灣商專同窓會 昭和7年12月 1

0727∕12 臺南神學校校友雜誌 臺南神學校 昭和4年 2冊﹙複本﹚第2號 2

0727∕12 臺南神學校校友雜誌 臺南神學校 昭和6年 第3號 1

0727∕12 臺南神學校校友雜誌 臺南神學校 昭和8年 第4號 1

0727∕15 臺南州立臺南盲啞學校一覽 臺南州立臺南盲啞學校 昭和11年 1

0728∕1 臺灣總督府圖書館選定圖書目錄 臺中州立圖書館 昭和3年 附公學校兒童課外讀物書錄﹙大正11年分﹚ 1

0728∕2 地方改良の具体的方策 臺南州內務部地方課 昭和3年 懸賞論文 1

0728∕2 街庄事務整理改善丿方法 臺南州內務部地方課 昭和4年 2冊﹙複本﹚懸賞論文第2輯 2

0728∕2 市街庄の財政確立に關する具体的方策 臺南州內務部地方課 昭和5年 懸賞論文第3輯 1

0728∕3 新竹州立新竹圖書館一覽 新竹州立新竹圖書館 6冊昭和2.5.7.9.10.12年 6

0728∕4 臺南州社會教育要覽 臺南州共榮會 昭和4年 1
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0728∕4 臺南州社會教育要覽 臺南州共榮會 昭和5年 1

0728∕4 社會教育要覽 臺南州社會教育課 昭和12年 1

0728∕4 社會教育要覽 臺南州社會教育課 昭和17年 1

0728∕4 社會教育要覽 臺南州社會教育課 昭和14年 1

0728∕4 社會教育要覽 臺南州社會教育課 昭和15年 2冊﹙複本﹚ 2

0728∕5 保護之友 臺灣三成協會 昭和4年 釋放者保護事業彙報第九輯 1

0728∕8 教育研究論文 臺南州教育課 昭和6年 1

0728∕11 圖書館利用案內 臺北帝國大學 不詳 臺北帝國大學附屬 1

0728∕13 青年團指導論文集 新竹州 昭和7年 1

0728∕14 臺中州立圖書館一覽 臺中州立圖書館 3冊昭和4.5.11年 3

0728∕15 臺南市立臺南圖書館一覽 臺南市立臺南圖書館 大正13年 1

0728∕16 臺灣總督府圖書館一覽 臺灣總督府圖書館 昭和4年 3冊﹙複本﹚ 3

0728∕16 臺灣總督府圖書館概覽 臺灣總督府圖書館 昭和12年 附島內圖書館表 1

0728∕16 臺灣總督府圖書館要覽 臺灣總督府圖書館 昭和10年 開館二十周年記念 1

0728∕18 社會教育研究論文 臺南州共榮會 昭和6年 2冊﹙複本﹚ 2

0728∕18 社會教育研究論文 臺南州共榮會 昭和7年 1

0728∕21 近多く讀まれた良書二百種 臺中州立圖書館 昭和8年 附こどもの本五十種 1

0728∕22 臺灣社會教育概要 臺灣總督府文教局社會課 昭和8年 1

0728∕22 臺灣社會教育概要 臺灣總督府文教局社會課 昭和9年 1

0728∕22 臺灣總督府社會教育概要 臺灣總督府文教局社會課 昭和8年 1

0728∕23 社會教化美談集 臺灣總督府 昭和9年 1

0728∕24 基隆市立基隆圖書館要覽 基隆圖書館 昭和11年 1

0728∕24 基隆市立基隆圖書館要覽 基隆圖書館 昭和12年 1

0728∕29 農村娛樂改善部落學藝會腳本集 臺中教化聯合會 昭和15年 2冊﹙複本﹚教化資料第八輯 2

0728∕30 臺南市教育要覽 臺南市役所 昭和17年 2冊昭和16.17年 2

0728∕31 嘉義市教育要覽 嘉義市役所 昭和15年 1

0728∕32 臺北市社會教育概況 臺北市役所 昭和17年 2冊昭和15.17年 2

0728∕33 臺中州社會教育要覽 臺中州 昭和16年 3冊﹙複本﹚ 3

0729∕1 公學校農業書 臺灣總督府 昭和5年 2冊﹙卷一卷二﹚ 2

0729∕2 公學校商業書 臺灣總督府 昭和5年 2冊﹙卷一卷二﹚ 2

0729∕3 國語教育農業讀本﹙全﹚ 臺灣總督府 大正2年 1

0729∕9 臺灣農業教科書 牧辰二，井上德彌 大正8年 2冊﹙複本﹚ 2

0729∕23 公學校算術書﹙兒童用﹚ 臺灣總督府 大正3年 2冊﹙第五及六學年﹚ 2

0729∕12 公學校用理科帖 臺灣總督府 大正6年 2冊﹙卷一卷二﹚ 2

0731∕1 大雅唱和集 鷹取田一郎 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

0731∕2 高雄旗津吟社徵詩集 旗津吟社 大正11年 1

0731∕3 高砂歌集 吉川利一 大正13年 2冊﹙複本﹚內含上下集 2

0731∕4 新年言志 鷹取田一郎 大正13年 3冊﹙複本﹚ 3

0731∕5 壽星集 臺灣總督官房文書課 大正5年 3冊﹙複本﹚ 3

0731∕6 羅華改造統一書翰文 劉青雲 西元1925年 3冊﹙複本﹚ 3

0731∕7 臺灣詩集第一輯 後藤大治 昭和2年 1

0731∕8 東閣倡和集 豬口安喜 昭和2年 1

0731∕11 鳴鼓集二集 黃臥松 昭和3年 1

0731∕11 鳴鼓集三集 黃臥松 昭和3年 1

0731∕11 鳴鼓集四集 黃臥松 昭和5年 1

0731∕12 渡臺雜詠 昭和5年 1

0731∕13 詩歌陣第一輯 林與志夫 昭和6年 1

0731∕16 過彰化聖廟詩集 黃臥松 昭和5年 1

0731∕18 臺灣實情式辭類篡 新竹圖書刊行會 昭和6年 1

0731∕19 無悶草堂詩存 傅錫祺 昭和8年 2冊﹙複本﹚ 2

0731∕21 喜劇生蕃襲來 太郎冠者 大正2年 1
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0731∕22 臺灣官民奇聞情話 赤烏帽子 大正14年 1

0731∕23 東遊雜詠詩集全 陳錫津 昭和10年 1

0731∕25 如是我觀 栗山新造 昭和10年 1

0731∕25 如是我觀 栗山新造 昭和13年 1

0731∕30 臺灣雜詠合刻 王凱泰補註 不詳 2冊﹙複本﹚ 2

0731∕31 臺灣雜詠 青山鉞四郎 昭和6年 1

0731∕32 通俗臺灣軍談 萍水散人 5冊﹙仁.信.智.義.禮﹚ 5

0731∕33 彰化崇文社貳拾週年記念詩文集 黃臥松 昭和11年 1

0731∕34 臺疆慶頌錄 鷹取田一郎 大正13年 1

0731∕35 新高山の歌と詩 大橋捨三郎 昭和12年 1

0731∕36 南方の果樹園 黑木謳子 昭和12年 1

0731∕37 網溪詩集 楊仲佐 昭和12年 含上下卷 1

0731∕38 六亭文集 鄭六亭 4冊 4

0731∕39 承歡集 陳添和 昭和17年 1

0731∕40 みどり句集﹙故美烏鳥女遺稿﹚ 渡邊義孝 昭和15年 1

0731∕41 臺灣小說集 中村地平 昭和16年 1

0731∕42 臺灣文學集 西川滿 昭和17年 1

0731∕43 赤崁記 西川滿 昭和17年 1

0731∕44 編輯迷津寶筏 大東道永 昭和16年 2冊﹙乾部.坤部﹚ 2

0731∕45 傳記小說吳鳳 長尾和男 昭和18年 4冊﹙複本﹚ 4

0731∕46 創作集鄭一家 坂口袊子 1

0731∕48 西篁薤露集 田鶴治郎編 明治41年 1

0731∕49 如蘭詩集 村上先 明治44年 1

0731∕50 采詩集                 第壹編 采詩會 明治45年 1

0731∕51 舌擊編 沈粟山 5冊﹙1，2，3，4，5﹚ 5

0731∕53 臺灣詩薈            第十二號 連雅堂編 大正13年 1

0731∕54 鲲濤集 潘貫 昭和12年 1

0731∕60 南の枝 庄司總一 昭和18年 1

0731∕61 穆如吟社集 籾山逸也編 明治33年 1

0731∕62 偏遠堂吟草 春官第 大正3年 1

0731∕63 臺陽詩話 王松友竹 1

0731∕64 荻 濱田隼雄 昭和19年 1

0731∕65 草創 濱田隼雄 昭和19年 1

0732∕1 日臺小字典 臺灣總督府民政部學務課 明治31年 1

0732∕2 日臺小辭典 臺灣總督府 明治41年 3冊﹙複本﹚ 3

0732∕3 新式速成實用國語會話 渡邊節治 大正10年 1

0732∕4 新撰註解日臺會話讀修 川合真永 大正5年 1

0732∕5 新撰日臺語言集 岩崎敬太郎 大正2年 2冊﹙複本﹚ 2

0732∕7 國語對譯臺語大成 劉克明 大正5年 1

0732∕9 日臺會話大全 衫房之助 大正14年 1

0732∕10 訂定臺灣十五音字母詳解 臺灣總督府民政部學務課 明治41年 1

0732∕11 臺日新辭書 東方孝義 昭和6年 2冊﹙複本﹚ 2

0732∕12 話語本位口語會話教本 大苗大雅 昭和9年 附口語書簡文例 1

0732∕13 羅馬字發音式臺灣語典 岩崎敬太郎 昭和6年 1

0732∕15 發音練習用語 不詳 不詳 1

0732∕16 日臺會話大全 水上梅彥 明治29年 1

0732∕17 國語發音法と口語法 小山朝丸 昭和6年 大正12年初版 1

0732∕18 臺灣偵探實話 江間常吉 昭和18年 2冊﹙第一，二輯﹚ 2

0735∕1 神話臺灣生蕃人物語 入江曉風 大正9年 2冊﹙複本﹚昭和3年 2

0735∕2 抄本太魯閣蕃語集 臺灣總督府蕃務本署 大正3年 2冊﹙複本﹚ 2

0735∕3 臺灣俚謠粹吟 吉田季四郎 大正8年 2冊﹙複本﹚ 2
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0735∕4 生蕃傳說集 佐山融吉，大西吉壽 大正12年 1

0735∕5 謎の生蕃 田上忠之 大正12年 1

0735∕6 臺灣昔噺 宇井英 大正4年 4冊﹙複本﹚ 4

0735∕7 對譯臺灣笑話集 川合真永 大正4年 6冊﹙複本﹚ 6

0735∕8 日臺俚諺詳解 片岡嚴 大正3年 1

0735∕10 國語びき北蕃語辭典 臺灣總督府 大正7年 1

0735∕11 蕃語研究 安倍明義 昭和5年 2冊﹙複本﹚ 2

0735∕12 原語による臺灣高砂族傳說集 小川尚義・淺井惠倫同著 昭和10年 1

0735∕13 蕃人の奇習と傳說 田上忠之 昭和10年 1

0735∕14 台灣蕃族の歌 竹中重雄 昭和10年 第一集 1

0735∕15 臺灣むかし話 竹內治 昭和17年 2冊﹙複本﹚ 2

0735∕15 臺灣むかし話 稻田尹 昭和18年 2冊﹙複本﹚第二輯 2

0735∕15 臺灣むかし話 鶴宥郁 昭和18年 2冊﹙複本﹚第三輯 2

0735∕16 臺灣面白いオトギばなし 東亞出版社編輯部編 昭和18年 1

0735∕17 台灣地方傳說集 台灣藝術社編輯部 昭和18年 1

0735∕61 華麗島民話集 西川滿，池田敏雄 昭和17年 1

0736∕1 臺灣技術協會講演集第1輯 有川有司編輯 昭和16年 附通常總會記錄 1

0736∕1 臺灣技術協會講演集第2輯 有川有司編輯 昭和17年 附通常總會記錄 1

074∕3 臺灣大年表 原房助 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

074∕3 臺灣大年表 原房助 昭和7年 1

074∕4 臺灣史 山崎繁樹，野上嬌介 昭和2年 1

074∕5 臺灣全誌 藤崎濟之助 昭和3年 2冊﹙複本﹚昭和6年再版 2

074∕9 臺南縣誌 臺南縣廳 明治32年 1

074∕10 臺灣史要 秋鹿見橘 明治28年 1

074∕12 臺灣みやげ話 片岡巖 大正14年 1

074∕13 臺灣治績志 井出季和太 昭和12年 2冊﹙複本﹚ 2

074∕14 臺灣小史 佐山融吉 大正13年 1

074∕112 臺灣見聞記 中西伊之助 昭和12年 1

0741∕1 北臺灣之古碑 石坂莊作 大正12年 1

0741∕2 臺灣匪誌 秋澤次郎 大正12年 1

0741∕3 殺身成仁通事吳鳳 中田直九 大正元年 5冊﹙複本﹚ 5

0741∕4 朱成功傳 館森鴻 大正2年 1

0741∕9 臺灣官民職員錄 鈴木辰三 大正13年 1

0741∕9 臺灣文官武官民間職員錄 臺灣文官武官民間職員錄發行所 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

0741∕9 臺灣官民職員錄 鈴木辰三 大正9年 1

0741∕10 臺灣民間職員錄 鈴木辰三 大正12年 1

0741∕10 臺灣民間職員錄 鈴木辰三 大正8年 1

0741∕11 臺灣總督府及所屬官署職員錄 伊藤憐之助 昭和5年 1

0741∕11 臺灣總督府及所屬官署職員錄 臺灣總督府編 昭和14年 1

0741∕11 臺灣總督府及所屬官署職員錄 臺灣總督府編 昭和16年 1

0741∕11 臺灣總督府及所屬官署職員錄 臺灣總督府編 昭和19年 1

0741∕11 臺灣總督府及所屬官署職員錄 臺灣總督府編 昭和17年 1

0741∕11 臺灣總督府及所屬官署職員錄 臺灣總督府編 昭和12年 1

0741∕11 臺灣總督府及所屬官署職員錄 臺灣總督府編 昭和13年 1

0741∕11 臺灣總督府及所屬官署職員錄 臺灣總督府編 昭和15年 1

0741∕11 臺灣總督府及所屬官署職員錄 臺灣總督府編 昭和6年 1

0741∕12 臺灣通史 連雅堂 大正9年 2冊﹙館藏中、下﹚ 2

0741∕13 臺南州職員錄 大谷秀一 大正11年 附各種團体職員 1

0741∕13 臺南州職員錄 臺南州 大正11年 附各種團体職員 1

0741∕13 臺南州職員錄 相良吉彌 大正13年 附各種團体職員 1

0741∕13 臺南州下職員錄 榎島知學 昭和8年 附所屬團體 1

8/267



0741∕14 臺灣揚文會 臺灣總督府 明治34年 2冊﹙複本﹚內含會員名冊及策議 2

0741∕17 大異動後之臺灣官吏職員錄 荒木傳 大正14年 附臺灣海軍、陸軍將校職員並民間 1

0741∕18 新臺灣の人人 宮川次郎 大正15年 3冊﹙複本﹚ 3

0741∕21 中央山脈橫斷 入澤渗 昭和2年 1

0741∕27 國姓爺後日物語 鹿島攖巷 大正3年 2冊﹙複本﹚附錄紅淚史 2

0741∕28 面白い臺灣 永島金平 大正14年 1

0741∕29 鄭成功 稻垣孫兵衛 昭和4年 2冊﹙複本﹚ 2

0741∕30 閑却されたる臺灣 谷河梅人編譯 昭和5年 3冊﹙複本﹚和蘭臺灣太守ユイエシト原著 3

0741∕31 臺灣文化說 臺灣文化三百年紀念會 昭和5年 2冊﹙複本﹚ 2

0741∕31 續臺灣文化說 臺灣文化三百年紀念會 昭和6年 5冊﹙複本﹚ 5

0741∕32 靈は輝やく義人吳鳳 三浦幸太郎 昭和5年 2冊﹙複本﹚ 2

0741∕32 靈は輝やく義人吳鳳 三浦幸太郎 昭和6年 1

0741∕33 あし霧社事件 橋本白水 昭和5年 1

0741∕34 臺灣今古談 劉克明 昭和5年 1

0741∕36 臺灣工場名簿 臺灣總督府殖產局 昭和6年 1

0741∕37 州市街庄協議會員街庄長一覽 臺灣日日新報 昭和3年 2冊﹙複本﹚臺灣日日新報第10225號附錄 2

0741∕38 州市街庄協議會員一覽 臺灣日日新報 昭和5年 2冊﹙複本﹚臺灣日日新報第10954號附錄 2

0741∕38 全島市會議員及街庄協議會員一覽表 臺灣新民報社 昭和14年 臺灣新民報第3618號附錄 1

0741∕39 島都評判記 荒川久 昭和5年 1

0741∕40 船越倉吉翁小傳 橋本白水 昭和6年 1

0741∕41 吳鳳 佐藤房吉 昭和6年 1

0741∕42 大路水野遵先生 大陸會 昭和5年 1

0741∕43 臺灣古今財界人の橫顏 吉田靜堂 昭和7年 1

0741∕43 續臺灣古今財界人の橫顏 吉田靜堂 昭和8年 1

0741∕44 人と閥 泉風浪 昭和7年 1

0741∕45 臺北市史 田中一二 昭和6年 1

0741∕46 第一、第二臺灣霧社事件誌 佐藤眠洋 昭和6年 1

0741∕47 臺南州下官民總覽 昭和8年四月一日現在 1

0741∕47 臺南州下官民總覽 昭和9年12月現在 1

0741∕50 臺灣懷古錄 枠本乙吉 大正9年 1

0741∕55 臺灣の新人舊人 田中一二 昭和3年 2冊﹙複本﹚ 2

0741∕60 快漢金子惠教﹙石碑より紙碑﹚ 內野喜代治 昭和5年 1

0741∕63 霧社事件實記 小池駒吉；五十嵐石松 昭和6年 2冊﹙複本﹚ 2

0741∕68 南國之人士 內藤素生 大正11年 1

0741∕72 西鄉南洲翁基隆蘇澳を偵察し 入江文太郎 昭和10年 嘉永四年南方澳に子孫を遺せし物語 1

0741∕74 臺南市會議員選舉人名錄 臺南州自治協會臺南支會 昭和10年 3冊﹙複本﹚ 3

0741∕75 ﹙增訂改題﹚靖臺の宮 吉野利喜馬 大正15年 1

0741∕77 傳說に顯はれたる日臺の連鎖 伊能嘉矩 大正7年 1

0741∕78 領臺十年史 伊能嘉矩 明治38年 1

0741∕80 臺灣年表 小林里平 明治35年 附形狀便覽 1

0741∕80 ﹙增補再版﹚臺灣年表 小林里平 明治36年 附形狀便覽 1

0741∕82 近衛師團南國征討史 枠本乙吉 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

0741∕85 蕃界稗史殉職秘話 瀨野尾寧 昭和10年 1

0741∕89 礎石は輝く 泉風浪 昭和9年 1

0741∕90 鄭成功 宮崎來城 明治36年 1

0741∕91 臺灣鄭氏紀事 川口長孺 3冊﹙上、中、下﹚ 3

0741∕93 臺灣史料 臺灣守備混成第一旅團司令部報告書 明治33年 1

0741∕94 臺灣開創鄭成功 丸山正彥 明治28年 1

0741∕96 臺灣征討史﹙明治29年版﹚ 大槻正秋 昭和10年 2冊﹙複本﹚始政四十周年記念出版 2

0741∕97 鄭成功傳 鄭居仲 2冊﹙上、下﹚ 2

0741∕99 臺灣裏面史 大園市藏 昭和11年 1
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0741∕101 ﹙民間職員錄ノ改名﹚臺灣總職員錄 烏居兼文 昭和11年 1

0741∕106 神谷俊一君 中澤亮治 昭和12年 1

0741∕107 會員名簿 臺灣技術協會 3冊﹙昭和13、14、15年﹚ 3

0741∕110 林耀亭翁の面影 陳清池編 昭和13年 1

0741∕112 痛史第17種隆武遺事 商務印書館 大正元年 1

0741∕122 鄭成功 石原道博 昭和17年 2冊﹙複本﹚ 2

0741∕130 國姓爺 東亞出版社編輯部編 昭和18年 1

0741∕132 明清軍談 高崎修助 明治19年 1

0741∕135 痛史第17種隆武遺事 商務印書館 大正元年 1

0741∕137 鄭成功 皇民文庫刊行會 昭和19年 1

0742∕1 臺灣全誌 臺灣經世新報社﹙原房助﹚ 大正11年 3冊﹙複本﹚第1巻：臺灣府誌 3

0742∕1 臺灣全誌 臺灣經世新報社﹙原房助﹚ 大正11年 3冊﹙複本﹚第2_1巻：臺灣府誌、第2_2卷：諸羅縣誌 3

0742∕1 臺灣全誌 臺灣經世新報社﹙原房助﹚ 大正11年 3冊﹙複本﹚第3卷：淡水廳誌 3

0742∕1 臺灣全誌 臺灣經世新報社﹙原房助﹚ 大正11年 2冊﹙複本﹚第4卷：鳳山縣志 2

0742∕1 臺灣全誌 臺灣經世新報社﹙原房助﹚ 大正11年 3冊﹙複本﹚第5卷：噶瑪蘭廳志 3

0742∕1 臺灣全誌 臺灣經世新報社﹙原房助﹚ 大正11年 3冊﹙複本﹚第6卷：澎湖廳誌 3

0742∕1 臺灣全誌 臺灣經世新報社﹙原房助﹚ 大正11年 3冊﹙複本﹚第7卷：彰化縣誌 3

0742∕1 臺灣全誌 臺灣經世新報社﹙原房助﹚ 大正11年 2冊﹙複本﹚第8卷：臺灣縣誌 2

0742∕2 ﹙改訂三版﹚基隆港 石坂莊作 大正5年 2冊﹙複本﹚ 2

0742∕2 ﹙改訂四版﹚基隆港 石坂莊作 大正6年 1

0742∕7 臺北官民住宅案內 荒木傳 大正13年 附營業種目 1

0742/ 10 臺南市改正町名地番便覽 山川岩吉 大正8年 1

0742∕11 近の南部臺灣 川岩吉 大正12年 3冊﹙複本﹚ 3

0742∕12 新高登山 1

0742∕13 臺灣ァルプス 中曾根武多 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

0742∕15 南部臺灣震災寫真帖 臺灣日日新報社 明治39年 1

0742∕16 臺灣蕃地寫真帖　 遠滕寬哉 大正元年 3冊﹙複本﹚ 3

0742∕17 臺灣寫真め一ド 2冊(上、下) 2

0742∕18 臺灣高砂族系統所屬の研究 臺灣總督府 昭和10年 第2冊﹙資料篇﹚ 1

0742∕18 臺南州衛生及警察展覽會記念寫真帳 古平太郎 大正12年 1

0742∕20 南方 岡野芳明 大正13年 1

0742/  22 恒春案內誌 室伏可堂 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

0742∕23 臺南州要覽 臺南州 昭和3年 1

0742∕24 臺灣案內 高屋義一 昭和3年 2冊﹙複本﹚ 2

0742∕25 新臺灣誌 廣松良臣 大正14年 大正14年修正版 1

0742∕27 臺灣之旅﹙全國圖書館協議會員臺灣視察﹚ 1

0742∕29 巒洲文選 西崎順太郎 昭和3年 2冊﹙複本﹚ 2

0742/  30 算盤不要臺灣鐵道貨物小荷務物托送便運賃等級早見表 海老原興 昭和4年 1

0742∕31 臺灣各地視察要覽 屋部 3冊﹙複本﹚ 3

0742∕32 霧社討伐寫真帖 梅老原耕平・林寫真館主同著 昭和6年 1

0742∕33 臺南市商工案內 昭和5年 1

0742∕36 臺灣要覽 見元了 昭和6年 1

0742∕37 澎湖島 薛川三郎 昭和7年 1

0742∕38 基隆誌 簡萬火 昭和6年 1

0742∕39 高雄港勢展覽會誌 高雄港勢展覽會 昭和6年 1

0742∕40 臺南市をして一層繁榮せしむる具體的方策 臺灣時報 昭和7年 1.2.4.6月臺灣時報別刷 1

0742∕42 臺北市十年誌 臺北市役所 昭和5年 1

0742∕43 臺灣の旅 高砂圖書出版協會 大正15年 1

0742∕46 台灣山岳 大橋捨三郎 昭和2年 創刊號 1

0742∕47 臺灣遊記 德富豬一郎 昭和4年 1

0742∕48 蘭陽 幸田青綠 昭和2年 1
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0742∕50 臺灣日月潭 山本將茂 昭和3年 1

0742∕52 臺灣寫真大觀 1

0742∕52 臺灣寫真大觀﹙山岳編﹚ 1

0742∕53 澎湖島大觀 井原伊三太郎 昭和7年 1

0742∕54 日本名勝地誌第十二編﹙臺灣﹚ 島田定知 1

0742∕56 臺中市史 臺灣新聞社 昭和9年 1

0742∕57 基隆風土記 入江曉風 昭和8年 1

0742∕59 住所月報 住所月報社 臺北.臺南.高雄.屏東ノ部 1

0742∕59 住所詳報 住所詳報社 昭和8年 臺灣市制地內地人 1

0742∕60 新高阿里山﹙第七號﹚ 阿里山國立公園協會 昭和11年 1

0742∕60 新高阿里山﹙第八號﹚ 阿里山國立公園協會 昭和12年 1

0742∕60 新高阿里山 阿里山國立公園協會 昭和10年 1

0742∕64 臺灣人物誌﹙一名臺灣人名辭書﹚ 大園市藏編 大正5年 1

0742∕66 阿里山新高山景色寫真帖 林久三 昭和2年 1

0742∕67 安場・協田等人東部視察寫真 明治43年 2冊﹙上.下冊﹚ 2

0742∕68 臺中廳教育衛生展覽會寫真帖 古平太郎 大正7年 1

0742∕69 臺灣寫真帖 臺灣總督府官房文書課 明治41年 2冊﹙複本﹚ 2

0742∕74 內田民政長官南巡寫真集 大正4年 1

0742∕75 高雄州地勢人物誌 柯萬榮 昭和7年 1

0742∕77 高雄市制十周年略誌 高雄市役所 昭和9年 1

0742∕79 臺灣の山 兒島勘次 昭和9年 1

0742∕80 詩美の鄉淡水 柯設偕 昭和5年 紅砲臺築城三百年記念 1

0742∕81 新舊對照管轄便覽 河野道忠 大正10年 1

0742∕82 臺灣中央山脈橫斷記 賀田直治 大正3年 1

0742∕85 嘉義廳管內圖 今泉重貞 大正9年 1

0742∕90 臺灣風土記 島邨泰抄譯 2冊﹙上.下冊﹚ 2

0742∕91 澎湖風土記 非田麟鹿 明治44年 1

0742∕93 大高雄建設論と市の現勢 片山清夫 昭和11年 1

0742∕101 明朗臺灣を語る 柴山愛藏 昭和12年 1

0742∕104 臺中州概觀 臺中州 4冊﹙昭和11.12.13.14年﹚ 4

0742∕113 臺灣地名研究 安倍明義 昭和13年 1

0742∕114東東臺灣展望 毛利之俊 昭和8年 1

0742∕116 新竹州沿革史 菅野秀雄 昭和13年 1

0742∕117 ロマ字發音臺灣市街庄名讀み方 新道滿 昭和13年 附臺灣官衙學校所在地一覽 1

0742∕119 臺灣国立公園寫真集 長崎浩編 昭和14年 岡田紅陽攝影 1

0742∕118 臺灣地名便覽 山下太郎 昭和14年 2冊﹙複本﹚附行政區域一覽 2

0742∕120 臺灣の國立公園 長崎浩 昭和14年 1

0742∕121 臺南市讀本 加藤光貴 昭和14年 2冊﹙複本﹚ 2

0742∕122 臺灣鐵道旅行案內 臺灣總督府交通局铁道部 昭和15年 2冊﹙複本﹚ 2

0742∕124 合歡越え 宮村堅彌 昭和15年 1

0742∕125 臺中州鄉土地誌 杉目妙光 昭和9年 1

0742∕126 臺灣風物誌 春山行夫 昭和17年 1

0742∕127 南菜園 谷河梅人編譯 昭和18年 1

0742∕134 北投溫泉誌 平田源吾 明治42年 1

0742∕138 臺灣視察日記﹙臺灣視察結論﹚ 笹森儀助遺著 昭和9年 1

0742∕141 五虎鬧南京 4冊﹙卷1.2.3.4﹚ 4

0742∕141 五虎鬧南京續集 2冊 2

0743∕71 臺灣拓殖畫帖 1

075∕1 臺灣統治綜覽 臺灣總督府官房文書課 明治41年 3冊﹙複本﹚ 3

075∕2 臺灣歷代總督の治績 杉山靖憲 大正11年 1

075∕3 佐久間臺灣總督治績概要 臺灣總督府 大正4年 3冊﹙複本﹚ 3
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075∕4 歷代の總督 宮崎健三 昭和2年 附擴生記，放言錄，三朝大臣鑑 1

075∕5 筆戰十五年﹙天之部﹚ 南國圖書刊行會 昭和3年 橋本白水論集 1

075∕13 臺灣制度大要 手島兵次郎 明治43年 1

075∕52 臺灣地方選舉取締規則解說 山木 暲 昭和10年 1

0751∕1 生蕃國の今昔 入澤渗 大正11年 2冊﹙複本﹚附新竹蕃地行腳 2

0751∕2 理蕃誌稿﹙第一編﹚ 臺灣總督府民政部蕃務本署 明治44年 3冊﹙複本﹚ 3

0751∕2 理蕃誌稿﹙第四編﹚ 臺灣總督府警務局 昭和7年 2冊﹙複本﹚ 2

0751∕2 理蕃誌稿﹙第五編﹚ 臺灣總督府警務局 昭和13年 1

0751∕3 太魯閣蕃討伐誌 楢崎冬花 大正3年 2冊﹙複本﹚ 2

0751∕4 理蕃概要 臺灣總督府民政部蕃務本署 大正元年 2冊﹙複本﹚ 2

0751∕5 臺中廳理蕃史 臺中廳蕃務課 大正3年 2冊﹙複本﹚ 2

0751∕6 治蕃紀功﹙初集﹚ 臺灣總督府民政部蕃務本署 明治44年 2冊﹙複本﹚ 2

0751∕7 臺灣親族相續令施行規則草案 臨時臺灣舊慣調查會 第一草案 1

0751∕7 臺灣親族相續令第二草案 臨時臺灣舊慣調查會 明治45年 1

0751∕7 臺灣親族相續令第三草案 臨時臺灣舊慣調查會 大正3年 1

0751∕8 臺灣民事令案 臨時臺灣舊慣調查會 大正3年 1

0751∕9 臺灣地方制度法規輯覽 臺灣總督府內務局 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

0751∕9 臺灣地方制度法規輯覽 臺灣總督府內務局 昭和3年 1

0751∕10 臺灣法令輯覽 臺灣總督府 大正7年 1

0751∕10 臺灣法令輯覽追錄 臺灣總督府 大正9年 1

0751∕10 臺灣法令輯覽追錄 臺灣總督府 大正11年 1

0751∕11 臺南廳例規 臺南廳 大正5年 1

0751∕12 臺南市例規類集 臺南市役所 大正13年 1

0751∕13 臺灣現勢要覽 臺灣總督府 大正13年 1

0751∕13 街庄制要義 戶島嘉吉 大正10年 1

0751∕14 街庄協議會解說 佐佐木高景 大正13年 1

0751∕16 國民常識受驗參考臺灣の法制と經濟 臺灣法制經濟研究會 大正13年 1

0751∕17 公民文庫自治の志るべ 臺灣圖書刊行會 大正10年 1

0751∕18 臺灣普通文官試驗問題及答案集 1

0751∕19 臺灣巡查試驗問題と解答 岡野才太郎 大正13年 1

0751∕20 第二回地方改良講習會演集 臺灣總督府內務局地方課 大正15年 1

0751∕20 第三回地方改良講習會演集 臺灣總督府內務局地方課 昭和2年 1

0751∕20 第四回地方改良講習會演集 臺灣總督府內務局地方課 昭和3年 1

0751∕21 生蕃記 井上伊之助 大正15年 1

0751∕22 臺灣警察要論 石川忠一 大正4年 1

0751∕23 會社其他丿特殊犯罪丿搜查 石橋省吾 大正14年 1

0751∕24 新制度の臺灣 伊藤彩抱 大正15年 3冊﹙複本﹚ 3

0751∕25 臺灣行政法大意 長尾景德 昭和6年 2冊﹙複本﹚ 2

0751∕26 臺灣統治關係議會獅子吼錄 臺灣制度研究會 昭和3年 1

0751∕28 臺灣普通文官試驗問題及答案集 棚町功 昭和3年 1

0751∕29 臺灣六法 青木行清 大正15年 1

0751∕30 新竹州要覽 新竹州 昭和12年 1

0751∕30 新竹州要覽 新竹州 昭和15年 2冊﹙複本﹚ 2

0751∕32 臺灣學術法規 臺灣教育會 昭和4年 1

0751∕34 臺灣人の要求 謝春木 昭和6年 民眾黨の發展過程を通じて 1

0751∕35 臺灣警察法規 臺灣總督府民政部警察本署 大正6年增補 2冊﹙上下﹚ 2

0751∕36 臺灣林務法規 臺灣總督府殖產局 昭和4年 1

0751∕37 霧社事件の一考察 橋本白水 1

0751∕38 臺灣統治問題 陳崑樹 昭和6年 2冊﹙複本﹚ 2

0751∕39 街庄執務指針 佐野暹 昭和6年 4冊﹙複本﹚ 4

0751∕40 臺灣の政治運動 宮川次郎 昭和6年 2冊﹙複本﹚ 2
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0751∕41 臺灣水利法規集 森恒次郎 昭和6年 1

0751∕43 臺灣蕃人風俗誌 鈴木質 昭和7年 1

0751∕44 町內組合記事 臺南市壽町竹園町組合 昭和6年 1

0751∕45 臺灣街庄制逐條解釋 高橋用吉 昭和8年 1

0751∕46 臺灣戶口事務提要 嘉常慶 昭和7年 1

0751∕47 臺灣總督府巡查看守採用試驗問題及答案集 臺灣法制研究會 昭和8年 1

0751∕48 臺灣地方自治法制自治要求運動 原幹次郎 昭和8年再版 3冊﹙複本﹚ 3

0751∕50 手形法要綱 臺灣產業組合協會臺南支會 昭和2年 1

0751∕51 有給吏員俸給支給規程 新豐郡水利組合 1

0751∕52 臺南廳行政事務及管內概況報告書 大正7年 1

0751∕53 蕃務要領 岡野才太郎 大正元年 1

0751∕56 臺灣地方選舉罰則要義 福地信夫 昭和10年 2冊﹙複本﹚ 2

0751∕58 戶口規則に就いて 臺灣總督府警務局警務課 昭和10年 1

0751∕59 自治制度の根本義 宮坂榮之助 昭和10年 卷末に改正制度律令及改正要項を附し 1

0751∕61 臺灣親族相續令 臨時臺灣舊慣調查會 大正3年 1

0751∕62 臺灣登記公證民事調停法規輯覽 臺灣總督府法務部民刑課 大正8年 附土地建物登記申請書式 1

0751∕63 第壹回臺灣總督府評議會會議錄 臺灣總督府評議會 大正10年 1

0751∕63 第貳回臺灣總督府評議會會議錄 臺灣總督府評議會 大正10年 1

0751∕63 第參回臺灣總督府評議會會議錄 臺灣總督府評議會 大正11年 1

0751∕63 第四回臺灣總督府評議會會議錄 臺灣總督府評議會 大正12年 1

0751∕64 臺灣普通試驗提要 昭和10年 昭和10年版 1

0751∕65 增訂臺灣行政法論 佐佐木忠藏，高橋武一郎 大正4年 1

0751∕66 理蕃策原議 大津麟平 大正3年 1

0751∕67 治蕃紀功﹙初集﹚ 臺灣總督府民政部蕃務本署 明治44年 1

0751∕69 和漢兩文改正地方制度法規 呂靈石 昭和10年 1

0751∕71 臺灣自治名鑑 臺北廣友會 昭和11年 1

0751∕72 改正臺灣地方制度實施概要 臺灣總督府內務局地方課 昭和11年 1

0751∕73 司法書士詮衡試問解答集 大山舜正 昭和11年 附口述試問の研究，司法書士認可申請書式 1

0751∕74 州會議員選舉制度，州會の組織權限 矢上純雄 昭和11年 1

0751∕75 司法手續の實際 大山舜正 昭和11年 1

0751∕76 臺灣總督府法規提要 臺灣總督府 大正3年 1

0751∕79 第二回嘉義市會會議錄 嘉義市 昭和11年 1

0751∕80 臺灣蕃政志 臺灣總督府民政部殖產局 明治37年 3冊﹙上中下卷﹚ 3

0751∕81 臺灣に於ける優良部落施設概況 臺灣總督府文教局社會課 昭和15年 1

0751∕82 臺灣警察遺芳錄 臺灣總督府警務局 昭和15年 1

0751∕83 模擬議會速記錄 唐澤信夫 昭和6年 1

0751∕85 本島人ノミニ關スル親族法並相續法ノ大要 姉齒松平 昭和13年 1

0751∕88 祭祀公業並臺灣ニ於ケル特殊法律ノ研究 姉齒松平 昭和13年 1

0751∕89 臺灣總督府高等法院上告部判例集 萬年宜重 昭和10年 昭和7，8，9年 1

0751∕89 臺灣總督府高等法院上告部判例集 萬年宜重 昭和14年 昭和10，11，12年 1

0751∕89 臺灣總督府高等法院上告部判例集 萬年宜重 昭和18年 昭和13，14，15年 1

0752∕1 臺灣地方財政概要 臺灣總督府總務局 大正13年 大正12年度 1

0752∕1 臺灣地方財政概要 臺灣總督府總務局 昭和3年 昭和2年度 1

0752∕1 臺灣地方財政概要 臺灣總督府總務局 昭和4年 昭和3年度 1

0752∕1 臺灣地方財政概要 臺灣總督府總務局 昭和5年 昭和4年度 1

0752∕1 臺灣地方財政概要 臺灣總督府總務局 昭和6年 昭和5年度 1

0752∕1 臺灣地方財政概要 臺灣總督府總務局 昭和7年 昭和6年度 1

0752∕1 臺灣地方財政概要 臺灣總督府總務局 昭和8年 昭和7年度 1

0752∕1 臺灣地方財政概要 臺灣總督府總務局 昭和9年 昭和8年度 1

0752∕1 臺灣地方財政概要 臺灣總督府總務局 昭和10年 昭和9年度 1

0752∕1 臺灣地方財政概要 臺灣總督府總務局 昭和11年 昭和10年度 1
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0752∕1 臺灣地方財政概要 臺灣總督府總務局 昭和12年 昭和11年度 1

0752∕1 臺灣地方財政概要 臺灣總督府總務局 昭和14年 昭和13年度 1

0752∕1 臺灣地方財政概要 臺灣總督府總務局 昭和15年 昭和14年度 1

0752∕1 臺灣地方財政概要 臺灣總督府總務局 昭和16年 昭和15年度 1

0752∕1 臺灣地方財政概要 臺灣總督府總務局 昭和17年 昭和16年度 1

0752∕1 臺灣地方財政概要 臺灣總督府總務局 昭和18年 昭和17年度 1

0752∕2 臺灣土地登記申請囑託手續心得 渡邊竹次郎 大正10年 明治45年初版 1

0752∕4 大租取調書附屬參考書 臨時臺灣土地調查局 明治37年 3冊﹙上，中，下卷﹚ 3

0752∕5 臺灣土地慣行一班 臨時臺灣土地調查局 明治38年 3冊﹙第壹，貳，參編﹚ 3

0752∕6 臺灣稅務史 臺灣總督府 大正7年 4冊﹙複本﹚﹙上，下卷﹚ 4

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 明治42年 明治40年度 1

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 大正13年 大正11年度 1

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 大正14年 大正12年度 1

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 大正15年 大正13年度 1

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 昭和2年 大正14年度 1

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 昭和3年 昭和元年度 1

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 昭和4年 昭和2年度 1

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 昭和5年 昭和3年度 1

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 昭和6年 昭和4年度 1

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 昭和7年 昭和5年度 1

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 昭和8年 昭和6年度 1

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 昭和9年 昭和7年度 1

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 昭和10年 昭和8年度 1

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 昭和11年 昭和9年度 1

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 昭和12年 昭和10年度 1

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 昭和13年 昭和11年度 1

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 昭和14年 昭和12年度 1

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 昭和15年 昭和13年度 1

0752∕7 臺灣總督府稅務年報 臺灣總督府財務局 昭和16年 昭和14年度 1

0752∕8 臺灣に於ける農民の天國 石坂莊作 1

0752∕9 臺灣殖民發達史 東鄉實，佐藤四郎 大正5年 1

0752∕10 臺灣南支那香港及海峽植民地ニ於クル歐洲戰亂ノ影響 臺灣總督府 大正5年 4冊﹙複本﹚ 4

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第三回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治43年 臺灣私法附錄參考書第三卷上 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第二回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治44年 第二卷上 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第三回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治42年 臺灣私法第三編 下卷 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第三回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治43年 臺灣私法附錄參考書第三卷下 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第三回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治44年 臺灣私法第一卷下 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第三回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治42年 臺灣私法附錄參考書第三編 上卷 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第二回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治40年 2冊第二卷上下卷 2

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第一回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治36年 下卷 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第二回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治39年 第一卷 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第三回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治44年 臺灣私法第二卷上卷 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第三回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治43年 臺灣私法第一卷上卷 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第三回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治44年 臺灣私法第二卷附錄參考書下卷 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第三回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治44年 臺灣私法第三卷上卷 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第二回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治40年 第二卷上卷 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第三回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治44年 臺灣私法附錄參考書第一卷下 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第三回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治44年 臺灣私法附錄參考書第一卷中 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第三回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治42年 2冊臺灣私法附錄參考書第二卷上下卷 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第二回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治39年 附錄參考書第一卷 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第三回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治42年 臺灣私法三編 上卷 1
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0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第三回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治44年 臺灣私法第三卷下卷 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第三回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治44年 臺灣私法第二卷上卷 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第三回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治43年 臺灣私法附錄參考書第一卷上卷 1

0752∕11 臨時臺灣舊慣習調查會第一部調查第二回報告書 臨時臺灣舊慣習調查會 明治40年 2冊﹙複本﹚附錄參考書 2

0752∕11 臨時臺灣戶口調查職業名字彙 臨時臺灣戶口調查部 明治40年 1

0752∕12 臨時臺灣舊慣習調查會第二部調查經濟資料報告 臨時臺灣舊慣習調查會第二部 明治38年 2冊﹙上下卷﹚ 2

0752∕13 臺灣現勢要覽 臺灣總督府 大正12年 1

0752∕13 臺灣現勢要覽 臺灣總督府 大正13年 1

0752∕13 臺灣現勢要覽 臺灣總督府 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

0752∕13 臺灣現勢要覽 臺灣總督府 大正15年 1

0752∕13 臺灣現勢要覽 臺灣總督府 昭和2年 1

0752∕13 臺灣現勢要覽 臺灣總督府 昭和3年 1

0752∕13 臺灣現勢要覽 臺灣總督府 昭和4年 1

0752∕13 臺灣現勢要覽 臺灣總督府 昭和8年 1

0752∕13 臺灣現勢要覽 臺灣總督府 昭和9年 1

0752∕13 臺灣現勢要覽 臺灣總督府 昭和10年 1

0752∕13 臺灣現勢要覽 臺灣總督府 昭和11年 1

0752∕13 臺灣現勢要覽 臺灣總督府 昭和12年 1

0752∕13 臺灣現勢要覽 臺灣總督府 昭和14年 1

0752∕14 臺灣統計圖案 臺灣總督府 明治45年 2冊﹙複本﹚ 2

0752∕15 臺灣統計要覽 臺灣總督府 大正3年 1

0752∕15 臺灣統計要覽 臺灣總督府 大正5年 2冊﹙複本﹚ 2

0752∕16 臺灣第一統計摘要 臺灣總督府官房文書課 明治39年 1

0752∕16 臺灣第二統計摘要 臺灣總督府官房文書課 明治39年 1

0752∕16 臺灣第三統計摘要 臺灣總督府官房調查課 1

0752∕16 臺灣第四統計摘要 臺灣總督府官房調查課 明治41年 1

0752∕16 臺灣第六統計摘要 臺灣總督府官房調查課 明治44年 1

0752∕16 臺灣第八統計摘要 臺灣總督府官房統計課 大正2年 1

0752∕16 臺灣第九統計摘要 臺灣總督府官房統計課 大正3年 1

0752∕16 臺灣第十統計摘要 臺灣總督府官房統計課 大正4年 1

0752∕16 臺灣第十一統計摘要 臺灣總督府官房統計課 大正5年 1

0752∕16 臺灣第十二統計摘要 臺灣總督府官房統計課 大正6年 2冊﹙複本﹚ 2

0752∕16 臺灣第十四統計摘要 臺灣總督府官房調查課 大正9年 1

0752∕16 臺灣第十五統計摘要 臺灣總督府官房調查課 大正10年 1

0752∕16 臺灣第十六統計摘要 臺灣總督府官房調查課 大正11年 1

0752∕16 臺灣第十七統計摘要 臺灣總督府官房調查課 大正12年 1

0752∕16 臺灣第十八統計摘要 臺灣總督府官房調查課 大正13年 1

0752∕16 臺灣第十九統計摘要 臺灣總督府官房調查課 大正13年 1

0752∕16 臺灣第二十統計摘要 臺灣總督府官房調查課 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

0752∕16 臺灣第二十一統計摘要 臺灣總督府官房調查課 大正15年 1

0752∕16 臺灣第二十二統計摘要 臺灣總督府官房調查課 昭和2年 1

0752∕16 臺灣第二十三統計摘要 臺灣總督府官房調查課 昭和3年 1

0752∕16 臺灣第二十四統計摘要 臺灣總督府官房調查課 昭和4年 1

0752∕16 臺灣第二十五統計摘要 臺灣總督府官房調查課 昭和6年 1

0752∕16 臺灣第二十七統計摘要 臺灣總督府官房調查課 昭和7年 1

0752∕16 臺灣第二十八統計摘要 臺灣總督府官房調查課 昭和8年 1

0752∕16 臺灣第二十九統計摘要 臺灣總督府官房調查課 昭和9年 1

0752∕16 臺灣第三十統計摘要 臺灣總督府官房調查課 昭和10年 1

0752∕17 臺灣總督府第十一統計書 臺灣總督府官房統計課 明治42年 1

0752∕17 臺灣總督府第十三統計書 臺灣總督府官房統計課 明治44年 1

0752∕17 臺灣總督府第十五統計書 臺灣總督府官房統計課 大正2年 1
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0752∕17 臺灣總督府第十八統計書 臺灣總督府官房統計課 大正4年 1

0752∕17 臺灣總督府第二十四統計書 臺灣總督府官房調查課 大正11年 1

0752∕17 臺灣總督府第二十五統計書 臺灣總督府官房調查課 大正12年 1

0752∕17 臺灣總督府第二十六統計書 臺灣總督府官房調查課 大正13年 1

0752∕17 臺灣總督府第二十七統計書 臺灣總督府官房調查課 大正14年 1

0752∕17 臺灣總督府第二十八統計書 臺灣總督府官房調查課 大正15年 1

0752∕17 臺灣總督府第二十九統計書 臺灣總督府官房調查課 昭和2年 1

0752∕17 臺灣總督府第三十統計書 臺灣總督府官房調查課 昭和3年 1

0752∕17 臺灣總督府第三十一統計書 臺灣總督府官房調查課 昭和4年 1

0752∕17 臺灣總督府第三十二統計書 臺灣總督府官房調查課 昭和5年 1

0752∕18 臺南州概況 臺南州 大正12年 1

0752∕19 臺南州統計書 臺南州 大正10年 1

0752∕19 臺南州第二統計書 臺南州 大正11年 1

0752∕19 臺南州第三統計書 臺南州 大正12年 1

0752∕19 臺南州第四統計書 臺南州 大正13年 1

0752∕19 臺南州第五統計書 臺南州 大正14年 1

0752∕19 臺南州第八統計書 臺南州知事官房文書課 昭和3年 1

0752∕19 臺南州第九統計書 臺南州知事官房文書課 昭和4年 1

0752∕19 臺南州第十統計書 臺南州知事官房文書課 昭和5年 1

0752∕19 臺南市統計書 臺南州 1

0752∕19 臺南州統計書 臺南州 1

0752∕19 臺南州統計書 臺南州 1

0752∕20 臺南市統計書 臺南市役所 大正11年 第一回 1

0752∕20 臺南市統計書 臺南市役所 大正21年 第二回 1

0752∕20 臺南市統計書 臺南市役所 大正14年 第四回 1

0752∕20 臺南市統計書 臺南市役所 大正15年 第五回 1

0752∕20 臺南市統計書 臺南市役所 昭和3年 第八回 1

0752∕21 臺南市勢一班 臺南市役所 大正12年 1

0752∕21 臺南市勢一班 臺南市役所 大正13年 1

0752∕21 臺南市勢一班 臺南市役所 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

0752∕21 臺南市勢一班 臺南市役所 昭和元年 1

0752∕21 臺南市勢一班 臺南市役所 昭和2年 1

0752∕21 臺南市勢一班 臺南市役所 昭和3年 1

0752∕23 高雄州第二統計摘要 高雄州 大正12年 1

0752∕23 高雄州第三統計摘要 高雄州 大正13年 1

0752∕24 臺灣犯罪統計﹙實數丿部﹚ 臺灣總督府官房調查課 大正4年 大正2年 1

0752∕24 臺灣犯罪統計﹙實數及比例﹚ 臺灣總督府官房調查課 大正11年 大正9年 1

0752∕24 臺灣犯罪統計﹙實數及比例﹚ 臺灣總督府官房調查課 大正12年 大正10年 1

0752∕24 臺灣犯罪統計﹙實數及比例﹚ 臺灣總督府官房調查課 大正14年 大正12年 1

0752∕24 臺灣犯罪統計﹙實數及比例﹚ 臺灣總督府官房調查課 昭和3年 昭和元年 1

0752∕24 臺灣犯罪統計﹙實數及比例﹚ 臺灣總督府官房調查課 昭和2年 昭和4年 1

0752∕24 臺灣犯罪統計﹙實數及比例﹚ 臺灣總督府官房調查課 昭和5年 昭和3年 1

0752∕24 臺灣犯罪統計﹙實數及比例﹚ 臺灣總督府官房調查課 昭和6年 昭和4年 1

0752∕25 第一回臺灣國勢調查職業名字彙 臺灣總督府官房臨時國勢調查部 大正11年 2冊﹙複本﹚大正9年10月1日 2

0752∕25 第一回臺灣國勢調查記述報文 臺灣總督府官房臨時國勢調查部 大正13年 附結果表       大正9年10月1日 1

0752∕25 第一回臺灣國勢調查要覽表 臺灣總督府官房臨時國勢調查部 大正11年 第三次臨時臺灣戶口調查大正9年10月1日 1

0752∕26 第十二次臺灣金融事項參考書 臺灣銀行 大正8年 1

0752∕27 臺灣商工統計 臺灣總督府殖產局商工課 大正11年 1

0752∕27 臺灣商工統計 臺灣總督府殖產局商工課 昭和3年 昭和元年 1

0752∕27 臺灣商工統計 臺灣總督府殖產局商工課 昭和5年 昭和3年 1

0752∕27 臺灣商工統計 臺灣總督府殖產局 昭和7年 昭和5年 1
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0752∕27 第十一次臺灣商工統計 臺灣總督府殖產局 昭和8年 昭和6年 1

0752∕27 第十二次臺灣商工統計 臺灣總督府殖產局 昭和9年 昭和7年 1

0752∕27 第十三次臺灣商工統計 臺灣總督府殖產局 昭和8年 昭和6年 1

0752∕27 第十四次臺灣商工統計 臺灣總督府殖產局 昭和11年 昭和9年 1

0752∕27 第十五次臺灣商工統計 臺灣總督府殖產局 昭和12年 昭和10年 1

0752∕27 第十六次臺灣商工統計 臺灣總督府殖產局 昭和13年 昭和11年 1

0752∕27 第十七次臺灣商工統計 臺灣總督府殖產局 昭和14年 昭和12年 1

0752∕27 第十八次臺灣商工統計 臺灣總督府殖產局 昭和15年 昭和13年 1

0752∕28 第十七臺灣礦統計 臺灣總督府殖產局礦務課 大正8年 大正7年 1

0752∕29 臺南州報告例 大正九年十二月三十日臺南州訓令第三十八號別冊 1

0752∕30 臨時臺灣戶口調查集計原表﹙地方之部﹚臨時臺灣戶口調查 臨時臺灣戶口調查部 明治40年 明治38年 1

0752∕30 臨時臺灣戶口調查集計原表﹙全島之部﹚ 臨時臺灣戶口調查部 明治40年 明治38年 1

0752∕31 臨時臺灣戶口調查要計表 臨時臺灣戶口調查部 明治40年 明治38年﹙街庄社別住居及戶口等﹚ 1

0752∕32 臨時臺灣戶口調查職業名字彙 臨時臺灣戶口調查部 明治40年 明治38年 1

0752∕33 臨時臺灣戶口調查結果表 臨時臺灣戶口調查部 明治41年 明治38年 1

0752∕34 臨時臺灣戶口調查記述報文 臨時臺灣戶口調查部 明治41年 明治38年 1

0752∕35 臺灣人口動態統計記述報文 臺灣總督府官房統計課 明治41年 明治39年 1

0752∕35 臺灣人口動態統計記述報文 臺灣總督府官房統計課 明治42年 明治40年 1

0752∕35 臺灣人口動態統計記述報文 臺灣總督府官房統計課 明治43年 明治41年 1

0752∕35 臺灣人口動態統計記述報文 臺灣總督府官房統計課 明治44年 明治42年 1

0752∕35 臺灣人口動態統計記述報文 臺灣總督府官房統計課 大正2年 明治44年 1

0752∕35 臺灣人口動態統計記述報文 臺灣總督府官房統計課 大正3年 大正元年 1

0752∕35 臺灣人口動態統計記述報文 臺灣總督府官房統計課 大正4年 大正2年 1

0752∕35 臺灣人口動態統計記述報文 臺灣總督府官房統計課 大正5年 大正3年 1

0752∕35 臺灣人口動態統計記述報文﹙生產﹚ 臺灣總督府官房調查課 大正10年 大正8年 1

0752∕36 昭和十一年臺灣人口動態統計記述編 臺灣總督府官房調查課 昭和12年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計﹙原表之部﹚ 臺灣總督府官房統計課 明治44年 明治42年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計﹙原表之部﹚ 臺灣總督府官房統計課 明治45年 明治43年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計﹙原表之部﹚ 臺灣總督府官房統計課 大正2年 明治44年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房統計課 昭和6年 昭和8年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 昭和9年 昭和10年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計﹙原表之部﹚ 臺灣總督府官房統計課 大正元年 大正3年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計﹙原表之部﹚ 臺灣總督府官房統計課 大正3年 大正2年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計﹙原表之部﹚ 臺灣總督府官房調查課 大正10年 大正8年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 昭和13年 昭和11年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 昭和14年 昭和12年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房企畫部 昭和15年 昭和13年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 大正11年 大正9年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 昭和11年 昭和9年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 昭和12年 昭和10年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 昭和10年 昭和8年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 大正14年 大正12年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 大正11年 大正9年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 大正12年 大正10年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 大正13年 大正11年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 大正14年 大正12年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 大正15年 大正13年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 昭和3年 昭和元年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 昭和4年 昭和2年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 昭和5年 昭和3年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 昭和6年 昭和4年 1
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0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 昭和7年 昭和5年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計 臺灣總督府官房調查課 昭和8年 昭和6年 1

0752∕36 臺灣人口動態統計五年報﹙實數及比例﹚ 臺灣總督府官房統計課 大正2年 自明治39年至明治43年 1

0752∕37 臺灣現住人口統計 臺灣總督府官房調查課 明治41年 明治40年12月31日 1

0752∕37 臺灣現住人口統計 臺灣總督府官房調查課 明治42年 明治41年12月31日 1

0752∕37 臺灣現住人口統計 臺灣總督府官房調查課 明治44年 2冊﹙複本﹚明治43年12月31日 2

0752∕37 臺灣現住人口統計 臺灣總督府官房調查課 大正元年 明治44年12月31日 1

0752∕37 臺灣現住人口統計 臺灣總督府官房調查課 大正2年 大正元年12月31日 1

0752∕37 臺灣現住人口統計 臺灣總督府官房調查課 大正3年 大正2年12月31日 1

0752∕37 臺灣現住人口統計 臺灣總督府官房調查課 大正4年 2冊﹙複本﹚大正4年12月31日 2

0752∕37 臺灣現住人口統計 臺灣總督府官房調查課 大正11年 大正9年12月31日 1

0752∕37 臺灣現住人口統計 臺灣總督府官房調查課 大正12年 大正11年12月31日 1

0752∕37 臺灣現住人口統計 臺灣總督府官房調查課 大正13年 大正12年12月31日 1

0752∕37 臺灣現住人口統計 臺灣總督府官房調查課 大正14年 大正13年12月31日 1

0752∕37 臺灣現住人口統計 臺灣總督府官房調查課 昭和2年 大正14年12月31日 1

0752∕37 臺灣現住人口統計 臺灣總督府官房調查課 昭和2年 昭和元年12月31日 1

0752∕37 臺灣現住人口統計 臺灣總督府官房調查課 昭和4年 昭和3年12月31日 1

0752∕37 臺灣現住人口統計 臺灣總督府官房調查課 昭和5年 昭和4年12月31日 1

0752∕37 臺灣現住人口統計 臺灣總督府官房調查課 昭和6年 昭和5年12月31日 1

0752∕37 臺灣現住人口統計 臺灣總督府官房調查課 昭和9年 昭和8年12月31日 1

0752∕37 臺灣常住戶口統計 臺灣總督府官房調查課 昭和10年 2冊﹙複本﹚昭和9年12月31日 2

0752∕37 臺灣常住戶口統計 臺灣總督府官房調查課 昭和11年 昭和10年末 1

0752∕37 臺灣常住戶口統計 臺灣總督府官房調查課 昭和12年 昭和11年末 1

0752∕37 臺灣常住戶口統計 臺灣總督府官房調查課 昭和13年 昭和12年末 1

0752∕37 臺灣常住戶口統計 臺灣總督府官房調查課 昭和14年 昭和13年末 1

0752∕37 臺灣常住戶口統計 臺灣總督府官房調查課 昭和15年 昭和14年末 1

0752∕38 臺東殖民地豫察報文 臺灣總督府民政部殖產課 明治33年 1

0752∕39 官營移民事業報告書 臺灣總督府 大正8年 1

0752∕40 東部百年の大計 東臺灣研究會 大正14年 第二年十六編 1

0752∕40 東臺灣研究叢書 東臺灣研究會 大正13年 2冊﹙複本﹚第二編 2

0752∕40 東臺灣研究叢書 東臺灣研究會 大正13年 第三編 1

0752∕40 東臺灣研究叢書 東臺灣研究會 大正13年 第四編 1

0752∕40 東臺灣調查資料 東臺灣研究會 大正13年 第五編 1

0752∕40 東臺灣を見よ 東臺灣研究會 大正13年 第六編 1

0752∕40 東臺灣の現狀 東臺灣研究會 大正14年 第二年第八編 1

0752∕40 新港と玉里 東臺灣研究會 大正14年 第二年第九編 1

0752∕40 昭和二年を迎へて 東臺灣研究會 昭和2年 第四年第二十九編 1

0752∕40 創立三年を送る 東臺灣研究會 昭和元年 第三年第二十八編 1

0752∕40 東臺灣開發策私見 東臺灣研究會 大正15年 第三年第二十六編 1

0752∕40 花蓮港廳下の產業 東臺灣研究會 大正15年 第三年第二十五編 1

0752∕40 東臺灣へ 東臺灣研究會 大正15年 第十七編 1

0752∕40 新總督府を迎へて 東臺灣研究會 大正15年 第三年第二十四編 1

0752∕40 中川總督に望む 東臺灣研究會 昭和7年 第九十六編 1

0752∕40 新港を活用せよ 東臺灣研究會 昭和2年 第四年第三十編 1

0752∕40 御大葬に參列して 東臺灣研究會 昭和2年 第四年第三十一編 1

0752∕40 花蓮港の薪炭問題 東臺灣研究會 昭和2年 第四年第三十三編 1

0752∕40 滯京日記 東臺灣研究會 昭和2年 第四年第三十四編 1

0752∕40 會員諸氏へ 東臺灣研究會 昭和2年 第四年第三十七編 1

0752∕40 花蓮港官民に呈す 東臺灣研究會 昭和2年 第四年第三十八編 1

0752∕40 新港と米崙 東臺灣研究會 昭和2年 第四年第四十編 1

0752∕40 アミ族蕃社の社會改善案 東臺灣研究會 昭和4年 第六年第六十編 1
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0752∕40 政變と東臺灣 東臺灣研究會 昭和4年 第六年第五十九編 1

0752∕40 花蓮港廳下の春夏秋冬 東臺灣研究會 昭和4年 第六年第五十八編 1

0752∕40 臺灣產業界の概況 東臺灣研究會 昭和4年 第六年第五十七編 1

0752∕40 チヨプラソ島漂流記 東臺灣研究會 昭和4年 第六年第五十五編 1

0752∕40 憧憬の新港へ 東臺灣研究會 昭和4年 第六年第五十四編 1

0752∕40 東臺灣記行﹙中﹚ 東臺灣研究會 昭和3年 第五年第五十二編 1

0752∕40 東部記行 東臺灣研究會 昭和3年 第五年第五十一編 1

0752∕40 アミ族蕃社の社會革命 東臺灣研究會 昭和3年 第五年第五十編 1

0752∕40 アミ族蕃社の社會革命 東臺灣研究會 昭和3年 第五年第四十九編 1

0752∕40 鄰人の觀たる理蕃事業 東臺灣研究會 昭和3年 第五年第四十八編 1

0752∕40 新總督歡迎 東臺灣研究會 昭和3年 第五年第四十七編 1

0752∕40 とんぽ玉に就て 東臺灣研究會 昭和3年 第五年第四十六編 1

0752∕40 トソボ玉 東臺灣研究會 昭和3年 第五年第四十五編 1

0752∕40 紅頭嶼 東臺灣研究會 昭和3年 第五年第四十四編 1

0752∕40 蛇族に就て 東臺灣研究會 大正15年 第五年第四十三編 1

0752∕40 火燒島 東臺灣研究會 昭和3年 第五年第四十二編 1

0752∕40 昭和三年を迎えて 東臺灣研究會 昭和3年 第五年第四十一編 1

0752∕40 花蓮港築港と日月潭問題 東臺灣研究會 昭和6年 第八年第七十八編 1

0752∕40 黎明の東臺灣 東臺灣研究會 昭和6年 第八年第七十六編 1

0752∕40 東臺灣叢書 東臺灣研究會 昭和6年 第八年第七十七編 1

0752∕40 理蕃問題 東臺灣研究會 昭和5年 第七年第七十五編 1

0752∕40 石塚總督の活躍史 東臺灣研究會 昭和5年 第七年第七十三編 1

0752∕40 臺東廳產業近況 東臺灣研究會 昭和5年 第七年第七十二編 1

0752∕40 東臺灣の撒砂金問題 東臺灣研究會 昭和5年 第七年第七十一編 1

0752∕40 蕃童教育 東臺灣研究會 昭和5年 第七年第六十九編 1

0752∕40 東臺灣開拓の犧牲者 東臺灣研究會 昭和5年 2冊﹙複本﹚第七年第六十八編 2

0752∕40 吾等の觀た東臺灣 東臺灣研究會 昭和5年 第七年第六十七編 1

0752∕40 臨海道縱走記 東臺灣研究會 昭和5年 第七年第六十六編 1

0752∕40 昭和四年を顧ふ 東臺灣研究會 昭和5年 第七年第六十五編 1

0752∕40 孔子祭とイリツンツ祭 東臺灣研究會 昭和4年 第七年第六十四編 1

0752∕40 島の都より 東臺灣研究會 昭和4年 第六年第六十三編 1

0752∕40 新港問題と總督の意見 東臺灣研究會 昭和4年 第六年第六十一編 1

0752∕40 東臺バソフレツト 東臺灣研究會 昭和7年 第九年第八十八編 1

0752∕40 平塚長官に呈する書 東臺灣研究會 昭和7年 第九年第八十九編 1

0752∕40 官民諸士の座右に寄す 東臺灣研究會 昭和6年 第八年第八十七編﹙昭和6年歲晚獨言﹚ 1

0752∕40 近の北海道を視て 東臺灣研究會 昭和6年 第八年第八十四編 1

0752∕40 東臺灣の諸問題 東臺灣研究會 昭和6年 第八年第八十三編 1

0752∕40 東臺灣叢書 東臺灣研究會 昭和6年 第八年第八十二編 1

0752∕40 タロコ入峽記 東臺灣研究會 昭和6年 第八年第八十一編 1

0752∕40 東臺灣が產んた﹙原拓務大臣﹚ 東臺灣研究會 昭和6年 第八年第八十編 1

0752∕40 蕃人教育改善私案 東臺灣研究會 昭和6年 第八年第七十八編 1

0752∕40 南溟の離島紅頭嶼 東臺灣研究會 昭和7年 第九十五編 1

0752∕40 花蓮港廳下に於けゐ煙草耕作 東臺灣研究會 昭和7年 第九十四編 1

0752∕40 東臺灣に於けゐ栽培事業﹙二﹚ 東臺灣研究會 昭和7年 第九十三編 1

0752∕40 南總督を迎へて吾等の希望を陳ぶ 東臺灣研究會 昭和7年 第九十一編 1

0752∕40 東臺灣に於けゐ栽培事業﹙一﹚ 東臺灣研究會 昭和7年 第九十二編 1

0752∕40 內地移民と蕃人教化 東臺灣研究會 昭和2年 第四年第三十二編 1

0752∕41 臺灣年鑑﹙1924﹚ 田中一二 大正13年 1

0752∕41 臺灣年鑑﹙1925﹚ 田中一二 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

0752∕41 臺灣年鑑﹙大正15年度版﹚ 田中一二 大正14年 1

0752∕41 臺灣年鑑﹙20周年版﹚ 臺灣通信社 昭和19年 1
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0752∕41 臺灣年鑑﹙昭和4年度版﹚ 田中一二 昭和4年 1

0752∕41 臺灣年鑑﹙昭和6年度版﹚ 田中一二 昭和5年 1

0752∕41 臺灣年鑑﹙昭和7年度版﹚ 田中一二 昭和6年 1

0752∕41 臺灣年鑑﹙昭和9年度版﹚ 田中一二 昭和8年 1

0752∕41 臺灣年鑑﹙昭和10年度版﹚ 田中一二 昭和9年 1

0752∕41 臺灣年鑑﹙昭和13年度版﹚ 田中一二 昭和12年 1

0752∕42 臺灣商工年鑑﹙大正10年度版﹚ 小野三郎 大正10年 1

0752∕42 臺灣統計一覽表 臺灣總督府官房調查課 大正11年 1

0752∕43 臺灣之社會觀 今村義夫 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

0752∕44 臺灣事情﹙大正8年度版﹚ 臺灣總督府 大正8年 1

0752∕44 臺灣事情﹙大正9年度版﹚ 臺灣總督府 大正9年 1

0752∕44 臺灣事情﹙大正10年度版﹚ 臺灣總督府 大正10年 1

0752∕44 臺灣事情﹙大正11年度版﹚ 臺灣總督府 大正11年 1

0752∕44 臺灣事情﹙大正12年度版﹚ 臺灣總督府 大正12年 1

0752∕44 臺灣事情﹙大正13年度版﹚ 臺灣總督府 大正13年 1

0752∕44 臺灣事情﹙大正15年度版﹚ 臺灣總督府 大正15年 1

0752∕44 臺灣事情﹙昭和3年度版﹚ 臺灣總督府 大正15年 1

0752∕44 臺灣事情﹙昭和2年度版﹚ 臺灣總督府 昭和2年 1

0752∕44 臺灣事情﹙昭和3年度版﹚ 臺灣總督府 昭和3年 1

0752∕44 臺灣事情﹙昭和4年度版﹚ 臺灣總督府 昭和4年 1

0752∕44 臺灣事情﹙昭和5年度版﹚ 臺灣總督府 昭和5年 1

0752∕44 臺灣事情﹙昭和6年度版﹚ 臺灣總督府 昭和6年 1

0752∕44 臺灣事情﹙昭和7年度版﹚ 臺灣總督府 昭和7年 1

0752∕44 臺灣事情﹙昭和8年度版﹚ 臺灣總督府 昭和8年 1

0752∕44 臺灣事情﹙昭和10年度版﹚ 臺灣總督府 昭和10年 1

0752∕41 臺灣事情﹙昭和19年度版﹚ 臺灣總督府 昭和19年 1

0752∕47 臺東廳第八統計書﹙大正13年﹚ 臺東廳 大正15年 1

0752∕47 臺東廳第九統計書﹙大正14年﹚ 臺東廳 昭和2年 1

0752∕48 臺灣經濟年鑑﹙大正14年度版﹚ 吉川精馬 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

0752∕49 臺灣會計法規總覽 小川堅二 大正14年 1

0752∕50 社會事業概要 臺南州 大正15年 1

0752∕53 大正十四年國勢調查顛末書 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和2年 1

0752∕55 臺灣の金融 高北四郎 昭和2年 3冊﹙複本﹚ 3

0752∕56 臺灣農業年報 臺灣總督府殖產局 昭和3年 昭和2年版 1

0752∕56 臺灣農業年報 臺灣總督府殖產局 昭和4年 昭和3年版 1

0752∕56 臺灣農業年報 臺灣總督府殖產局 昭和5年 昭和5年版 1

0752∕56 臺灣農業年報 臺灣總督府殖產局 昭和6年 昭和6年版 1

0752∕56 臺灣農業年報 臺灣總督府殖產局 昭和7年 昭和7年版 1

0752∕56 臺灣農業年報 臺灣總督府殖產局 昭和9年 昭和8年版 1

0752∕56 臺灣農業年報 臺灣總督府殖產局 昭和10年 昭和10年版 1

0752∕56 臺灣農業年報 臺灣總督府殖產局 昭和11年 昭和11年版 1

0752∕56 臺灣農業年報 臺灣總督府殖產局 昭和12年 昭和12年版 1

0752∕56 臺灣農業年報 臺灣總督府殖產局 昭和13年 昭和13年版 1

0752∕56 臺灣農業年報 臺灣總督府殖產局 昭和14年 昭和14年版 1

0752∕56 臺灣農業年報 臺灣總督府殖產局 昭和16年 昭和15年版 1

0752∕61 臺南市統計概要 大正9.10年度 1

0752∕62 臺灣租稅一覽 臺灣總督府財務局稅務課 昭和2年度 1

0752∕62 臺灣租稅一覽 臺灣總督府財務局稅務課 昭和5年度 1

0752∕62 臺灣租稅一覽 臺灣總督府財務局稅務課 昭和6年度 1

0752∕62 臺灣租稅一覽 臺灣總督府財務局稅務課 昭和7年度 1

0752∕62 臺灣租稅一覽 臺灣總督府財務局稅務課 昭和8年度 1

20/267



0752∕62 臺灣租稅一覽 臺灣總督府財務局稅務課 昭和9年度 1

0752∕62 臺灣租稅一覽 臺灣總督府財務局稅務課 昭和10年度 1

0752∕62 臺灣租稅一覽 臺灣總督府財務局稅務課 昭和11年度 1

0752∕64 大正十四年國際調查結果表 臺灣總督官房臨時國際調查部 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

0752∕66 臺灣經濟年報﹙第一輯﹚ 平山勳 昭和2年 3冊﹙複本﹚ 3

0752∕67 臺灣所得稅令の實際 中平昌 昭和3年 1

0752∕68 臺灣總督府專賣局事業第六年報 臺灣總督府專賣局 明治42年 1

0752∕69 臺灣總督府鐵道部第十四年報 臺灣總督府鐵道部 大正2年 1

0752∕69 臺灣總督府鐵道部第十六年報 臺灣總督府鐵道部 大正4年 大正3年度 1

0752∕69 臺灣總督府鐵道部第十七年報 臺灣總督府鐵道部 大正5年 大正4年度 1

0752∕69 臺灣總督府鐵道部第十八年報 臺灣總督府鐵道部 大正6年 大正5年度 1

0752∕70 臨時臺灣土地調查局第二回事業報告 臨時臺灣土地調查局 明治35年 1

0752∕70 臨時臺灣土地調查局第二回事業報告 臨時臺灣土地調查局 明治36年 1

0752∕70 臨時臺灣土地調查局第三回事業報告 臨時臺灣土地調查局 明治37年 1

0752∕70 臨時臺灣土地調查局第四回事業報告 臨時臺灣土地調查局 明治38年 1

0752∕70 臨時臺灣土地調查局第五回事業報告 臺灣總督府文書課 明治38年 2冊﹙複本﹚ 2

0752∕72 澎湖事情 澎湖廳 昭和7年 1

0752∕73 記者生活十五年と財界事變史 上村金六 昭和6年 1

0752∕74 臺灣經濟界への展望 林進發 昭和7年 1

0752∕75 臺中市管內概況 昭和2年 1

0752∕77 臺灣都市計畫講習錄 小川廣吉 昭和12年 2冊﹙複本﹚ 2

0752∕78 稅務の常識 野木傳之助 昭和8年 1

0752∕79 國勢調查結果表∕新竹州 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和8年 2冊﹙複本﹚昭和五年 2

0752∕79 國勢調查結果表∕臺北州 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和8年 2冊﹙複本﹚昭和五年 2

0752∕79 國勢調查結果表∕臺南州 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和8年 2冊﹙複本﹚昭和五年 2

0752∕79 國勢調查結果表∕全島編 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和9年 昭和五年 1

0752∕79 國勢調查結果表∕臺中州 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和8年 2冊﹙複本﹚昭和五年 2

0752∕79 國勢調查結果表∕澎湖廳 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和8年 2冊﹙複本﹚昭和五年 2

0752∕79 國勢調查結果表∕花蓮港廳 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和8年 2冊﹙複本﹚昭和五年 2

0752∕79 國勢調查結果表∕高雄州 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和8年 2冊﹙複本﹚昭和五年 2

0752∕79 國勢調查結果表∕臺東廳 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和8年 2冊﹙複本﹚昭和五年 2

0752∕82 臺灣經濟叢書﹙1﹚ 竹本伊一郎 昭和8年 1

0752∕82 臺灣經濟叢書﹙5﹚ 竹本伊一郎 昭和12年 1

0752∕82 臺灣經濟叢書﹙6﹚ 竹本伊一郎 昭和13年 1

0752∕82 臺灣經濟叢書﹙7﹚ 竹本伊一郎 昭和14年 1

0752∕82 臺灣經濟叢書﹙8﹚ 竹本伊一郎 昭和15年 1

0752∕82 臺灣經濟叢書﹙9﹚ 竹本伊一郎 昭和16年 1

0752∕84 州稅法規輯覽 臺南州稅務課 昭和5年 1

0752∕85 昭和五年統計要覽 澎湖廳 昭和7年 2冊﹙複本﹚ 2

0752∕86 社會事業關係法規 臺南州 昭和4年 1

0752∕87 昭和參年度臺南州歲入歲出決算書 臺南州 2冊﹙複本﹚ 2

0752∕87 昭和五年度臺南州歲入歲出決算書 臺南州 1

0752∕87 昭和八年度臺南州歲入歲出決算書 臺南州 1

0752∕88 昭和三年度臺南州稅務概要 臺南州稅務課 1

0752∕88 昭和四年度臺南州稅務概要 臺南州稅務課 1

0752∕88 昭和五年度臺南州稅務概要 臺南州稅務課 1

0752∕91 臺南州稅關係法規 臺南州稅務課 2冊﹙複本﹚ 2

0752∕92 昭和二年臺南州管內概況及事務概要 臺南州 1

0752∕92 昭和六年臺南州管內概況及事務概要 臺南州 2冊﹙複本﹚ 2

0752∕92 昭和七年臺南州管內概況及事務概要 臺南州 3冊﹙複本﹚ 3

0752∕93 臺南州新豐郡永寧庄歲入歲出豫算書 昭和九年度 1
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0752∕94 昭和八年度戶稅生產步合表 臺南州 1

0752∕94 昭和九年度戶稅生產步合表 臺南州 2冊﹙複本﹚ 2

0752∕95 經濟學ノ基礎觀念 新豐郡街庄吏員事務講習資料﹙第二回﹚ 1

0752∕96 臺灣金融年報 臺灣總督府財務局 昭和9年 1

0752∕96 臺灣金融年報 臺灣總督府財務局 昭和10年 1

0752∕96 臺灣金融年報 臺灣總督府財務局 昭和11年 1

0752∕96 臺灣金融年報 臺灣總督府財務局 昭和13年 1

0752∕96 臺灣金融年報 臺灣總督府財務局 昭和15年 1

0752∕96 臺灣金融年報 臺灣總督府財務局 昭和16年 1

0752∕96 臺灣金融年報 臺灣總督府財務局 昭和17年 1

0752∕97 市町村財政の實際と其理論 田子一民 大正7年 1

0752∕98 臺南廳第七統計書 臺南廳 大正8年 大正7年 1

0752∕98 第七回臺南市統計書 臺南市役所 昭和4年 昭和2年 1

0752∕100 北門郡概況 北門郡役所 昭和11年 1

0752∕101 屏東市要覽 屏東市役所 昭和11年 1

0752∕103 臺灣住民ノ生命表﹙第一回﹚ 臺灣總督府官房調查課 昭和11年 1

0752∕104 └臺灣拓殖┐の出來るまで 枠本誠一 昭和11年 1

0752∕105昭昭和十年國勢調查結果表 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和12年 1

0752∕107 新臺灣經濟論 陳逢源 昭和12年 1

0752∕108 現代臺灣經濟論 高橋龟吉 昭和12年 1

0752∕109 臺灣遞信協會雜誌 山下仁 昭和12年 第187號 1

0752∕110 庶民大眾に對する金融機關確立に就て 森春喜 昭和12年 1

0752∕112 臺灣人口動態統計記述編 臺灣總督府官房調查課 昭和14年 昭和十二年 1

0752∕112 臺灣人口動態統計記述編 臺灣總督府官房企畫課 昭和15年 昭和十三年 1

0752∕114臨第二次臨時臺灣戶口調查結果表 臺灣總督府官房臨時戶口調查部 大正7年 大正四年 1

0752∕115 第二次臨時臺灣戶口調查概覽表 臺灣總督府官房臨時戶口調查部 大正6年 大正四年 1

0752∕116 第二次臨時臺灣戶口調查集計原表 臺灣總督府官房臨時戶口調查部 大正6年 大正四年﹙地方之部﹚ 1

0752∕116 第二次臨時臺灣戶口調查集計原表 臺灣總督府官房臨時戶口調查部 大正6年 大正四年﹙全島之部﹚ 1

0752∕117 第二次臨時臺灣戶口調查記述報文 臺灣總督府官房臨時戶口調查部 大正7年 1

0752∕118 第二次臨時臺灣戶口調查職業名字彙 臺灣總督府官房臨時戶口調查部 大正6年 1

0752∕119國國勢調查結果中間報∕新竹州竹南郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺南州臺南市 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺南州北港郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺南州斗六郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺南州新營郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺南州嘉義郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺南州虎尾郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺南州新豐郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺南州新化郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺南州北門郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺南州東石郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺南州曾文郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺南州嘉義市 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺中州竹山郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺中州彰化郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺中州北斗郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺中州豐原郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺中州大屯郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺中州臺中市 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺中州能高郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119國國勢調查結果中間報∕臺中州東勢郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1
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0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺中州大甲郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺中州新高郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺中州員林郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺中州南投郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺北州文山郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺北州蘇澳郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺北州淡水郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119國國勢調查結果中間報∕臺北州海山郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺北州臺北市 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺北州羅東郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺北州基隆市 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺北州基隆郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺北州七星郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺北州宜蘭郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119國國勢調查結果中間報∕高雄州恆春郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕花蓮港廳 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年﹙花蓮支廳鳳林支廳玉里支廳研海支廳﹚ 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕澎湖廳 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年﹙馬公支廳望安支廳﹚ 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺東廳 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年﹙臺東支廳里壠支廳新港廳大武支廳﹚ 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕高雄州高雄市 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕高雄州旗山郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕高雄州鳳山郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕高雄州岡山郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕高雄州東港郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕高雄州屏東郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕高雄州潮州郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕新竹州新竹郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕新竹州竹東郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕新竹州大溪郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕新竹州大湖郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕新竹州中壢郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕新竹州苗栗郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕新竹州新竹市 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕新竹州桃園郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕119 國勢調查結果中間報∕臺北州心新莊郡 臺灣總督官房臨時國勢調查部 昭和7年 昭和5年 1

0752∕120 時局臺灣經濟法令集﹙第二輯﹚ 臺北商工會議所 昭和13年 1

0752∕122 酒專賣側面史﹙不倒筆戰錄第一輯﹚ 宮崎健三 昭和7年 1

0752∕123 基隆市勢一覽 基隆市役所 1

0752∕124 臺灣經濟年報 臺灣經濟年報刊行會 昭和16年 1

0752∕124 臺灣經濟年報 臺灣經濟年報刊行會 昭和18年 1

0752∕125 產業組合法便覽 白川惠富 昭和17年 1

0752∕126 臺灣酒專賣史 臺灣總督府專賣局 昭和16年 2冊﹙上下冊﹚ 2

0752∕127 稅關手續 高雄稅關 昭和18年 1

0752∕128 增補再版臺灣彩票案內 臺灣日日報社 明治39年 1

0753∕1 台灣處女選舉言論戰 鹽見純芳 昭和14年 1

0755∕1 臺灣舊慣制度調查一斑 臨時臺灣土地調查局 明治34年 1

0755∕2 臺灣風俗誌 片岡巖 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

0755∕3 臺南市社會施設概要 臺南市役所 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

0755∕4 乞食社會の生活 施乾 大正14年 2冊﹙複本﹚附乞食救濟策 2

0755∕5 貧窮者生活狀態調查書 臺中州教育課 昭和2年 附保健狀態 1

0755∕6 較為向上生存 臺灣三成協會 昭和2年 釋放者保護事業彙報第八輯 1

0755∕7 より善き生存へ 臺灣三成協會 昭和2年 釋放者保護事業彙報第八輯 1
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0755∕8 臺灣民族性百談 山根勇藏 昭和5年 1

0755∕9 生蕃を語る 澤田不盡 1

0755∕10 臺灣慣習記事 臺灣慣習研究會 明治34年 第一號至十二號﹙含創刊號﹚ 1

0755∕10 臺灣慣習記事第二卷 臺灣慣習研究會 明治35年 第一號至十二號 1

0755∕10 臺灣慣習記事第三卷 臺灣慣習研究會 明治36年 第一號至十二號 1

0755∕10 臺灣慣習記事第四卷 臺灣慣習研究會 明治37年 第一號至十二號 1

0755∕10 臺灣慣習記事第五卷 臺灣慣習研究會 明治38年 第一號至十二號 1

0755∕10 臺灣慣習記事第六卷 臺灣慣習研究會 明治39年 第一號至十二號 1

0755∕10 臺灣慣習記事第七卷 臺灣慣習研究會 明治40年 第一號至八號﹙含終刊號﹚ 1

0755∕11 臺灣土俗誌 小泉鐵 昭和8年 2冊﹙複本﹚ 2

0755∕13 昭和四年度業務成績 臺南市公設質舖 1

0755∕13 昭和七年度業務成績 臺南市公設質舖 2冊﹙複本﹚ 2

0755∕13 昭和八年度業務成績 臺南市公設質舖 2冊﹙複本﹚ 2

0755∕13 昭和九年度業務成績 臺南市公設質舖 1

0755∕13 昭和拾年度業務成績 臺南市公設質舖 1

0755∕13 昭和十一年度業務成績 臺南市公設質舖 1

0755∕13 昭和十三年度業務成績 臺南市公設質舖 1

0755∕15 釋放者保護事業案內 臺灣三成協會 昭和10年 1

0755∕16 保護之滴 臺南州聯合保護會 1

0755∕16 保護の雫 永野直 昭和9年 1

0755∕18 臺灣社會事業要覽 臺灣總督府 大正15年 1

0755∕19 臺風雜記 佐倉孫三 明治36年 1

0755∕20 臺灣慣習大要 手島兵次郎 大正2年 1

0755∕21 臺灣歲時記 小林里平 明治43年 1

0755∕22 臺灣の奇習 赤星義雄 昭和10年 1

0755∕23 本島ニ於ケル社會教化社會事業ノ現況 臺灣總督府文教局 昭和11年 2冊﹙複本﹚ 2

0755∕24 祭祀公業の基本問題 坂義彥 1

0755∕26 家計調查報告 臺灣總督官房企畫部 昭和15年 自昭和12年11月至昭和13年10月 1

0755∕28 臺灣の少女 黃氏鳳姿 昭和18年 1

0755∕30 臺灣風俗第一卷 大正3年 1

0755∕31 臺灣の賭博と無賴漢 臺南州警務部 昭和3年 1

0755∕32 透膽寒 湘間補相子 4冊﹙4卷﹚ 4

0755∕33 臺灣風土記 西川滿 ，  宮田瀰太郎 1

0761∕2 臺中地方ニ於ケル氣象ノ研究 臺中州立農事試驗所 昭和8年 1

0761∕3 新竹臺中烈震報告 臺北觀測所 昭和11年 昭和10年4月21日 1

0761∕4 昭和十年臺灣震災誌 臺灣總督府 昭和11年 1

0761∕5 昭和十年新竹州震災誌 新竹州 昭和13年 1

0761∕6 臺灣の皆虧日食報告 吉田長祥 昭和17年 昭和16年9月21日 1

0762∕1 臺灣に於ける有用植物 堀川安市 大正9年 2冊﹙複本﹚ 2

0762∕2 臺灣地質鑛產地圖說明書 臺灣總督府殖產局 大正15年 1

0762∕3 臺灣植物圖說正篇 伊藤武夫 昭和2年 1

0762∕3 續臺灣植物圖說 伊藤武夫 昭和3年 1

0762∕4 恒春熱帶植物殖育場事業報告 臺灣總督府民政部殖產局 大正4年 事歷部 上卷 第五輯 1

0762∕4 恒春熱帶植物殖育場事業報告 臺灣總督府民政部殖產局 大正6年 事歷部 下卷 第六輯 1

0762∕5 「サイザルヘンズ」ニ關スル調查資料 臺灣總督府民政部殖產局 大正3年 1

0762∕7 臺灣高山植物圖說 伊藤武夫 昭和4年 1

0762∕8 臺灣植物名彙﹙菊版﹚ 佐佐木舜一 昭和3年 1

0762∕10 臺灣地質寫真集 鳥居敬造‧齋藤齋同編 昭和7年 1

0762∕11 臺灣の蕃族研究 鈴木作太郎 昭和7年 3冊﹙複本﹚ 3

0762∕12 臨時臺灣舊慣調查會第一部番族報告書 臨時臺灣舊慣調查會  沙績族﹙霧社蕃韜佗蕃卓螢蕃大魯閣蕃韜賽蕃木瓜蕃﹚ 1

0762∕12 臨時臺灣舊慣調查會第一部番族慣習調查報告書 臨時臺灣舊慣調查會 大正4年 第一卷 1
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0762∕12 臨時臺灣舊慣調查會第一部番族慣習調查報告書 臨時臺灣舊慣調查會 大正4年 第二卷 1

0762∕12 臨時臺灣舊慣調查會第一部番族慣習調查報告書 臨時臺灣舊慣調查會 大正6年 第三卷 1

0762∕12 臨時臺灣舊慣調查會第一部番族慣習調查報告書 臨時臺灣舊慣調查會 大正7年 第四卷 1

0762∕12 臨時臺灣舊慣調查會第一部番族慣習調查報告書 臨時臺灣舊慣調查會 大正9年 第五卷第一冊 1

0762∕14 臺灣植物寫真集 2冊﹙複本﹚ 2

0762∕15 臺灣產甘蔗害蟲目錄 臺灣總督府糖業試驗所 昭和9年 1

0762∕17 蕃鄉風物記 小泉鐵 昭和7年 1

0762∕18 臺灣高砂族系統所屬の研究 臺灣總督府 昭和10年 1

0762∕19 タイセルは招く 大島正滿 昭和10年 1

0762∕22 新臺灣植物總目錄 正宗嚴敬 昭和11年 1

0762∕22 番族慣習調查報告書 臺灣總督府蕃族調查會 大正10年 第五卷第四冊 1

0762∕22 高砂族調查書第一編 臺灣總督府警務局理蕃課 昭和11年 戶口、內臺人トノ接觸衛生 1

0762∕22 高砂族調查書第二編 臺灣總督府警務局理蕃課 昭和12年 生活 1

0762∕22 高砂族調查書第三編 臺灣總督府警務局理蕃課 昭和12年 進化 1

0762∕22 高砂族調查書第四編 臺灣總督府警務局理蕃課 昭和12年 總括 1

0762∕22 高砂族調查書第五編 臺灣總督府警務局理蕃課 昭和13年 蕃社概況、迷信 1

0762∕22 高砂族調查書第六編 臺灣總督府警務局理蕃課 昭和14年 藥用草根木皮 1

0762∕23 烏來の自然界 島田韜市編輯 大正4年 1

0762∕24 天然紀念物調查報告 臺灣總督府內務局 昭和12年 第四輯 1

0762∕24 天然紀念物調查報告 臺灣總督府內務局 昭和13年 第五輯 1

0762∕26 創立三十年記念論文集 臺灣總督府博物館協會 昭和14年 2冊﹙複本﹚ 2

0762∕27 高砂族 大形太郎 昭和17年 1

0762∕28 臺灣應用昆蟲學講義錄 素木得一 1

0762∕29 臺灣の植物 堀川安市 昭和18年 1

0762∕30 生蕃の話 田上忠之 大正15年 1

0762∕31 臺灣の蕃地開發と蕃人 岩城龜彥 昭和10年 1

0765∕1 臺灣總督府臺南醫院院務要覽 1

0765∕2 綱要臺灣民間藥用植物誌 佐左木舜一 大正13年 1

0765∕3 衛生調查書﹙基本調查の五﹚ 臺灣總督府警務局衛生課 大正15年 臺灣死因統計﹙總數の部﹚ 1

0765∕3 衛生調查書﹙基本調查の四﹚ 臺灣總督府警務局衛生課 大正15年 臺灣マテりア統計﹙記述の部﹚ 1

0765∕3 衛生調查書﹙基本調查の三﹚ 臺灣總督府警務局衛生課 大正14年 臺灣マテりア統計﹙原表の部﹚ 1

0765∕4 大正十年臺南州第一回保健調查書  臺南州 大正12年 1

0765∕4 臺南州第二回保健調查書 臺南州 1

0765∕4 昭和六年臺南州第十一回保健調查書 臺南州 昭和7年 1

0765∕5 臺中州保健衛生調查書第八回 臺中州 昭和3年 竹山郡鹿谷庄鹿谷字車輄寮字車輄寮 1

0765∕5 臺中州保健衛生調查書第九回 臺中州 昭和5年 南投郡中寮庄二重溪八杞仙 1

0765∕5 臺中州保健衛生調查書第十回 臺中州 昭和5年 大甲郡大甲街大甲、山腳 1

0765∕5 臺中州保健衛生調查書第十一回 臺中州 昭和7年 豐原郡豐原街豐原 1

0765∕5 臺中州保健衛生調查書第十二回 臺中州 昭和8年 員林郡員林街員林 1

0765∕5 臺中州保健衛生調查書﹙綜合表﹚ 臺中州 昭和8年 第一回乃至第十二回 1

0765∕6 臺灣の衛生事情と其保健生活法 丸山芳登 昭和4年 1

0765∕7 臺灣住民の生命に關する調查 臺灣總督官房調查課 昭和5年 1

0765∕8 臺灣體育之理論及實際研究 永田重隆 昭和2年 1

0765∕9 臺灣漢藥學﹙續篇﹚ 林天定 昭和7年 附臺灣賣藥規則篇‧法規答案集 1

0765∕10 臺灣總督府中央研究所衛生部年報 臺灣總督府中央研究所衛生部 昭和7年 第1號﹙昭和6年度﹚ 1

0765∕11 臺灣衛生年鑑 佐藤會哲 昭和7年 1

0765∕12 阿片資料 田澤震五 昭和7年 5冊﹙複本﹚ 5

0765∕13 防疫須知傳染病豫防法規 臺南州警務部 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

0765∕14 臺南州衛生概況 臺南州 昭和9年 1

0765∕15 第五回保健調查書﹙大正15年8月調查﹚ 高雄州警務部衛生課 昭和2年 旗山郡旗山街園潭子‧岡山郡燕巢庄滾水坪路竹庄營後 1

0765∕15 第五回保健調查書﹙大正15年8月調查﹚ 高雄州警務部衛生課 昭和2年 旗山郡旗山街園潭子‧岡山郡燕巢庄滾水坪路竹庄營後 1
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0765∕16 衛生講義筆記 臺南州警務部 大正15年 1

0765∕17 臺灣の癩根絕策に就て 臺灣癩豫防協會 昭和10年 1

0765∕21 熱地保健讀本 皇民奉公會生活部厚生班 昭和18年 1

077∕2 臺灣を護るもの 山崎義人 昭和9年 臺灣防空演習記念誌 1

0771∕1 臺灣土木法規提要 臺灣總督府土木局 館藏上卷 1

0771∕2 臺灣總督府內務局主管土木事業概要 臺灣總督府內務局 大正14年 1

0771∕2 臺灣總督府內務局主管土木事業概要 臺灣總督府內務局 昭和2年 1

0771∕2 臺灣總督府內務局主管土木事業概要 臺灣總督府內務局 昭和4年 1

0771∕3 新竹の下水道 新竹街役場 昭和4年 1

0771∕4 臺灣建築會誌 芳賀弘毅 昭和4年 4冊﹙第一輯第一號至第四號﹚ 4

0771∕5 セメソト混凝材としての臺灣產砂の試驗成績 臺灣總督府中央研究所 昭和4年 1

0771∕6 臺灣總督府內務局主管土木事業 臺灣總督府內務局 昭和5年 1

0771∕7 臺灣總督府內務局主管土木事業統計年報 臺灣總督府內務局土木課 昭和6年 昭和4年度 1

0771∕8 天勝乎つ人勝つ乎 石坂莊作 昭和5年 臺北洪水の慘禍と治水策 1

0771∕9 埤圳關係法規 臺灣總督府民政部土木局 大正2年 1

0771∕9 公共埤圳及官設埤圳 1

0771∕12 嘉南大圳新設事業概要 公共埤圳嘉南大圳組合 昭和5年 2冊﹙複本﹚ 2

0771∕13 臺灣高砂族住家の研究第1報 財團法人臺灣建築會 昭和12年 2冊﹙複本﹚ 2

0771∕13 臺灣高砂族住家の研究第2報 財團法人臺灣建築會 昭和13年 1

0771∕13 臺灣高砂族住家の研究第3報 財團法人臺灣建築會 昭和16年 1

0771∕13 臺灣高砂族住家の研究第4報 財團法人臺灣建築會 昭和17年 1

0771∕13 臺灣高砂族住家の研究第5報 財團法人臺灣建築會 昭和18年 1

0771∕14 日本赤十字社台灣支部病院新築工事要覽 財團法人臺灣建築會 昭和16年 1

0772∕1 鑛山地質調查報文 臺灣總督府民政部殖產課 明治36年 2冊﹙複本﹚ 2

0772∕2 臺灣炭業論 竹木篁處 大正10年 1

0772∕3 臺灣油田調查報告 臺灣總督府民政部殖產局 明治43年 1

0772∕5 臺灣鑛業規則解說 西村高兄 昭和9年 1

0772∕6 新竹州產の鐵鑛を原料とする電氣製鐵事業 新竹州資源調查委員會 1

0772∕8 鑛山事故防止研究發表會集錄 臺北州勞務協力會 昭和18年 1

0772∕9 臺灣の鑛業 臺灣總督府殖產局鑛務課 昭和10年 1

0773∕1 基隆築港沿革 臨時臺灣總督府工事部基隆出張所 大正2年 1

0773∕4 打狗築港 1

0773∕5 基隆築港誌 臨時臺灣總督府工事部 大正5年 1

0773∕6 基隆築港誌圖譜 1

0776∕2 高壓送電線路の鹽害と其の對策に就て 後藤曠二 昭和14年 1

078∕1 臺灣に於ける支那演劇及臺灣演劇調 臺灣總督府文教局 昭和3年 1

078∕2 臺灣美術展覽會圖錄 財團法人學租財團 昭和4-5年 4冊﹙第二回及第三回各複本﹚ 4

078∕2 臺灣美術展覽會圖錄 財團法人學租財團 昭和6-12年 7冊﹙第四回至第十回﹚ 7

078∕4 臺灣の原始藝術 宮川次郎 昭和5年 3冊﹙複本﹚ 3

078∕8 臺灣演劇の現狀 濱田秀三郎 昭和18年 1

079∕1 臺灣總督府民政部殖產報文 臺灣總督府民政部殖產課 明治29年 林業之部、鑛業之部、商工業之部、農業之部、雜之部 1

079∕1 臺灣總督府民政部殖產報文 臺灣總督府民政部殖產課 明治31年 2冊﹙複本﹚農業之部、水產之部、林業之部、鑛業之部 1

079∕1 臺灣總督府民政部殖產報文 臺灣總督府民政部殖產課 明治32年 漁業之部、鹽業之部 1

079∕2 臺灣事業界と中心人物 上村健堂 大正8年 1

079∕3 大正八年度臺灣產業總覽 田中一二 大正8年 2冊﹙複本﹚附錄﹕銀行會社現勢 2

079∕4 評論臺灣之事業 橋木白水 大正9年 1

079∕5 臺灣の資源と其經濟的價值 福田要 大正10年 1

079∕7 臺南州產業狀況 臺南州 大正12年 大正11年 1

079∕7 臺南州產業狀況 臺南州 大正13年 大正12年 1

079∕7 臺南州產業狀況 臺南州 大正14年 大正13年 1

079∕7 臺南州產業狀況 臺南州 大正15年 大正14年 1
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079∕7 臺南州產業狀況 臺南州 昭和2年 昭和元年 1

079∕7 臺南州產業狀況 臺南州 昭和3年 2冊﹙複本﹚昭和2年 2

079∕7 臺南州產業狀況 臺南州 昭和4年 昭和3年 1

079∕7 臺南州產業狀況 臺南州 昭和5年 昭和4年 1

079∕7 臺南州產業狀況 臺南州 昭和6年 昭和5年 1

079∕7 臺南州產業狀況 臺南州 昭和7年 2冊﹙複本﹚昭和6年 2

079∕7 臺南州產業狀況 臺南州 昭和8年 昭和7年 1

079∕8 臺灣產業問題管見 今村義夫 大正13年 1

079∕8 本島會社會の內容批判 熊野城造 昭和5年 1

079∕10 臺灣農村問題管見 新豐郡農事改良組合 昭和2年 1

079∕11 臺灣產業の批判第一卷 大園市藏 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

079∕12 業佃時論 新豐郡農事改良組合 昭和3年 2冊﹙複本﹚ 2

079∕15 臺南市產業要覽 臺南州市役所 昭和4年 1

079∕15 臺南市產業要覽 臺南州市役所 昭和6年 2冊﹙複本﹚ 2

079∕15 臺南市產業要覽 臺南州市役所 昭和12年 1

079∕16 臨時產業調查會答申書臺灣產業計畫要項 臺灣總督府 昭和5年 附錄﹕希望事項 1

079∕17 第十九次臺灣產業組合要覽 臺灣總督府 昭和7年 昭和6年度 1

079∕17 第二十次臺灣產業組合要覽 臺灣總督府 昭和9年 昭和7年度 1

079∕17 第二十一次臺灣產業組合要覽 臺灣總督府 昭和10年 昭和8年度 1

079∕17 第二十二次臺灣產業組合要覽 臺灣總督府 昭和11年 昭和9年度 1

079∕17 第二十四次臺灣產業組合要覽 臺灣總督府 昭和13年 昭和11年度 1

079∕17 第二十五次臺灣產業組合要覽 臺灣總督府 昭和14年 昭和12年度 1

079∕17 第二十六次臺灣產業組合要覽 臺灣總督府 昭和15年 昭和13年度 1

079∕17 第二十七次臺灣產業組合要覽 臺灣總督府 昭和16年 昭和14年度 1

079∕17 第二十八次臺灣產業組合要覽 臺灣總督府 昭和17年 昭和15年度 1

079∕18 臺灣適用產業組合法の栞 白玉光 昭和6年 1

079∕19 業佃問題管見 新豐郡農事改良組合 昭和24年 1

079∕20 改訂增補產業組合法便覽 白玉光 昭和6年 1

079∕21 產業組合と農村經濟の研究 臺灣產業研究會 昭和9年 1

079∕21 臺灣特殊風景 屋部仲榮 昭和10年 1

079∕22 臺灣の事業界と人物 橋木白水 昭和3年 1

079∕23 臺灣勸業共進會協賛會報告書 臺灣勸業共進會協賛會 大正5年 2冊﹙複本﹚ 2

079∕25 臺灣產業略誌 農商務大臣官房文書課 明治28年 1

079∕26 新臺灣の事業界 屋部仲榮 昭和11年 1

079∕27 使政四十周年記念臺灣博覽會寫真帖 昭和11年 1

079∕29 全島實業大會展望 宮崎健三 昭和12年 1

079∕31 昭和十三年版臺灣殖產年鑑 畠中正行 昭和13年 1

079∕32 新竹州下の珪砂調查 新竹州資源調查委員會 昭和13年 1

079∕33 南進國策と臺灣產業 屋部仲榮 昭和13年 1

079∕34 基隆市產業要覽 基隆市役所 昭和11年 1

079∕35 事業概觀 櫻田三郎編輯 昭和15年 臺灣拓殖株式會社創立三周年記念 1

079∕36 臺灣資源讀本 宮川次郎 昭和14年 2冊﹙複本﹚ 2

079∕37 臺灣產業の實相 久山文朗 昭和7年 1

079∕38 中部臺灣共進會誌 中部臺灣共進會協賛會 大正15年 1

079∕39 始政四十周年臺灣博覽會誌 鹿又光雄 昭和14年 1

079∕40 始政四十周年記念臺灣博覽會協賛會誌 始政四十周年記念臺灣博覽會協賛會 昭和14年 1

0791∕1 氣象と蔗作 小野岐，杉野嘉助同著 大正9年 3冊﹙複本﹚附:本島米作對天候關係 3

0791∕2 臺灣糖業概要 臺灣總督府殖產局 昭和2年 1

0791∕3 臺灣茶業一班 臺灣總督府民政部殖產局 大正4年 1

0791∕4 臺灣糖業概觀 臺灣總督府殖產局特產課 昭和2年 1

0791∕5 昭和3年度臺灣糖業年鑑 杉野嘉助編纂 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2
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0791∕5 昭和5年度臺灣糖業年鑑 杉野嘉助編纂 昭和5年 1

0791∕6 第十六臺灣糖業統計 臺灣總督府殖產局特產課 昭和3年 1

0791∕6 第十七臺灣糖業統計 臺灣總督府殖產局特產課 昭和4年 1

0791∕6 第十八臺灣糖業統計 臺灣總督府殖產局特產課 昭和5年 1

0791∕6 第十九臺灣糖業統計 臺灣總督府殖產局特產課 昭和6年 1

0791∕6 第二十一臺灣糖業統計 臺灣總督府殖產局特產課 昭和8年 1

0791∕6 第二十二臺灣糖業統計 臺灣總督府殖產局特產課 昭和9年 1

0791∕7 日本の糖業 木村增太郎 明治44年 1

0791∕9 輸移入甘蔗品種目錄 臺灣總督府殖產局特產課 昭和4年 大正3年至昭和3年 1

0791∕10 臺灣糖業插話 手島康 昭和5年 2冊﹙複本﹚ 2

0791∕11 臺灣糖業の實際 藤井鄉川 昭和7年 1

0791∕12 事業沿革之概要 臺灣製糖株式會社 1

0791∕13 糖業試驗所開所記念講演集 臺灣總督府糖業試驗所 昭和9年 1

0791∕14 臺灣總督府糖業試驗所報告 臺灣總督府糖業試驗所 昭和9年 第一號 1

0791∕14 臺灣總督府糖業試驗所報告 臺灣總督府糖業試驗所 昭和10年 第二號 1

0791∕14 臺灣總督府糖業試驗所報告 臺灣總督府糖業試驗所 昭和11年 第三號 1

0791∕14 臺灣總督府糖業試驗所報告 臺灣總督府糖業試驗所 昭和12年 第四號 1

0791∕14 臺灣總督府糖業試驗所報告 臺灣總督府糖業試驗所 昭和13年 第五號 1

0791∕14 臺灣總督府糖業試驗所報告 臺灣總督府糖業試驗所 昭和14年 第六號 1

0791∕14 臺灣總督府糖業試驗所報告 臺灣總督府糖業試驗所 昭和16年 2冊﹙複本﹚第九號 2

0791∕14 臺灣總督府糖業試驗所報告 臺灣總督府糖業試驗所 昭和17年 第十一號 1

0791∕14 臺灣總督府糖業試驗所報告 臺灣總督府糖業試驗所 昭和17年 第十二號 1

0791∕15 糖業試驗所業務功程 臺灣總督府糖業試驗所 昭和9年 昭和8年度 1

0791∕15 糖業試驗所業務功程 臺灣總督府糖業試驗所 昭和10年 昭和9年度 1

0791∕15 糖業試驗所業務功程 臺灣總督府糖業試驗所 昭和11年 昭和10年度 1

0791∕15 糖業試驗所業務功程 臺灣總督府糖業試驗所 昭和16年 昭和15年度 1

0791∕15 糖業試驗所業務功程 臺灣總督府糖業試驗所 昭和17年 昭和16年度 1

0791∕16 臨時產業調查會答申書臺灣產業計畫說明書 臺灣總督府 昭和5年 1

0791∕16 社業概況 鹽水港製糖株式會社 昭和10年 1

0791∕17 經濟的研究と其の論策臺灣糖業論 平山勳 昭和10年 1

0791∕19 明日の臺灣糖業 田中重雄 昭和11年 2冊﹙複本﹚ 2

0791∕20 糖業國策を語る 臺灣新聞社 昭和11年 1

0791∕21 明治製糖株式會社三十年史 上野雄次郎 昭和11年 創立三十周年記念 1

0791∕22 臺灣茶と滿洲貿易 臺灣總督府大連臺灣物產紹介所 昭和12年 1

0791∕23 臺灣總督府糖業試驗所特別報告 臺灣總督府糖業試驗所 昭和14年 甘蔗の害益竝有害動物に關する調查研究 1

0791∕24 甘蔗品種地方的適否試驗成績 臺灣總督府糖業試驗所 昭和12~13年期 1

0791∕24 甘蔗品種地方的適否試驗成績 臺灣總督府糖業試驗所 昭和15年 昭和13~14年期 1

0791∕24 甘蔗品種地方的適否試驗成績 臺灣總督府糖業試驗所 昭和15年 昭和14~15年期 1

0791∕24 甘蔗品種地方的適否試驗成績 臺灣總督府糖業試驗所 昭和16年 昭和15~16年期 1

0791∕25 臺灣製糖株式會史 伊籐重郎 昭和14年 1

0791∕26 臺灣糖業を行く 藤井國武 昭和7年 附錄:錦水及日月潭 1

0791∕27 非常時期の臺灣糖業 宮川次郎 昭和11年 1

0791∕28 臺灣糖業の話﹙生產から販賣まで﹚ 吉川哲 昭和11年 1

0791∕29 十年回顧 臺灣總督府糖業試驗所 昭和16年 1

0791∕30 糖業試驗所創立十周年記念講演集 臺灣總督府糖業試驗所 昭和18年 1

0792∕1 臺灣有用樹木誌 金平亮三 大正7年 1

0792∕2 林業一斑 臺灣總督府營林局 大正8年 1

0792∕3 濁水溪上流地域治水森林調查書 臺灣總督府營林局 大正9年 2冊﹙複本﹚ 2

0792∕4 臺灣行道樹及市村植樹要鑑 臺灣總督府營林局 大正9年 4冊 ﹙複本﹚﹙上下卷﹚ 4

0792∕5 本島青果物販路調查ニ關スル報告 臺灣總督府殖產局 大正12年 北支那關東州朝鮮ニ於ケル 1

0792∕6 臺灣造林主木各論前篇 臺灣總督府殖產局 大正10年 1
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0792∕6 臺灣造林主木各論後篇 臺灣總督府殖產局 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

0792∕7 臺灣主要林木生長量調查書 臺灣總督府殖產局 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

0792∕8 臺灣米穀年鑑 上野幸佐‧蒲田丈夫 大正12年 2冊﹙複本﹚第一版 2

0792∕9 臺灣林業統計 臺灣總督府殖產局林務課 大正12年 大正11年度 1

0792∕9 臺灣林業統計 臺灣總督府殖產局林務課 大正13年 大正12年度 1

0792∕9 臺灣林業統計 臺灣總督府殖產局林務課 大正14年 大正13年度 1

0792∕9 臺灣林業統計 臺灣總督府殖產局林務課 昭和4年 昭和2年度 1

0792∕9 臺灣林業統計 臺灣總督府殖產局林務課 昭和5年 昭和3年度 1

0792∕9 臺灣林業統計 臺灣總督府殖產局林務課 昭和6年 昭和4年度 1

0792∕9 臺灣林業統計 臺灣總督府殖產局林務課 昭和7年 昭和5年度 1

0792∕9 臺灣林業統計 臺灣總督府殖產局林務課 昭和8年 昭和6年度 1

0792∕9 臺灣林業統計 臺灣總督府殖產局林務課 昭和9年 昭和7年度 1

0792∕9 臺灣林業統計 臺灣總督府殖產局林務課 昭和10年 昭和8年度 1

0792∕9 臺灣林業統計 臺灣總督府殖產局林務課 昭和11年 昭和9年度 1

0792∕9 臺灣林業統計 臺灣總督府殖產局林務課 昭和12年 昭和10年度 1

0792∕9 臺灣林業統計 臺灣總督府殖產局林務課 昭和13年 昭和11年度 1

0792∕9 臺灣林業統計 臺灣總督府殖產局林務課 昭和14年 昭和12年度 1

0792∕9 臺灣林業統計 臺灣總督府殖產局林務課 昭和15年 昭和13年度 1

0792∕10 改訂增補臺灣農家便覽﹙第參版﹚ 臺灣總督府農事試驗場 大正5年 1

0792∕10 增訂四版臺灣農家便覽 臺灣總督府農事試驗場 大正13年 1

0792∕11 米生產費調查其ノ一 臺灣總督府殖產局 昭和6年 昭和5年第二期作 1

0792∕11 米生產費調查其ノ二 臺灣總督府殖產局 昭和7年 昭和6年第一期作 1

0792∕11 主要農產物經濟調查其ノ一 臺灣總督府殖產局 昭和2年 水稻﹙大正14年第二期作﹚ 1

0792∕11 主要農產物經濟調查其の二 臺灣總督府殖產局 昭和2年 苧麻 1

0792∕11 主要農產物經濟調查其ノ三 臺灣總督府殖產局 昭和2年 水稻﹙大正15年第一期作﹚ 1

0792∕11 主要農產物經濟調查其ノ五 臺灣總督府殖產局 昭和3年 茶﹙自大正14年夏茶至15年春茶﹚ 1

0792∕11 主要農產物經濟調查其ノ六 臺灣總督府殖產局 昭和3年 水稻﹙昭和元年第二期作﹚ 1

0792∕11 主要農產物經濟調查其ノ七 臺灣總督府殖產局 昭和3年 養豚﹙自大正14年至昭和元年﹚ 1

0792∕11 主要農產物經濟調查其ノ八 臺灣總督府殖產局 昭和3年 甘藷﹙昭和二年作﹚ 1

0792∕11 主要農產物經濟調查其ノ九 臺灣總督府殖產局 昭和3年 水稻﹙昭和二年第一期作﹚ 1

0792∕11 主要農產物經濟調查其ノ十 臺灣總督府殖產局 昭和4年 茶﹙自大正15年夏茶至昭和2年春茶﹚ 1

0792∕11 主要農產物經濟調查其ノ十一 臺灣總督府殖產局 昭和2年 養豚﹙自昭和元年至昭和2年﹚ 1

0792∕11 主要農產物經濟調查其ノ十二 臺灣總督府殖產局 昭和4年 甘蔗﹙自大正15年至昭和2年期﹚ 1

0792∕11 主要農產物經濟調查其ノ十三 臺灣總督府殖產局 昭和4年 甘蔗﹙自昭和2年至昭和3年期﹚ 1

0792∕11 主要農產物經濟調查其ノ十四 臺灣總督府殖產局 昭和4年 バナナ﹙自大正14年至昭和4年﹚ 1

0792∕11 耕地賃貸經濟調查 臺灣總督府殖產局 昭和14年 1

0792∕11 耕地賃貸經濟調查其ノ一 臺灣總督府殖產局 昭和5年 ﹙兩期作田‧單期作田﹚ 1

0792∕11 耕地賃貸經濟調查其ノ二 臺灣總督府殖產局 昭和5年 ﹙普通烟‧茶園﹚ 1

0792∕11 耕地所有竝經營狀況調查 臺灣總督府殖產局 昭和16年 1

0792∕11 農家勞働調查其ノ一 臺灣總督府殖產局 昭和15年 水稻主作農家 1

0792∕11 農業者負擔狀況調查 臺灣總督府殖產局 昭和16年 1

0792∕11 耕地分配竝ニ經營調查 臺灣總督府殖產局 昭和9年 1

0792∕12 主要農作物收支經濟調查 臺中州農會 大正15年 大正14年度﹙附:調查三個年平均成績﹚ 1

0792∕13 臺灣の都市と農村問題 今村義夫 大正14年 1

0792∕14 臺灣產業評論 佐佐英彥 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

0792∕15 新竹州農業の現況と變遷 新竹州 大正15年 1

0792∕16 臺南市ノ農業及畜產 臺南市役所 昭和元年至昭和2年 1

0792∕17 臺灣產業概要 臺灣總督府殖產局 大正13年 1

0792∕19 臺灣保安林施業法 臺灣總督府殖產局 大正6年 1

0792∕20 播種造林試驗第一回報告 臺灣總督府殖產局 大正4年 1

0792∕21 森林學大意 臺灣總督府殖產局 大正5年 1
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0792∕23 臺灣造林主木各論前篇 臺灣總督府殖產局 大正13年 1

0792∕23 臺灣造林主木各論後篇 臺灣總督府殖產局 大正12年 1

0792∕24 臺灣造林主木各論續篇上卷 臺灣總督府殖產局 大正13年 1

0792∕25 臺灣主要林木生長量調查書 臺灣總督府殖產局 大正11年 1

0792∕26 林野測量計算表 臺灣總督府殖產局 昭和2年 1

0792∕27 苗圃及造林實行法 臺灣總督府殖產局 大正4年 1

0792∕28 臺灣森林圖說明﹙臺灣保安林調查報告﹚ 臺灣總督府殖產局 大正4年 1

0792∕29 葉製樟腦林試驗成績第一回報告 臺灣總督府殖產局 明治45年 1

0792∕30 臺灣造林指針 臺灣總督府殖產局 明治44年 中編 1

0792∕31 林野調查技術員必攜 小倉信一 1

0792∕33 臺灣ニ於スル內地杉及竹ノ研究 東京帝國大學農科大學演習林 大正5年 1

0792∕34 臺灣保安林調查報告 臺灣總督府殖產局 大正4年 特ニ飛砂防備林ニ就テ 1

0792∕38 臺灣に於ける花卉園藝 加藤謙一 昭和4年 1

0792∕39 臺灣林業林學ニ關スル論文著書分類目錄 臺灣總督府殖產局 昭和4年 1

0792∕40 臺灣林業史 臺灣總督府殖產局 昭和4年 第一卷 1

0792∕41 臺灣蔬菜園藝要覽 芹澤立 昭和4年 1

0792∕43 臺灣芭蕉年鑑 山口利男 昭和4年 2冊﹙複本﹚昭和4年版 2

0792∕44 臺南州農事試驗場彙報第二號 臺南州立農事試驗場 昭和5年 2冊﹙複本﹚ 2

0792∕45 林政一覽 臺灣山林會 昭和5年 1

0792∕46 ボスニイン、ヘルツイゴヴイナ國拓殖視察復命書 臺灣總督府殖產局 明治40年 1

0792∕47 臺灣ニ於スル小問題ニ關スル資料 臺灣總督府殖產局 昭和5年 1

0792∕48 臺灣の水利 臺灣水利協會 昭和6年 2冊﹙第一卷一、二號﹚ 2

0792∕49 大日本山林大會講演集 臺灣山林會 昭和5年 1

0792∕50 本島耕地自小作別面積調查 臺灣總督府殖產局 昭和5年 1

0792∕52 昭和六七年版臺灣青果年鑑 臺灣青果研究會 昭和7年 芭蕉、鳳梨、柑橘、西瓜 1

0792∕54 農事試驗年報 臺南州立農事試驗場 昭和5年 昭和3年度 1

0792∕54 農事試驗年報 臺南州立農事試驗場 昭和7年 昭和5年度 1

0792∕54 農事試驗年報 臺南州立農事試驗場 昭和8年 昭和6年度 1

0792∕54 農事試驗年報 臺南州立農事試驗場 昭和9年 昭和7年度 1

0792∕54 農事試驗年報 臺南州立農事試驗場 昭和10年 昭和9年度 1

0792∕54 農事試驗年報 臺南州立農事試驗場 昭和11年 昭和10年度 1

0792∕54 農事試驗年報 臺南州立農事試驗場 昭和14年 昭和12年度 1

0792∕54 農事試驗年報 臺南州立農事試驗場 昭和15年 昭和13年度 1

0792∕54 農事試驗年報 臺南州立農事試驗場 昭和16年 昭和14年度 1

0792∕54 農事試驗年報 臺南州立農事試驗場 昭和17年 昭和15年度 1

0792∕54 農事試驗年報 臺南州立農事試驗場 昭和18年 昭和16年度 1

0792∕55 臺中州下に於ける水稻の株出栽培に就て 臺中州立農事試驗場 昭和6年 1

0792∕56 大正四年下忙稻作坪刈 成績表 臺灣總督府民政部財務局稅務課 大正5年 1

0792∕57 害蟲調查成績 臺灣總督府殖產局 明治44年 第一報 1

0792∕57 害蟲調查成績 臺灣總督府殖產局 明治45年 第二報 1

0792∕58 臺灣の林業 臺灣總督府殖產局 昭和5年 1

0792∕59 本島小作改善事業成績概要 臺灣總督府殖產局 昭和7年 1

0792∕60 農事試驗年報 臺中州立農事試驗場 昭和6年 昭和5年度 1

0792∕60 農事試驗年報 臺中州立農事試驗場 昭和7年 昭和6年 1

0792∕61 水稻ニ對スル各種窒素ノ肥効ニ就テ 臺中州立農事試驗場 昭和7年 1

0792∕62 臺灣甘藷ノ特性 臺中州立農事試驗場 昭和7年 1

0792∕63 蜜柑小實蠅ニ關スル調查 臺灣總督府殖產局 大正10年 1

0792∕64 臺灣總督府中央研究所農業部報告第三號 臺灣總督府中央研究所 大正12年 臺灣產十腳類圖說 1

0792∕65 山は荒れゆく 青木繁 昭和2年 1

0792∕66 臺灣に於ける夏季の新蔬菜印度菠菱草の栽培法 臺南州立農事試驗場 昭和8年 1

0792∕67 臺中州立農事試驗場要覽 臺中州立農事試驗場 大正15年 1
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0792∕69 昭和七年度業務年報 臺中州立農事試驗場 昭和8年 1

0792∕69 昭和八年度業務年報 臺中州立農事試驗場 昭和9年 1

0792∕69 昭和九年度業務年報 臺中州立農事試驗場 昭和10年 1

0792∕69 昭和十年度業務年報 臺中州立農事試驗場 昭和11年 1

0792∕69 昭和十一年度業務年報 臺中州立農事試驗場 昭和12年 1

0792∕69 昭和十二年度業務年報 臺中州立農事試驗場 昭和13年 1

0792∕69 昭和十三年度業務年報 臺中州立農事試驗場 昭和14年 1

0792∕69 昭和十四年度業務年報 臺中州立農事試驗場 昭和15年 1

0792∕69 昭和十五年度業務年報 臺中州立農事試驗場 昭和17年 1

0792∕70 第十六次臺灣植物檢查統計 臺灣總督府殖產局 昭和12年 2冊﹙複本﹚昭和11年度 2

0792∕70 第十七次臺灣植物檢查統計 臺灣總督府殖產局 昭和13年 昭和12年度 1

0792∕70 第十八次臺灣植物檢查統計 臺灣總督府殖產局 昭和14年 昭和13年度 1

0792∕70 第十九次臺灣植物檢查統計 臺灣總督府殖產局 昭和17年 昭和14年度 1

0792∕70 輸移出入植物檢查統計 臺灣總督府殖產局 昭和8年 第2號 1

0792∕70 輸移出入植物檢查統計 臺灣總督府殖產局 昭和10年 第3號 1

0792∕70 輸移出入植物檢查統計 臺灣總督府殖產局 昭和11年 第4號 1

0792∕71 臺灣米穀要覽 臺灣總督府殖產局 昭和9年 1

0792∕71 臺灣米穀要覽 臺灣總督府殖產局 昭和10年 1

0792∕71 臺灣米穀要覽 臺灣總督府殖產局 昭和11年 1

0792∕71 臺灣米穀要覽 臺灣總督府殖產局 昭和12年 1

0792∕71 臺灣米穀要覽 臺灣總督府殖產局 昭和13年 1

0792∕71 臺灣米穀要覽 臺灣總督府殖產局 昭和14年 1

0792∕71 臺灣米穀要覽 臺灣總督府殖產局 昭和15年 1

0792∕72 柑橘試驗成績 臺中州立農事試驗場 昭和9年 第一報 1

0792∕72 柑橘試驗成績 臺中州立農事試驗場 昭和13年 第二報 1

0792∕73 臺南州農會肥料購買事業歲入歲出豫算書 臺南州農會 昭和9年 昭和七年度 1

0792∕74 昭和四年度經費豫算竝事業施行方法 臺南州農會 1

0792∕75 昭和二年度會務狀況 臺南州農會 昭和4年 1

0792∕75 昭和五年度會務狀況 臺南州農會 昭和7年 1

0792∕77 甘蔗露菌病驅除豫防計畫書 臺南州 2冊﹙複本﹚ 2

0792∕78 臺南州米ノ統計 臺南州 昭和5年現在 1

0792∕81 農業金融調查 臺灣總督府殖產局 1

0792∕82 臺灣の農業 臺灣總督府殖產局 昭和10年 1

0792∕82 臺灣の農業 臺灣總督府殖產局 昭和13年 1

0792∕83 臺灣に於ける建築用材の選定 永山規矩雄 島內材と島外材との材質比較 1

0792∕84 臺灣に於ける小事情と其の改善施設 臺灣總督府殖產局 昭和11年 1

0792∕85 本島小作改善事業成績概要 臺灣總督府殖產局 1

0792∕86 夏季蔬菜の栽培法 臺南州立農事試驗場 昭和11年版 1

0792∕87 臺灣害蟲調查報告 臺灣總督府殖產局 明治43年 1

0792∕89 臺灣產西瓜の生育と瓜實蠅に依る被害との關係に就て 臺灣總督府植物檢查所 昭和11年 1

0792∕89 蜜柑小實蠅の蛹の酸素吸入量 臺灣總督府植物檢查所 昭和14年 1

0792∕89 果實蠅の卵‧幼從蟲に對する二硫化炭素の燻蒸效果 臺灣總督府植物檢查所 昭和14年 1

0792∕89 ババセに於ける被害 臺灣總督府植物檢查所 昭和13年 1

0792∕89 柿果實に於ける被害 臺灣總督府植物檢查所 昭和13年 1

0792∕89 臺灣產瓜實蠅の外部形態竝に經過習性に就て 臺灣總督府植物檢查所 昭和12年 2冊﹙複本﹚ 2

0792∕89 トマトに於ける被害 臺灣總督府植物檢查所 昭和15年 1

0792∕89 マソゴウに於ける被害 臺灣總督府植物檢查所 昭和15年 1

0792∕89 蜜柑小實蠅の卵‧幼從蟲に對する二硫化炭素の燻蒸效果 臺灣總督府植物檢查所 昭和16年 研究補遺 1

0792∕89 龍眼果實凍結處理に依る果實蠅の生死に關する試驗 臺灣總督府植物檢查所 昭和17年 1

0792∕90 肥料要覽 臺灣總督府肥料檢查所 昭和12年 昭和11年度 1

0792∕90 肥料要覽 臺灣總督府肥料檢查所 昭和13年 昭和12年度 1
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0792∕90 肥料要覽 臺灣總督府肥料檢查所 昭和14年 昭和13年度 1

0792∕90 肥料要覽 臺灣總督府肥料檢查所 昭和16年 昭和15年度 1

0792∕90 肥料要覽 臺灣總督府肥料檢查所 昭和17年 昭和16年度 1

0792∕91 臺灣農業倉庫事業成績統計 臺灣總督府殖產局 昭和12年 昭和10年度 1

0792∕92 臺灣米穀關係例規 臺灣總督府殖產局 昭和13年 1

0792∕93 小麥ノ品質構成ニ関スル實驗的研究 臺中州立農事試驗場 昭和13年 特ニ粒質及ビ麩質ニ就テ 1

0792∕95 でりすニ關スル調查及栽培試驗成績 臺灣總督府農事試驗場 昭和15年 1

0792∕96 主要青果物統計 臺灣總督府殖產局特產課 昭和14年 昭和13年度 1

0792∕96 主要青果物統計 臺灣總督府殖產局特產課 昭和16年 昭和14年度 1

0792∕96 主要青果物統計 臺灣總督府殖產局特產課 昭和17年 昭和15年度 1

0792∕97 臺灣に於する米穀專賣 石川悌次郎 昭和11年 1

0792∕98 臺灣米穀移出管理關係法規 臺灣總督府米穀局 昭和15年 1

0792∕99 森林利用試驗之內製炭ニ關スル試驗報告 臺灣總督府殖產局 明治45年 1

0792∕100 萞麻蠶に關する調查成績 臺灣總督府農事試驗所 昭和15年 1

0792∕101 臺灣に於する棉花 臺灣棉花栽培組合 大正4年 第五回棉花栽培事業報告 1

0792∕102 蔬菜及び果樹の栽培 志佐誠 昭和18年 1

0792∕103 臺灣園藝曆 志佐誠 昭和18年 1

0792∕104主主要糧食增產の書 臺灣總督府官防情報課 昭和19年 1

0792∕105 臺灣米研究 江夏英藏 昭和5年 1

0792∕106 臺灣米穀管理と集荷機構 林佛樹 昭和18年 1

0792∕107 臺灣甘藷栽培法 平間惣三郎 昭和19年 1

0794∕1 臺灣料理之琹 林久三 大正13年 1

0795∕1 昭和六年度事業報告 臺灣總督府水產試驗所場 昭和8年 臺北 1

0795∕1 昭和七年度事業報告 臺灣總督府水產試驗所場 昭和9年 基隆 1

0795∕3 昭和九年臺灣水產統計 臺灣總督府殖產局水產課 昭和10年 1

0795∕3 昭和十年臺灣水產統計 臺灣總督府殖產局水產課 昭和12年 1

0795∕3 昭和十二年臺灣水產統計 臺灣總督府殖產局水產課 昭和14年 1

0795∕3 昭和十三年臺灣水產統計 臺灣總督府殖產局水產課 昭和15年 1

0795∕3 昭和十四年臺灣水產統計 臺灣總督府殖產局水產課 昭和16年 1

0795∕3 昭和十五年臺灣水產統計 臺灣總督府殖產局水產課 昭和17年 1

0795∕4 臺灣の水產 佐佐木武治 昭和10年 1

0795∕5 水產物輸出狀況調查書 臺灣總督府殖產局 1

0796∕1 臺灣銀行十年志 臺灣銀行 明治43年 1

0796∕1 臺灣銀行二十年誌 臺灣銀行 大正8年 3冊﹙複本﹚ 3

0796∕1 臺灣銀行四十年誌 臺灣銀行 昭和14年 1

0796∕2 明治三十九年臺灣貿易概覽 臺灣總督府民政部財務局 明治41年 1

0796∕2 大正六年臺灣貿易概覽 臺灣總督府財務局 大正8年 1

0796∕2 大正七年臺灣貿易概覽 臺灣總督府財務局 大正10年 1

0796∕2 大正八年及九年臺灣貿易概覽 臺灣總督府財務局 大正12年 1

0796∕2 大正十年及十一年臺灣貿易概覽 臺灣總督府財務局 大正13年 1

0796∕2 大正十三年臺灣貿易概覽 臺灣總督府稅關 大正15年 1

0796∕2 大正十四、十五年及昭和元年臺灣貿易概覽 臺灣總督府稅關 昭和2年 1

0796∕2 昭和二年臺灣貿易概覽 臺灣總督府稅關 昭和3年 1

0796∕2 昭和四年臺灣貿易概覽 臺灣總督府稅關 昭和5年 1

0796∕2 昭和五年臺灣貿易概覽 臺灣總督府稅關 昭和6年 1

0796∕2 昭和六年臺灣貿易概覽 臺灣總督府稅關 昭和7年 1

0796∕3 大正十四年臺灣貿易概表 臺灣總督府稅關 12冊﹙1月至12月﹚ 12

0796∕3 大正十五年臺灣貿易概表 臺灣總督府稅關 12冊﹙1月至12月﹚ 12

0796∕3 昭和二年臺灣貿易概覽 臺灣總督府稅關 12冊﹙1月至12月﹚ 12

0796∕3 昭和三年臺灣貿易概覽 臺灣總督府稅關 12冊﹙1月至12月﹚ 12

0796∕3 昭和四年臺灣貿易概覽 臺灣總督府稅關 12冊﹙1月至12月﹚ 12
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0796∕3 昭和五年臺灣貿易概覽 臺灣總督府稅關 12冊﹙1月至12月﹚ 12

0796∕3 昭和六年臺灣貿易概覽 臺灣總督府稅關 12冊﹙1月至12月﹚ 12

0796∕3 昭和七年臺灣貿易概覽 臺灣總督府稅關 12冊﹙1月至12月﹚ 12

0796∕3 昭和八年臺灣貿易概覽 臺灣總督府稅關 11冊﹙1月至11月﹚ 11

0796∕5 大正十三年臺灣貿易月表 臺灣總督府稅關 2冊﹙3月至6月﹚﹙7月至12月﹚ 2

0796∕5 大正十四年臺灣貿易月表 臺灣總督府稅關 2冊﹙1月至6月﹚﹙7月至12月﹚ 2

0796∕5 大正十五年臺灣貿易月表 臺灣總督府稅關 2冊﹙1月至6月﹚﹙7月至12月﹚ 2

0796∕5 昭和二年臺灣貿易月表 臺灣總督府稅關 2冊﹙1月至6月﹚﹙7月至12月﹚ 2

0796∕5 昭和三年臺灣貿易月表 臺灣總督府稅關 2冊﹙1月至6月﹚﹙7月至12月﹚ 2

0796∕5 昭和四年臺灣貿易月表 臺灣總督府稅關 2冊﹙1月至6月﹚﹙7月至12月﹚ 2

0796∕5 昭和五年臺灣貿易月表 臺灣總督府稅關 2冊﹙1月至6月﹚﹙7月至12月﹚ 2

0796∕5 昭和六年臺灣貿易月表 臺灣總督府稅關 1冊﹙1月至6月﹚ 1

0796∕5 昭和七年臺灣貿易月表 臺灣總督府稅關 2冊﹙1月至6月﹚﹙7月至12月﹚ 2

0796∕5 昭和八年臺灣貿易月表 臺灣總督府稅關 2冊﹙1月至6月﹚﹙7月至12月﹚ 2

0796∕5 昭和九年臺灣貿易月表 臺灣總督府稅關 2冊﹙1月至6月﹚﹙7月至12月﹚ 2

0796∕5 昭和十年臺灣貿易月表 臺灣總督府稅關 2冊﹙1月至6月﹚﹙7月至12月﹚ 2

0796∕5 昭和十一年臺灣貿易月表 臺灣總督府稅關 2冊﹙1月至6月﹚﹙7月至12月﹚ 2

0796∕5 昭和十二年臺灣貿易月表 臺灣總督府稅關 1冊﹙1月至6月﹚ 1

0796∕5 昭和十三年臺灣貿易月表 臺灣總督府稅關 1冊﹙1月至6月﹚ 1

0796∕5 昭和十四年臺灣貿易月表 臺灣總督府稅關 1冊﹙5月﹚ 1

0796∕6 臺灣商工銀行十年誌 臺灣商工銀行 大正9年 2冊﹙複本﹚ 2

0796∕7 臺灣商工十年史 杉野嘉助 大正8年 2冊﹙複本﹚ 2

0796∕8 臺灣會社銀行錄 臺灣實業興信所 大正13年 第五版 1

0796∕8 臺灣會社銀行錄 臺灣實業興信所 大正15年 第七版 1

0796∕8 臺灣會社銀行錄 臺灣實業興信所 昭和2年 第八版附:臺灣鐵道沿線案內 1

0796∕8 臺灣銀行會社錄 臺灣實業興信所 昭和6年 第十三次 1

0796∕8 臺灣銀行會社錄 臺灣實業興信所 昭和11年 昭和十二年版 1

0796∕8 臺灣銀行會社錄 臺灣實業興信所 昭和12年 第十九版 1

0796∕9 臺灣之交通 柴山愛藏 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

0796∕10 臺灣對中華民國、香港及南洋貿易一覽 臺灣總督府稅關 昭和六年三月迄分及前年對照 1

0796∕10 臺灣對中華民國、香港及南洋貿易一覽 臺灣總督府稅關 昭和六年六月迄分及前年對照 1

0796∕10 臺灣對中華民國、香港及南洋貿易一覽 臺灣總督府稅關 昭和六年九月迄分及前年對照 1

0796∕10 臺灣對中華民國、香港及南洋貿易一覽 臺灣總督府稅關 昭和六年分及前年對照 1

0796∕10 臺灣對中華民國、香港及南洋貿易一覽 臺灣總督府稅關 昭和七年三月分及前年對照 1

0796∕10 臺灣對中華民國、香港及南洋貿易一覽 臺灣總督府稅關 昭和七年六月分及前年對照 1

0796∕10 臺灣對中華民國、滿洲國、香港及南洋貿易一覽 臺灣總督府稅關 昭和七年九月分及前年對照 1

0796∕10 臺灣對中華民國、滿洲國、香港及南洋貿易一覽 臺灣總督府稅關 昭和八年三月分及前年對照 1

0796∕10 臺灣對中華民國、滿洲國、香港及南洋貿易一覽 臺灣總督府稅關 昭和八年六月迄分及前年對照 1

0796∕10 臺灣對中華民國、滿洲國、香港及南洋貿易一覽 臺灣總督府稅關 昭和八年九月迄分及前年對照 1

0796∕10 臺灣對中華民國、滿洲國、香港及南洋貿易一覽 臺灣總督府稅關 昭和八年分及前年對照 1

0796∕10 臺灣對中華民國、滿洲國、香港及南洋貿易一覽 臺灣總督府稅關 昭和九年三月迄分及前年對照 1

0796∕10 臺灣對中華民國、滿洲國、香港及南洋貿易一覽 臺灣總督府稅關 昭和九年六月迄分及前年對照 1

0796∕10 臺灣對中華民國、滿洲國、香港及南洋貿易一覽 臺灣總督府稅關 昭和九年九月迄分及前年對照 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表 臺灣總督府財務局 昭和十年自一月至三月累計 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和10年1月至6月﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和10年1月至9月﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和10年分﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和11年1月至3月﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和11年1月至6月﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和11年1月至9月﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和11年分﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

33/267



0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和12年1月至3月﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和12年1月至3月﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和12年1月至9月﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和12年分﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和13年1月至3月﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和13年1月至6月﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和13年1月至9月﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和13年分﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和14年1月至3月﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和14年1月至6月﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和14年1月至9月﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

0796∕10 臺灣對南支、南洋貿易表﹙昭和14年分﹚ 臺灣總督府財務局 附:中支、北支、滿洲國、關東州 1

0796∕11 通信ニ關スル各種請求手續 早崎清 大正14年 附:恩給請求 1

0796∕12 臺南市ノ工業 臺南市役所 1

0796∕14 會社銀行商工業者名鑑 千草默仙 昭和3年 昭和3年4月現在 1

0796∕14 會社銀行商工業者名鑑 千草默仙 昭和16年 1

0796∕14 會社銀行商工業者名鑑 千草默仙 昭和15年 1

0796∕14 會社銀行商工業者名鑑 千草默仙 昭和7年 1

0796∕14 會社銀行商工業者名鑑 千草默仙 昭和14年 1

0796∕14 會社銀行商工業者名鑑 千草默仙 昭和11年 1

0796∕14 會社銀行商工業者名鑑 千草默仙 昭和17年 1

0796∕14 會社銀行商工業者名鑑 千草默仙 昭和12年 1

0796∕14 會社銀行商工業者名鑑 千草默仙 昭和18年 1

0796∕15 臺灣鐵道史﹙未定稿﹚ 臺灣總督府鐵道部 明治43年 館藏上卷 1

0796∕17 改正鐵道旅客運賃表﹙旅費計算用﹚ 武澤贇太郎 昭和5年 附:私設鐵道軌道汽船運賃 1

0796∕17 改訂鐵道旅客運賃表﹙旅費計算用﹚ 武澤贇太郎 昭和7年 附:私設鐵道軌道汽船自動車運賃並郵便路線 1

0796∕18 改正鐵道貨物運賃早見表 武澤贇太郎 昭和5年 1

0796∕18 改正鐵道貨物運賃早見表 武澤贇太郎 昭和11年 1

0796∕19 1931台灣株式年鑑 竹木伊一郎 昭和6年 3冊﹙複本﹚ 3

0796∕19 1932台灣株式年鑑 竹木伊一郎 昭和7年 3冊﹙複本﹚ 3

0796∕20 臺灣海港獸類檢疫史 星武‧藍田俊郎 1

0796∕21 改正鐵道旅客運賃總覽﹙旅費計算用﹚ 武澤贇太郎 昭和9年 附:內地連帶線私設鐵道軌道汽船運賃 1

0796∕21 改正鐵道旅客運賃總覽﹙旅費計算用﹚ 武澤贇太郎 昭和11年 附:內地連帶線私設鐵道軌道乘合バス汽船竝航空運賃 1

0796∕21 改正鐵道旅客運賃總覽﹙旅費計算用﹚ 武澤贇太郎 昭和13年 附:內地連帶線私設鐵道軌道乘合バス汽船竝航空運賃 1

0796∕21 改正鐵道旅客運賃總覽﹙旅費計算用﹚ 武澤贇太郎 昭和17年 附:社線バス汽船航空內地滿鮮華北連帶線運賃 1

0796∕22 第拾壹期營業報告書 臺灣南部無盡株式會社 自昭和6年7月1日昭和6年12月31日 1

0796∕22 第拾四期營業報告書 臺灣南部無盡株式會社 自昭和8年1月1日昭和8年6月30日 1

0796∕23 工場名簿 臺灣總督府殖產局 昭和7年 1

0796∕23 工場名簿 臺灣總督府殖產局 昭和8年 1

0796∕23 工場名簿 臺灣總督府殖產局 昭和9年 1

0796∕23 工場名簿 臺灣總督府殖產局 昭和11年 1

0796∕23 工場名簿 臺灣總督府殖產局 昭和12年 1

0796∕23 工場名簿 臺灣總督府殖產局 昭和13年 1

0796∕23 工場名簿 臺灣總督府殖產局 昭和15年 1

0796∕23 工場名簿 臺灣總督府殖產局 昭和16年 1

0796∕23 工場名簿 臺灣總督府殖產局 昭和17年 1

0796∕24 量衡器調查書 臨時臺灣土地調查局 明治38年 1

0796∕25 明治38年臺灣外國貿易年表 臺灣總督府 明治39年 1

0796∕26 臺灣外國貿易十年報 臺灣總督府民政部財務局 明治40年 1

0796∕27 明治37年臺灣外國貿易概覽 臺灣總督府民政部財務局 明治39年 1

0796∕28 輸出入貨物標準價格表 臺灣總督府稅關 大正6年 1

34/267



0796∕29 臺灣私設鐵道軌道法規類集 武澤贇太郎 昭和7年 1

0796∕30 鐵道貨物運賃總覽 武澤贇太郎 昭和17年 鐵道貨物等級賃率表別冊 1

0796∕30 鐵道貨物運賃總覽﹙メ-トル制﹚ 武澤贇太郎 昭和8年 1

0796∕31 日本‧臺灣對南洋貿易統計 臺灣總督官房調查課 昭和8年 附:南洋各國船舶統計 1

0796∕32 臺南州商工名鑑 臺南州商品陳列館 昭和8年 1

0796∕33 臺灣會社年鑑﹙昭和九年版﹚ 竹本伊一郎 昭和8年 4冊﹙複本﹚ 4

0796∕33 臺灣會社年鑑﹙昭和十年版﹚ 竹本伊一郎 昭和9年 1

0796∕33 臺灣會社年鑑﹙昭和十一年版﹚ 竹本伊一郎 昭和10年 1

0796∕33 臺灣會社年鑑﹙昭和十三年版﹚ 竹本伊一郎 昭和12年 1

0796∕33 臺灣會社年鑑﹙昭和十四年版﹚ 竹本伊一郎 昭和13年 1

0796∕33 臺灣會社年鑑﹙昭和十五年版﹚ 竹本伊一郎 昭和14年 1

0796∕33 臺灣會社年鑑﹙昭和十六年版﹚ 竹本伊一郎 昭和15年 1

0796∕34 臺灣貿易史 林東辰 昭和7年 3冊﹙複本﹚ 3

0796∕35 度量衡器販賣價格表 南部度量衡器販賣組合 昭和6年 1

0796∕36 臺灣實業名鑑﹙第一輯﹚ 臺灣新聞社 昭和9年 2冊﹙複本﹚ 2

0796∕37 臺灣銀行會社要錄 佐佐英彥 大正9年 1

0796∕39 臺灣ニ於ケル育兒法 木村鐵藏 昭和3年 1

0796∕42 臺南市商工案內 1

0796∕43 臺灣鐵道貨物運賃等級表 武澤贇太郎 昭和11年 1

0796∕43 臺灣鐵道貨物運賃等級表 交通局鐵道部 昭和17年 1

0796∕46 臺灣果實の對滿貿易概況 臺灣總督府大連臺灣物產紹介所 昭和12年 1

0796∕47 臺南市商工人名錄 臺南市役所 昭和11年4月現在 1

0796∕48 第二十回全島實業大會決議事項及理由 昭和11年 1

0796∕50 臺灣鐵道讀本 渡部慶之進 昭和14年 1

0796∕51 基隆市商工人名錄 基隆市役所 昭和11年 1

0796∕51 基隆市商工人名錄 基隆市役所 昭和13年 1

0796∕52 昭和十三年度臺北商工會議所事業成績報告書 臺北商工會議所 昭和14年 1

0796∕53 臺灣鐵道貨物運送規則同補則竝細則 交通局鐵道部 昭和17年 1

0796∕54 臺灣乘合自動車運賃表﹙旅費計算用﹚ 武澤贇太郎 昭和17年 昭和17年6月15日改正 1

0796∕55 盤谷及びマニラに於する臺灣物產見本市報告 臺灣商工會議所 昭和15年 1

0796∕55 第三回盤谷臺灣物產見本市報告 臺灣商工會議所 昭和17年 1

0796∕56 臺灣對滿關支貿易期表 臺灣總督府財務局 昭和15年 昭和15年1月∕6月 1

0796∕56 臺灣對滿關支貿易期表 臺灣總督府財務局 昭和15年 昭和15年1月∕9月 1

0796∕58 基隆港貿易概覽 辰野亀男 大正13年 1

0796∕60 清朝治下臺灣の貿易と外國商業資本 東嘉生 昭和11年 1

0797∕1 昭和十四年度臺灣總督府工業研究所彙報 臺灣總督府工業研究所 昭和15年 自第一號至第六號 1

0797∕1 酒類製造試驗成績 臺灣總督府中央研究所 昭和4年 中央研究所工業部彙報第四號 1

0797∕1 紅粬製造試驗﹙紅粬の品質鑑定法に就て﹚ 臺灣總督府中央研究所 昭和4年 中央研究所工業部彙報第五號 1

0797∕1 臺灣の鑛泉 臺灣總督府中央研究所 昭和5年 中央研究所工業部彙報第六號 1

0797∕1 昭和十五年度臺灣總督府工業研究所彙報 臺灣總督府中央研究所 昭和16年 自第七號至第九號 1

0797∕1 分析成績彙集﹙燃料之部﹚ 臺灣總督府中央研究所 昭和11年 中央研究所工業部彙報第15號 1

0797∕1 臺灣產褐鐵鑛を原料とゑせる電氣製銑實驗成績 臺灣總督府中央研究所 昭和13年 中央研究所工業部彙報第20號 1

0797∕1 道路鋪裝用コソクリ━トの試驗 臺灣總督府中央研究所 昭和12年 中央研究所工業部彙報第16號 1

0797∕1 新竹州苗栗郡管內の陶土﹙及珪砂﹚に關する調查 臺灣總督府中央研究所 昭和13年 中央研究所工業部彙報第19號 1

0797∕1 油脂資源としての米糠と其の利用 臺灣總督府中央研究所 昭和13年 中央研究所工業部彙報第18號 1

0797∕2 臺灣總督府中央研究所工業部報告 臺灣總督府中央研究所 22、23、25、26、27、28、29、30、31、32 1

0797∕2 臺灣總督府中央研究所工業部報告 臺灣總督府中央研究所 33、34、35、36、37、38、39 1

0797∕2 臺灣總督府中央研究所工業部報告 臺灣總督府中央研究所 41、42、43、44、45、47、48、49、50 1

0797∕2 臺灣總督府中央研究所工業部報告 臺灣總督府中央研究所 51、52、53、54、55、56、57、58 1

0797∕2 臺灣總督府中央研究所工業部報告 臺灣總督府中央研究所 60、61、63、64、65、67 1

0797∕2 臺灣總督府中央研究所工業部報告 臺灣總督府中央研究所 74、77、78、79 1
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0797∕2 臺灣總督府中央研究所工業部報告 臺灣總督府中央研究所 40、81、84、85、86、89、90、97 1

0797∕2 臺灣總督府中央研究所工業部報告 臺灣總督府中央研究所 162、163、164、165、166、167、168、169 1

0797∕2 臺灣總督府中央研究所工業部報告 臺灣總督府中央研究所 170、171、172、173、174、175、176、177、178、179 1

0797∕2 臺灣總督府中央研究所工業部報告 臺灣總督府中央研究所 180、181、182、183、184、185、186、187、188 1

0797∕2 臺灣總督府中央研究所工業部報告 臺灣總督府中央研究所 190、192、193、196、197、198、199 1

0797∕2 臺灣總督府中央研究所工業部報告 臺灣總督府中央研究所 201、202、203、205、206、207、208、209 1

0797∕2 臺灣總督府中央研究所工業部報告 臺灣總督府中央研究所 210、211、213、215、216、217、218、219、220 1

0797∕2 臺灣總督府中央研究所工業部報告 臺灣總督府中央研究所 221、223、224、225、229、230、232 1

0797∕2 臺灣總督府中央研究所工業部報告 臺灣總督府中央研究所 231、222、226、227、228、214、195 1

0797∕2 臺灣總督府中央研究所工業部報告 臺灣總督府中央研究所 1、2、3、5至35 1

0797∕6 公任臺南自動車講習所所則 2冊﹙複本﹚ 2

0797∕7 臺灣物產の滿洲輸出概況 臺灣總督府大連臺灣物產紹介所 昭和11年 1

0797∕8 新竹州苗栗郡に於する陶土及陶業調查 新竹州資源調查委員會 昭和12年 1

0797∕9 臺灣產竹類のパルブ原料としての研究 臺中州工業試驗所 昭和15年 ﹙第4、5報﹚ 1

0797∕9 臺灣產竹類のパルブ原料としての研究 臺中州工業試驗所 昭和16年 ﹙第6、7報﹚ 1

0797∕10 臺灣帽子要覽 臺灣總督府殖產局 昭和14年 昭和13年 1

0797∕10 臺灣帽子要覽 臺灣總督府殖產局 昭和15年 昭和14年 1

0797∕10 臺灣帽子要覽 臺灣總督府殖產局 昭和16年 昭和15年 1

0797∕11 臺灣帽子の話 小池金之助 昭和18年 1

010∕1 解題叢書 早川純三郎 大正5年 1

010∕2 群書備考 早川純三郎 大正5年 1

010∕5 古書籍在庫目錄 巖松堂書店古典部 昭和2年 1

010∕5 古書籍在庫目錄 巖松堂書店古典部 昭和3年 日本志篇 1

010∕5 圖書館學概論 田中敬 大正13年 1

010∕6 啄木文庫書目解題 市立函館圖書館 昭和6年 1

010∕7 學問の戶籍調べ 村上計二郎 昭和4年 1

010∕8 改訂增補筆禍史 宮武外骨 大正15年 1

010∕9 江戶時代小說‧腳本‧淨瑠璃‧隨筆飜刻索引 尾崎久彌 昭和2年 1

010∕10 大垣市圖書館兒童圖書目錄 大垣圖書館 昭和6年 昭和6年3月現在 1

010∕10 東京市立圖書館增加圖書目錄NO:86 昭和5年 1

010∕10 東京市立圖書館增加圖書目錄NO:87 昭和6年 1

010∕12 福澤先生傳記完成記念展覽會目錄 慶應義塾圖書館 昭和7年 1

010∕14 鄉土志料目錄 行啟記念山口縣立山口圖書館 昭和4年 1

010∕15 大垣市圖書館增加目錄 大垣市圖書館 昭和5年 自昭和4年6月至昭和5年5月 1

010∕15 大垣市圖書館和漢圖書目錄 大垣市圖書館 昭和8年 自昭和4年6月至昭和7年12月 1

010∕16 福建公立第一圖書館藏書總目 1

010∕17 出版年鑑 小林善八 昭和9年 1

010∕17 出版年鑑 小林善八 昭和10年 1

010∕17 出版年鑑 山崎信興 昭和11年 1

010∕17 綜合出版年鑑 圖書研究會 昭和7年 1

010∕18 古書籍目錄 酒井宇吉 大正14年 1

010∕19 東京書籍商組合員圖書總目錄 東京書籍商組合事務所 昭和8年 1

010∕20 良書百選第二輯 日本圖書館協會 昭和8年 2冊﹙複本﹚ 2

010∕20 良書百選第三輯 日本圖書館協會 昭和9年 1

010∕20 良書百選第四輯 日本圖書館協會 昭和10年 2冊﹙複本﹚ 2

010∕20 良書百選第五輯 日本圖書館協會 昭和11年 1

010∕20 良書百選第六輯 日本圖書館協會 昭和12年 1

010∕20 良書百選第七輯 日本圖書館協會 昭和13年 2冊﹙複本﹚ 2

010∕20 良書百選第八輯 日本圖書館協會 昭和14年 1

010∕21 兒童讀物 東京市立日比谷圖書館 昭和11年 1

010∕22 明治文獻目錄 高市慶雄 昭和7年 1
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010∕23 讀書指導圖書目錄 文部省社會教育局 昭和8年 1

010∕24 杉村兄弟文庫目錄 大橋圖書館 昭和8年 1

010∕25 和漢圖書目錄編篡概則 1

010∕26 文部省認定圖書目錄 文部省 自大正14年1月至昭和6年5月末 1

010∕26 文部省認定圖書目錄 文部省 自昭和6年6月至昭和7年11月末 1

010∕26 文部省認定圖書目錄 文部省 自昭和7年12月至昭和9年1月末 1

010∕26 文部省認定圖書目錄 文部省 自昭和10年3月至昭和11年3月末 1

010∕26 文部省認定圖書目錄 文部省 自昭和11年4月至昭和12年3月末 1

010∕27 文部省推薦圖書時報第三輯 文部省社會教育局 昭和9年 1

010∕27 文部省推薦圖書時報第五輯 文部省社會教育局 昭和11年 1

010∕27 文部省推薦圖書時報第七輯 文部省社會教育局 昭和12年 1

010∕28 和漢圖書分類目錄 大連圖書館 昭和9年 1

010∕30 大垣市圖書館婦人用圖書目錄 大垣市圖書館 昭和9年 1

010∕32 愛書第二輯 西川滿 昭和9年 1

010∕32 愛書第三輯 西川滿 昭和9年 1

010∕32 愛書第五輯 西川滿 昭和11年 1

010∕32 愛書第四輯 西川滿 昭和10年 裝幀特輯號 1

010∕32 愛書第十輯 西川滿 昭和13年 臺灣特輯號 1

010∕32 愛書第十四輯 西川滿 昭和16年 臺灣文藝書誌號 1

010∕33 近壹年間に市民に愛讀せられた良書百種 市立名古屋圖書館 昭和4年 1

010∕35 名簿類の目錄 東京市立日比谷圖書館 昭和4年 1

010∕36 邦文參考書目錄 酒井宇吉 昭和3年 御大禮記念圖書館のしほり 1

010∕39 圖書館書籍標準目錄 文部省 大正11年 大正10年分 1

010∕39 圖書館書籍標準目錄 文部省 昭和10年 昭和9年前期分 1

010∕39 圖書館書籍標準目錄 文部省 昭和11年 昭和9年後期分 1

010∕39 圖書館書籍標準目錄 文部省 昭和11年 昭和10年前期分 1

010∕39 圖書館書籍標準目錄 文部省 昭和11年 昭和10年後期分 1

010∕39 圖書館書籍標準目錄 文部省 昭和12年 昭和11年前期分 1

010∕40 日本古刊書目 吉澤義則 昭和8年 1

010∕41 推薦兒童讀物第一輯 鳥取縣立鳥取圖書館 昭和10年 1

010∕42 町村圖書館標準圖書目錄第二輯 鳥取縣立鳥取圖書館 昭和10年 1

010∕44 本之話 三村清三郎 昭和5年 1

010∕45 邦本書誌ノ書誌 天野敬太郎 昭和8年 附:件名及著者索引 1

010∕46 名著解題大辭典 太陽堂編輯部 昭和6年 1

010∕47 西洋書誌學要略 橘井清五郎 昭和7年 1

010∕48 主なゐ增加書の知らせ 成田圖書館 昭和10年 53號 1

010∕48 主なゐ增加書の知らせ 成田圖書館 昭和11年 56號 1

010∕48 主なゐ增加書の知らせ 成田圖書館 昭和12年 59號 1

010∕48 主なゐ增加書の知らせ 成田圖書館 昭和12年 60號 1

010∕49 巡回文庫用圖書目錄 埼玉縣立埼玉圖書館 昭和10年 1

010∕49 巡回文庫用圖書目錄 埼玉縣立埼玉圖書館 昭和12年 1

010∕50 典籍雜話 庄司淺水 昭和11年 1

010∕51 裝本覺之書 壽岳文章 昭和10年 愛書第四輯別冊附錄 1

010∕52 書痴の散步 齋藤昌三 昭和7年 1

010∕53 閑板書國巡禮記 齋藤昌三 昭和8年 1

010∕54 書淫行狀記 齋藤昌三 昭和10年 1

010∕55 古書叢話 河原萬吉 昭和11年 1

010∕56 改訂增補編輯著述便覽 編輯研究會 昭和11年 1

010∕58 讀物調查書 市立岡山圖書館 昭和11年 第14號 1

010∕59 增加圖書目錄 平壤府立圖書館 昭和11年 昭和10年度中 1

010∕59 增加圖書目錄 平壤府立圖書館 昭和12年 昭和11年度中 1
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010∕60 水蔭作品手澤本集書目錄 竹內善作 昭和11年 大橋圖書館特別集書 1

010∕61 稀籍考 河原萬吉 昭和11年 1

010∕62 青年讀物自選 成田圖書館 昭和11年 第一輯 1

010∕62 青年讀物自選 成田圖書館 昭和12年 第二輯 1

010∕63 分類圖書總目錄 濱井松之助 昭和13年 1

010∕63 圖書總目錄 濱井松之助 昭和11年 1

010∕64 研究調查參考文獻總覽 波多野賢一‧彌吉光長 昭和9年 1

010∕65 新聞雜誌及特殊刊行物書名索引 大橋圖書館 昭和11年 1

010∕68 近藤記念海事財團文庫圖書目錄 東京市立日比谷圖書館 昭和12年 1

010∕69 書物の歷史 王城肇譯 昭和12年 1

010∕70 大橋圖書館和漢圖書分類目錄 竹內善作 昭和12年 數學之部 1

010∕72 神戶市立圖書館增加和漢圖書目錄 神戶市立圖書館 昭和13年 第2冊 1

010∕73 官廳刊行圖書目錄 內閣印刷局 昭和4年 第6號昭和3年4月至6月 1

010∕74 番傘‧風呂敷‧書物 幸田成友 昭和14年 1

010∕75 書物三見 井上和雄 昭和14年 1

010∕76 精神彈藥の威力 川村新次郎 昭和13年 歐洲大戰と雜誌讀物の調查 1

010∕78 書祭﹙人﹚ 齋藤昌三 昭和15年 1

010∕79 山東省方志展 天津日本圖書館 昭和15年 1

010∕80 出版新體制の話 田代金宣 昭和17年 1

010∕81 書誌學辭典 植村長三郎 昭和17年 1

010∕82 書籍年鑑 ﹙昭和17年版﹚ 1

010∕83 明治大學和漢圖書分類目錄 明治大學 昭和9年 第1冊總記 1

010∕84 日本藏書印考 小野則秋 昭和18年 1

010∕85 古活字本研究資料 和田萬吉 昭和19年 1

010∕86 古文書の話 吉村茂樹 昭和18年 1

015∕2350 岩波書店の兒童書1985-1 岩波書店編輯部 光復後日文圖書編目 1

016∕1 臺灣文獻目錄 南方文化研究室 昭和11年 1

016∕3 STANDARD CATALOG FOR PUBLIC LIBRARIES 昭和24年 1

020∕2 日本家庭百科事彙 芳賀矢一 明治39年 1

020∕3 日本大辭典﹙言泉﹚ 落合直文 大正11年 6冊﹙1、2、3、3、5、索引﹚ 6

020∕5 新らしき世界常識の字引 河瀨蘇北 大正13年 1

020∕6 日本百科大辭典 齋藤精輔編 大正8年 5冊﹙1至5冊﹚ 5

020∕7 廣文庫 物集高見 大正5年 20冊﹙1至20冊﹚ 20

020∕8 芝峰類說 青柳綱太郎 大正5年 ﹙上中下﹚2套﹙複本﹚ 6

020∕9 趣味と常識んでも何世界一 栗山茂武 大正15年 1

020∕11 日本家庭大百科事彙 富山房百科辭典編輯部 昭和3年 3冊﹙第一、二、三卷﹚ 3

020∕12 大日本國民寶鑑 松本商會編輯所 大正6年 1

020∕13 金言名句の泉 村山勇三 昭和3年 歐米篇 1

020∕14 社會科學大辭典 社會思想社 昭和5年 1

020∕16 世界一物語 妹尾太郎 昭和5年 1

020∕16 家庭醫學 岡本京太郎 昭和5年 1

020∕16 日本の法律 岡田朝太郎 昭和5年 1

020∕16 四季の家庭園藝 石井勇義 昭和6年 1

020∕16 子供の為めに 西山哲治 昭和6年 1

020∕16 主義學說の字引 佐野學 昭和5年 1

020∕16 式辭挨拶演說 今井健彥 昭和5年 1

020∕16 書式手續總覽 瀨木辰夫 昭和5年 1

020∕16 運命三世相 龍澤慎作 昭和5年 1

020∕16 自療と民間藥 田所良吉 昭和3年 1

020∕16 編物と手藝 岡田正子‧河野富子 昭和5年 1

020∕16 經濟常識 渡邊鐵藏 昭和6年 1
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020∕16 宗教の門 境野黃洋 昭和6年 1

020∕16 住宅と建築 木檜恕一 昭和5年 1

020∕16 格言警句集 伊藤長七 昭和6年 1

020∕16 妊娠と育兒 佐久間兼信 昭和6年 1

020∕16 處世社交術 矢野正世 昭和6年 1

020∕16 家庭料理 秋穗敬子 昭和6年 1

020∕16 運動と競技 橋戶信 昭和6年 1

020∕18 嬉遊校覽 日本隨筆大成編輯部 昭和5年 2冊﹙上下﹚ 2

020∕19 倭漢三才圖會 寺嶋良安 明治39年 1

020∕20 明治奇聞 宮武外骨 昭和4年 1

020∕23 大百科事典 下中彌三郎編 昭和6年 29冊﹙1至28卷﹚加新補一卷 29

020∕24 國民實用新教鑑 實用學會編輯所 大正6年 館藏下卷 1

020∕25 大辭典 下中彌三郎編 昭和9年 26冊﹙1至26卷﹚ 26

020∕26 世界固有名詞辭典 C‧O‧S‧マウソン 昭和10年 1

020∕27 新百科全書 大阪每日新聞社‧東京日日新聞社 昭和11年 1

020∕28 國民經濟辭典 松元竹二﹙非凡閣版﹚ 昭和8年 小辭典全集第一卷 1

020∕28 國民政治辭典 松元竹二﹙非凡閣版﹚ 昭和9年 小辭典全集第二卷 1

020∕28 日常法律辭典 松元竹二﹙非凡閣版﹚ 昭和8年 小辭典全集第三卷 1

020∕28 農村問題辭典 松元竹二﹙非凡閣版﹚ 昭和9年 小辭典全集第四卷 1

020∕28 社會科學辭典 松元竹二﹙非凡閣版﹚ 昭和9年 小辭典全集第五卷 1

020∕28 自然科學辭典 松元竹二﹙非凡閣版﹚ 昭和9年 小辭典全集第六卷 1

020∕28 哲學辭典 香原一勢﹙非凡閣版﹚ 昭和9年 小辭典全集第七卷 1

020∕28 文 藝辭典 松元竹二﹙非凡閣版﹚ 昭和9年 小辭典全集第八卷 1

020∕28 日本人名辭典 松元竹二﹙非凡閣版﹚ 昭和9年 小辭典全集第九卷 1

020∕28 世界人名辭典 松元竹二﹙非凡閣版﹚ 昭和9年 小辭典全集第十卷 1

020∕28 實用國漢新辭典 香原一勢‧松元竹二﹙非凡閣版﹚ 昭和10年 小辭典全集第十二卷 1

020∕29 國民百科大辭典 富山房百科辭典編篡部 昭和10年 15冊﹙1至14卷加別卷﹚ 15

020∕30 1937科學年鑑 科學知識普及會 科學知識第17卷第1號別冊附錄 1

020∕30 1938科學年鑑 科學知識普及會 科學知識第18卷第1號別冊附錄 1

020∕31 刀劍圖考‧武器考證﹙第一﹚ 故實叢書編輯部 昭和5年 1

020∕31 武器考證﹙第二﹚ 故實叢書編輯部 昭和5年 1

020∕31 裝束織文圖會 故實叢書編輯部 昭和4年 1

020∕31 舞樂圖‧舞樂圖說 故實叢書編輯部 昭和5年 1

020∕31 江家次第 故實叢書編輯部 昭和4年 1

020∕31 織文圖會﹙第一﹚ 故實叢書編輯部 昭和4年 女官‧狩衣‧錦織物 1

020∕31 織文圖會﹙第二﹚ 故實叢書編輯部 昭和4年 御幸部‧禮服 1

020∕31 尚古鎧色一覽 故實叢書編輯部 昭和5年 1

020∕31 本朝軍器考‧軍用記 故實叢書編輯部 昭和4年 1

020∕31 鎧著用次弟‧冠帽圖會‧禮服著用‧圖裝束著用圖 故實叢書編輯部 昭和5年 1

020∕32 動物篇﹙動物界概觀‧脊椎動物﹚ 小原國方編 昭和16年 兒童百科大辭典第 1卷 1

020∕32 動物篇﹙無脊椎動物‧動物總論﹚ 小原國方編 昭和15年 兒童百科大辭典第 2卷 1

020∕32 植物篇﹙植物界概說‧顯花植物‧應用植物﹚ 小原國方編 昭和16年 兒童百科大辭典第3卷 1

020∕32 植物篇﹙蔭花植物‧植物通論‧生物學問題﹚ 小原國方編 昭和15年 兒童百科大辭典第4卷 1

020∕32 生理衛生篇 小原國方編 昭和15年 兒童百科大辭典第5卷 1

020∕32 物理篇﹙力學‧熱學‧音響學﹚ 小原國方編 昭和16年 兒童百科大辭典第6卷 1

020∕32 物理篇﹙電氣磁氣學‧光學物質構造學﹚ 小原國方編 昭和17年 兒童百科大辭典第7卷 1

020∕32 化學篇﹙無機化學﹚ 小原國方編 昭和16年 兒童百科大辭典第8卷 1

020∕32 天文氣象篇 小原國方編 昭和117年 兒童百科大辭典第11卷 1

020∕32 世界地理 小原國方編 昭和18年 兒童百科大辭典第14卷 1

020∕32 歷史篇﹙日本通史﹚ 小原國方編 昭和16年 兒童百科大辭典第16卷 1

020∕32 歷史篇﹙日本風俗史‧日本文化史﹚ 小原國方編 昭和15年 兒童百科大辭典第 18卷 1
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020∕32 數學篇 小原國方編 昭和17年 兒童百科大辭典第19卷 1

020∕32 美術史篇﹙西洋‧東洋‧日本繪畫史﹚ 小原國方編 昭和15年 兒童百科大辭典第20卷 1

020∕32 美術史篇﹙彫刻‧建築‧工藝﹚ 小原國方編 昭和15年 兒童百科大辭典第21卷 1

020∕32 美術教育篇 小原國方編 昭和18年 兒童百科大辭典第22卷 1

020∕32 文藝篇﹙文藝理論‧兒童文學﹚ 小原國方編 昭和14年 兒童百科大辭典第23卷 1

020∕32 文藝篇﹙日本‧東洋文學史﹚ 小原國方編 昭和15年 兒童百科大辭典第24卷 1

020∕32 文藝篇﹙西洋文學史﹚ 小原國方編 昭和15年 兒童百科大辭典第25卷 1

020∕32 地質鑛物篇 小原國方編 昭和16年 兒童百科大辭典第26卷 1

020∕32 音樂‧舞踊‧体育篇 小原國方編 昭和14年 兒童百科大辭典第27卷 1

020∕32 哲學‧宗教篇﹙宗教‧哲學‧心理‧東西思想史﹚ 小原國方編 昭和14年 兒童百科大辭典第30卷 1

020∕34 重訂行文語類 孫上登 同治7年 4冊﹙甲乙丙丁﹚ 4

有正味齋試帖詳註 嘉慶乙丑 2冊 2

023∕1 蠹魚之自傳 內田魯庵 昭和4年 1

030∕1 美學及美術史 齋藤信策編輯 大正2年 樗牛全集第一卷﹙高山林次郎著﹚ 1

030∕1 文藝及史傳﹙上卷﹚ 高山林次郎 大正7年 樗牛全集第二卷 1

030∕1 文藝及史傳﹙下卷﹚ 高山林次郎 大正8年 樗牛全集第三卷 1

030∕1 時勢及思索 齋藤信策編輯 大正8年 樗牛全集第四卷﹙高山林次郎著﹚ 1

030∕1 想華及消息 齋藤信策編輯 大正5年 樗牛全集第五卷﹙高山林次郎著﹚ 1

030∕1 日記及消息 高山林次郎 大正13年 樗牛全集第六卷 1

030∕2 西洋哲學史 大西視 大正4年 1

030∕2 良心起原論及論集 大西視 大正10年 1

030∕2 論文及歌集 大西視 大正2年 1

030∕3 原文和譯對照李舜臣全集 青柳綱太郎 大正5年 2冊﹙上下﹚2套 2

030∕4 透谷全集 北村美那子 大正11年 1

030∕5 山鹿素行全集 山鹿素行 大正6年 3冊﹙複本﹚ 3

030∕7 三十輻 早川純三編輯 大正6年 4冊﹙1.2.3.4﹚ 4

030∕8 鼠璞十種第一 早川純三編輯 大正5年 1

030∕8 鼠璞十種第二 早川純三編輯 大正5年 1

030∕9 戶田茂說全集 早川純三編輯 大正4年 1

030∕10 田能村竹田全集 早川純三編輯 大正5年 1

030∕11 三四郎それから門 夏目純一 大正7年 漱石全集第四卷 1

030∕11 心道草 夏目純一 大正7年 漱石全集第六卷 1

030∕11 短篇小說集上卷 夏目純一 昭和3年 漱石全集第二卷 1

030∕11 明暗 夏目純一 大正7年 漱石全集第七卷 1

030∕11 短篇小說集 夏目純一 大正6年 漱石全集第二卷 1

030∕11 文學論文學評論 夏目純一 大正7年 漱石全集第八卷 1

030∕11 小品評論雜篇 夏目純一 昭和4年 漱石全集第九卷 1

030∕11 日記及斷片 夏目純一 大正7年 漱石全集第十一卷 1

030∕11 吾輩は猫であゐ 夏目純一 昭和3年 漱石全集第一卷 1

030∕11 短篇小說集下卷 夏目純一 昭和4年 漱石全集第三卷 1

030∕11 彼岸過迄 夏目純一 昭和3年 漱石全集第七卷 1

030∕11 行人 夏目純一 昭和4年 漱石全集第八卷 1

030∕11 明暗 夏目純一 昭和4年 漱石全集第十卷 1

030∕11 三四郎 夏目純一 昭和4年 漱石全集第五卷 1

030∕11 續書簡集 夏目純一 昭和4年 2冊﹙複本﹚漱石全集第十九卷 2

030∕11 漱石全集別冊 夏目純一 大正9年 1

030∕11 虞美人艸坑夫 夏目純一 大正7年 漱石全集第三卷 1

030∕11 虞美人艸坑夫 夏目純一 昭和3年 漱石全集第四卷 1

030∕11 心道草 夏目純一 昭和3年 漱石全集第九卷 1

030∕11 吾輩は猫であゐ 夏目純一 大正7年 漱石全集第一卷 1

030∕11 彼岸過迄行人 夏目純一 大正7年 漱石全集第五卷 1
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030∕11 初期の文章及詩歌俳句 夏目純一 大正7年 漱石全集第十卷 1

030∕11 文學論 夏目純一 昭和3年 漱石全集第十一卷 1

030∕11 小品 夏目純一 昭和3年 漱石全集第十三卷 1

030∕11 文學評論 夏目純一 昭和4年 漱石全集第十二卷 1

030∕11 續書簡集 夏目純一 大正8年 漱石全集第十三卷 1

030∕11 初期の文章及詩歌俳句 夏目純一 昭和3年 漱石全集第十五卷 1

030∕11 評論雜篇 夏目純一 昭和4年 漱石全集第十四卷 1

030∕11 日記及斷片上卷 夏目純一 昭和3年 漱石全集第十六卷 1

030∕11 日記及斷片下卷 夏目純一 昭和4年 漱石全集第十七卷 1

030∕11 書簡集 夏目純一 昭和3年 2冊﹙複本﹚漱石全集第十八卷 2

030∕11 別冊 夏目純一 昭和4年 漱石全集第二十卷 1

030∕12 鷗外全集 森林太郎 大正14年 第一卷 1

030∕12 鷗外全集 森林太郎 大正13年 第二卷 1

030∕12 鷗外全集 森林太郎 大正14年 第三卷 1

030∕12 鷗外全集 森林太郎 大正14年 第四卷 1

030∕12 鷗外全集 森林太郎 昭和2年 第五卷 1

030∕12 鷗外全集 森林太郎 大正15年 第六卷 1

030∕12 鷗外全集 森林太郎 大正13年 第七卷 1

030∕12 鷗外全集 森林太郎 大正14年 第八卷 1

030∕12 鷗外全集 森林太郎 大正13年 第九卷 1

030∕12 鷗外全集 森林太郎 大正15年 第十卷 1

030∕12 鷗外全集 森林太郎 大正14年 第十一卷 1

030∕12 鷗外全集 森林太郎 大正13年 第十二卷 1

030∕12 鷗外全集 森林太郎 大正13年 第十三卷 1

030∕12 鷗外全集 森林太郎 大正15年 第十四卷 1

030∕12 鷗外全集 森林太郎 大正14年 第十五卷 1

030∕12 鷗外全集 森林太郎 大正13年 第十六卷 1

030∕12 鷗外全集 森林太郎 大正13年 第十七卷 1

030∕12 鷗外全集 森林太郎 昭和2年 第十八卷 1

030∕13 トルストイ全集 神田豐穗 大正9年 第二卷 1

030∕13 トルストイ全集 神田豐穗 大正10年 第四卷 1

030∕13 トルストイ全集 神田豐穗 大正10年 第五卷 1

030∕13 トルストイ全集 神田豐穗 大正10年 第六卷 1

030∕13 トルストイ全集 神田豐穗 大正9年 第七卷 1

030∕13 トルストイ全集 神田豐穗 大正9年 第十卷 1

030∕13 トルストイ全集 神田豐穗 大正9年 第十三卷 1

030∕14 芥川龍之介全集 芥川龍之介 昭和2年 第一卷 1

030∕14 芥川龍之介全集 芥川龍之介 昭和3年 第二次 1

030∕14 芥川龍之介全集 芥川龍之介 昭和3年 第三卷 1

030∕14 芥川龍之介全集 芥川龍之介 昭和2年 第四卷 1

030∕14 芥川龍之介全集 芥川龍之介 昭和3年 第五卷 1

030∕14 芥川龍之介全集 芥川龍之介 昭和3年 第六卷 1

030∕14 芥川龍之介全集 芥川龍之介 昭和3年 第七卷 1

030∕14 芥川龍之介全集 芥川龍之介 昭和4年 別冊 1

030∕15 海舟全集第一卷 海舟全集刊行會 昭和2年 開國起原﹙上﹚ 1

030∕15 海舟全集第二卷 海舟全集刊行會 昭和3年 開國起原﹙下﹚ 1

030∕15 海舟全集第三卷 海舟全集刊行會 昭和3年 吹塵錄﹙上﹚ 1

030∕15 海舟全集第四卷 海舟全集刊行會 昭和3年 吹塵錄﹙下﹚ 1

030∕15 海舟全集第五卷 海舟全集刊行會 昭和3年 吹塵餘錄 1

030∕15 海舟全集第六卷 海舟全集刊行會 昭和3年 陸軍歷史﹙上﹚ 1

030∕15 海舟全集第七卷 海舟全集刊行會 昭和3年 陸軍歷史﹙下﹚ 1
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030∕15 海舟全集第八卷 海舟全集刊行會 昭和3年 海軍歷史 1

030∕15 海舟全集第九卷 海舟全集刊行會 昭和3年 海舟日記其他 1

030∕15 海舟全集第十卷 海舟全集刊行會 昭和4年 流芳遺墨其他 1

030∕16 增訂賀茂真淵全集第一卷 賀茂百樹增訂 昭和2年 1

030∕16 增訂賀茂真淵全集第二卷 賀茂百樹增訂 昭和2年 1

030∕16 增訂賀茂真淵全集第三卷 賀茂百樹增訂 昭和2年 1

030∕16 增訂賀茂真淵全集第四卷 賀茂百樹增訂 昭和2年 1

030∕16 增訂賀茂真淵全集第五卷 賀茂百樹增訂 昭和3年 1

030∕16 增訂賀茂真淵全集第六卷 賀茂百樹增訂 昭和4年 1

030∕16 增訂賀茂真淵全集第七卷 賀茂百樹增訂 昭和4年 1

030∕16 增訂賀茂真淵全集第八卷 賀茂百樹增訂 昭和2年 1

030∕16 增訂賀茂真淵全集第九卷 賀茂百樹增訂 昭和3年 1

030∕16 增訂賀茂真淵全集第十卷 賀茂百樹增訂 昭和5年 1

030∕16 增訂賀茂真淵全集第十一卷 賀茂百樹增訂 昭和6年 1

030∕17 增補本居宣長全集第一卷 本居宣長 大正15年 古事記傳﹙神代之部﹚ 1

030∕17 增補本居宣長全集第二卷 本居宣長 大正15年 古事記傳﹙神代之部‧神武天皇﹚ 1

030∕17 增補本居宣長全集第三卷 本居宣長 大正15年 古事記傳﹙綏靖天皇‧應神天皇﹚ 1

030∕17 增補本居宣長全集第四卷 本居宣長 昭和2年 古事記傳﹙自仁德天皇至推古天皇﹚ 1

030∕17 增補本居宣長全集第五卷 本居宣長 大正15年 1

030∕17 增補本居宣長全集第六卷 本居宣長 大正15年 1

030∕17 增補本居宣長全集第七卷 本居宣長 昭和2年 1

030∕17 增補本居宣長全集第八卷 本居宣長 大正15年 1

030∕17 增補本居宣長全集第九卷 本居宣長 昭和2年 1

030∕17 增補本居宣長全集第十卷 本居宣長 昭和2年 增補 1

030∕17 增補本居宣長全集第十一卷 本居豐穎 昭和2年 本居春庭全集‧本居太平全集 1

030∕17 增補本居宣長全集第十二卷 本居豐穎 昭和2年 本居內遠全集 1

030∕18 尾崎行雄全集第一卷 尾崎行雄 大正15年 1

030∕18 尾崎行雄全集第二卷 尾崎行雄 大正15年 1

030∕18 尾崎行雄全集第三卷 尾崎行雄 大正15年 1

030∕18 尾崎行雄全集第四卷 尾崎行雄 大正15年 1

030∕18 尾崎行雄全集第五卷 尾崎行雄 大正15年 1

030∕18 尾崎行雄全集第六卷 尾崎行雄 昭和2年 1

030∕18 尾崎行雄全集第八卷 尾崎行雄 大正15年 1

030∕18 尾崎行雄全集第九卷 尾崎行雄 昭和2年 1

030∕18 尾崎行雄全集第十卷 尾崎行雄 昭和2年 1

030∕19 橫井博士全及第一卷 橫井時敬 昭和2年 栽培汎論稻作改良論鹽水選種法稻田改良法…..﹚... 1

030∕19 橫井博士全及第二卷 橫井時敬 昭和2年 農業汎論農業經濟學現今農業政策畜產經濟 1

030∕19 橫井博士全及第三卷 橫井時敬 昭和2年 合關率農業と農學經濟側の耕地整理興農論策 1

030∕19 橫井博士全及第四卷 橫井時敬 昭和2年 農政經濟要論農村改造論農村改良…. 1

030∕19 橫井博士全及第五卷 橫井時敬 昭和2年 思索と感想鍬を杖つきて模範町村出鱈目草 1

030∕19 橫井博士全及第六卷 橫井時敬 昭和2年 農村行腳三十年劔と鍬 1

030∕19 橫井博士全及第七卷 橫井時敬 昭和2年 農村問題研究農民の立場から 1

030∕19 橫井博士全及第八卷 橫井時敬 昭和2年 書齋より田園へ虛遊軒存稿 1

030∕19 橫井博士全及第九卷 橫井時敬 昭和2年 農業教育百題農家の子弟 1

030∕19 橫井博士全及第十卷 橫井時敬 昭和2年 農界時評流れに棹して 1

030∕22 世界思潮第一冊 岩波茂雄 昭和3年 1

030∕22 世界思潮第二冊 岩波茂雄 昭和3年 1

030∕22 世界思潮第三冊 岩波茂雄 昭和3年 1

030∕22 世界思潮第四冊 岩波茂雄 昭和3年 1

030∕22 世界思潮第五冊 岩波茂雄 昭和3年 1

030∕22 世界思潮第六冊 岩波茂雄 昭和3年 1

42/267



030∕22 世界思潮第七冊 岩波茂雄 昭和3年 1

030∕22 世界思潮第八冊 岩波茂雄 昭和5年 1

030∕22 世界思潮第九冊 岩波茂雄 昭和5年 1

030∕22 世界思潮第十冊 岩波茂雄 昭和4年 1

030∕22 世界思潮第十一冊 岩波茂雄 昭和4年 1

030∕23 蘆花全集第二卷 德富健次郎 昭和4年 短篇小說集 1

030∕23 蘆花全集第三卷 德富健次郎 昭和4年 自然と人生‧青山白雲‧青蘆集 1

030∕23 蘆花全集第四卷 德富健次郎 昭和4年 トルストイ‧ゴルドソ將軍傳‧探偵異聞 1

030∕23 蘆花全集第五卷 德富健次郎 昭和5年 不如歸‧名婦鑑 1

030∕23 蘆花全集第六卷 德富健次郎 昭和3年 2冊﹙複本﹚思出の記 2

030∕23 蘆花全集第七卷 德富健次郎 昭和4年 黑潮‧十年‧順禮紀行 1

030∕23 蘆花全集第八卷 德富健次郎 昭和4年 寄生木 1

030∕23 蘆花全集第九卷 德富健次郎 昭和3年 2冊﹙複本﹚みみずのたはこと2008.04.03 2

030∕23 蘆花全集第十卷 德富健次郎 昭和3年 2冊﹙複本﹚黑い眼と茶色の目‧新春 2

030∕23 蘆花全集第十一卷 德富健次郎 昭和4年 死の蔭に‧太平洋を中にして 1

030∕23 蘆花全集第十二卷 德富健次郎 昭和4年 日本から日本へ第一卷 1

030∕23 蘆花全集第十三卷 德富健次郎 昭和4年 日本から日本へ第二卷 1

030∕23 蘆花全集第十五卷 德富健次郎 昭和4年  竹崎順子 1

030∕23 蘆花全集第十六卷 德富健次郎‧德富あぃ 昭和4年 小說富士第一卷 1

030∕23 蘆花全集第十七卷 德富健次郎‧德富あぃ 昭和4年 小說富士第二卷 1

030∕23 蘆花全集第一卷 德富健次郎 昭和5年 人物史傳篇﹙大﹚ 1

030∕23 蘆花全集第二卷 德富健次郎 昭和4年 短篇小說集﹙大﹚ 1

030∕23 蘆花全集第三卷 德富健次郎 昭和4年 自然と人生‧青山白雲‧青蘆集﹙大﹚ 1

030∕23 蘆花全集第四卷 德富健次郎 昭和4年 トルストイ‧ゴルドソ將軍傳‧探偵異聞﹙大﹚ 1

030∕23 蘆花全集第五卷 德富健次郎 昭和5年 不如歸‧名婦鑑﹙大﹚ 1

030∕23 蘆花全集第七卷 德富健次郎 昭和4年 黑潮‧十年‧順禮紀行﹙大﹚ 1

030∕23 蘆花全集第八卷 德富健次郎 昭和4年 寄生木﹙大﹚ 1

030∕23 蘆花全集第十一卷 德富健次郎 昭和4年 死の蔭に‧太平洋を中にして﹙大﹚ 1

030∕23 蘆花全集第十二卷 德富健次郎 昭和4年 日本から日本へ第一卷﹙大﹚ 1

030∕23 蘆花全集第十三卷 德富健次郎 昭和4年 日本から日本へ第二卷﹙大﹚ 1

030∕23 蘆花全集第十四卷 德富健次郎 昭和5年 日本から日本へ第三卷﹙大﹚ 1

030∕23 蘆花全集第十五卷 德富健次郎 昭和4年 竹崎順子﹙大﹚ 1

030∕23 蘆花全集第十六卷 德富健次郎‧德富あぃ 昭和4年 小說富士第一卷﹙大﹚ 1

030∕23 蘆花全集第十七卷 德富健次郎‧德富あぃ 昭和4年 小說富士第二卷﹙大﹚ 1

030∕23 蘆花全集第十八卷 德富健次郎‧德富あぃ 昭和5年 小說富士第三卷﹙大﹚ 1

030∕23 蘆花全集第十九卷 德富健次郎 昭和4年 偶感偶想﹙大﹚ 1

030∕23 蘆花全集第二十卷 德富健次郎 昭和5年 書翰集﹙明治18年乃至大正6年﹚﹙大﹚ 1

030∕24 山路愛山選集第一卷 山路金次郎 昭和2年 1

030∕25 婦人公論大學 島中雄作 昭和6年 服飾篇 1

030∕25 婦人公論大學 島中雄作 昭和7年 家庭生活篇 1

030∕25 婦人公論大學 島中雄作 昭和6年 演劇映畫篇 1

030∕25 婦人公論大學 島中雄作 昭和7年 近代文學篇 1

030∕25 婦人公論大學 島中雄作 昭和7年 婦人問題篇 1

030∕25 婦人公論大學 島中雄作 昭和6年 政治經濟篇 1

030∕25 婦人公論大學 島中雄作 昭和6年 音樂篇 1

030∕25 婦人公論大學 島中雄作 昭和6年 社會科學篇 1

030∕25 婦人公論大學 島中雄作 昭和6年 新科學篇 1

030∕25 婦人公論大學 島中雄作 昭和6年 美術篇 1

030∕25 婦人公論大學 島中雄作 昭和6年 社交篇 1

030∕25 婦人公論大學 島中雄作 昭和6年 裁縫篇 1

030∕25 婦人公論大學 島中雄作 昭和6年 育兒篇 1
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030∕25 婦人公論大學 島中雄作 昭和6年 料理篇 1

030∕25 婦人公論大學 島中雄作 昭和6年 結婚準備篇 1

030∕25 婦人公論大學 島中雄作 昭和6年 手藝篇 1

030∕25 婦人公論大學 島中雄作 昭和7年 編物篇 1

030∕25 婦人公論大學 島中雄作 昭和6年 美容科學篇 1

030∕26 輓近學術の進步 豐原清作 明治39年 同文館創業十周年記念號 1

030∕27 國學院大學紀要第逼卷 國學院大學 昭和7年 1

030∕28 平賀源內全集 入田整三 昭和10年 2冊﹙上、下﹚ 2

030∕29 吉田松陰年譜 吉田松陰全集第三卷別冊附錄 1

030∕29 吉田松陰全集 山口縣教育會 昭和11年 10冊﹙1至10卷﹚ 10

030∕30 本朝高僧傳 和田利彥 昭和10年 2冊﹙上、下﹚大日本文庫佛教篇 2

030∕30 法然上人集 和田利彥 昭和14年 大日本文庫佛教篇 1

030∕30 弘法大師集 和田利彥 昭和11年 大日本文庫佛教篇 1

030∕30 白隱禪師集 和田利彥 昭和13年 大日本文庫佛教篇 1

030∕30 目蓮上人集 和田利彥 昭和12年 大日本文庫佛教篇 1

030∕30 萬葉集 和田利彥 昭和10年 2冊﹙上、下﹚大日本文庫文學篇 2

030∕30 隨筆文集 和田利彥 昭和13年 2冊﹙複本﹚大日本文庫文學篇 2

030∕30 物語文學集 和田利彥 昭和10年 大日本文庫文學篇 1

030∕30 謠曲選 和田利彥 昭和11年 大日本文庫文學篇 1

030∕30 狂言選 和田利彥 昭和10年 大日本文庫文學篇 1

030∕30 近松淨瑠璃傑作集 和田利彥 昭和10年 2冊﹙上、下﹚大日本文庫文學篇 2

030∕30 南總里見八犬傳 和田利彥 昭和12年 3冊﹙一、二、三﹚大日本文庫文學篇 3

030∕30 今昔物語集 和田利彥 昭和12年 3冊﹙上、中、下﹚大日本文庫文學篇 3

030∕30 平家物語 和田利彥 昭和10年 大日本文庫文學篇 1

030∕30 榮花物語 和田利彥 昭和11年 2冊﹙上、下﹚大日本文庫文學篇 2

030∕30 陽明學派 和田利彥 昭和10年 3冊﹙上、中、下﹚大日本文庫儒教篇 3

030∕30 先哲叢談 和田利彥 昭和11年 大日本文庫儒教篇 1

030∕30 古學派 和田利彥 昭和11年 3冊﹙上、下、下﹚大日本文庫儒教篇 3

030∕30 日本外史 和田利彥 昭和11年 3冊﹙上、下、下﹚大日本文庫國史篇 3

030∕30 日本書紀 和田利彥 昭和9年 大日本文庫國史篇 1

030∕30 大鏡增鏡 和田利彥 昭和11年 大日本文庫國史篇 1

030∕30 大日本史﹙一﹚ 和田利彥 昭和12年 大日本文庫國史篇 1

030∕30 續日本紀 和田利彥 昭和13年 ﹙館藏上卷﹚大日本文庫國史篇 1

030∕30 垂加神道 和田利彥 昭和12年 ﹙館藏下卷﹚大日本文庫神道篇 1

030∕30 書道集 和田利彥 昭和13年 大日本文庫藝道篇 1

030∕30 勤王志士遺文集 和田利彥 昭和12年 ﹙館藏三﹚大日本文庫勤王篇 1

030∕30 大日本史贊藪‧保建大記‧中興鑑言 和田利彥 昭和10年 大日本文庫國體篇 1

030∕31 日本の社會 瀧川政次郎 昭和9年 東洋思潮第一回 1

030∕31 印度思想文學思想﹙上﹚ 田中於莬彌 昭和9年 東洋思潮第一回 1

030∕31 印度支那の文化﹙上﹚ 松本信廣 昭和9年 東洋思潮第一回 1

030∕31 宋學の由來及び其特殊性 武內義雄 昭和9年 東洋思潮第一回 1

030∕31 上代支那に於ける神話及び說話 出石誠彥 昭和9年 東洋思潮第一回 1

030∕31 支那に於ける耶穌教 石田幹之助 昭和9年 東洋思潮第一回 1

030∕31 印度民族 木村日紀 昭和9年 東洋思潮第二回 1

030∕31 西南亞細亞文化の源泉 杉勇 昭和9年 東洋思潮第二回 1

030∕31 支那思想科學﹙數學﹚ 三上義夫 昭和9年 東洋思潮第二回 1

030∕31 印度思想文學思想﹙下﹚ 田中於莬彌 昭和9年 東洋思潮第二回 1

030∕31 印度思想美術思想 逸見梅榮 昭和9年 東洋思潮第二回 1

030∕31 支那人の觀たる日本 秋山謙藏 昭和9年 東洋思潮第二回 1

030∕31 印度支那言語の系統 松本信廣 昭和9年 東洋思潮第三回 1

030∕31 支那思想科學﹙醫學﹚ 富士川游 昭和9年 東洋思潮第三回 1
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030∕31 支那思想科學﹙本草の思潮﹚ 中尾萬三 昭和9年 東洋思潮第三回 1

030∕31 印度思想ヴェ―ダびググブラ―フマナの思想﹙上﹚ 福島直四郎 昭和9年 東洋思潮第三回 1

030∕31 本地垂迹說  辻善之助 昭和9年 東洋思潮第三回 1

030∕31 印度思想印度教の思想 金倉園照 昭和9年 東洋思潮第四回 1

030∕31 西南亞細亞の文化 中原與茂九郎 昭和9年 東洋思潮第四回 1

030∕31 陰陽五行說 飯島忠夫 昭和9年 東洋思潮第四回 1

030∕31 清談 青木正兒 昭和9年 東洋思潮第四回 1

030∕31 支那史學思想の發達 岡崎文夫 昭和9年 東洋思潮第四回 1

030∕31 滿蒙言語の系統 石濱純太郎 昭和9年 東洋思潮第五回 1

030∕31 支那思想音樂 兼常清佐 昭和9年 東洋思潮第五回 1

030∕31 印度思想ヴェ―ダびググブラ―フマナの思想﹙下﹚ 福島直四郎 昭和9年 東洋思潮第五回 1

030∕31 排佛廢釋の問題 常盤大定 昭和9年 東洋思潮第五回 1

030∕31 支那現代思潮 松井  等 昭和9年 東洋思潮第五回 1

030∕31 西洋人の觀たる支那 後藤末雄 昭和9年 東洋思潮第五回 1

030∕31 日本民族﹙日本人種論の變遷﹚ 清野謙次 昭和9年 東洋思潮第六回 1

030∕31 印度文化と希臘及び西南亞細亞の文化との交流 原隨園 昭和9年 東洋思潮第六回﹙特に希臘文化の東漸について﹚ 1

030∕31 支那思想哲學思想﹙上﹚ 山口察常 昭和9年 東洋思潮第六回 1

030∕31 東洋思想に於ける日本の特質日本法律思想の特質 瀧川政次郎 昭和9年 東洋思潮第六回 1

030∕31 イスラム教 大久保幸次 昭和9年 東洋思潮第六回 1

030∕32 蘇曼殊全集 蘇玄渶 民國23年 1至2卷﹙中文﹚ 1

030∕32 蘇曼殊全集 蘇玄渶 民國23年 3卷﹙中文﹚ 1

030∕32 蘇曼殊全集 蘇玄渶 民國23年 4卷﹙中文﹚ 1

030∕32 蘇曼殊全集 蘇玄渶 民國23年 5卷﹙中文﹚ 1

030∕33 虛妄の正義 荻原朔太郎 昭和4年 1

030∕34 人間 はどれだけの事をして來たか﹙一﹚ 恒藤恭 昭和11年 日本少國民文庫第一卷 1

030∕34 人間 はどれだけの事をして來たか﹙二﹚ 石原純 昭和12年 日本少國民文庫第二卷 1

030∕34 日本人 はどれだけの事をして來たか 西村真次 昭和11年 日本少國民文庫第三卷 1

030∕34 君たちはどう生きるか 山本有三‧吉野源三郎 昭和12年 日本少國民文庫第五卷 1

030∕34 人生案內 水上瀧太郎 昭和12年 日本少國民文庫第六卷 1

030∕34 人類の進步にっくした人々 山本有三 昭和12年 日本少國民文庫第八卷 1

030∕34 發明物語と科學手工 廣瀨機基 昭和10年 日本少國民文庫第九卷 1

030∕34 世界の謎 石原純 昭和11年 日本少國民文庫第十卷 1

030∕34 スポーツと冒險物語 飛田穗洲‧豐島與志雄 昭和11年 日本少國民文庫第十一卷 1

030∕34 心に太陽を持て 山本有三 昭和10年 日本少國民文庫第十二卷﹙胸にひびく話二十篇﹚ 1

030∕34 文章の話 里見弴 昭和12年 日本少國民文庫第十三卷 1

030∕34 世界名作選﹙一﹚ 山本有三 昭和11年 日本少國民文庫第十四卷 1

030∕34 世界名作選﹙二﹚ 山本有三 昭和11年 日本少國民文庫第十五卷 1

030∕34 日本名作選 山本有三 昭和11年 日本少國民文庫第十六卷 1

030∕35 南進論‧戰爭論 室伏高信 昭和12年 室伏高信全集第十五卷 1

030∕37 風車とチェウリツブの國 外務省文化事業部 昭和13年 オランタの話 1

030∕38 奉天三十年﹙上﹚ クリステイー著‧矢內原忠雄譯 昭和13年 岩波新書1 1

030∕38 奉天三十年﹙下﹚ クリステイー著‧矢內原忠雄譯 昭和13年 岩波新書2 1

030∕38 支那思想と日本 津田左右吉 昭和14年 岩波新書3 1

030∕38 天災と國防 寺田演彥 昭和13年 岩波新書4 1

030∕38 萬葉秀歌﹙上﹚ 齋藤茂吉 昭和14年 岩波新書5 1

030∕38 萬葉秀歌﹙下﹚ 齋藤茂吉 昭和14年 岩波新書6 1

030∕38 家計の數學 小倉金之助 昭和14年 岩波新書7 1

030∕38 雪 中谷宇吉郎 昭和13年 岩波新書8 1

030∕38 世界諸民族經濟戰夜話 白柳秀湖 昭和13年 岩波新書9 1

030∕38 人生論 武者小路實篤 昭和13年 岩波新書11 1

030∕38 ドイツ戰歿學生の手紙 ヴイツ卜コツプ編‧高橋健二譯 昭和14年 岩波新書12 1
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030∕38 死とは何かその他 J‧ハックスリ著‧丘英通譯 昭和13年 岩波新書13 1

030∕38 神秘な宇宙 ジーソズ著‧鈴木敬信譯 昭和14年 岩波新書14 1

030∕38 科學史と新ヒューマニズム サー卜ソ著‧森島恒雄譯 昭和14年 岩波新書15 1

030∕38 べー卜ヴーェソ 長谷川千秋 昭和14年 岩波新書16 1

030∕38 森鷗外妻ヘの手紙 小堀杏奴 昭和13年 岩波新書17 1

030∕38 荊棘の冠 里見弴 昭和13年 岩波新書18 1

030∕38 瘤 山本有三 昭和13年 岩波新書19 1

030∕38 春泥‧花冷え 久保田万太郎 昭和13年 岩波新書20 1

030∕38 薔薇 橫光利一 昭和14年 岩波新書21 1

030∕38 抒情歌 川端康成 昭和13年 岩波新書22 1

030∕38 大帝康熙﹙支那統治の要道﹚ 長與善郎 昭和13年 岩波新書24 1

030∕38 ミケルアンヂェロ 羽仁五郎 昭和14年 岩波新書25 1

030∕38 世界文化史概觀﹙上﹚ ツェルズ著‧長谷部文雄譯 昭和14年 岩波新書27 1

030∕38 世界文化史概觀﹙下﹚ ツェルズ著‧長谷部文雄譯 昭和14年 岩波新書28 1

030∕38 メチニコフの生涯﹙上﹚ オリガ‧メチニコソ著‧宮下義信譯 昭和14年 岩波新書29 1

030∕38 メチニコフの生涯﹙下﹚ オリガ‧メチニコソ著‧宮下義信譯 昭和14年 岩波新書30 1

030∕38 アフリ力分割史 大熊真 昭和14年 岩波新書31 1

030∕38 鼠はまだ生きてゐる B‧H‧チェムバレン著‧吉阪俊藏譯 昭和14年 岩波新書32 1

030∕38 回教徒 笠間呆雄 昭和14年 岩波新書33 1

030∕38 日本刀 本間順治 昭和14年 岩波新書34 1

030∕38 海 宇田道隆 昭和14年 岩波新書36 1

030∕38 物質と光﹙上﹚ ドゥ‧ブロイ著‧河野與一譯 昭和14年 岩波新書37 1

030∕38 物質と光﹙下﹚ ドゥ‧ブロイ著‧河野與一譯 昭和14年 岩波新書38 1

030∕38 日本美の再發見﹙建築學的考察﹚ ブルーノ‧夕ウト著‧籐田英雄譯 昭和14年 岩波新書39 1

030∕38 北極飛行 グォドビヤーノフ著‧米川正夫譯 昭和14年 岩波新書40 1

030∕38 三民主義解說﹙上﹚ 周佛海著‧犬養健譯 昭和14年 岩波新書41 1

030∕38 三民主義解說﹙下﹚ 周佛海著‧犬養健譯 昭和14年 岩波新書42 1

030∕38 野口英雄 小泉丹 昭和14年 岩波新書43 1

030∕38 科學と宗教との鬪爭 ホワイト著‧森島恒雄譯 昭和14年 岩波新書44 1

030∕38 學生に與ふる書 天野貞祐 昭和14年 岩波新書45 1

030∕38 雷 中谷宇吉郎 昭和14年 岩波新書46 1

030∕38 戰爭とふたリの婦人 山本有三 昭和14年 岩波新書47 1

030∕38 物理學はいかに創られたか﹙下﹚ アインシェタイン・インフェルト著 昭和15年 岩波新書51﹙石原純譯﹚ 1

030∕38 日本資本主義史上の指導者たち 土屋喬雄 昭和15年 岩波新書53 1

030∕38 世紀の狂人 安田德太郎 昭和15年 岩波新書58 1

030∕38 トルキス夕ンヘの旅 タイクマン著‧神近市子譯 昭和15年 岩波新書59 1

030∕38 日本文化の問題 西田幾多郎 昭和15年 岩波新書60 1

030∕38 能の話 野上豐一郎 昭和15年 岩波新書62 1

030∕38 山  辻村太郎 昭和15年 岩波新書63 1

030∕38 空間と時間 エミール・ボレル著・矢野健太郎譯 昭和15年 岩波新書64 1

030∕38 余の尊敬する人物 矢內原忠雄 昭和15年 岩波新書65 1

030∕38 生命と物質﹙植物の生活から﹚ 服部靜夫 昭和15年 岩波新書66    1

030∕38 一軍人の思想 ゼークト著・篠田英雄譯 昭和15年 岩波新書67 1

030∕38 フアラデー 矢島祐利 昭和15年 岩波新書68 1

030∕38 人種の問題 J‧ハックスリ‧A‧ハッドン 昭和15年 岩波新書69小泉丹譯 1

030∕38 スエズ運河 ションフイールド 昭和15年 岩波新書70福岡誠一譯 1

030∕38 今日の戰爭﹙その計畫・遂行・經費﹚ ボソニー著・大內愛七譯 昭和15年 岩波新書71 1

030∕38 傳說 柳田國男 昭和15年 岩波新書72 1

030∕38 アラビアのロレンス 中野好夫 昭和15年 岩波新書73 1

030∕38 暴風雨 大谷東平 昭和15年 岩波新書74 1

030∕38 禪と日本文化 鈴木大拙著・北川桃雄譯 昭和15年 岩波新書75 1
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030∕38 支那の經濟機構 何幹之著・中西功・小泉謙譯 昭和15年 岩波新書76 1

030∕38 日露陸戰新史 沼田多稼藏 昭和15年 岩波新書78 1

030∕38 支那の經濟地理 グルーシセユフ 昭和15年 岩波新書79  西尾忠四郎・西澤富夫譯 11

030∕38 アメリカ發展史﹙上﹚ フアランド 昭和16年 岩波新書82  名原廣三郎・高木八尺譯 1

030∕38 ナンセン傳 A・G・ホール著・林要譯 昭和17年 岩波新書85 1

030∕38 蒙古の旅﹙上﹚ ハズルンド著・內藤岩雄譯 昭和17年 岩波新書86 1

030∕40 ゲ一テ全集﹙第一卷﹚ 藤森秀夫譯 昭和2年 詩集 1

030∕40 ゲ一テ全集﹙第二卷﹚ 秦豐吉・伊藤武雄・石本芳二同譯 大正15年 短篇集

030∕40 ゲ一テ全集﹙第三卷﹚ 秦豐吉・村松正俊・關口次郎同譯 大正15年 戲曲集 1

030∕40 ゲ一テ全集﹙第四卷﹚ 內山貞三郎・內田貢・伊藤武雄同譯 昭和2年 タウリスに於けるイフィグーニエ等 1

030∕40 ゲ一テ全集﹙第五卷﹚ 中島清 大正15年 井ルへルム・マイステル修行時代前編 1

030∕40 ゲ一テ全集﹙第六卷﹚ 中島清 昭和2年 井ルへルム・マイステル修行時代續編 1

030∕40 ゲ一テ全集﹙第七卷﹚ 秦豐吉譯 大正15年 エルテルの悲み親和力 1

030∕40 ゲ一テ全集﹙第八卷﹚ 生田長將 大正15年 わが生活よリ﹙作為と真實﹚前編 1

030∕40 ゲ一テ全集﹙第九卷﹚ 江間道助・三澤清貞同譯 昭和2年 わが生活よリ﹙作為と真實﹚後編 1

030∕40 ゲ一テ全集﹙第十卷﹚ 岩崎真澄 大正14年 伊太利紀行 1

030∕40 ゲ一テ全集﹙第十一卷﹚ 小野澤百八・黑坂禎次同譯 大正14年 征佛記・羅馬滯在 1

030∕40 ゲ一テ全集﹙第十二卷﹚ 中島清 大正15年 井ルへルム・マイステル遍歷時代 1

030∕40 ゲ一テ全集﹙第十三卷﹚ 秦豐吉譯 大正15年 フアウスト 1

030∕41 泊翁叢書 日本弘道會 大正6年 1

040∕1 國共談判一個年の回顧 台灣新生報 民國35年 時事解說叢書第一輯 1

040∕1 聯合國大會其の成立と經過 台灣新生報 民國35年 時事解說叢書第二輯 1

040∕1 國民大會﹙中米商約と幣制改革問題﹚ 台灣新生報 民國35年 時事解說叢書第三輯 1

040∕1 民主とは何ぞや 台灣新生報 民國35年 時事解說叢書第四輯附錄﹕今年の科學界 1

040∕1 東南亞細亞の民族解放運動 台灣新生報 民國36年 時事解說叢書第五輯 1

040∕1 中日對譯中華民國憲法 台灣新生報 民國36年 時事解說叢書第六輯 1

040∕1 米蘇關係の解剖 台灣新生報 民國36年 時事解說叢書第八輯 1

040∕1 二二八事件の處理方針 台灣新生報 民國36年 時事解說叢書第九輯 1

040∕1 土地法の解說 台灣新生報 民國36年 時事解說叢書第十輯 1

040∕1 三中全會政治經濟改革方案 台灣新生報 民國36年 時事解說叢書第十一輯 1

040∕1 國府の改組と本省々府の成立 台灣新生報 民國36年 時事解說叢書第十二輯 1

040∕1 隨筆鹽尻 天野信景翁 明治40年 2冊﹙上、下﹚ 2

040∕2 隨想錄 新渡戶稻造 明治40年 1

040∕2 退耕錄 澤柳政太郎 明治42年 1

040∕4 駿台雜話 室鳩巢 明治27年 1

040∕5 人間と自然 大町桂月 大正8年 1

040∕6 洗心錄 幸田露伴 昭和6年 2冊﹙複本﹚ 2

040∕7 出たらめの記・閑話集 矢野文雄 大正8年 1

040∕8 咢堂漫畫 尾崎行雄 大正12年 1

040∕9 現世樂園 高須梅溪 大正9年 1

040∕10 秋江隨筆 近松秋江 大正12年 1

040∕11 日米比較感想錄 伊賀駒吉郎 大正10年 1

040∕13 譚海 早川純三郎 大正6年 1

040∕14 百家隨筆 早川純三郎 大正6年 3冊﹙一、二、三﹚ 3

040∕15 海錄 早川純三郎 大正4年 1

040∕16 筆にまかせて 芳賀矢一 大正8年 1

040∕17 北郊雜記 阿部次郎 大正11年 1

040∕18 吐雲錄 和田垣謙三 大正3年 1

040∕19 龍溪閑話 矢野文雄 大正13年 1

040∕21 隨筆賴山陽 市島春城 大正14年 1

040∕22 抱月隨筆集 島村抱月 大正14年 1
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040∕23 濯足堂漫筆 大谷光瑞 大正14年 1

040∕24 蘇峰隨筆 德富豬一郎 大正14年 1

040∕24 第二蘇峰隨筆 德富豬一郎 大正14年 1

040∕26 鳶魚隨筆 三田村鳶魚 大正14年 1

040∕27 右やひだり 井上吉次郎 大正14年 1

040∕28 口譯注解駿臺雜話 宮阪武吉 大正15年 1

040∕29 偶然問答 成瀨無極 大正14年 1

040∕30 古溪隨筆 波多野承五郎 大正15年 1

040∕31 第一人物隨筆 德富豬一郎 大正15年 1

040∕32 鰐の命日 美土路昌一 大正15年 1

040∕33 楢重雜筆 小山信重 昭和2年 1

040∕34 梅・馬・鶯 芥川龍之介 大正15年 1

040∕35 梟の日﹙第二古溪隨筆﹚ 波多野承五郎 昭和2年 1

040∕36 庭をつくる人 室生犀星 昭和2年 1

040∕37 空に徹するもの 高神決昇 昭和3年 1

040∕38 獄中に於ける予の感想 甘粕正彥 昭和2年 1

040∕39 增訂筆のしづく 大町芳月 大正7年 1

040∕40 人生讀本 トルストイ著・八住利雄譯 昭和3年 2冊﹙上、下﹚ 2

040∕41 淺人零語 得能文 昭和3年 1

040∕42 漱石の思ひ出 夏目鏡子述・松岡讓筆錄 昭和3年 1

040∕44 夏目さんの人及思想 島為男 昭和2年 1

040∕45 福翁漫言 富田貢 昭和2年 1

040∕48 街頭の社會學 室伏高信 昭和4年 1

040∕49 中庸の道 德富豬一郎 昭和3年 1

040∕50 趣味の大眾科學 田中香涯 昭和4年 1

040∕51 世に勝つ 湯淺一雄 昭和5年 附新豫言 1

040∕52 思想・山水・人物 鶴見祐輔 昭和3年 1

040∕54 天竺浪人物語 吉原憶良 昭和5年 1

040∕55 世界に高叫ぶ一百人 小山莊一郎 昭和5年 1

040∕57 隨感錄 濱口雄幸 昭和6年 1

040∕59 明治密偵史 廢姓外骨﹙宮武外骨﹚ 昭和4年 1

040∕60 隨筆太陽に近く 橫瀨夜雨 昭和6年 1

040∕61 通俗講話生きた科學 東京日日新聞學藝部 昭和4年 1

040∕62 隨筆江戶の噂 三田村鳶魚 大正15年 1

040∕63 一癖隨筆 廢姓外骨﹙宮武外骨﹚ 昭和5年 1

040∕64 面白半分 廢姓外骨﹙宮武外骨﹚ 昭和4年 1

040∕65 奇態流行史 廢姓外骨﹙宮武外骨﹚ 昭和4年 1

040∕66 通俗講話科學の生活化 東京日日新聞學藝部 昭和4年 1

040∕67 新科學畫輯1﹙交通の卷﹚ 刀彌館正雄 昭和7年 1

040∕67 新科學畫輯2﹙人類の卷﹚ 刀彌館正雄 昭和7年 1

040∕67 新科學畫輯3﹙動物の卷﹚ 刀彌館正雄 昭和7年 1

040∕67 新科學畫輯4﹙植物の卷﹚ 刀彌館正雄 昭和7年 1

040∕67 新科學畫輯5﹙電氣の卷﹚ 刀彌館正雄 昭和7年 1

040∕68 山岳征服の驚異 仲摩照久 昭和8年 科學畫報叢書第十三篇 1

040∕68 植物の驚異 仲摩照久 昭和7年 科學畫報叢書第十二篇 1

040∕68 風景の驚異 仲摩照久 昭和7年 科學畫報叢書第十一篇 1

040∕68 科學文明の驚異 仲摩照久 昭和6年 科學畫報叢書第一篇 1

040∕68 海の驚異 仲摩照久 昭和6年 科學畫報叢書第三篇 1

040∕68 山岳の驚異 仲摩照久 昭和6年 科學畫報叢書第二篇 1

040∕68 昆蟲の驚異 仲摩照久 昭和6年 科學畫報叢書第四篇 1

040∕68 自然界の驚異 仲摩照久 昭和9年 科學畫報叢書第十篇 1
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040∕68 天體の驚異 仲摩照久 昭和9年 科學畫報叢書第十五篇 1

040∕68 動物の驚異﹙前篇﹚ 仲摩照久 昭和7年 科學畫報叢書第七篇 1

040∕68 新兵器の驚異 仲摩照久 昭和7年 科學畫報叢書第九篇 1

040∕68 續動物の驚異 仲摩照久 昭和7年 科學畫報叢書第十篇 1

040∕68 顯微鏡下の驚異 仲摩照久 昭和7年 科學畫報叢書第五篇 1

040∕68 電氣の驚異 仲摩照久 昭和7年 科學畫報叢書第六篇 1

040∕68 航空の驚異 仲摩照久 昭和7年 科學畫報叢書第八篇 1

040∕69 萬頃文集 戶水汪 昭和3年 2冊﹙複本﹚ 2

040∕70 南船北馬 下村海南 昭和7年 1

040∕72 近代生活讀本 唐澤武三郎 昭和7年 現代九月號附錄 1

040∕73 中河與一隨手集左手神聖 東京第一書房 1

040∕74 明治文化發祥記念誌 大日本文明協會 大正13年 1

040∕77 內觀外望 新渡戶稻造 昭和8年 1

040∕78 日本隨筆大成 日本隨筆大成編輯部 昭和2年 第一卷 1

040∕78 日本隨筆大成 日本隨筆大成編輯部 昭和3年 第二期第一卷 1

040∕78 日本隨筆大成 日本隨筆大成編輯部 昭和2年 第二卷 1

040∕78 日本隨筆大成 日本隨筆大成編輯部 昭和3年 第二期第二卷 1

040∕78 日本隨筆大成 日本隨筆大成編輯部 昭和2年 第三卷 1

040∕78 日本隨筆大成 日本隨筆大成編輯部 昭和3年 第二期第三卷 1

040∕78 日本隨筆大成 日本隨筆大成編輯部 昭和2年 第四卷 1

040∕78 日本隨筆大成 日本隨筆大成編輯部 昭和3年 第二期第四卷 1

040∕78 日本隨筆大成 日本隨筆大成編輯部 昭和2年 第五卷 1

040∕78 日本隨筆大成 日本隨筆大成編輯部 昭和2年 第六卷 1

040∕78 日本隨筆大成 日本隨筆大成編輯部 昭和2年 第七卷 1

040∕78 日本隨筆大成 日本隨筆大成編輯部 昭和2年 第八卷 1

040∕78 日本隨筆大成 日本隨筆大成編輯部 昭和2年 第九卷 1

040∕78 日本隨筆大成 日本隨筆大成編輯部 昭和3年 第十卷 1

040∕78 日本隨筆大成 日本隨筆大成編輯部 昭和3年 第十一卷 1

040∕78 日本隨筆大成 日本隨筆大成編輯部 昭和3年 第十二卷 1

040∕79 新撰百科日用文庫 齋藤蘆洲 大正8年 1

040∕81 隨筆春うらゝか 小笠原長生 昭和6年 1

040∕82 ﹙一九三四年版﹚中央公論報 牧野武夫 昭和9年 ﹙經濟・政治・法律・文藝・スボーツ﹚ 1

040∕83 殘夜焚艸錄 日夏耿之介 昭和9年 1

040∕85 園窓よリらいてう 平塚明 大正2窓年 1

040∕86 さへづリ草﹙むしの夢﹚ 雀庵長房 明治43年 1

040∕87 スパイ戰術 中島武 昭和9年 1

040∕88 隨筆集└文藝林泉┐ 室生犀星 昭和9年 1

040∕8９ 隨筆茶後 富士崎放江 大正15年 1

040∕91 隨筆耳を搔きつ丶 長谷川仲 昭和9年 1

040∕92 貧者必勝 高田保馬 昭和9年 1

040∕94 東汀隨筆 喜舍場朝賢 昭和9年 1

040∕95 隨筆高きに登る 八波則吉 昭和9年 1

040∕96 靜夜集 安倍能成 昭和9年 1

040∕97 隔日隨想 三宅雄二郎 昭和9年 1

040∕98 我子に語る世相 たまかづら 昭和9年 1

040∕99 三等に乘リて 東鄉實 昭和9年 1

040∕100 隨筆ふいご祭 香取秀真 昭和10年 1

040∕101 雨の降る日は天氣が惡い 土井晚翠 昭和9年 1

040∕102 蚤の市 石黑敬七 昭和10年 1

040∕103 大阪每日評壇 島屋政一 大正14年 1

040∕104 硯滴隨筆黑頭巾を脫ぐ 丸山幹治 昭和10年 1
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040∕105 趣味ぶくろ 高橋義雄 昭和10年 1

040∕106 倦鳥求林集 竹越與三郎 昭和10年 1

040∕107 縱と橫 西川義方 昭和9年 1

040∕108 心を打つもの 鈴木文史朗 昭和10年 1

040∕109 歐米スパイ物語 鈴木六平 昭和10年 附錄﹕タンネンべルヒの大會戰 1

040∕110 花鳥草紙 新村出 昭和10年 1

040∕111 春與倫敦子 福原麟太郎 昭和10年 1

040∕112 山中說法 杉村廣太郎 昭和10年 1

040∕113 文墨餘談 市島春城 昭和10年 1

040∕115 放言錄 村上信 大正4年 1

040∕116 百鬼園隨筆 內田百間 昭和9年 2冊﹙複本﹚ 2

040∕116 續百鬼園隨筆 內田百間 昭和9年 1

040∕117 艸木虫魚 薄田泣菫 昭和8年 1

040∕118 見る讀む想ふ 飯島曼史 昭和11年 1

040∕119 琅玕記 新村出 昭和5年 1

040∕121 春城代醉錄 市島春城 昭和8年 1

040∕122 外交と文藝 堀口九萬一 昭和9年 1

040∕123 魯庵隨筆續紙魚繁昌記 齋藤昌三 昭和9年 1

040∕124 隨想錄 高橋是清 昭和11年 1

040∕125 魯庵隨筆氣紛れ日記 內田魯庵 昭和11年 1

040∕126 現代青年名文集 讀書新聞編輯部 昭和11年 1

040∕127 湘南方丈記 三土忠造 昭和11年 1

040∕128 休日の書 大田黑元雄 昭和12年 1

040∕129 涯てしなき道程 田部重治 昭和11年 1

040∕130 學窓隨筆 金田一京郎 昭和11年 1

040∕131 暑中書物釋迦降誕日よりの手記 林思 昭和11年 1

040∕132 騷音 宮城道雄 昭和11年 1

040∕133 讀書三昧 鶴見祐輔 昭和12年 1

040∕134 昭和隨筆集 文藝家協會 昭和11年 2冊﹙一、二﹚ 2

040∕135 もめん隨筆 森田たま 昭和12年 1

040∕135 續もめん隨筆 森田たま 昭和12年 1

040∕136 筆のまにく 佐佐目信綱・佐佐木雪子 昭和12年 1

040∕137 蒼風隨筆 勅使河原蒼風 昭和12年 1

040∕138 思想と生活 藤田進一郎 昭和12年 1

040∕140 一茶隨筆 相馬御風 昭和12年 1

040∕142 隨筆ひなたぼっこ 礒萍水 昭和11年 1

040∕143 戰爭隨筆 守田有秋 昭和13年 1

040∕144 道理の感覺 天野貞祐 昭和12年 1

040∕145 秋窓記 阿部次郎 昭和12年 1

040∕147 凡人非凡人 釋田謙 昭和13年 1

040∕149 松陰本山彥一翁遺稿 故本山社長傳記編篡委員會 昭和12年 1

040∕150 高等常識試問 大倉要・小野周次 昭和13年 附錄﹕常識試驗問題集・常識英語 1

040∕151 現代の常識 社會教育研究會 昭和11年 1

040∕155 天然と人間 德富豬一郎 昭和13年 1

040∕157 大陸と科學 隈部一雄 昭和13年 1

040∕158 生活改善 下村海南 昭和13年 1

040∕159 科學と文化 浦本浙潮 昭和13年 1

040∕160 土を語る 有馬賴寧 昭和14年 1

040∕162 青靄集 春日政治 昭和14年 1

040∕163 日本橋壽老會記念誌 法木德兵衛 昭和14年 1

040∕164 電波に乘せて 戶水昇 昭和14年 1
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040∕165 上野公園グラント記念樹 池田次郎吉 昭和14年 1

040∕166 電話問答 帝都日日新聞社 昭和13年 1

040∕168 書・人・旅 桑末嚴翼 昭和14年 1

040∕169 松波隨筆牛の込合ひ 松波仁一郎 昭和14年 1

040∕171 天邪鬼 林癸末夫 昭和14年 1

040∕172 父の日記など 澁澤秀雄 昭和14年 1

040∕174 隨想隨論集第壹輯 前川雄 昭和11年 1

040∕175 歐洲の雀 安騎東野 昭和15年 1

040∕176 戰爭・政治・人間 柳澤恭雄譯 昭和14年 ナボレオンの言葉 1

040∕177 傳統と土俗 西村真次 昭和15年 1

040∕178 清貧に生きる 上司小劍 昭和15年 1

040∕179 戰爭と梅干 小野賢一郎 昭和16年 1

040∕180 舊雨 荻川八木元八 昭和16年 1

040∕181 梅巷存稿 棚橋絢子 昭和14年 1

040∕182 日伊文化研究第四號 日伊協會 昭和17年 1

040∕183 昭和12年度事業報告 日本學術振興會 昭和14年 1

040∕184 梧窓漫筆 太田錦城 明治31年 1

040∕185 歐洲大戰みやげ改造物語 二荒芳德 大正9年 1

040∕187 鎌田村長行脚感話わらぢの跡 松田武四郎 昭和18年 1

040∕188 南支那綜覽 臺灣總都府外事部 昭和18年 1

040∕189 石語 田村敬男 昭和10年 └カクテール┘第壹輯 1

040∕191 南方文化施設の接收 田中館秀三 昭和19年 1

041∕1 中國學誌 李獻章 民國53年 7冊﹙1,1,2,4,5,6,7﹚ 7

041∕161 新支那百科事典 實業之世界社東亞調查部 昭和14年 附錄﹕興亞產業經濟大觀 1

042∕1 世界思潮 岩波茂雄 昭和4年 第十冊 1

042∕2 文化類型學研究 高山岩男 昭和16年 1

049∕1 家庭副業案內 倉本長治 昭和2年 1

050∕1 科學と模型 阪本男 昭和12年 1月至6月 1

060∕1 新聞を讀む基礎の知識 小林鶯里 大正13年 1

060∕2 大阪每日新聞社大觀 島屋政一 大正13年 1

060∕3 日本新聞發達史 小野秀雄 大正11年 1

060∕5 新聞語辭典 竹內猷郎 大正14年 訂正曾補第二十五版 1

060∕6 日本新聞年鑑 永代靜雄 昭和2年 昭和3年版 1

060∕7 新聞の話 岡見護郎 昭和5年 1

060∕13 綜合ヂヤ一ナリズム講座 橘篤郎 昭和6年 4冊﹙第一卷至第四卷﹚ 4

060∕14 新聞語 朝日新聞社 昭和8年 1

060∕15 幕末明治新聞全集 尾佐竹猛 昭和9年 5冊﹙第一卷至第五卷﹚ 5

060∕16 現代ヂャ一ナリズ厶論 杉山平助 昭和10年 1

060∕17 新聞集成明治編年史﹙第一卷﹚ 中山泰昌 昭和9年 維新大變革期 1

060∕17 新聞集成明治編年史﹙第二卷﹚ 中山泰昌 昭和10年 民論勃興期 1

060∕17 新聞集成明治編年史﹙第三卷﹚ 中山泰昌 昭和10年 西陲擾亂期 1

060∕17 新聞集成明治編年史﹙第四卷﹚ 中山泰昌 昭和10年 國會開設期 1

060∕17 新聞集成明治編年史﹙第五卷﹚ 中山泰昌 昭和10年 民論爸彈壓期 1

060∕17 新聞集成明治編年史﹙第六卷﹚ 中山泰昌 昭和10年 歐話政治期 1

060∕17 新聞集成明治編年史﹙第七卷﹚ 中山泰昌 昭和10年 憲法發布期 1

060∕17 新聞集成明治編年史﹙第十二卷﹚ 中山泰昌 昭和11年 日露戰爭期 1

060∕17 新聞集成明治編年史﹙第十三卷﹚ 中山泰昌 昭和11年 戰後國勢膨脹期 1

060∕17 新聞集成明治編年史﹙第十四卷﹚ 中山泰昌 昭和11年 日韓合邦期 1

060∕17 新聞集成明治編年史﹙第十五卷﹚ 中山泰昌 昭和11年 全卷索引 1

060∕18 歐米新聞界の秘事及び日本の新聞紙 船尾榮太郎 大正11年 1

060∕19 外國の新聞と雜誌 佐久間秀雄 大正14年 第百五號 1
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060∕21 新聞の實際問題研究 クローフオード著・橘原太郎譯 昭和10年 1

060∕22 支那に於ける言論の發達 林語堂著・安藤次郎・河合徹同譯 昭和14年 1

060∕23 新體制下の新聞構想 光行壽 昭和15年 1

060∕24 滿洲タイ厶ス廢刊記念 山井濱權平 昭和16年 1

060∕26 支那新聞學史 戈公振著・小林保譯 昭和18年 1

060∕27 新聞の讀方・考へ方 寺田勤 昭和18年 勤勞青年文庫 1

083∕27 學校家庭教訓お伽噺(西洋之部) 巖谷小波 1

100∕1 哲學大辭書 同文館 大正5年 4冊﹙第一卷至第四卷﹚ 4

100∕2 認識論 紀平正美 大正9年 哲學叢書第壹編 1

100∕2 近の自然科學 田邊元 大正9年 哲學叢書第貳編 1

100∕2 西洋古代中世哲學史 安倍能成 大正8年 哲學叢書第五編 1

100∕2 倫理學の根本問題 阿部次郎 大正9年 哲學叢書第六編 1

100∕2 宗教哲學 石原謙 大正9年 哲學叢書第七編 1

100∕2 精神科學の基本問題 上野直昭 大正8年 哲學叢書第八編 1

100∕2 美學 阿部次郎 大正9年 哲學叢書第九編 1

100∕2 西洋代世哲學史 安倍能成 大正10年 哲學叢書第十編 1

100∕2 現代の哲學 高橋里美 大正9年 哲學叢書第拾壹編 1

100∕2 心理學 高橋穰 大正10年 哲學叢書第拾貳編 1

100∕3 哲學史要 井ンデルバンド著・桑木嚴翼譯 明治35年 1

100∕4 哲學總論 柴田安正・綾川武治・香原一勢 大正9年 哲學講話叢書第壹編 1

100∕6 哲學講話 野村吉哉 大正13年 1

100∕7 哲學五流辨及其他 桑木嚴翼 大正5年 1

100∕8 國民哲學の建設 田中王堂 大正8年 1

100∕10 哲學入門 稻毛詛風 大正13年 1

100∕11 醫學と哲學 永井潜 大正11年 1

100∕12 近哲學の進步 尼子止 大正9年 1

100∕13 悲痛の哲理 岩野泡鳴 大正9年 1

100∕15 哲學とは何ぞや(哲學の概念び及歷史に就いて) ヴヰンデルバント著・出隆譯 大正12年 1

100∕16 近代思想界の變遷 大日本文明協會 大正2年 1

100∕17 泰西思潮第一輯 千葉鑛藏 大正2年 1

100∕18 思想中毒 村田豐秋 大正13年 1

100∕19 東西文明の調和 大隈重信 大正11年 1

100∕20 希臘思想の研究 柳田泉 大正11年 新學文藝講座第二編 1

100∕21 古代希臘の思想と文藝 山原三郎 大正9年 1

100∕22 日本古代思想史 橘惠勝 大正11年 1

100∕23 文化の問題 野村隈畔 大正11年 1

100∕24 文化主義原論 土田杏村 大正10年 1

100∕25 リツ力ート文化科學の自然科學 佐竹哲雄譯 大正11年 1

100∕26 文化價值と極限概念 左右田喜一郎 大正11年 左右田喜一郎論文集 1

100∕27 思想問題と教育 鰺坂國芳 大正8年 1

100∕28 社會の動搖と精神的覺醒 姉崎正治 大正9年 1

100∕30 哲學と社會問題 大日本文明協會 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

100∕31 思索の人生 大島正德 大正11年 1

100∕32 神秘主義と論理 松本悟朗譯 大正10年 1

100∕34 物理學對感覺與料の關係 松本悟朗譯 大正10年 1

100∕35 數學と形而上學者 松本悟朗譯 大正10年 1

100∕36 哲學に於ける科學的方法 松本悟朗譯 大正10年 1

100∕37 物質の究極的要素 松本悟朗譯 大正10年 1

100∕38 原因の觀念に就て 松本悟朗譯 大正10年 1

100∕39 形而上學の要素 川瀨光順譯 大正12年 1

100∕40 我が人生觀 江原小彌太 大正13年 1
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100∕42 平和の心境 川村理助 大正13年 1

100∕43 體驗生活 川村理助 大正13年 1

100∕44 小さい哲學概論 佐藤直丸 大正14年 1

100∕45 思想講話 遠藤隆吉 大正14年 1

100∕47 安樂椅子の哲學 ダ二エル・ロード著・石川哲譯 大正15年 1

100∕48 └力ントの數學論範圍に於て┐外五篇 兒玉達童 大正15年 1

100∕49 凡人の價值 柿花啟正 大正15年 1

100∕50 哲學概論 栗原信一 昭和2年 1

100∕52 運動哲學 出口林次郎 昭和2年 1

100∕53 實學世界 嘉村徹 大正15年 1

100∕54 合理世界 嘉村徹 大正14年 1

100∕55 國家・感情論 神田豐穗 昭和3年 2冊﹙複本﹚世界大思想全集1 2

100∕55 メタフェジカ・モナッド論 神田豐穗 昭和4年 世界大思想全集1 1

100∕55 語錄・冥想錄・幸福論 神田豐穗 昭和3年 世界大思想全集2 1

100∕55 隨感錄・懺悔錄 神田豐穗 昭和2年 世界大思想全集4 1

100∕55 法の精神・君主論 神田豐穗 昭和3年 世界大思想全集5 1

100∕55 ブリンンシピアァ 神田豐穗 昭和5年 世界大思想全集6 1

100∕55 ノ―ヴム・オルガヌム・方法通說・民約論 神田豐穗 昭和2年 2冊﹙複本﹚世界大思想全集7 2

100∕55 ツァラトゥストラは斯く語る(此の人を見よ) 神田豐穗 昭和4年 世界大思想全集8 1

100∕55 繪畵論・詩と真實・素朴の文學と・感傷の文學 神田豐穗 昭和5年 世界大思想全集9 1

100∕55 エミイル 神田豐穗 昭和2年 4冊﹙複本﹚世界大思想全集10 4

100∕55 國富論﹙上﹚ 神田豐穗 昭和3年 2冊﹙複本﹚世界大思想全集11 2

100∕55 國富論﹙下﹚ 神田豐穗 昭和4年 世界大思想全集12 1

100∕55 悟性論・人性論 神田豐穗 昭和5年 世界大思想全集13 1

100∕55 ラオコオン・レオパルヂ集 神田豐穗 昭和2年 3冊﹙複本﹚世界大思想全集14 3

100∕55 社團的社會主義要綱・勞働階級の政治能力 神田豐穗 昭和3年 世界大思想全集16 1

100∕55 政治的正義 神田豐穗 昭和5年 世界大思想全集17 1

100∕55 人口論 神田豐穗 昭和2年 2冊﹙複本﹚世界大思想全集18 2

100∕55 サ―タア・リザ―タス・英雄及英雄崇拜 神田豐穗 昭和5年 世界大思想全集19 1

100∕55 知識論・宗教學 神田豐穗 昭和4年 世界大思想全集20 1

100∕55 代表偉人論・自然論・論文鈔 神田豐穗 昭和6年 世界大思想全集21 1

100∕55 精神分析・論文集 神田豐穗 昭和4年 世界大思想全集22 1

100∕55 功利論・自由論・功利主義・婦人の隸從 神田豐穗 昭和3年 世界大思想全集24 1

100∕55 實證哲學﹙上﹚ 神田豐穗 昭和6年 世界大思想全集25 1

100∕55 實證哲學﹙下﹚ 神田豐穗 昭和3年 世界大思想全集26 1

100∕55 種の起原 神田豐穗 昭和2年 2冊﹙複本﹚世界大思想全集27 2

100∕55 第一原理 神田豐穗 昭和2年 2冊﹙複本﹚世界大思想全集28 2

100∕55 ルネッサンス・論文集・アンツー・ヂス・ラスト 神田豐穗 昭和4年 2冊﹙複本﹚世界大思想全集31 2

100∕55 ウオルデン・論文集・文明論 神田豐穗 昭和5年 世界大思想全集32 1

100∕55 婦人論 神田豐穗 昭和2年 2冊﹙複本﹚世界大思想全集33 2

100∕55 田園工場及仕事場・相互扶助・近代科學と無政府主義 神田豐穗 昭和3年 世界大思想全集34 1

100∕55 無政府主義思想史・マルクス說の崩解 神田豐穗 昭和5年 世界大思想全集35 1

100∕55 憂愁の哲理・意識直接與へられたもの 神田豐穗 昭和5年 世界大思想全集36社會に就ての新見解 1

100∕55 社會學原理・社會學要論 神田豐穗 昭和4年 世界大思想全集37 1

100∕55 メンデルの遺傳原理 神田豐穗 昭和3年 世界大思想全集38附錄﹕實驗遺傳學概論 1

100∕55 創造統一・論文集・建說的文學革命論其他 神田豐穗 昭和4年 2冊﹙複本﹚世界大思想全集39 2

100∕55 真理の意味・論理學・神と國家 神田豐穗 昭和6年 世界大思想全集40 1

100∕55 科學概論 神田豐穗 昭和5年 世界大思想全集41 1

100∕55 マルクス主義の國家觀・カントとマルクス主義 神田豐穗 昭和6年 世界大思想全集42 1

100∕55 力學對話・新キリスト教論・生命の力發展 神田豐穗 昭和6年 世界大思想全集44 1

100∕55 社會理論・社會改革の原理 神田豐穗 昭和4年 世界大思想全集45社會學的國家概念と法律學的... 1

53/267



100∕55 美學 神田豐穗 昭和5年 世界大思想全集46 1

100∕55 相對性理論・エネルー恒存の原理・物理學的展望 神田豐穗 昭和5年 世界大思想全集48 1

100∕55 ダルトル―ド・人間の教育 神田豐穗 昭和2年 世界大思想全集49 1

100∕55 哲學と教育學・民主主義と教育 神田豐穗 昭和2年 世界大思想全集49 1

100∕55 太陽の都・ユートビア 神田豐穗 昭和4年 世界大思想全集50 1

100∕55 無何有鄉通信記・二ェ一・アトランティス 神田豐穗 昭和4年 世界大思想全集50 1

100∕55 淨土三部經・維摩經・勝鬘經・法華經・大日經 神田豐穗 昭和5年 世界大思想全集51臨濟錄・碧巖集・圓覺經 1

100∕55 東西宗教文獻篇 神田豐穗 昭和4年 世界大思想全集52 1

100∕55 支那思想篇 神田豐穗 ? 世界大思想全集53 1

100∕55 日本思想篇 神田豐穗 昭和2年 3冊﹙複本﹚世界大思想全集54 3

100∕55 社會學上より見たる藝術 神田豐穗 昭和6年 世界大思想全集55 1

100∕55 歷史哲學・純粹論理學へのブロレゴ―メナ 神田豐穗 昭和6年 世界大思想全集56 1

100∕55 イマヌエル・カント・意志の自由 神田豐穗 昭和7年 世界大思想全集57 1

100∕55 充足根據の原理・倫理の二つの根本問題 神田豐穗 昭和7年 世界大思想全集58 1

100∕55 歷史哲學 神田豐穗 昭和7年 世界大思想全集59 1

100∕55 經濟と社會・社會科學方法論・現代の國家と社會 神田豐穗 昭和6年 世界大思想全集60 1

100∕55 ヴェ二スの石(下) 神田豐穗 昭和7年 世界大思想全集62 1

100∕55 經濟學及び課稅の諸原理 神田豐穗 昭和7年 世界大思想全集63附錄﹕穀物の低き價格農業保護論 1

100∕55 政治學範典 神田豐穗 昭和7年 世界大思想全集64 1

100∕55 古代文明研究(上)(太陽の子・上) 神田豐穗 昭和6年 世界大思想全集65 1

100∕55 古代文明研究(下)(太陽の子・下) 神田豐穗 昭和7年 世界大思想全集66 1

100∕55 近代畵家論(一) 神田豐穗 昭和7年 世界大思想全集67 1

100∕55 近代畵家論(二) 神田豐穗 昭和7年 世界大思想全集68 1

100∕55 近世畵家論 神田豐穗 昭和8年 世界大思想全集69 1

100∕55 ヴイコの哲學・西洋中世哲學概觀 神田豐穗 昭和7年 世界大思想全集70ブラトン哲學體系 1

100∕55 哲學辭典 神田豐穗 昭和7年 世界大思想全集71 1

100∕55 マコ―レ―論文集 神田豐穗 昭和8年 世界大思想全集72 1

100∕55 共同社會と利益社會其他 神田豐穗 昭和8年 世界大思想全集73 1

100∕55 經濟學の領域及び方法 神田豐穗 昭和8年 世界大思想全集74 1

100∕55 純正現象學的及現象學的哲學觀 神田豐穗 昭和7年 世界大思想全集75 1

100∕55 精神諸科學序說(上) 神田豐穗 昭和8年 世界大思想全集76附錄﹕デイルクイ論文集 1

100∕55 純粹哲學概論 神田豐穗 昭和8年 世界大思想全集77 1

100∕55 宗教論 神田豐穗 昭和8年 世界大思想全集78 1

100∕55 音樂と音樂家・ショパンの生涯 神田豐穗 昭和9年 世界大思想全集79 1

100∕55 ブラト―とブラト―主義・ギリシヤの藝術 神田豐穗 昭和8年 世界大思想全集80 1

100∕55 近世畵家論(四) 神田豐穗 昭和8年 世界大思想全集81 1

100∕55 悟性善導・本質意志と選擇意志 鈴木晃 昭和10年 世界大思想全集82 1

100∕55 精神諸科學序說(下) 神田豐穗 昭和8年 世界大思想全集83附錄﹕デイルクイ論文集 1

100∕55 ルソオとロマンティシズム 神田豐穗 昭和8年 世界大思想全集84 1

100∕55 反マルクス論(上) 神田豐穗 昭和8年 世界大思想全集85 1

100∕55 共同村の歷史(下)・經濟學の第一原理・資本主義の將來 神田豐穗 昭和8年 世界大思想全集86 1

100∕55 物質創造史 神田豐穗 昭和9年 世界大思想全集87 1

100∕55 反マルクス論(下) 神田豐穗 昭和9年 世界大思想全集88 1

100∕55 文學的回想・黎明期の思想家 神田豐穗 昭和9年 世界大思想全集89 1

100∕55 性と性格 神田豐穗 昭和9年 世界大思想全集90 1

100∕55 倫理學の根本問題 鬼頭英一 昭和10年 世界大思想全集91 1

100∕55 性と文學 神田豐穗 昭和9年 世界大思想全集92 1

100∕55 人生の意義と價值・美の哲學 大坪德二 昭和9年 世界大思想全集93 1

100∕55 社會主義と資本主義(下) 神田豐穗 ? 世界大思想全集95 1

100∕55 新しき社會・讀書論 本間立也 昭和9年 世界大思想全集96 1

100∕55 過去と現在 大坪德二 昭和9年 世界大思想全集97 1
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100∕55 偉大なる創造者ベ―トオマソ 大坪德二 昭和9年 世界大思想全集98 1

100∕55 經濟學原理 吉田秀夫 昭和9年 世界大思想全集99 1

100∕55 永久的價值 神田龍一 昭和11年 世界大思想全集100 1

100∕55 羅馬美學・美意識論 鷲尾雨工 昭和11年 世界大思想全集101 1

100∕55 美學(上) 神田龍一 昭和11年 世界大思想全集102 1

100∕55 美學(下) 神田龍一 昭和11年 世界大思想全集103 1

100∕55 音樂と音樂家(中) 鈴木賢之進 昭和10年 世界大思想全集104 1

100∕55 音樂と音樂家(下・a) 鈴木賢之進 昭和11年 世界大思想全集105 1

100∕55 國法學の主要問題(上) 蠟山芳郎 昭和10年 世界大思想全集106 1

100∕55 國法學の主要問題(中) 神田龍一 昭和12年 世界大思想全集107 1

100∕55 國法學の主要問題(下の一) 武井武夫 昭和12年 世界大思想全集108 1

100∕55 勞働學校 堀秀彥 昭和10年 世界大思想全集109 1

100∕55 經濟學原理 高橋高三 昭和11年 世界大思想全集110 1

100∕55 經濟學原理(中) 神田龍一 昭和12年 世界大思想全集111 1

100∕55 意志と表象としての世界(上) 圖南坦 昭和11年 世界大思想全集113 1

100∕55 意志と表象としての世界(中) 圖南坦 昭和11年 世界大思想全集114 1

100∕55 新國家論 河村又介 昭和10年 世界大思想全集115 1

100∕55 社會分業論(上) 山崎早市 昭和10年 世界大思想全集116 1

100∕55 社會分業論(下) 山崎早市 昭和12年 世界大思想全集117 1

100∕55 プレルウデイエン(上)(哲學序曲) 陶山務 昭和10年 世界大思想全集118 1

100∕55 プレルウデイエン(下)(哲學序曲) 陶山務 昭和10年 世界大思想全集119 1

100∕55 教育と文化 柿崎純 昭和10年 世界大思想全集120 1

100∕55 兒童心理學 波多野完治 昭和11年 世界大思想全集121 1

100∕55 音樂と音樂家(下・b) 鈴木賢之進 昭和11年 世界大思想全集122 1

100∕55 法律社會學原理 內山慶之進 昭和10年 世界大思想全集123 1

100∕55 意志と表象としての世界(下) 圖南坦 昭和12年 世界大思想全集124 1

100∕56 哲學 神田豐穗 昭和5年 大思想エンサイクロペヂア1 1

100∕56 哲學 神田豐穗 昭和5年 大思想エンサイクロペヂア2 1

100∕56 哲學 神田豐穗 昭和3年 大思想エンサイクロペヂア3 1

100∕56 自然科學 神田豐穗 昭和4年 大思想エンサイクロペヂア4 1

100∕56 自然科學 神田豐穗 昭和3年 大思想エンサイクロペヂア5 1

100∕56 宗教思潮 神田豐穗 昭和4年 大思想エンサイクロペヂア6 1

100∕56 宗教思潮 神田豐穗 昭和5年 大思想エンサイクロペヂア7 1

100∕56 東洋思想 神田豐穗 昭和3年 大思想エンサイクロペヂア9 1

100∕56 文藝思想 神田豐穗 昭和3年 大思想エンサイクロペヂア10 1

100∕56 文藝思想 神田豐穗 昭和4年 大思想エンサイクロペヂア11 1

100∕56 美術・音樂 神田豐穗 昭和4年 大思想エンサイクロペヂア12 1

100∕56 社會學 神田豐穗 昭和3年 大思想エンサイクロペヂア13 1

100∕56 社會學 神田豐穗 昭和5年 大思想エンサイクロペヂア14 1

100∕56 經濟學 神田豐穗 昭和3年 大思想エンサイクロペヂア15 1

100∕56 經濟學 神田豐穗 昭和4年 大思想エンサイクロペヂア16 1

100∕56 政治思想 神田豐穗 昭和3年 大思想エンサイクロペヂア17 1

100∕56 法律學 神田豐穗 昭和4年 大思想エンサイクロペヂア18 1

100∕56 社會思想 神田豐穗 昭和2年 大思想エンサイクロペヂア19 1

100∕56 社會問題 神田豐穗 昭和4年 大思想エンサイクロペヂア20 1

100∕56 社會問題 神田豐穗 昭和5年 大思想エンサイクロペヂア21 1

100∕56 思想名著解題 神田豐穗 昭和4年 大思想エンサイクロペヂア22 1

100∕56 思想名著解題 神田豐穗 昭和5年 大思想エンサイクロペヂア23 1

100∕56 思想家人名辭典 神田豐穗 昭和3年 大思想エンサイクロペヂア24 1

100∕56 思想用語辭典 神田豐穗 昭和4年 大思想エンサイクロペヂア25 1

100∕56 哲學辭典 神田豐穗 昭和3年 大思想エンサイクロペヂア26 1
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100∕56 自然科學辭典 神田豐穗 昭和4年 大思想エンサイクロペヂア27 1

100∕56 東洋思想辭典 神田豐穗 昭和4年 大思想エンサイクロペヂア28 1

100∕56 文藝辭典 神田豐穗 昭和3年 大思想エンサイクロペヂア29 1

100∕56 社會辭典 神田豐穗 昭和3年 大思想エンサイクロペヂア30 1

100∕56 經濟辭典 神田豐穗 昭和3年 大思想エンサイクロペヂア31 1

100∕56 政治・法律辭典 神田豐穗 昭和4年 大思想エンサイクロペヂア32 1

100∕56 歷史辭典 神田豐穗 昭和4年 大思想エンサイクロペヂア33 1

100∕56 思想名著解題 神田豐穗 昭和5年 大思想エンサイクロペヂア34 1

100∕56 思想名著解題 神田豐穗 昭和5年 大思想エンサイクロペヂア35 1

100∕56 思想名著解題 神田豐穗 昭和5年 大思想エンサイクロペヂア36 1

100∕56 大思想エンサイクロペヂア總目次・參考書目 神田豐穗 昭和5年 2冊﹙複本﹚ 2

100∕57 人生論十二講 江原小彌太・中西伊之助 昭和3年 1

100∕58 生物哲學研究 內山孝一 昭和3年 1

100∕59 法華經の人生及び宇宙觀 宮澤英心 大正10年 1

100∕60 現代の哲學 高橋里美 大正10年 哲學叢書第拾壹編 1

100∕61 修養哲學人間讀本 森田公美 昭和3年 1

100∕62 科學的生命觀 永井潜 昭和4年 春秋文庫1 1

100∕63 人生論 トルストイ 大正12年 相馬御風譯 1

100∕64 大安住の地を求めて 堂屋敷竹次郎 昭和3年 1

100∕66 社會哲學概論 佐藤俊雄 昭和3年 1

100∕67 四書集註 宇野哲人譯 昭和5年 2冊﹙上・下﹚世界聖典全集 2

100∕67 道教聖典 小柳司氣太・飯島忠夫同譯 昭和5年 世界聖典全集 1

100∕67 ウパ二シセツト全書一 高楠順次郎等譯 昭和4年 世界聖典全集 1

100∕67 ウパ二シセツト全書五 高楠順次郎監修 昭和5年 世界聖典全集 1

100∕67 ウパ二シセツト全書六 高楠順次郎監修 昭和5年 世界聖典全集 1

100∕67 ウパ二シセツト全書八 高楠順次郎監修 昭和5年 世界聖典全集 1

100∕67 新約全書解題 高木壬太郎 昭和5年 世界聖典全集 1

100∕67 アイ又聖典 金田一京助譯 昭和5年 世界聖典全集 1

100∕67 印度古聖歌 高楠順次郎譯 昭和4年 世界聖典全集 1

100∕67 コ―ラン經(下) 坂本健一譯 昭和5年 世界聖典全集 1

100∕67 聖德太子三經疏(上) 高楠順次郎等譯 昭和5年 世界聖典全集 1

100∕67 聖德太子三經疏(下) 佐伯定胤・菅原得成同譯 昭和5年 世界聖典全集 1

100∕67 耆那教聖典 鈴木重信譯 昭和5年 世界聖典全集 1

100∕67 古事記神代卷 加藤玄智篡註 昭和4年 世界聖典全集 1

100∕67 ア?スタ經 木村鷹太郎譯 昭和5年 2冊﹙上・下﹚世界聖典全集 2

100∕67 世界聖典外篡 高楠順次郎他十九氏 昭和5年 世界聖典全集 1

100∕67 埃及死者之書(上) 田中達譯 昭和5年 世界聖典全集 1

100∕67 新約外典 杉浦貞二郎譯 昭和4年 世界聖典全集 1

100∕68 カ―ライル及ラスキンの社會哲學 橫山有策 大正15年 3冊﹙複本﹚ 3

100∕69 理想主義哲學概論 柴田舜太郎 昭和3年 1

100∕70 日本思想論(國家思想より社會思想へ) 永井亨 昭和4年 1

100∕71 世界論 十摩山人 大正11年 1

100∕72 學術研究方の法論 シェリング 昭和4年 八倉萬壽治譯 1

100∕73 ヴ井ンデルバンド改譯哲學概論 松原寬譯 昭和2年 1

100∕74 通俗哲學知識講座 矢橋峰雄 昭和2年 1

100∕75 フツセルの現象學 高橋里美 昭和7年 1

100∕76 人間論 土田杏村 昭和7年 1

100∕77 勞働の哲學 文明協會 昭和4年 1

100∕78 危機に於ける人間の立場 三木清 昭和8年 1

100∕79 マルクスか力ントか 湯澤睦雄 昭和8年 湯澤鏡子遺稿 1

100∕80 人生を語る 下村虎六郎 昭和8年 1
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100∕81 危機の宣言(其の後に來たるもの) 室伏高信 昭和8年 1

100∕83 哲學講座 松元竹二編 昭和6年 第一卷 1

100∕83 哲學講座 松元竹二編 昭和6年 第二卷 1

100∕83 哲學講座 松元竹二編 昭和6年 第四卷 1

100∕83 哲學講座 松元竹二編 昭和6年 第六卷 1

100∕83 哲學講座 松元竹二編 昭和6年 第八卷 1

100∕83 哲學講座 松元竹二編 昭和6年 第九卷 1

100∕83 哲學講座 松元竹二編 昭和6年 第十卷 1

100∕83 哲學講座 松元竹二編 昭和6年 第十一卷 1

100∕83 哲學講座 松元竹二編 昭和6年 第十二卷 1

100∕83 哲學講座 松元竹二編 昭和6年 第十三卷 1

100∕83 哲學講座 松元竹二編 昭和6年 第十五卷 1

100∕83 哲學の話 大島正德 昭和9年 1

100∕85 科學精神講話 竹內時男 昭和9年 1

100∕86 人間を見つめる 勝部謙造 昭和10年 1

100∕90 內的生命觀 吉田賢龍 昭和10年 1

100∕91 人類の意志に就て 武者小路實篤 昭和10年 1

100∕92 東洋文化の復興と基督教 畔上賢造 昭和9年 建設文庫 1

100∕93 全人生活論 金子白夢 昭和8年 建設文庫 1

100∕94 美教と人間論 岡本利吉 昭和9年 建設文庫 1

100∕95 (哲學講座)哲學の諸學派研究 吉澤孔三郎 昭和2年 2冊﹙上,下﹚ 2

100∕96 西洋哲學史概說 桑木嚴翼 昭和10年 1

100∕97 哲學科研究年報 臺北帝國大學文政學部 昭和11年 第三輯 1

100∕97 哲學科研究年報 臺北帝國大學文政學部 昭和12年 第四輯 1

100∕97 哲學科研究年報 臺北帝國大學文政學部 昭和13年 第五輯 1

100∕97 哲學科研究年報 臺北帝國大學文政學部 昭和14年 第六輯 1

100∕97 哲學科研究年報 臺北帝國大學文政學部 昭和15年 第七輯 1

100∕97 哲學科研究年報 臺北帝國大學文政學部 昭和17年 第八輯 1

100∕98 獨逸思想史研究 江澤讓爾 昭和11年 1

100∕99 人生のための哲學(現代人の哲學讀本) 本莊可宗 昭和11年 1

100∕100 人間觀と世界觀 岩崎勉 昭和11年 1

100∕101 現代思潮要解 偉大會編輯部 大正15年 4冊2套﹙前後篇﹚ 4

100∕102 額田晉氏に科學的人生觀を訊く 科學的人生觀普及會 昭和11年 1

100∕103 思索斷章微風ある精神史 陶山務 昭和12年 1

100∕104 哲學概論後篇 1

100∕105 哲學と科學との間 田邊元 昭和12年 1

100∕106 (バウル・ガスト)新しき生の形式 陶山務 昭和12年 1

100∕107 實踐哲學の基本問題(意志及び個性の哲學) 由良哲次 昭和14年 1

100∕108 日本思想の將來性 齋藤响 昭和14年 1

100∕110 人間と實存 九鬼周造 昭和15年 1

100∕111 血の力 皆川治廣 昭和14年 1

100∕112 └なるほど)┘の哲學 紀平正美 昭和17年 1

100∕113 日本哲學入門 伊藤證信 昭和17年 1

100∕114 哲學綱要 朝永十三郎 明治43年 1

100∕6424 新譯哲學入門 中村秀吉 昭和39年 光復後日文圖書編目 1

101∕1 知識の問題(力ント認識論の解釋) 村岡省吾郎 大正13年 17版 1

101∕2 ソクラテの辯明とクリトン 久保勉・阿部次郎同譯 大正14年 1

101∕3 妥當性の哲學 北昤吉 大正13年 1

101∕4 知識の問題(力ント認識論の解釋) 村岡省吾郎 大正14年 29版 1

101∕5 新認識論講義 市川一郎 大正10年 1

101∕31 鷗外書志 瀧田貞治 昭和8年 1
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102∕1 印度哲學宗教史 高楠順次郎・木村泰賢同著 大正9年 1

102∕2 東洋思想十六講 高須芳次郎 大正14年 1

102∕3 孔子から孟子へ 高須芳次郎 大正15年 1

102∕4 朱子の哲學 後藤俊瑞 大正15年 1

102∕5 印度哲學概論 高桑純夫譯 昭和2年 1

102∕7 初學者の為の東洋哲學史 杉浦重遠 昭和7年 1

102∕8 印度古代精神史 金倉園照 昭和14年 1

102∕9 本居宣長 河野省三 昭和14年 1

103∕1 知識學序說及基礎 佐竹哲雄譯 大正11年 1

103∕2 プラトン 出隆・田中美知太郎同譯 大正13年 1

103∕3 エピクテタス遺訓 高橋五郎譯 大正13年 1

103∕4 アウしリアス冥想錄 木村毅譯 大正13年 1

103∕5 ソクラテス 後藤孝弟 昭和11年 1

103∕6 ソクラテスの對話法 稻富榮次郎 昭和14年 1

104∕1 輓近哲學大集成 村田豐秋 大正11年 1

104∕1 聖トマス・アクィナの文化哲學 小林珍雄譯 昭和19年 1

104∕2 教養の哲學 安部光搥 昭和18年 1

104∕2 近代思潮十六講 中澤臨川・生田長江 大正12年 1

104∕3 現代哲學思潮 矢崎美盛 大正12年 1

104∕4 現代哲學の批判 大日本文明協會 大正6年 1

104∕5 カント哲學批判 大關增次郎 大正11年 1

104∕6 カント實踐理性批判 波多野精一・宮本和吉同譯 大正12年 1

104∕7 カントの實踐 安倍能成 大正13年 1

104∕8 カント研究 大關增次郎 大正13年 1

104∕9 ディルタイの哲學 勝部謙造 大正13年 1

104∕10 タゴ―ルの哲學と文藝 吉田絃二郎 大正13年 1

104∕11 タゴ―ルの人生論 タゴ―ル 大正12年 由良哲次譯 1

104∕12 オイケン精神生活の哲學 得能文 大正3年 1

104∕13 宇宙之謎 栗原元吉譯 大正8年 8版 1

104∕13 宇宙之謎 栗原元吉譯 大正10年 11版 1

104∕14 死の研究 大日本文明協會 大正2年 1

104∕15 永遠の智慧 大川周明譯 大正13年 1

104∕16 研心錄 二宮峰男譯 大正13年 ヨギ・ラマチセラカ著 1

104∕17 輓近理想主義の哲學 倍賞義雄 大正15年 1

104∕18 シベングレルの哲學 奧津彥重譯 大正15年 「西洋の沒落」の紹介並びに批判 1

104∕19 日本支那現代思想研究 土田杏村 大正15年 1

104∕20 胡適の支那哲學論 井出季和太 昭和2年 1

104∕21 自然法の偶然性 西宮藤朝譯 大正15年 ブウ卜ルウ著 1

104∕22 改譯近世哲學史(上) 北昤吉譯 昭和3年 へフディング著 1

104∕23 へ―ゲル哲學解說 坂上絢一郎譯 昭和3年 クーノーフイシヤ―著 1

104∕24 近世社會思想史大要 小泉信三 昭和2年 1

104∕25 經驗的及び先驗的研究 由良哲次 昭和3年 1

104∕26 宇宙論 大島豐 昭和7年 現代科學の綜合に基く 1

104∕27 無我愛の哲學 伊藤證信 昭和8年 1

104∕28 近代思想概觀 小川寸堂・座光東平同著 大正14年 1

104∕29 表現學概論 山崎謙 昭和10年 1

104∕31 パス力ル傳及論集 竹村清譯 昭和12年 1

104∕32 英國の曲線 出隆 昭和14年 1

104∕33 近代精神の形成 崛秀彥 昭和15年 1

104∕34 モオラス 廣瀨哲士譯 昭和16年 スが一ル著 1

110∕1 中國之古典 何達光 民國35年 劉學彬日譯 1
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110∕1 實驗之宗教 佐佐木月樵 明治39年 1

110∕2 梧平宗教觀 石丸梧平 大正12年 藝術と生活創造第三分冊 1

110∕3 宗教心理學 伊藤堅逸 大正10年 1

110∕4 宗教的奇蹟 柳宗悅 大正10年 1

110∕5 今後の宗教 筒井春香 大正13年 1

110∕6 宗教と人生 帆足理一郎 大正9年 1

110∕7 如是我聞水鏡 加藤明子編 昭和3年 1

110∕7 淫神邪教と迷信 橫山流星 大正9年 1

110∕8 宗教的經驗の諸相 佐藤繁彥・佐久間鼎同譯 大正11年 1

110∕9 イスラエル宗教文化史上のメシア思想の變遷 石橋智信 大正12年 1

110∕10 信仰叢書 早川純三郎 大正4年 1

110∕11 唯心史觀 赤堀又次郎 大正12年 1

110∕12 世界三聖の思想 藤井章譯 大正13年 1

110∕13 自然科學と宗教 佐藤定吉 大正13年 1

110∕14 賀川豐彥・西田天香・倉田百三と其信仰 遠島欽二 大正11年 1

110∕15 懺悔の生活 西田天香 大正10年 1

110∕16 宗教哲學概論 帆足理一郎 大正14年 1

110∕17 我が宗教觀 中西伊之助 大正14年 1

110∕18 宗教の改造 歸一協會譯 大正14年 工ルウ―ド著 1

110∕19 民間信仰史 加藤熊一郎 大正14年 1

110∕20 社寺の經營 赤堀又次郎 大正15年 1

110∕21 世界宗教史 比屋根安定 大正15年 1

110∕22 勇狀活潑の信仰 野依秀一 大正15年 古今獨步の「歎異鈔の味ひ」 1

110∕23 草の上の學校 宮崎安右衛門 大正15年 1

110∕24 佛耶對照宗教哲學 青木利七 大正15年 1

110∕25 佛耶對照宗教の根本問題 青木利七 昭和2年 1

110∕27 世界宗教史 加藤玄智譯述 大正2年 アラン丶ソンジー著 1

110∕28 體驗の宗教 金子白夢 昭和2年 1

110∕29 東方の大宗教家 高野正治 大正15年 1

110∕30 宗教と性 瀧本二郎譯 昭和3年 オ・エイ・ウオル著 1

110∕31 生活より祈りへ 二瓶一次 昭和3年 1

110∕32 甦生の路を辿りて 服部它之助 昭和2年 1

110∕34 三教大意 十摩山人 昭和5年 1

110∕35 宗教戰士 松岡讓 昭和7年 1

110∕37 耶佛問答 陳神賜 昭和7年 1

110∕39 宗教と社會主義と資本主義 野依秀一 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

110∕40 宗教座談 內村鑑三 明治39年 1

110∕41 德教 松本君平 昭和9年 1

110∕42 無神論の基礎 永田廣志譯 昭和10年 ル力チエフスキ一編 1

110∕43 活ける宗教と人生 吉田清太郎 昭和9年 1

110∕44 社會教化と宗教 加藤咄堂 ? 1

110∕46 現代人の觀たる擬似宗教の真相 島影盟・廣木勇郎同著 昭和11年 1

110∕46 素人の疑問 齊東野人 昭和10年 宗教界批判隨想隨筆集 1

110∕47 宗教讀本 賀川豐彥 昭和12年 1

110∕48 信仰で病氣を治せるか 福井昌雄 昭和13年 1

110∕49 自然と宗教 イー・ジー・木ワイト 昭和15年 1

110∕50 信仰の真實を求めて 周再賜 昭和17年 1

110∕51 印度教 井原徹山 昭和19年 1

110∕52 宗教と青年 高神決昇 昭和18年 1

110∕53 東亞の民族と宗教 棚瀨襄爾 昭和19年 1

110∕55 宗教學精要 加藤玄智 昭和19年 1

59/267



112∕1 近思錄 秋月胤繼譯 昭和17年 1

112∕2 小學解釋 高木令治 昭和5年 1

112∕3 學記大學 武內義雄譯 昭和18年 2冊﹙複本﹚ 2

116∕1 菜根譚詳解 佐藤黃揚 昭和6年 1

121∕2 日本靈異記 板橋倫行 昭和4年 1

125∕1 大本教の解剖 中村古峽 大正9年 1

125∕3 大正維新の真相 淺野和三郎 大正8年 2冊﹙複本﹚ 2

125∕4 信心より靈驗へ第二編 佐伯復堂 大正12年 1

125∕9 金と天理教 柏木庫治 昭和9年 1

125∕10 無賴漢より教會會長へ 柏木庫治 昭和5年 血と淚と汗の+信仰記錄 1

125∕11 おきみさんの存在 柏木庫治 昭和5年 單獨布教者の思出四十日間の無我の步み 1

125∕13 大本教事件の全貌 荒木利逼郎 昭和10年 附錄﹕第一次檢舉の豫審調書 1

126∕2 作法作例祝詞作文講話 中西利德 昭和9年 1

130∕1 佛教辭典 浩浩洞 明治42年 1

130∕2 佛教辭林 藤井宣正 大正10年 1

130∕3 佛教聖典一日一訓 管原洞禪 大正8年 1

130∕4 佛教人生觀 南條文雄 大正8年 1

130∕6 佛教哲學思想大系 三井晶史 大正13年 1

130∕7 佛教の新研究 河瀨秀治 大正9年 2冊﹙複本﹚ 2

130∕8 支那佛教思想史 橘惠勝 大正10年 1

130∕9 印度佛教思想史 橘惠勝 大正8年 1

130∕10 日本佛教史之研究 辻善之助 大正11年 1

130∕11 佛像新集 權田雷虎・大村西崖同著 大正8年 2冊﹙乾・坤﹚ 2

130∕12 後のマッチ 岡田播陽 大正11年 1

130∕13 地獄から極樂へ 佛教協會 大正11年 1

130∕14 釋迦牟尼傳 常盤大定 明治41年 1

130∕15 信念の發揮 南條文雄 大正7年 1

130∕16 法幢 本多日生 大正8年 1

130∕17 出家と聖貧 宮崎安右衛門 大正11年 1

130∕18 佛教各宗續高僧實傳 江見忠功 明治45年 1

130∕19 佛陀の福音 小林鶯里 大正14年 1

130∕20 お寺まゐり 鐵道省 大正11年 1

130∕21 趣味の佛像 木村小舟 大正14年 1

130∕22 辨榮聖者遺稿要集光明の生活 ミオヤのひかり社 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

130∕23 釋迦一代記 江都鴨村 大正14年 1

130∕24 新時代の佛教 友松圓諦 大正15年 1

130∕25 婦人知識叢書宗教と宗門 富田彬 大正15年 1

130∕26 在家佛教 河口慧海 大正15年 1

130∕27 佛教哲學論 廣瀨文豪 大正15年 1

130∕28 生命の舞踏 岡島龜次郎譯 大正14年 3冊﹙複本﹚ 3

130∕29 支那佛教史講話(上) 境野黃洋 昭和2年 1

130∕30 信仰物理黃道吉日 日下部四郎太 大正13年 1

130∕31 釋尊物語 曾禰繁丸 大正9年 2冊﹙複本﹚另一本昭和2年 2

130∕32 佛教概論 加藤咄堂 大正15年 1

130∕33 他力真宗 大谷光瑞 大正12年 1

130∕36 ラチオ講演通俗佛教講座第一卷 日本放送協會關東支會部 昭和3年 1

130∕38 印度支那密教史 吉祥真雄 昭和4年 1

130∕39 佛教入門 小林鶯里 昭和4年 1

130∕40 日本文化吾等の佛教常識 加藤美侖 大正13年 1

130∕41 槐安國語題唱錄 中館長三郎 昭和3年 5冊﹙1卷至7卷﹚ 5

130∕42 釋尊降誕 北川淳一郎 昭和4年 1
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130∕43 佛陀 木村善堯 昭和3年 1

130∕44 佛說無量壽經三誓偈講話 曉烏敏 大正13年 1

130∕45 佛教大辭典 織田得能 昭和4年 補訂本 1

130∕46 真心直說白話註解 林秋梧 昭和8年 1

130∕47 佛陀金言集 伴梨軒 昭和8年 附錄﹕立正安國論 1

130∕48 信は力なり 新井石禪 昭和8年 1

130∕49 信仰の體驗 佐藤鐵太郎 昭和5年 1

130∕50 邪淫戒 北川智聖譯著 大正15年 1

130∕51 佛教の要義 山邊習學 昭和9年 1

130∕52 地獄一定 江部鴨村 昭和9年 1

130∕53 宗教讀本 友松圓諦 昭和9年 1

130∕54 追遠帖 後藤環爾 明治43年 1

130∕56 通俗各宗經典大意 真繼雲山 昭和5年 1

130∕57 圖像大集成 伊豆碧山 昭和8年 5冊 5

130∕58 板碑概說 服部清五郎 昭和8年 1

130∕60 現代人生講話(あさきゆめみし) 井上博 昭和10年 1

130∕61 大地をふまへて 羽栗行道 大正13年 1

130∕62 第一義諦 滿洲佛教青年會 大正7年 1

130∕63 佛教信仰實話全集第三卷 岩野真雄 昭和6年 天台篇 1

130∕63 佛教信仰實話全集第四卷 岩野真雄 昭和6年 真言篇 1

130∕63 佛教信仰實話全集第五卷 岩野真雄 昭和5年 淨土篇﹙上卷﹚ 1

130∕63 佛教信仰實話全集第六卷 岩野真雄 昭和5年 淨土篇﹙中卷﹚ 1

130∕63 佛教信仰實話全集第八卷 岩野真雄 昭和5年 禪宗篇﹙上卷﹚ 1

130∕63 佛教信仰實話全集第九卷 岩野真雄 昭和5年 禪宗篇﹙下卷﹚ 1

130∕63 佛教信仰實話全集第十卷 岩野真雄 昭和5年 日蓮篇 1

130∕63 佛教信仰實話全集第十一卷 岩野真雄 昭和5年 在家篇﹙上卷﹚ 1

130∕63 佛教信仰實話全集第十三卷 岩野真雄 昭和5年 在家篇﹙下卷﹚ 1

130∕63 佛教信仰實話全集第十四卷 岩野真雄 昭和5年 婦人篇 1

130∕63 佛教信仰實話全集第十五卷 岩野真雄 昭和6年 靈蹟篇﹙上卷﹚ 1

130∕63 佛教信仰實話全集第十六卷 岩野真雄 昭和6年 靈蹟篇﹙中卷﹚ 1

130∕63 佛教信仰實話全集第十八卷 岩野真雄 昭和6年 禪宗篇﹙續﹚ 1

130∕64 原始時代の宗教と其藝術 井上芳郎 大正13年 1

130∕65 佛教の正しい見方 宮澤英心 昭和10年 1

130∕66 家庭・教育・宗教 豅含雄 昭和9年 佛教生活叢書1 1

130∕66 念佛生活の諸相 藤秀璻 昭和9年 佛教生活叢書2 1

130∕66 佛を見る眼 赤沼智善 昭和10年 佛教生活叢書3 1

130∕66 生の宗教 源哲勝 昭和10年 佛教生活叢書4 1

130∕67 吾が信念 橫田慶哉 昭和10年 1

130∕68 惠みの生活 山田將為 昭和3年 2冊﹙複本﹚ 2

130∕69 道元 圭室諦成 昭和10年 日本佛教聖者傳第八卷 1

130∕71 太虛法師文鈔初集第一編 太虛法師 民國16年 雅言 1

130∕71 太虛法師文鈔初集第二編 太虛法師 民國23年 世論 1

130∕71 太虛法師文鈔初集第三編 太虛法師 ? 佛學 1

130∕72 釋尊の生涯 高楠順次郎 昭和11年 1

130∕73 日本佛教 伊藤千真三 昭和12年 1

130∕74 日本文化の佛教 辻善之助 昭和12年 1

130∕75 成田山史 小嶋照本 昭和13年 成田山開基一千年祭念 1

130∕76 心の建て直し 小林一郎 昭和13年 1

130∕77 母性と宗教 富士川游 昭和14年 1

130∕78 道を求めて 高楠順次郎 昭和14年 1

130∕79 地獄と極樂﹙來世思想の考察﹚ 泉芳璟 昭和16年 1
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130∕80 日本佛教概說 鈴木暢幸 昭和16年 1

130∕83 川尻先生事蹟 早野元光 明治44年 1

130∕84 仙佛真傳章句直解 ? ? 1

130∕85 引導法語文範 菅原洞禪 昭和5年 1

130∕86 興禪大燈國師年譜 奧田正造 昭和8年 1

130∕87 泰國の佛教事情 佐藤致孝 昭和17年 1

130∕88 南方佛教の樣態 龍 山章真 昭和17年 1

130∕89 友松園諦選集 友松園諦 昭和16年 1

130∕90 元主忽必烈が歐洲に派遣したる景教僧の旅行誌 バツヂ 昭和18年 佐伯好郎譯補 1

131∕1 大乘起信論義記 釋法藏 ? 3冊﹙上・中・下﹚ 3

131∕2 大藏經要義 本多日生 大正8年 11冊﹙1至11卷﹚ 11

131∕3 阿彌陀經講話 前田慧雲 大正10年 1

131∕4 法華經講義 本多日生 大正7年 3冊﹙上・中・下卷﹚ 3

131∕5 和譯維摩經 田岡佐代治 明治45年 附錄﹕和譯般若心經 1

131∕6 口語全譯維摩經 山本泰一譯 大正14年 1

131∕7 梵藏傳譯國語法華經 河口慧海 昭和3年 1

131∕8 法然上人集 與謝野寬・正宗敦夫・與謝野晶子 大正15年 日本古典全集第一回 1

131∕9 大眾經 岡田播陽 昭和5年 1

131∕10 佛說阿彌陀經註釋會要 徐珂 民國13年 2冊﹙一・二﹚ 2

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和5年 經典部卷1 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和5年 經典部卷2 1

0131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和3年 經典部卷3 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和3年 經典部卷4 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和3年 經典部卷5 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和4年 經典部卷6 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和3年 經典部卷7 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和5年 經典部卷8 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和4年 經典部卷9 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和4年 經典部卷10 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和4年 2冊﹙複本﹚經典部卷11 2

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和5年 宗典部卷1 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和4年 宗典部卷2 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和3年 宗典部卷3 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和5年 宗典部卷4 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和4年 宗典部卷5 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和4年 宗典部卷6 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和3年 宗典部卷7 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和4年 宗典部卷8 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和4年 宗典部卷9 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和4年 宗典部卷10 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和5年 解說部卷1 1

131∕11 昭和新篡國語大藏經 昭和新篡國語大藏經編輯部 昭和5年 解說部卷2 1

131∕12 般若心經講話 和田健次編 昭和6年 新井石禪講述 1

131∕13 遺教經講話 高島米峰 昭和9年 1

131∕14 阿含經講義 友松圓諦 昭和9年 1

131∕15 妙法蓮華經講話 大谷光瑞述 昭和6年 1

131∕16 SOS南無妙法蓮華經 井上慧日 昭和6年 1

132∕1 華嚴大經の研究 龜谷聖馨 昭和6年 1

132∕2 傳教大師傳記 天台山教學部 比叡山特輯號 1

132∕3 傳教大師 塩入亮忠 昭和12年 1

134∕1 高野山千百年史 高野山金剛峰寺記念大法會事務局 大正3年 1

62/267



134∕2 大聖空海 橫山健堂 大正7年 1

134∕3 真言密教聖典 小野清秀 昭和5年 1

134∕4 弘法大師傳 中村孝也 昭和9年 1

135∕1 親鸞と更生 山中峰太郎 大正11年 1

135∕2 真宗全史 村上專精 大正11年 1

135∕3 親鸞全集 植村宗一 大正11年 附錄﹕親鸞傳 1

135∕4 見真大師 大谷光瑞 大正12年 1

135∕5 親鸞聖人全集 江部鴨村 大正14年 1

135∕6 蓮如上人傳の研究 佐々木芳雄 大正15年 1

135∕7 淨土教史 齋藤唯信 昭和2年 1

135∕8 親鸞 平野止夫 昭和9年 1

135∕9 歎異鈔講話 梅園真隆 昭和9年 1

135∕10 親鸞の宗教と其本質 細川崇圓 昭和6年 1

135∕11 真宗聖典 內田晃融編 昭和8年 1

135∕12 真宗安心論題集五拾題講話 岸本義導 昭和11年 1

135∕14 大谷光瑞全集 大谷光瑞 昭和11年 10冊﹙1至10卷﹚ 10

135∕15 真宗の日本性格 禿諦住 昭和17年 1

136∕1 再鐫碧巖集 2冊﹙卷1至卷5・卷6至卷10﹚ 2

136∕2 提唱碧巖集 中原鄧州 大正7年 3卷﹙上・中・下﹚ 3

136∕3 參禪道話 1

136∕4 禪と健康 堀內文次郎 大正6年 1

136∕5 生死透脫禪と武士道 橫尾賢宗 大正5年 1

136∕6 禪學要義 加藤咄堂 大正7年 1

136∕7 無門關解釋 紀平正美 大正7年 1

136∕8 無門關鑽燧 飯田欓隱 大正13年 1

136∕9 現代生活と禪 日置默仙 大正9年 1

136∕10 アインスタインか達磨か 井上秀天 大正11年 1

136∕11 禪の妙味・參禪道話 忽滑谷快天 大正4年 1

136∕12 一喝禪 飯塚哲英編 大正9年 中原鄧州述 1

136∕13 禪機世機 高津柏樹 大正7年 1

136∕14 永遠に樂しく生きよ 關弘道 大正13年 1

136∕15 平易に說いた碧巖錄 田中价山 昭和3年 1

136∕16 ﹙心身の修養膽力の養成﹚參禪道話 大內青巒 昭和2年 1

136∕17 國譯禪學大成 國譯禪學大成編輯所 昭和4年 8冊(第一卷至第八卷) 8

136∕17 國譯禪學大成 國譯禪學大成編輯所 昭和5年 11冊(第十五卷至第二十五卷) 11

136∕18 無門關 南天棒中原鄧州 大正10年 1

136∕19 叩けよ開かれん 釋宗演 昭和5年 13版 1

136∕20 體驗記錄自覺者の步んだ道 宮川直吉 昭和5年 1

136∕21 食堂 吉田清巖 昭和9年 1

136∕22 因果物語 鈴木正三 明治44年 1

136∕23 續篇・禪に生くる 宮島資夫 昭和8年 1

136∕24 原始華嚴哲學の研究 鈴木宗忠 昭和9年 1

136∕25 碧巖錄新講話 井上秀天 昭和9年 1

136∕26 禪學讀本 山田靈林 昭和9年 1

136∕27 禪機 大釜彌三郎 明治41年 1

136∕28 禪のある人生 石丸梧平 昭和12年 1

136∕29 正眼藏の哲學私觀 田邊元 昭和14年 1

136∕30 新時代の禪 山田靈林 昭和14年 1

136∕31 禪話死生一如 太田悌藏編 昭和14年 釋宗演述 1

136∕32 禪の諸問題 鈴木大拙 昭和16年 1

137∕1 日蓮上人 須藤光暉 大正3年 1
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137∕2 心理學上より觀たる日蓮上人 高島平三郎 大正3年 1

137∕3 聖訓の研究 志村智鑑 大正6年 1

137∕4 法華經の行者日蓮 姊崎正治 大正6年 2冊﹙複本﹚ 2

137∕5 立正安國論新釋 長瀧智大 大正6年 1

137∕6 日蓮の勤王主義 野島幾太郎 大正8年 1

137∕7 我が日蓮主義 村上貞一編 大正6年 佐藤鐵太郎述 1

137∕8 日蓮聖人と耶穌 山川智應 大正8年 1

137∕9 久遠の生命 中原亮編 大正8年 佐藤鐵太郎述 1

137∕10 高山樗牛と日蓮上人 姊崎正治・山川智應同編 大正8年 1

137∕11 安土法難 田中智學 大正11年 1

137∕12 (比較研究高僧三傳)弘法・親鸞・日蓮 上田景二 大正11年 1

137∕13 日蓮聖人法話集 高橋北堂 大正16年 1

137∕14 日蓮大聖人 熊田葦城 昭和5年 1

137∕15 日蓮 南海夢樂 昭和6年 1

137∕16 改訂日蓮上人 熊田葦城 昭和6年 1

137∕17 日蓮上人聖傳 小川泰堂 昭和6年 日蓮聖人六百五十年遠忌記念 1

137∕18 日蓮聖人正傳 本多日生編 昭和2年 1

137∕19 日蓮上人言行錄 大屋德城 明治41年 1

137∕20 日蓮上人自敘傳 國友日斌 大正2年 1

137∕21 日蓮主義大鑑 加藤文雄編 昭和3年 第2卷3.4.5.6.7.11.12號 1

137∕22 日蓮聖人聖訓要義卷三 本多日生 大正8年 1

137∕22 日蓮聖人聖訓要義卷七 本多日生 大正9年 1

137∕23 本化聖典解題提要通論(日蓮聖人遺文の梗概) 山川智應 大正12年 1

137∕24 日蓮は聖人か國賊か 雲嶺居士 大正8年 1

137∕25 日蓮主義精要 本多日生 昭和4年 1

137∕26 戲曲豫言者日蓮(道元と時賴・弘法大師傳・道元禪師) 中村吉藏 昭和5年 1

137∕27 現代人の日蓮聖人傳 星野武男 昭和10年 1

137∕28 山の日蓮 蓮沼文範 昭和10年 1

137∕30 日蓮聖人 山川智應 昭和18年 1

139∕1 信仰實話辭典 大野柔忍・守重哲成同編 昭和12年 1

140∕1 日本基督教史﹙上卷﹚ 山本秀煌 大正8年 足利末葉より安土桃山時代の終まで　 1

140∕1 日本基督教史﹙下卷﹚ 山本秀煌 大正9年 關ケ原戰役時代より德川中世まで 1

140∕2 日本西教史﹙上卷﹚ 大正4年 明治11年大政官翻譯 1

140∕2 日本西教史﹙下卷﹚ 大正10年 明治11年大政官翻譯 1

140∕4 病床を道場として 大谷正夫 大正13年 1

140∕5 新約聖書 松苦味 大正7年 1

140∕6 私の宗教 本間俊平 大正12年 1

140∕7 聖心 宮崎安右衛門 大正12年 1

140∕9 愛の科學 賀川豐彥 大正13年 1

140∕10 基督教神秘思想 二階堂真壽 大正13年 1

140∕11 神は自在す 石井繁 大正12年 1

140∕12 聖アウグスティヌス懺悔錄 中山昌樹譯 大正8年 1

140∕13 ガンデイ及ガンデイズム 茂森唯士 大正11年 1

140∕14 無限生活 大日本文明協會 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

140∕15 聖き愛の世界へ 帆足理一郎 大正13年 1

140∕16 修道院雜筆 三木羅風 大正14年 1

140∕18 ガリラヤの道 內村鑑三 大正14年 1

140∕19 聖書辭典 山本秀煌・へボン博士同編 大正15年 1

140∕20 新約聖書の研究 佐竹直重譯 大正15年 グツドスピ一ド博士著 1

140∕23 羅馬書の研究 內村鑑三 大正13年 1

140∕24 改譯新約聖書 大正6年 1
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140∕25 信仰の論理 三谷隆正 大正15年 1

140∕26 愛は貧に輝く 三浦關造 大正15年 1

140∕27 基督教綜合倫理學 後藤粂吉 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

140∕28 吾人は尚基督教徒たり得る乎 額賀鹿之助譯 大正2年 1

140∕29 榮光への躍進 城森弘 昭和3年 1

140∕30 優越の世界へ 帆足理一郎 昭和3年 1

140∕31 キリスト教社會愛史 賀川豐彥・竹中勝男同譯 昭和5年 ステツド著 1

140∕32 死より生に至る旅行案內 メンヂース夫人 大正14年 1

140∕33 舊約全書 大正8年 11版 1

140∕33 和解 明石順三譯 昭和5年 J・F・ルサフオード著 1

140∕34 創造 明石順三譯 昭和4年 J・F・ルサフオード著 1

140∕35 南蠻文集 長沼賢海編 昭和4年 1

140∕36 創世時代と父祖の生活 イー・ジー・ホワイト 昭和7年 3冊﹙複本﹚30版古代聖徒の生涯に現たる真理の輝き 3

140∕37 ダ二工ル書講解 東京末世之福音社 昭和5年 13版豫言の聲に對する歷史の應答 1

140∕38 默示錄講解 東京末世之福音社 昭和6年 3冊﹙複本﹚豫言の聲に對する歷史の應答 3

140∕40 神の立琴 明石順三譯 大正14年 ジエー・エフ・ルサフオード著 1

140∕41 神の救ひ 明石順三譯 J・F・ルサフオード著 1

140∕42 預言 明石順三譯 昭和6年 J・F・ルサフオード著 1

140∕43 生命 明石順三譯 昭和6年 J・F・ルサフオード著 1

140∕44 政府 明石順三譯 昭和5年 J・F・ルサフオード著 1

140∕45 舊約物語 中村吉藏 明治40年 1

140∕46 キリストの火 青木澄十郎 昭和7年 1

140∕47 聖潔之琹 山室軍平 昭和2年 1

140∕48 我等の舊き人 中田重治譯 大正14年 シー・イー、カウマン著 1

140∕49 神への道 へルマン・木イヴェルス 昭和7年 1

140∕50 力トリツク教會とは何か?そして何を教へるか? ラルボレツト 昭和6年 1

140∕51 基督教會果して一致し得べきか? ラルボレツト 昭和6年 1

140∕52 ローマ教皇首位權・不謬權 ラルボレツト 昭和6年 深井渙二譯(そんなことはあり得るか?) 1

140∕53 改宗者の手記 吉田李谷 昭和8年 1

140∕54 讚美歌 讚美歌委員 大正8年 第一編 1

140∕55 宗教生活と經濟生活(及びその文獻抄) 鎌田安通編 昭和8年 1

140∕56 基督中心の奉仕 田島進譯 昭和9年 ダビッド・クリスティ著 1

140∕57 各時代の大爭鬪(過去・現在篇) 東京末世之福音社編輯部譯 昭和9年 2冊﹙複本﹚イー・ジー・ホワイト著 2

140∕58 日本聖公會祈禱書 日本聖公會祈禱書版權委員會 大正14年 1

140∕59 世界の師表 永倉嘉郎 昭和9年 1

140∕60 唯一の救濟 三宅昌平 昭和10年 1

140∕61 キリストの生涯 ヘルマン・ホィヴェルス・木暮浪夫 昭和10年 フランツ・M・ヴヰルラム著 1

140∕62 平民使徒山室軍平 關根文之助 昭和10年 1

140∕63 福音書聖句イ工ス傳 益木重雄 昭和10年 1

140∕64 使徒パウロの神秘主義 佐野勝也 昭和10年 1

140∕65 縮刷讚美歌 讚美歌委員 大正9年 1

140∕66 聖書民俗考 別所梅之助 昭和8年 1

140∕67 基督教史 石原謙 昭和9年 1

140∕68 基督教要義 熊野義孝 昭和10年 1

140∕69 基督教の中心思想 今井三郎 昭和9年 1

140∕69 基督教を大乘的に觀る 松倉董直 昭和10年 1

140∕70 母性の光 吉川逸之助 昭和9年 3冊﹙複本﹚ 3

140∕71 信仰問答 外村義郎 昭和9年 3冊﹙複本﹚ 3

140∕72 新約文學序說 松本卓夫 昭和9年 基督教教程叢書第二篇 1

140∕72 日本基督教史要 比屋根安定 昭和8年 基督教教程叢書第六篇 1

140∕72 概說舊約地誌 河邊滿甕 昭和8年 基督教教程叢書第八篇 1

65/267



140∕72 パウロ思想概說 村田四郎 昭和8年 2冊﹙複本﹚基督教教程叢書第九篇 2

140∕72 舊約文學序說 都留仙次 昭和8年 基督教教程叢書第十篇 1

140∕72 基督教思想史 有賀鐵太郎・魚木忠一同著 昭和9年 基督教教程叢書第十二篇 1

140∕72 概說新約地誌 水野恭介 昭和10年 基督教教程叢書第十四篇 1

140∕73 值村全集 值村正久 昭和8年 3冊﹙卷一至卷三﹚﹙說教篇上・中・下﹚ 3

140∕74 柏井全集續篇第三卷 柏井光藏 昭和10年 說教及び神學論文 1

140∕74 柏井全集續篇第四卷 柏井光藏 昭和9年 時事評論及び史論 1

140∕75 十字架に就ての瞑想 賀川豐彥 昭和6年 2冊﹙複本﹚ 2

140∕76 聖靈に就ての瞑想 賀川豐彥 昭和9年 1

140∕77 キリストに就ての瞑想 賀川豐彥 昭和7年 1

140∕78 キリスト山上の垂訓 賀川豐彥 昭和5年 2冊﹙複本﹚ 2

140∕80 淚の凱歌 城 ノブ 昭和3年 1

140∕81 苦難の理解 小野村林藏 大正15年 1

140∕82 イ工スの教授法 末世之福音社編輯部譯 昭和11年 ジヨン・工イ・マーキス著 1

140∕83 唯物史觀と基督教 小平國雄 昭和3年 1

140∕84 細川侯爵家の祖先忠興夫人の信仰美談 山本秀煌 昭和5年 1

140∕85 聖書研究の助﹙新約聖書問答﹚ 大森利子・メリ―・スマイス同譯 昭和5年 2冊﹙複本﹚ジエー・ジエー・ヒル著 2

140∕86 街の灯 伊藤馨 昭和4年 小兵士叢書第四編 1

140∕87 神の國へ 伊藤馨 昭和3年 小兵士叢書第三編 1

140∕88 神を求むろ人々ヘ 外村義郎 昭和8年 3冊﹙複本﹚ 3

140∕89 新約聖書略註 黑崎幸吉 昭和9年 1

140∕90 終末論歷史哲學 熊野義孝 昭和8年 1

140∕91 舊約聖書研究﹙發展的に見たる舊約文學﹚ 松田明三郎 昭和9年 日本メリヂスト宗教々育叢書第四卷 1

140∕92 東洋の使徒聖サヰ工ル傳﹙日本基督教史序說﹚ 比屋根安定 昭和9年 1

140∕93 新契約聖書 永井直治 昭和3年 1

140∕94 信仰に入るの道 金森通倫 昭和8年 1

140∕97 基督教の信仰と實驗 木岡甲子男 大正15年 1

140∕98 舊新約全書 大正3年 1

140∕99 神と步む一日﹙日々の默想﹚ 賀川豐彥 1

140∕101 現代回教圈 大久保幸次・小林元同著 昭和11年 1

140∕102 生の神秘 大日本文明協會 大正10年 1

140∕104 日本人の基督教 今井三郎 昭和15年 1

140∕105 信仰・愛・希望 佐野勝也 昭和15年 1

140∕106 聖母マリアの生涯 木暮浪夫譯 昭和14年 フランツ・M・ヴィルラム著 1

140∕107 インドネシアの回教 小林哲夫 昭和17年 大東亞共榮圈叢書第四篇 1

140∕108 信仰・健康・實行 下村正治氏 昭和17年 信仰三十年年記念出版 1

140∕110 奧邃語錄 永島忠重 昭和6年 1

150∕1 增訂 新論理學要義 今福忍 大正6年 附錄﹕東西兩洋論理學史 1

150∕1 論理學 高山林次郎 大正2年 帝國百科全書第十二編 1

150∕2 文檢受驗用論理學講義 教育學術會 大正13年 1

160∕1 心理學概論 元良勇次郎 大正8年 1

160∕2 心理學講話 松本亦太郎 大正12年 1

160∕3 心理學審義 福來友吉 大正10年 1

160∕4 心理學通義 上野陽一 大正12年 1

160∕5 心理學の話 小林鶯里 大正13年 1

160∕7 ヴントの心理學 須藤新吉 大正10年 1

160∕8 新エンゼルの心理學 大伴茂補譯 大正12年 ジ、アール、エンゼル著 1

160∕9 小さい心理學 後藤弘毅 大正11年 1

160∕9 輓近心理學大集成 三浦藤作 大正10年 1

160∕10 心理學の基本問題 楢崎淺太郎 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

160∕11 ヴントの民族心理學 桑田芳藏 大正12年 1
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160∕12 新批判的心理學 渡部政盛 大正8年 1

160∕13 經濟心理の研究 米田庄太郎 大正11年 1

160∕14 心理學と健全な社會生活 村田勤 大正12年 1

160∕15 近心理學の進步 尼子止 大正9年 1

160∕16 現代人心理と現代文明 米田庄太郎 大正11年 1

160∕17 人間及動物の表情 安東源治郎・岡本愛吉同譯 大正10年 ダ―ウヰン著 1

160∕18 煩悶と自由 丘淺次郎 大正10年 1

160∕19 ジエームス自我と意識1917 福來友吉・香川鐵藏同譯 大正6年 ヂエイムズ著 1

160∕21 自殺及情死の研究 中村古峽 大正13年 1

160∕22 一般常識心理學の知識 金子琅玕 大正15年 1

160∕23 純粹心理學考 楢崎淺太郎 昭和2年 1

160∕24 心理學原論 關寬之 昭和2年 1

160∕25 常識讀本 大正15年

160∕26 天才と靈感 千葉命吉 昭和4年 1

160∕28 心理學 乙竹岩造 大正7年 教育科教科書 1

160∕29 普通心理學 篠原助市・佐藤熊治郎 大正2年 小川正行同著 1

160∕30 發達心理學要論 武政太郎 昭和14年 1

160∕31 心理學的散步 波多野完治 昭和16年 1

160∕32 輓近心理學 篠原助市・佐藤熊治郎 昭和2年 小川正行同著 1

160∕33 心理教化の本質並に發達 石川謙 昭和6年 1

160∕34 智能查定法 久保良英 昭和17年 1

161∕3 米國々民性と日米關係の將來 鶴見祐輔 大正11年 1

161∕4 アメリカ個人主義論 井川忠雄譯 大正13年 ハ―バ―ト・フ―バ―著 1

161∕6 群眾心理講義 中村蓊編譯 大正13年 1

161∕7 民族と其問題 堀江賴廣譯 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

161∕8 集團心理學 入谷智定 大正13年 1

161∕8 聚團心理 宮澤末男譯 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

161∕9 歷史上より觀たる日本國民性 大森金五郎 大正10年 1

161∕10 フランス國民性の研究 內館忠藏譯 昭和10年 アンド・シ―グフリ―ド著 1

161∕11 外人の觀たる日本國民性 櫻井匡・古野清人 昭和9年 石津照璽・成田昌信同編 1

161∕13 民族問題をめぐりて 古屋芳雄 昭和10年 1

161∕14 櫻と日本民族 佐藤太平 昭和12年 1

161∕18 支那國民性と其の由來 高山峰三郎 昭和15年 1

161∕19 日本の人的資源 田中寬一 昭和16年 1

162∕1 ク―工式自己暗示法 變態心理編輯部譯 大正12年 1

162∕2 透視と其實例 中尾良知 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

162∕3 即席活用神秘流催眠術 帝國實驗催眼學會編 大正14年 附錄﹕氣合術人心觀破術詳解 1

163∕1 新版三世相大鑑 吉村藤作 大正8年 1

163∕2 生兒屋號姓名判斷神秘術 陽新堂主任 大正13年 1

163∕4 姓名名つけ字引 遠藤卓人 大正14年 1

163∕5 易の處世哲學 遠藤隆吉 大正14年 1

163∕6 生れ月の神秘 山田耕作 大正15年 1

163∕7 性相講話 石龍子 大正15年 1

163∕9 六大運命觀と人の一生 東洋易學研究會 大正15年 周易、淘宮、九星、家相、人相、生れ月 1

163∕10 手相の神秘 永鳥真雄 昭和3年 1

163∕11 運命の豫知と開運の秘訣 小橋正則 大正14年 1

163∕12 幸運の占ひ法全集 八代登 昭和4年 「主婦之友」昭和四年新年號附錄 1

163∕13 性相學原論﹙人相及骨相學の研究﹚ 松軒翁譯 昭和2年 コ―ム氏著 1

163∕14 東西手相學と指紋の研究 前鳥熊吉 昭和6年 1

163∕15 神秘生れ月の運命 藤本哲人 昭和6年 1

163∕16 幸運の道ヘ 大木篤夫 昭和6年 1
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163∕17 運命三世相大觀 東洋易學研究會 昭和6年 周易、淘宮、九星、家相、人相、生れ月 1

163∕18 體驗廿一世紀之科學(易) 前鳥熊吉 昭和6年 2冊﹙複本﹚ 2

163∕19 東西骨相學と人相の研究 前鳥熊吉 昭和6年 1

163∕21 運命開拓神秘家相寶典 松浦勝 昭和6年 1

163∕22 も正しき姓名つけ方 佐々木高明 昭和8年 1

163∕23 神秘口傳相圖解全書 藤川悟山 大正10年 1

163∕24 人生を幸運にする明前の附け方字引 根本圓通 昭和8年 1

163∕26 圖解建築と家相 毛利正人 昭和8年 1

163∕28 熊崎式姓名學 熊崎健翁 昭和8年 1

163∕30 秘密秘傳一切公開九星獨占ひ 渡邊蒼生 大正5年 1

163∕31 大正拾年今年の運勢 神山五黃 大正9年 1

163∕32 開運秘訣運命の創造 口村靈山 昭和10年 1

163∕33 夢判斷實驗書 柄澤照覺 大正15年 1

163∕34 住宅と家相の研究 田中茂公 昭和11年 1

163∕36 地相家相大全 小林白龍子 昭和13年 2冊﹙乾、坤﹚ 2

164∕1 妖怪學講義﹙緒言及總論﹚ 井上圓了 明治30年 合本第一冊 1

164∕1 妖怪學講義﹙理學部門及醫學部門﹚ 井上圓了 明治30年 合本第二冊 1

164∕1 妖怪學講義﹙純正哲學部門﹚ 井上圓了 明治30年 合本第三冊 1

164∕1 妖怪學講義﹙心理學部門﹚ 井上圓了 明治30年 合本第四冊 1

164∕1 妖怪學講義﹙宗教學部門﹚ 井上圓了 明治30年 合本第五冊 1

164∕1 妖怪學講義﹙教育學部門及雜部門﹚ 井上圓了 明治30年 合本第六冊 1

164∕2 心靈學﹙上卷﹚ 江原小彌太 大正11年 1

164∕3 心靈生活 大日本文明協會 大正6年 1

164∕4 變態心理學 大日本文明協會 大正7年 1

164∕5 戀愛の進化 大日本文明協會 大正5年 1

164∕6 能力の研究 大日本文明協會 大正6年 1

164∕7 新らしい實驗事實靈魂不滅の話 渡邊真二 大正11年 1

164∕8 死後は如何 栗原元吉譯 大正7年 附錄﹕交靈術とは何ぞセ 1

164∕9 死後の運命 松原傳吾譯 大正10年 セヴラユー著 1

164∕10 迷信 新城新藏 大正14年 1

164∕11 知能の本值 大伴茂 大正15年 1

164∕12 滅邪顯正靈術と靈術家 靈界廓清同志會 昭和3年 1

164∕13 クリスマ・力ロル 幡谷正雄譯 大正14年 チャ―ルズ・ディケンズ著 1

164∕14 靈智と運命 栗原元吉譯 大正10年 1

164∕17 靈感の驚異 山本精一郎 昭和9年 1

164∕18 科學的實證的靈魂不滅論 高窪喜八郎・高窪靜江同譯 昭和10年 Ｊ・アーサー・フインドレイ著 1

164∕20 靈命觀 媽祖默德 明治44年 1

170∕1 菜根譚講話 釋宗演 昭和4年 1

170∕1 倫理學綱要 紀平正美・八木诏源八同譯 大正8年 1

170∕2 倫理學原理 土屋幸正 大正11年 1

170∕3 倫理學概論 大島正德 大正13年 1

170∕4 近代倫理學大集成 藤原喜代藏・三浦藤作同編 大正10年 1

170∕5 倫理學演義 吉田靜致 大正10年 1

170∕6 倫理學(或る新意識に於ける) 杉森孝次郎 大正13年 1

170∕6 倫理學 坂崎侃 昭和6年 1

170∕7 倫理の話 安島健 大正12年 1

170∕8 日本倫理學史 三浦藤作 大正11年 1

170∕9 西洋倫理學史 三浦藤作 大正13年 1

170∕10 自然派の倫理學 島本愛之助 大正8年 1

170∕11 倫理學說十回講義 中島力造 大正10年 1

170∕12 現代社會思想倫理的批判 荻原擴 大正13年 1
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170∕13 輓近倫理學說研究 三浦藤作 大正12年 1

170∕14 倫理學の根本問題 西普一郎 大正12年 1

170∕15 道德の原理 吉田靜致 大正13年 1

170∕16 梧平道德觀 石丸梧平 大正12年 1

170∕17 道德的帝國の原理 杉森孝次郎 大正8年 熊崎武良溫譯 1

170∕18 道德の經濟基礎 牧山正彥譯 大正13年 フランツ・シェタウディンが―著 1

170∕19 自然派と倫理 加藤弘之 明治45年 1

170∕20 人格主義の社會觀 一條忠衛 大正11年 1

170∕21 人格養成論 大日本文明協會 大正6年 1

170∕22 忠義の哲學 鈴木半三郎譯 大正5年 ジョサイア・ロイス著 1

170∕23 自我の研究 野村隈畔 大正11年 1

170∕24 現代の趨勢に對ける倫理的批判 吉田靜致 大正14年 1

170∕28 社會道德論 一條忠衛 大正15年 1

170∕29 如何にせば運命を支配し得るか 谷口雅春譯補 大正14年 Ｆ・Ｌ・ホルムス著 1

170∕29 西洋倫理學史 吉田靜致・小野正康同著 大正15年 1

170∕29 西洋倫理學史﹙近世篇上﹚ 吉田靜致・小野正康同著 昭和3年 1

170∕30 東洋倫理 宇野哲人氏講演 1

170∕31 倫理書 杉浦重剛 昭和2年 4冊﹙複本﹚ 4

170∕32 倫理と唯物史觀 由利英一譯 昭和3年 力ウツキ―著 1

170∕33 道德國家と政治倫理 後藤新平 昭和2年 1

170∕36 近倫理思潮 菰田萬一郎 大正15年 1

170∕37 東洋倫理學原論 青木晦藏 昭和7年 1

170∕38 現代社會と人格生活 吉田靜致 昭和10年 1

170∕39 倫理學概說 池岡直孝 昭和18年 2冊﹙複本﹚ 2

170∕40 人間の學としての倫理學 和辻哲郎 昭和12年 2冊﹙複本﹚ 2

170∕41 東洋倫理概論 安岡正篤 昭和12年 1

170∕44 人格と人類性 和辻哲郎 昭和13年 1

170∕45 日本古代道德の研究 宮崎秀春 昭和14年 1

170∕46 日本倫理概論 宇田尚 昭和17年 1

170∕47 女子倫理要論 大杉謹一 昭和18年 1

172∕3 訂正增補新道德論 浮田和民 大正8年 1

172∕26 警鐘の亂打 小林鶯里 大正15年 1

172∕27 戰後の新思想 佐々木圓梁譯 大正11年 かイルへルム・ユルザしム著 1

172∕30 國と人民 中西伊之助 大正15年 1

172∕33 報德主義幸福なる家庭の經營 山崎真之 昭和2年 1

172∕42 精神の復興 草野茂松・並木仙太郎同編 大正13年 蘇峰文拔萃 1

172∕54 人間學と國民教育 近藤壽治 昭和8年 1

172∕57 精神文化と產業知識 永田城大 昭和7年 2冊﹙複本﹚ 2

172∕59 風俗習慣と隨神の實修 筧克彥 昭和8年 1

172∕65 外人の觀たる我が國體 樋山光四郎 昭和9年 墺國スタイン博士の國法學 1

172∕83 自警 新渡戶稻造 大正6年 1

172∕105 現代と道德の標準 大島 正德述 昭和4年 1

172∕123 續日本精神史研究 和辻哲郎 昭和10年 1

172∕129 新道德讀本 菊池寬 昭和11年 1

172∕132 水戶學精神 伊藤千真三 昭和11年 1

172∕149 孝道序論 佐藤通次 昭和12年 1

172∕153 新日本の道德 江原小彌太 昭和13年 1

172∕181 明治孝節錄 北路小資武編 昭和11年 4冊﹙一至四卷﹚ 4

172∕194 國民道德概說 深作安文 昭和18年 1

173∕1 報德讀本 宮西積一 昭和12年 1

173∕3 報德要典 舟越石治 昭和14年 1
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174∕1 主從心得草 2冊﹙上、下﹚ 2

174∕1 主從心得草三編 2冊﹙上、下﹚ 2

174∕1 主從心得草四偏 2冊﹙上、下﹚ 2

174∕1 主從心得草五偏 2冊﹙上、下﹚ 2

174∕1 主從心得草後偏 2冊﹙上、下﹚ 2

174∕2 幼學綱要 7冊﹙一至七卷﹚ 7

174∕2 體驗を語る 野閒清治 昭和5年 1

174∕3 益軒十訓 西田敬止 明治38年 1

174∕4 成效主義 內田嘉吉述 5冊﹙複本﹚ 5

174∕5 謫居童問 山鹿旗之進 大正2年 1

174∕7 幸福學 大日本文明協會 大正5年 1

174∕7 人生の裏面 村上信 大正10年 1

174∕8 話材教材 加藤咄堂 大正8年 1

174∕9 修養實訓福澤先生の手紙 鈴木梅四郎 大正7年 1

174∕10 縮刷石臼のへそ 福本誠 大正7年 1

174∕11 怒るな働け 嘉悅孝子 大正8年 2冊﹙複本﹚另一本昭和2年 2

174∕12 處世訓 修道文庫刊行會 大正8年 1

174∕13 平和の青年 佐藤鋼次郎 大正8年 1

174∕14 實際修養精神統一法 變態心理編輯部譯 1

174∕15 青年の聲我觀縱橫論 柿花啟正 大正8年 1

174∕15 男子和洋現代國民作法 山口和喜 昭和8年 1

174∕16 青年と修養 增田義一 大正8年 1

174∕17 格言訓話日日の修養 山田愛劍 大正8年 1

174∕18 現代の青年 柿花啟正 大正9年 1

174∕20 人間百種百人百癖 堀內新泉 大正9年 1

174∕22 先づ腹を鍊れ 堀內文次郎 大正8年 1

174∕23 國のいしずゑ 春日靖軒 大正13年 1

174∕24 努力論 幸田露伴 大正9年 1

174∕25 思想善導の基準 增田義一 大正10年 1

174∕26 世渡りの道 新渡戶稻造 大正10年 1

174∕27 修養 新渡戶稻造 明治44年 1

174∕28 如何にして一身の方向を定むベきか 上谷續譯 大正13年 1

174∕29 人格と修養 井上哲次郎 大正10年 1

174∕30 思想善導 小林鶯里 大正13年 1

174∕32 改正西國立志編﹙原名自助論﹚ 中村正直譯 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

174∕33 家憲正鑑 北原種忠 昭和3年 1

174∕34 急がば迴れ 山田司海編 大正11年 江原素六述 1

174∕35 立志より成功への近道 小林鶯里 大正12年 1

174∕36 教壇家庭應用自在訓話の泉 菅原洞禪 大正11年 1

174∕37 裸一貫から 實業之日本社編 大正13年 1

174∕38 精神講話時代に觸れて 加藤熊一郎 大正13年 1

174∕39 實驗論語處世談 澁澤榮一 大正12年 1

174∕40 奮へよ青年 高須梅溪 大正12年 1

174∕41 富豪の家憲 蘆川忠雄 大正9年 附錄﹕不滅の道 1

174∕42 子としての道 子弟教育普及會編 大正12年 1

174∕44 九十日の修養 大庭三郎 大正12年 1

174∕44 勤儉力行の道 子弟教育普及會編 大正12年 1

174∕45 成功の經路 平川剛寬 大正12年 1

174∕46 克己心の修養 森田欣次 大正12年 1

174∕47 獨立と奮鬪 田井壽太郎 大正12年 1

174∕48 努力と修養 平川剛寬 大正12年 1
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174∕50 奮鬪と幸福﹙青年成功の鍵﹚ 森村市左工門 大正12年 1

174∕51 人としての道 子弟教育普及會編 大正12年 1

174∕52 自己修養急がず慟け 森田欣次 大正12年 1

174∕54 經濟訓 添田壽一 大正9年 1

174∕55 我が五十年 巌谷小波 大正9年 1

174∕56 新しき修養心の掃除 田中久編 大正13年 前田慧雲・加藤咄堂同述 1

174∕57 人生と修養 高木斐川編 1

174∕58 實業訓と人生訓 井關十二郎譯 大正13年 1

174∕59 希望は斯くの如くにして達せよ 寮佐吉 大正13年 1

174∕60 陽明主義の修養 高瀨武次郎 大正7年 1

174∕61 論語と算盤 澁澤榮一 大正5年 1

174∕62 縮刷向上論 南條文雄 大正6年 1

174∕63 薔薇香 岡本米藏 大正9年 1

174∕64 箪笥 岡本米藏 大正6年 1

174∕65 花より實を取れ 嘉悅孝子 大正6年 1

174∕66 成功の時機﹙人間萬事二十年﹚ 村上專精 大正4年 1

174∕67 道は近きにあり 大內青巒 大正7年 1

174∕69 人格の養成 加藤咄堂 大正10年 1

174∕72 人生達觀 增富平藏譯 大正13年 1

174∕73 美事善行 文部省普通學務局 大正13年 震災に關する教育資料 1

174∕74 知らぬと損 樋口魔陽 大正9年 處世教科書 1

174∕75 勝利への路 浮田和民 大正13年 1

174∕77 店員訓 大阪市立少年職業相談所 1

174∕77 孝道 澤柳政太郎 明治43年 2冊﹙上、下﹚ 2

174∕78 機會と機智の活用 蘆川忠雄 大正12年 1

174∕79 至誠努力修養講話 澁澤榮一述 大正9年 1

174∕82 婦女鑑 西村茂樹編 明治20年 6冊﹙1至6卷﹚ 6

174∕83 田園の處女へ 福井武治 大正13年 1

174∕84 婦人常識の養成 下田歌子 大正8年 1

174∕85 女らしく 棚橋絢子 大正7年 1

174∕86 女心と世の中 高島平三郎 大正11年 1

174∕87 實用女訓少女と花嫁と主婦 松浦政泰 明治44年 1

174∕88 國と女 芹澤登一編 大正10年 上原勇作述 1

174∕90 婦人の使命 下田次郎 大正11年 1

174∕91 淘宮術傳習錄﹙初傳﹚ 竹內師水 大正8年 1

174∕92 古列女傳・女四書 塚本哲三編 大正9年 1

174∕94 醉古堂劎婦・蔡根譚 塚本哲三編 大正10年 1

174∕95 修養の泉 山田至人 大正14年 1

174∕96 成功と實業 井上泰丘 大正14年 1

174∕97 奮鬪活歷血淚のあと 實業之日本社編 大正14年 1

174∕98 處世の得失 鈴木房吉 大正13年 1

174∕99 田園の青年へ 福井武治 大正14年 1

174∕100 真と善との生活 渡邊英一 大正14年 1

174∕101 如何にして彼等は富豪となりしか 大川俊一郎 大正14年 1

174∕102 青年と人生觀 佐々木吉三郎 大正14年 1

174∕104 實業讀本 武藤山治 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

174∕106 如何にして自己を大成すベきか 上谷續譯 大正15年 1

174∕107 婦人の為めに 加藤咄堂 大正14年 1

174∕109 必す蹈むべき人の道 帝國講學會編輯部 大正14年 1

174∕110 婦人に光榮あれ 小島清友 大正15年 1

174∕111 女子修養婦友のかゞみ 山崎真之編 大正15年 1
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174∕112 益軒先生養生訓 宮城伊兵衛 大正15年 1

174∕113 世の中讀本 山田愛劍 大正15年 1

174∕114 運命 豐田劍陵 大正15年 1

174∕115 婦人の新教養 德富猪一郎 大正15年 1

174∕116 禪により心身を練磨せる英雄 谷至道 大正15年 1

174∕117 若き女子の為めに 處女會中央部編 大正15年 1

174∕118 平凡道德 小林鶯里 大正14年 1

174∕119 平民之福音 山室軍平 大正12年 3冊﹙複本﹚ 3

174∕120 恐ろしい因果物語 堀內新泉 大正15年 1

174∕121 修養新格言 大澤真吉 大正10年 1

174∕122 自己修養の為に 蘆川忠雄 大正10年 1

174∕123 生の戰線 佐藤芳敏 昭和2年 1

174∕124 光を仰ぎて 蓮沼門三 大正15年 2冊﹙複本﹚附錄﹕修養團に就いて 2

174∕125 第一線に立てる女性 古莊國雄 昭和2年 1

174∕126 修業立志編 慶應義塾編 大正9年 1

174∕127 說苑 塚本哲三編 大正9年 1

174∕128 如何にして成功すべきか 荒木秀一譯 昭和2年 銀行家之經典 1

174∕129 處世讀本自己の為めに 井上如真 大正15年 1

174∕131 婦人と修養 增田義一 昭和3年 1

174∕132 東西感動美談集 野間清治編 昭和3年 修養全集第二卷 1

174∕132 金言名句人生画訓 野間清治編 昭和4年 2冊﹙複本﹚修養全集第三卷 2

174∕132 寓話道話お伽噺 野間清治編 昭和4年 修養全集第四卷 1

174∕132 修養文藝名作選 野間清治編 昭和4年 2冊﹙複本﹚修養全集第五卷 2

174∕132 滑稽諧謔教訓集 野間清治編 昭和4年 2冊﹙複本﹚修養全集第六卷 2

174∕132 經典名著感話集 野間清治編 昭和4年 2冊﹙複本﹚修養全集第七卷 2

174∕132 古今逸話特選集 野間清治編 昭和4年 修養全集第八卷 1

174∕132 訓話教演說集 野間清治編 昭和4年 修養全集第九卷 1

174∕132 立志奮 鬪物語 野間清治編 昭和4年 修養全集第十卷 1

174∕132 處世常識寶典 野間清治編 昭和4年 修養全集第十一卷 1

174∕134 新知識三百題 紫鳳閣 大正4年 1

174∕137 真人生の機調 牧野秀 昭和4年 1

174∕138 內にかをる心 竹內浦次 昭和4年 1

174∕139 修養偉人美談集 大河內翠山 昭和3年 1

174∕140 思想善導講話 岡本瓊二 昭和3年 1

174∕141 南洲翁遺訓集﹙並翁と莊內藩﹚ 鳥海良邦 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

174∕142 修養偉人逸話集 大河內翠山 昭和3年 1

174∕143 修養偉人血淚集 大河內翠山 昭和3年 1

174∕144 人間學 白仁武 昭和3年 1

174∕145 歡喜 後藤靜香 昭和5年 靜香叢書第一卷 1

174∕145 妙音 後藤靜香 昭和5年 靜香叢書第二卷 1

174∕145 白熱 後藤靜香 昭和5年 靜香叢書第三卷 1

174∕145 使命と人生 後藤靜香 昭和5年 靜香叢書第四卷 1

174∕146 安全第一 內田嘉吉 大正6年 1

174∕147 越えて來た道 都河竜 昭和5年 1

174∕149 家憲物語 椚田常吉 昭和5年 1

174∕150 處世之道 野間清治 昭和5年 1

174∕150 處世之道 野間清治 昭和5年 集輯作本 1

174∕151 全國各地青年者の特殊美談 福井清通 昭和5年 附錄﹕著名農場の實況 1

174∕154 變態處世術 中山由五郎 昭和6年 1

174∕155 修養論語 江口天峰 昭和6年 1

174∕156 教養五年第一年第一卷至第十二卷 後藤靜香 昭和6年 落花を浴びて・深山の櫻・現世禮讚 1
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174∕156 教養五年第一年第一卷至第十二卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 斯くして幸福へ・黎明に聽く・彼女の一日

174∕156 教養五年第一年第一卷至第十二卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 逆境に勝つ・濡れたる心・自己を語る

174∕156 教養五年第一年第一卷至第十二卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 道の印象・永遠の旅・盡きせぬ悦

174∕157 教養五年第二年第十三卷至第二十四卷 後藤靜香 昭和6年 放心を求む・第―歩・三猿主義とその逆 1

174∕157 教養五年第二年第十三卷至第二十四卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 人間なるが故に考える・金殿玉樓に優る

174∕157 教養五年第二年第十三卷至第二十四卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 涙ぐまるゝ嬉しさ・愛の函はいつ開く

174∕157 教養五年第二年第十三卷至第二十四卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 偉大なる説教・小羊を抱く英雄・人生必勝の法則

174∕157 教養五年第二年第十三卷至第二十四卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 自己を内に掘れ・萬事解決の鍵

174∕158 教養五年第三年第二十五卷至第三十六卷 後藤靜香 昭和6年 今日我が道を行く・家庭の新鮮味・燦然たる生涯 1

174∕158 教養五年第三年第二十五卷至第三十六卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 鬪爭か平和か・救われたる實證・影ある所光あり

174∕158 教養五年第三年第二十五卷至第三十六卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 大勇よく忍ぶ・乗り切つて行く・拜みたい心

174∕158 教養五年第三年第二十五卷至第三十六卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 愛する者逝く・落花の煙・筑後河畔の誇

174∕159 教養五年第四年第三十七卷至第四十八卷 後藤靜香 昭和6年 新しく讀む菜根譚・―切が公正なり 1

174∕159 教養五年第四年第三十七卷至第四十八卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 潜在自己の發揚・勝ちぬきたる女性

174∕159 教養五年第四年第三十七卷至第四十八卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 人間秀吉を論す・使命の自覺と其實現

174∕159 教養五年第四年第三十七卷至第四十八卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 田園將に蕪れんとす・尾崎紅葉の女性觀

174∕159 教養五年第四年第三十七卷至第四十八卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 襌師良寛の心境・完成への道程

174∕159 教養五年第四年第三十七卷至第四十八卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 神格崇拜の情操・法喜法悦の人々

174∕160 教養五年第五年第四十九卷至第六十卷 後藤靜香 昭和6年 新しく讀む論語・淋しさを癒す道 1

174∕160 教養五年第五年第四十九卷至第六十卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 天地を貫く三大原則・洛陽城東桃李の花

174∕160 教養五年第五年第四十九卷至第六十卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 山林に自由存す・志士鐵舟と無刀流

174∕160 教養五年第五年第四十九卷至第六十卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 ファウストを導く女・俳聖芭蕉の心境

174∕160 教養五年第五年第四十九卷至第六十卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 家庭意識に立つ世界觀・頼山陽と其の妻

174∕160 教養五年第五年第四十九卷至第六十卷 後藤靜香﹙同一冊﹚ 昭和6年 タゴ―ル翁の日本觀・ザメンホ―フの信念

174∕162 化民新新 財團法人存仁院 大正15年 5冊﹙仁、義、禮、智、信﹚ 5

174∕163 出世之礎 野間清治 昭和6年 3冊﹙複本﹚ 3

174∕164 自己の為めに精神修養 大町桂月・小原無弦同著 昭和7年 1

174∕167 榮えゆく道 野間清治 昭和7年 1

174∕168 野間清治短話集 野間清治 昭和7年 1

174∕170 現代青年成功者物語 岡田晴吉 昭和8年 この苦心!この奮鬪! 1

174∕171 菜根譚講話 釋宗演 昭和6年 1

174∕172 新處世心得千ヶ條 寺澤榮一編 昭和8年 附錄﹕現代名士成功逸話集 1

174∕173 現代青年に與ふ 岡田晴吉 昭和8年 1

174∕174 若き人々へ 山崎延吉 昭和8年 1

174∕175 反省の仕方 西川光二郎 昭和8年 1

174∕176 現代名家修養觀 高木斐川編 大正15年 1

174∕178 美と信との生活 渡邊英一 大正15年 1

174∕179 處世の大道 澁澤榮一 昭和4年 1

174∕180 煉丹修養法 伊藤光遠 昭和2年 1

174∕183 自己開發の道 澁澤榮一 昭和8年 1

174∕184 處世修養努力と奮鬪 澁澤榮一 昭和8年 1

174∕185 青年の進路 森村市左衛門 昭和8年 1

174∕186 思想善導新時代の修養 久城潮風 昭和8年 1

174∕187 立志修養成功の基礎 森村市左衛門 昭和8年 1

174∕188 修養雜話 野間清治 昭和6年 1

174∕190 奮鬪活歷拔群の人々 都倉瓊川 昭和8年 1

174∕191 苦勞の味 中村德五郎 昭和9年 1

174∕192 自力更生 中村德五郎 昭和9年 1

174∕193 反省と自覺 中村德五郎 昭和9年 1

174∕194 藤樹先生言行錄 中里介山 昭和9年 1

174∕195 新釋醉古堂劍掃 柳田螾可・小林星洲同譯 明治44年 1
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174∕196 永遠の女性 室園成子 昭和9年 1

174∕197 修養讀本 佐々木惠亮 昭和9年 1

174∕198 幼學綱要讀本 皇訓成美會編輯部 昭和8年 1

174∕199 現代教訓實話集 下田次郎 昭和5年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

174∕201 青年修養社會と努力の道 平田捨松 昭和9年 1

174∕202 自己修養獨立自尊の道 依田正人 昭和9年 1

174∕203 理想修養徹底せる青年道 依田正人 昭和9年 1

174∕205 工員訓 大阪市立少年職業相談所 1

174∕206 よろこびの泉 本間俊平 昭和9年 1

174∕207 野人野語 品川義介 昭和9年 1

174∕208 不惑の人生觀 本莊可宗 昭和9年 1

174∕209 人生逸語 姉崎正風 昭和10年 1

174∕210 現代修養讀本 加藤咄堂 昭和10年 1

174∕211 淘宮術秘傳 高橋北堂 大正10年 1

174∕212 第七通俗教育道話 安藝喜代香 大正8年 1

174∕213 偉人と修養 原房孝・原了同著 昭和6年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

174∕214 熱と愛との結晶まごころ 村上寬 昭和10年 1

174∕215 松陰先生士規七則講話 廣瀨豐 昭和10年 1

174∕220 趣味本位母姉の修養 八波則吉 昭和10年 1

174∕221 孝の修養 西川清三郎 昭和10年 1

174∕222 世間雜話 野間清治 昭和10年 3冊﹙複本﹚ 3

174∕223 英雄偉人を出した學校と父母の教訓 岩崎高敏 昭和10年 1

174∕224 成功の裏面に慟く母ごころ 村上寬 昭和9年 1

174∕225 處世讀本 永田秀次郎 昭和11年 1

174∕226 處世作法新女性讀本 棚橋絢子 昭和10年 1

174∕227 母物語 赤井米吉 昭和10年 1

174∕230 脩身受用抄 古川黃一編 大正元年 1

174∕231 女性の教養 飯守米子 昭和11年 1

174∕232 慟く若い女性と其親達へ 村上寬 昭和11年 1

174∕233 現代青年道 吉川英治 昭和11年 1

174∕235 平生釟三郎述私は斯う思ふ 岩京尊人編 昭和11年 1

174∕236 波瀾曲折巨人の語る人生觀 帆刈芳之助 昭和8年 1

174∕237 是清翁遺訓﹙日本國民への遺言﹚ 大久保康夫編 昭和11年 高橋是清述 1

174∕238 人を說く法 上野陽一 昭和11年 1

174∕239 蘇翁言志錄 民友社編輯部 昭和11年 2冊﹙複本﹚ 2

174∕240 青年の書 室伏高信 昭和12年 1

174∕240 續青年の書 室伏高信 昭和11年 1

174∕241 現世訓 薄田貞敬譯 昭和2年 1

174∕242 世はなさけ 小瀧淳 昭和12年 1

174∕243 處世讀本 賀川豐彥 昭和12年 1

174∕244 母なれば 伊福部敬子 昭和12年 1

174∕245 家庭・婦人・兒童 高島平三郎 昭和12年 1

174∕246 學生と教養 鈴木利貞 昭和12年 1

174∕247 青年と理想 安部磯雄 昭和11年 1

174∕248 學生と生活 河合榮治郎編 昭和12年 1

174∕249 人生讀本 新渡戶稻造 昭和10年 1

174∕250 百事如意 谷口雅春 昭和11年 1

174∕251 本當に生きる道 椎尾辨匡 昭和12年 1

174∕252 新渡戶博士讀本 矢內原忠雄編 昭和12年 1

174∕253 道歌清談 八波則吉 昭和11年 1

174∕254 來るものゝ為に 吉岡彌生 昭和12年 1
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174∕256 倫理御進講草案 猪狩又藏 昭和12年 1

174∕257 この父この母 福岡益雄編 昭和12年 感激實話全集3 1

174∕257 孝貞のかゞみ 福岡益雄編 昭和12年 感激實話全集4 1

174∕257 友情はかくも美し 福岡益雄編 昭和12年 感激實話全集5 1

174∕257 七ころび八起き 福岡益雄編 昭和12年 感激實話全集6 1

174∕257 母なればこそ 福岡益雄編 昭和12年 感激實話全集7 1

174∕257 義の人情の人 福岡益雄編 昭和12年 感激實話全集8 1

174∕257 この忍耐この努力 福岡益雄編 昭和12年 感激實話全集9 1

174∕257 何が彼を發奮させたか 福岡益雄編 昭和12年 感激實話全集10 1

174∕257 親ごころ子ごころ 福岡益雄編 昭和12年 續感激實話全集3 1

174∕257 世を動かす少年の力 福岡益雄編 昭和12年 續感激實話全集4 1

174∕257 使ふ人使はれろ人 福岡益雄編 昭和12年 續感激實話全集5 1

174∕257 彼が今日を築くまで 福岡益雄編 昭和12年 續感激實話全集6   1

174∕259 放送處世信念﹙修養より臣民道へ﹚ 大倉邦彥 昭和12年 附錄﹕青年と勤勞生活日本精神と產業 1

174∕260 今後の進み方 增田義一 昭和12年 1

174∕262 青年如何に生くベきか 田澤義鋪 昭和12年 2冊﹙複本﹚ 2

174∕263 人生は斯う悟れ 宮澤英心 昭和12年 1

174∕264 人生讀本﹙春、夏、秋、冬﹚ 井上哲次郎 昭和12年 1

174∕265 人を動かす 加藤直士譯 昭和12年 D・力―ホギ―著 1

174∕266 誠 一粂瀨吉 昭和13年 1

174∕267 學生と先哲 河合榮治郎編 昭和12年 1

174∕268 新しい修養心の垢を除け 前田慧雲・加藤咄堂同著 昭和12年 1

174∕270 一日一訓人生日記 加藤咄堂 昭和13年 1

174∕271 若き人々におくる 赤尾好夫 昭和13年 1

174∕272 日本の孝道 石井滿 昭和13年 1

174∕275 あなたの心 大江專一譯 昭和14年 エネヴア―著 1

174∕276 肚で行く 山中峯太郎 昭和14年 1

174∕277 機外清話 平沼騏一郎 昭和14年 1

174∕279 學生に與ふ 河合榮治郎 昭和15年 1

174∕280 結婚前後の修養 西川文子 昭和15年 1

174∕282 人間鍊成 伊福部隆彥 昭和16年 1

174∕289 道場 梶浦逸外 昭和15年 1

174∕290 現代修養大觀 高木斐川編 大正6年 1

174∕291 山鹿素行言行錄 足立栗園 大正5年 1

174∕295 處世心得 森川勉 昭和18年 1

174∕296 わらぢ校長 松田武四郎 昭和18年 1

174∕297 新女性訓 石井滿 昭和18年 1

174∕298 和譯篡註帝範臣軌 梶康郎編 大正5年 1

174∕299 謹解幼綱要・婦女鑑 岡村利平 昭和14年 1

174∕300 現代母性學 古谷綱武 昭和17年 1

175∕3 新歐米禮儀作法 立川文夫 大正9年 附錄﹕歐米旅行案內 1

175∕7 洋食の食べ方と洋服の著方 橫山正男 大正14年 1

175∕14 誤つた作法・誤り易い作法 甫守謹吾 昭和7年 1

175∕17 歐米の習慣作法 瀧本二郎 昭和10年 1

176∕5431 嫉妬の処方箋(夫のために妻のために) 中村祥一郎 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

177∕1 敗戰後日本真相 謝南光 民國35年 1

177∕1 生命の實相第四卷 谷口雅春 昭和16年 生活篇・觀行篇 1

177∕2 訓話教演說集 野間清治編 昭和4年 修養全集第九卷 1

177∕3 浮世の裏表 村上信 昭和2年 1

177∕4 東西感動美談集 野間清治編 昭和3年 修養全集第二卷 1

180∕1 支那哲學概論 渡邊秀方 大正13年 1
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180∕2 支那哲學史講話 宇野哲人 大正10年 1

180∕3 支那哲學の研究 宇野哲人 大正9年 1

180∕4 支那研究共和以後 宇治田直義 大正10年 1

180∕5 支那思想と現代 西本白川 大正10年 1

180∕6 古代支那思想の新研究 楊祥蔭・內田繁隆同譯 大正14年 1

180∕7 文檢中心東洋哲學史 岡田怡三雄 昭和3年 1

181∕1 孔子論 山路彌吉 明治38年 1

181∕2 孔子及孔子教 服部宇之吉 大正8年 1

181∕3 孔子と其思想及教義 鈴木周作 大正11年 1

181∕4 朱子定本小學詳解 藤崎由之助 大正10年 1

181∕6 孔子及孔子教 住谷天來 昭和10年 1

181∕7 孔子の生涯 諸橋轍次 昭和11年 1

181∕7 孔子の新研究 大月隆仗 昭和17年 1

181∕8 孔子論 川口浩譯 昭和14年 林語堂著 1

182∕2 四書講義中庸 宇野哲人 大正12年 1

182∕3 增訂四書講義 興文社 大正12年 1

182∕5 小學・孝經・孔子家語 塚本哲三編 大正10年 1

182∕6 四書 服部宇之吉 1

182∕7 論語講義 行道學會事務所 大正8年 1

182∕8 論語講義 三島毅 大正10年 1

182∕9 論語講義 簡野道明 大正11年 1

182∕11 新譯孟子 濱野知三郎詳解 大正元年 附錄﹕孟子索引 1

182∕11 新譯四書論語 久保天隨 明治43年 下卷 1

182∕12 易經書經講義 興文社 大正9年 1

182∕13 詩經・書經・易經 塚本哲三編 大正11年 1

182∕14 詩經講義 興文社 大正8年 1

182∕16 利用厚生經書物語 小林花眠 大正7年 1

182∕17 春秋左氏傳講義 興文社 大正11年 4冊﹙1至4卷﹚ 4

182∕19 孟子新譯 島田鈞一 大正14年 1

182∕20 孟子通解 簡野道明 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

182∕21 日本名家四書註釋全書 關儀一郎編 大正15年 10冊 10

182∕23 現代語評釋女四書 嘉悅孝子 大正15年 1

182∕24 政教より觀たる論語新釋 赤池濃 昭和5年 1

182∕25 詩經﹙國風篇﹚ 岡田正三譯 昭和8年 1

182∕26 重改論語集註俚諺鈔 毛利貞齋述 大正2年 久保天隨編 1

182∕27 支那經學史概說 瀧熊之助 昭和9年 1

182∕28 中庸新註 大川周明 昭和2年 1

182∕30 論語講義 岡田正三 昭和9年 1

182∕31 四書新釋中庸 久保天隨 明治36年 1

182∕32 春秋左氏傳新講 島田鈞一 昭和12年 1

182∕33 少年論語讀本 古谷義德 昭和11年 1

182∕34 論語物語 下村湖人 昭和13年 1

182∕35 孝經啟蒙略解 西晉一郎解 昭和14年 藤樹先生著 1

182∕36 孝經新釋・大學新釋・中庸新釋 鹽谷溫・諸橋轍次 昭和13年 宇野哲人同著 1

182∕37 孟子新譯 內野台嶺 昭和14年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

182∕38 大學經詳 劉青雲 昭和16年 1

182∕40 新論語 成功雜誌編 明治43年 1

182∕41 大學・中庸・孝經 久保天隨編 大正2年 1

182∕42 增補三字經全文 1

182∕43 孝經 1

182∕45 左傳詳解 過商侯詳註 4冊﹙1至4卷﹚ 4
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182∕47 監本書經全文 3冊﹙1、4、5卷﹚ 3

182∕49 新註孝經 吉川延太郎 昭和16年 1

183∕1 日本古學派之哲學 井上哲次郎 大正10年 1

183∕2 日本朱子學派之哲學 井上哲次郎 大正10年 1

183∕3 王陽明研究 安岡正篤 大正11年 1

183∕4 日本陽明學 井上哲次郎・蟹江義丸同著 大正11年 3冊﹙上、中、下卷﹚ 3

183∕5 言志四錄詳釋 藤崎由之助 大正10年 2冊﹙正、續編﹚ 2

183∕6 近思錄・傳習錄 塚本哲三編 大正8年 1

183∕7 修養講話自立の青年 足立栗園 大正11年 1

183∕7 言志錄講話 佐藤一齋 昭和6年 1

183∕8 周濓溪の哲學 荻原擴 昭和10年 1

183∕9 儒教大觀 後藤末雄譯 昭和10年 ブりュッケ著 1

183∕10 日本文化と儒教 中山久四郎 昭和10年 1

183∕11 朱子の實踐哲學﹙哲學篇﹚ 後藤俊瑞 昭和12年 1

183∕12 標註傳習錄 王陽明 4冊﹙上、中、下卷、附錄﹚ 4

183∕13 ポケット小學新釋 竹子恭釋義 大正14年 1

184∕1 孫子・吳子講義 吉備越溪西村豐口述 明治27年 1

184∕2 老子研究 遠藤隆吉 大正11年 1

184∕4 老子講義 佐藤楚材 明治43年 1

184∕5 增訂莊子・老子講義 興文社 大正11年 1

184∕6 老子・莊子・列子 塚本哲三編 大正11年 1

184∕7 荀子 塚本哲三編 大正11年 1

184∕8 墨子 塚本哲三編 大正10年 1

184∕9 韓非子 塚本哲三編 大正10年 1

184∕10 新釋韓非子 野中元三郎 大正6年 1

184∕11 定本韓非子詳解 小柳司氣太 大正9年 上卷 1

184∕12 韓非子講義 興文社 大正10年 1

184∕13 淮南子 塚本哲三編 大正11年 1

184∕14 管子 塚本哲三編 大正11年 1

184∕15 呂氏春秋 塚本哲三編 大正9年 1

184∕16 晏氏春秋・新序 塚本哲三編 大正11年 1

184∕17 七書・鬼谷子 塚本哲三編 大正8年 1

184∕18 老子をして今日に在らしめば 遠藤隆吉 大正14年 1

184∕19 精要韓非子詳解 吉波彥作 大正15年 1

184∕20 老子と易經との比較研究 山縣初男 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

184∕21 新釋老子講話 山田愛劍 大正15年 1

184∕22 新釋老子詳解 杉原夷山譯補 明治44年 1

184∕23 孫子解說 北村佳逸 昭和9年 1

184∕24 老子新釋 小柳司氣太 昭和13年 1

184∕25 老子精髓 伊福部隆彥 昭和16年 1

184∕29 列子新釋 久保天隨編 明治43年 下卷 1

200∕1 提要世界教育史 大日本文明協會譯 大正4年 2冊﹙複本﹚ 2

200∕2 輓近教育施設 加藤成俊 大正6年 1

200∕3 新歐米教育史 大瀨甚太郎 大正7年 1

200∕4 教育思潮大觀 中島半次郎 大正10年 1

200∕5 續歐洲教育史 大瀨甚太郎 大正8年 1

200∕7 八大教育主張 尼子止編輯 大正11年 1

200∕8 教育改造の原理 永秀芳夫 大正10年 1

200∕9 現今改造教育思潮批判 渡部政盛 大正11年 1

200∕10 現今教育の研究 小西重直 大正9年 1

200∕11 自由教育の研究 高山直通 大正10年 1
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200∕13 輓近思潮學校教育の社會化 田制佐重 大正10年 1

200∕14 現今歐米教育の進化 松濤泰巖 大正10年 1

200∕15 創造本位の教育觀 稻毛詛風 大正11年 1

200∕16 輓近の教育思潮 入澤宗壽 大正10年 1

200∕17 大ベルりこの教育 林鎌次郎 大正11年 1

200∕18 教育行政上の實際問題 澁谷德三郎 大正11年 1

200∕19 徂徠と其の教育 島田民治 大正6年 1

200∕20 學制五十年史 文部省 大正11年 1

200∕21 教育即生活論 近藤彌壽太編輯 大正11年 1

200∕22 教育新思潮批判 入澤宗壽 大正10年 1

200∕23 大戰後の歐米教育 國民教育獎勵會 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

200∕24 全我活動の教育 松濤泰巖 大正11年 1

200∕25 國際教育の理論及實際 國際教育協會編 大正12年 1

200∕26 教育心理學 三木知一・楢崎淺太郎同著 大正13年 內外教育叢書第一卷 1

200∕26 自動教育論 河野清丸 大正12年 內外教育叢書第二卷 1

200∕26 新教育方法の研究 入澤宗壽 大正13年 內外教育叢書第三卷 1

200∕26 動的教育論 及川平治 大正12年 內外教育叢書第四卷 1

200∕26 理想の學校 小原國芳 大正13年 內外教育叢書第五卷 1

200∕26 萬人勞働 の教育 下中彌三郎 大正12年 內外教育叢書第六卷 1

200∕26 道德教育論 佐々木秀一 大正13年 內外教育叢書第七卷 1

200∕26 創造教育論 稻毛詛風 大正13年 內外教育叢書第八卷 1

200∕26 藝術教育論 小林澄兄・大多和顯同著 大正12年 內外教育叢書第九卷 1

200∕26 童謠と教育 葛原函 大正12年 2冊﹙複本﹚內外教育叢書第十卷 2

200∕26 體育論 畠山源三 大正12年 內外教育叢書第十一卷 1

200∕26 學校衛生 岡田道一 大正12年 內外教育叢書第十二卷 1

200∕27 自由教育嚴正批判 明治教育社 大正12年 1

200∕28 教育と內省 岡部為吉 大正12年 1

200∕29 近教育思潮 吉田熊次 大正12年 1

200∕30 教育思潮研究 教育思潮研究會編 昭和3年 第一卷第二輯 1

200∕30 教育思想の研究 小西重直 大正12年 1

200∕31 歐米學校印象記 井上貫一 大正12年 1

200∕32 義務教育問題 田制佐重 大正11年 1

200∕33 日本教育文庫 同文館編輯局 大正2年 衛生及遊戲篇 1

200∕33 日本教育文庫 同文館編輯局 大正2年 心學篇 1

200∕33 日本教育文庫 同文館編輯局 大正2年 宗教篇 1

200∕33 日本教育文庫 同文館編輯局 大正2年 教科書篇 1

200∕33 日本教育文庫 同文館編輯局 大正2年 3冊訓誡篇﹙上、中、下﹚ 3

200∕33 日本教育文庫 同文館編輯局 大正2年 女訓篇 1

200∕33 日本教育文庫 同文館編輯局 大正2年 家訓篇 1

200∕33 日本教育文庫 同文館編輯局 大正2年 學校篇 1

200∕33 日本教育文庫 同文館編輯局 大正2年 孝義篇下 1

200∕33 日本教育文庫總索引 墨川真道・小瀧淳同著 明治44年 1

200∕34 私の教育 朱間俊平 大正12年 1

200∕35 哲學と教育・學校と社會 新譯世界教育名著叢書刊行會 大正15年 新譯世界教育名著叢書第一卷 1

200∕35 ゲルトル―ドは如何に其の子を教ふるか 新譯世界教育名著叢書刊行會 大正12年 新譯世界教育名著叢書第二卷 1

200∕35 隱者の夕暮 新譯世界教育名著叢書刊行會 大正12年 ﹙同上﹚新譯世界教育名著叢書第二卷 1

200∕35 リ―ンハルドとグルトル―ド 新譯世界教育名著叢書刊行會 大正12年 ﹙同上﹚新譯世界教育名著叢書第二卷 1

200∕35 ブラト―ンの『理想國』 新譯世界教育名著叢書刊行會 大正13年 新譯世界教育名著叢書第三卷 1

200∕35 カントの『教育學』 新譯世界教育名著叢書刊行會 大正13年 ﹙同上﹚新譯世界教育名著叢書第三卷 1

200∕35 カントの哲學概說 新譯世界教育名著叢書刊行會 大正13年 ﹙同上﹚新譯世界教育名著叢書第三卷 1

200∕35 トルストイ童話集 新譯世界教育名著叢書刊行會 大正13年 新譯世界教育名著叢書第四卷 1
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200∕35 教育學說選集 新譯世界教育名著叢書刊行會 大正13年 新譯世界教育名著叢書第五卷 1

200∕35 自然の子エ―ミル 新譯世界教育名著叢書刊行會 大正13年 新譯世界教育名著叢書第六卷 1

200∕35 クオレ(愛の學童日記)・トム・ブラウソの學校時代 新譯世界教育名著叢書刊行會 大正13年 新譯世界教育名著叢書第七卷 1

200∕35 世界童話選集 新譯世界教育名著叢書刊行會 大正14年 新譯世界教育名著叢書第九卷 1

200∕35 蟹の小本(愛の學童日記) 新譯世界教育名著叢書刊行會 大正14年 新譯世界教育名著叢書第十卷 1

200∕35 コンラ―ド・キ―フェル(我子の美徳) 新譯世界教育名著叢書刊行會 大正14年 ﹙同上﹚新譯世界教育名著叢書第十卷

200∕35 蟻の小本(教育の教師) 新譯世界教育名著叢書刊行會 大正14年 ﹙同上﹚新譯世界教育名著叢書第十卷

200∕35 文藝家教育論集 新譯世界教育名著叢書刊行會 大正14年 新譯世界教育名著叢書第十一卷 1

200∕35 現代教育學說選集 新譯世界教育名著叢書刊行會 大正14年 新譯世界教育名著叢書第十二卷 1

200∕35 耶穌 廣瀨哲士譯 大正13年 ルナン著世界名著叢書第四篇 1

200∕36 教育新思潮大觀 教育新潮研究會編 大正13年 1

200∕37 自由教育の諸文化(自由教育批評論判) 中島義一 大正13年 1

200∕38 戰後歐米教育革命 上石保教・內山進・向井章・矢田篤大正11年 1

200∕38 文化と教育上の諸問題 佐藤熊治郎 大正13年 1

200∕39 現代文化と教育 國民教育獎勵會編 大正13年 1

200∕40 西洋教育史概說 吉田熊次 大正13年 1

200∕41 現今教育思潮大集成 教育思潮研究會編 大正13年 1

200∕42 思想問題と教育 小原國芳 大正13年 1

200∕43 本邦教育史概說 吉田熊次 大正13年 1

200∕44 教育史圖表 入澤宗壽 大正13年 1

200∕46 ナトルプかデュウェイか 渡部政盛 大正13年 1

200∕47 續 近教育思潮批判 小林澄兄 大正13年 1

200∕48 兩性論 神田正悌・阿部余四男同著 大正13年 1

200∕49 教育的人生觀 鶴藤幾太 大正13年 1

200∕50 哲學と體驗と教育 早川國吉・井上嘉七同著 大正13年 1

200∕51 適性教育 松月秀雄 大正13年 1

200∕52 教育と遺傳(社會學的研究) 西宮藤朝譯 大正13年 ギュヨオ著 1

200∕53 丁抹の農村と其の教育 國民教育獎勵會編 大正13年 1

200∕54 教育の話 淺野利三郎 大正12年 1

200∕55 教育者の思想と生活 三浦修吾 大正10年 1

200∕56 理想に生ける大教育家の生活 田制佐重 大正11年 1

200∕56 教政學 建部遯吾 大正10年 1

200∕58 自由教育論(哲學的基礎に立てる教育學) 土田杏村 大正11年 上卷 1

200∕58 自由教育論(教育の目的及教育者) 土田杏村 大正12年 下卷 1

200∕59 自由教育論 小原國芳 大正12年 附錄﹕兒童大學と成城の教育 1

200∕60 創造教育自我表現の學習 千葉命吉 大正10年 1

200∕61 ゲ―リ學校の實際 田制佐重編述 大正10年 1

200∕62 英米小學教育の實際 奧野庄太郎 大正12年 附錄﹕世界一周紀行 1

200∕63 英獨教育の比較 大日本文明協會編 大正8年 2冊﹙複本﹚ 2

200∕65 教育の根本問題としての宗教 鰺坂國芳 大正8年 1

200∕66 教育の根本問題としての哲學 小原國芳 大正12年 1

200∕67 大日本博士錄 井關九郎 大正10年 第一卷 1

200∕67 大日本博士錄 井關九郎 第二卷﹙醫學博士﹚ 1

200∕67 大日本博士錄 井關九郎 大正15年 第三卷﹙醫學博士﹚ 1

200∕67 大日本博士錄 井關九郎 昭和3年 第四卷﹙醫學博士﹚ 1

200∕67 大日本博士錄 井關九郎 昭和5年 第五卷﹙工程博士﹚ 1

200∕68 教育と社會 大日本文明協會編 大正5年 1

200∕69 教育と產業の進化 大日本文明協會編 大正10年 3冊﹙複本﹚ 3

200∕70 少年と道德 大日本文明協會編 大正7年 1

200∕72 認識と教育(教育的認識論) 渡部政盛 大正13年 1

200∕73 道德教育上注目すべき性教育の問題 原房孝 大正13年 1
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200∕74 女兒の性教育 高橋壽惠 大正13年 1

200∕75 性教育は斯く實施せよ 烏山朝夢 大正13年 1

200∕76 教育統計法 佐藤隆德 大正13年 1

200∕79 連帶人の教育 井上貫一 大正13年 1

200∕80 文化教育學と新教育 入澤宗壽 大正14年 1

200∕82 道德教育の哲學的基礎 增田榮 大正14年 1

200∕83 日本教育の研究 大岩榮吾 大正14年 1

200∕86 教育の根本概念 吉田熊次 大正14年 1

200∕87 先哲餘影教育夜話 田制佐重 大正14年 1

200∕88 教育運動の新傾向 龍山義亮 大正14年 1

200∕89 國際教育 文部省普通學務局 大正14年 1

200∕90 教育思想問題講話 入澤宗壽 大正15年 1

200∕91 都市教育の研究 東京市政調查會 大正15年 1

200∕92 新教育說撮要 甲斐一二 大正15年 文檢受驗用 1

200∕93 生命凝視綜合教育論 金作之助 大正15年 1

200∕94 兒童の教育 竹內逸 大正15年 三井文二插繪 1

200∕95 體系的現代教育學說精義 岡田怡川 大正15年 1

200∕96 尋常科第一學年綴方教育記錄 田中豐太郎 大正15年 1

200∕97 新教育行 志垣寬 大正15年 1

200∕98 綜合科學教育の新生 栗山周一 大正15年 1

200∕100 教育の基礎としての現代哲學 近藤壽治 昭和2年 1

200∕101 教育原理 尺秀三郎 明治40年 1

200∕102 本邦教育史概說 吉田熊次 大正14年 1

200∕103 米國現代の教育 廣田傳藏 大正14年 1

200∕106 比較教育 樋口長市 昭和3年 1

200∕107 個性教育の原理と方法 楢崎淺太郎 昭和3年 1

200∕108 農村の新教育全村學校 山崎延吉・稻垣稔同著 昭和4年 1

200∕109 新教育行政法論 岡田怡川 昭和4年 1

200∕110 第五通俗教育道話 安藝喜代香 大正6年 1

200∕111 近歐米の文化と教育 若槻道隆 昭和5年 1

200∕112 歐米の教育と文化 藤井專隨 昭和4年 2冊﹙複本﹚ 2

200∕113 教育の本質觀 小西重直 昭和5年 1

200∕114 進步的教育の諸問題 砂川寬榮譯 大正15年 1

200∕115 新聞記事教材研究 山名正太郎 昭和5年 1

200∕116 農村文化と教育 小林水楊 昭和4年 1

200∕117 近學生左翼運動秘錄 能勢岩吉 昭和6年 1

200∕118 映画教育の理論と實際 宮川菊芳・星野長作同著 昭和6年 1

200∕119 神宮皇學館一覽 神宮皇學館 昭和9年 1

200∕121 個性を生かす教育 大伴茂 昭和7年 1

200∕122 獨逸の新教育運動 尾高豐作 昭和7年 1

200∕123 明治教育史料雜考 三浦藤作 昭和7年 第一冊 1

200∕124 帝國議會・教育議事總覽 安部磯雄編輯 昭和7年 自第一議會至第十二議會 1

200∕124 帝國議會・教育議事總覽 安部磯雄編輯 昭和7年 2冊﹙複本﹚自第十三議會至第二十五議會 2

200∕124 帝國議會・教育議事總覽 安部磯雄編輯 昭和7年 自第二十六議會至第三十九議會 1

200∕124 帝國議會・教育議事總覽 安部磯雄編輯 昭和7年 自第四十議會至第四十八議會 1

200∕124 帝國議會・教育議事總覽 安部磯雄編輯 昭和7年 自第四十九議會至第五十四議會 1

200∕125 現代の哲學的教育學的潮流 松月秀雄 昭和7年 1

200∕126 日本帝國文部省第五十六年報 文部大臣官房文書課 昭和8年 1

200∕129 現代教育辭典 日本教育學術協會 1

200∕175 明治以降教育制度發達史 文部省內教育史編篡會編 昭和16年 12冊﹙第一卷至第十二卷﹚ 12

205∕4 諸官立學校入學試驗問題集 山本光康編 大正13年 大正十三年度 1
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205∕14 思出の記 德富健次郎 1

205∕15 中學生諸子に告ぐ 三輪一雄 大正13年 1

205∕16 中學より大學卒業まで 葛岡敏 大正7年 1

205∕17 校風漫画 近藤浩一路 大正8年 1

205∕18 學生から社會人へ群をぬく人々 出口競 大正13年 1

205∕21 中學生全科獨習法 羽生容城 大正13年 附錄﹕讀學者の入學案內・專檢と高檢 1

205∕23 新試驗入東京遊學苦學案內 大正13年 1

205∕24 自己努力苦學成功策 藤田秀雄 大正13年 1

205∕25 東京の苦學生 出口競 大正14年 附錄﹕自活勉學法 1

205∕26 獨學者の進むべき道 吉村正編 大正14年 1

205∕27 近五ク年間官立學校入學試驗問題集 中等教育會編 大正14年 大正10、11、12、13、14年度 1

205∕27 近五ク年間官立學校入試問題答案集 中等教育會編 大正15年 大正11、12、13、14、15年度 1

205∕28 高等學校專門學校受驗者の為めに 中村俊一 大正14年 1

205∕29 大東京男女苦學就職成功指導 山下泰智編 大正14年 1

205∕30 成功秘訣官費入學案內 東華堂編輯部 大正14年 1

205∕31 全國學校名鑑 株式會社帝國地方行政學會編 大正15年 大正15年版 1

205∕32 昭和五年入學試驗問題解義號 羽田野靜馬 昭和5年 考へ方臨時增刊 1

205∕32 高等學校入學試驗暗記學科の講義 樫村喜久太郎編 大正15年 1

205∕34 改正專檢高資學び方と受驗法 高橋鐵也 大正15年 1

205∕35 明治教育史料雜考 三浦藤作 大正15年 第一冊 1

205∕36 大正初等教育史上に殘る人々と其の苦心 永田與三編 大正15年 1

205∕37 獨學受驗法 藤崎俊茂 大正15年 帝大選科・選拔高卒檢定 1

205∕38 東京音樂學校入學試驗問題とその解答 樂書刊行協會 大正15年 1

205∕39 近全國看婦受驗案內 森富 大正15年 附錄﹕各府縣廳試驗問題及答案集 1

205∕40 近六ク年間官立學校入學試驗問題集 中等教育學院 大正10、11、12、13、14、15年度 1

205∕41 高等學校高等專門學校入學試驗問題集 四方田清次郎 昭和2年 昭和2年度附錄﹕高等學校模範答案 1

205∕42 高等學校高等專門學校入學試驗問題集 山海堂編輯部 昭和3年 昭和3年度 1

205∕43 新調查小學卒業獨學苦學立身案內 大周社編輯部 昭和3年 1

205∕44 改正專檢高資試驗問題模範解答集 高橋鐵也 昭和3年 1

205∕45 中等學校入學問題の解決 刀禰館正雄 昭和4年 1

205∕48 全國男女師範學校入學試驗問題各科模範解答 加藤知正 大正15年 大正15年度 1

205∕49 高等女學校卒業者遊學修業案內 昭和3年 2冊﹙複本﹚ 2

205∕50 受驗に是非必要な自動車運轉試驗問題の模範解答集 三谷重明 昭和4年 附錄﹕諸度量衡表・自動車取締令及改正施行細則 1

205∕51 女子專檢小學教員產婆看護婦讀學受驗者為めに 高橋鐵也 昭和4年 1

205∕52 近五年女子高等專門學校入學試驗問題集 大周社編輯部 昭和4年 1

205∕53 全國男女師範學校入學試驗問題各科模範解答 加藤知正 昭和4年 昭和4年度 1

205∕53 高等學校高等專門學校入學試驗問題集 四方田清次郎 大正15年 大正15年度 1

205∕54 教育年鑑 帝國教育會編 昭和2年 昭和2年度 1

205∕55 全國官公衙官公立學校所在地要覽 宍戶新藏編 昭和3年 1

205∕56 奮鬪生活獨學者の進路 中等教育社編輯部編 昭和6年 1

205∕58 入學試驗問題解義號追錄問題集 北原秀一編 4冊考へ方六月號特別附錄(昭和8、9、10、11)年 4

205∕58 入學試驗問題解義號 北原秀一編 昭和8年 昭和8年入學試驗臨時增刊 1

205∕58 入學試驗問題解義號 北原秀一編 昭和14年 昭和14年入學試驗臨時增刊 1

205∕58 入學試驗問題解義號 北原秀一編 昭和18年 昭和18年入學試驗臨時增刊 1

205∕58 入學試驗問題解義號 北原秀一編 昭和13年 昭和13年入學試驗臨時增刊 1

205∕58 入學試驗問題解義號 北原秀一編 昭和4年 昭和4年入學試驗臨時增刊 1

205∕58 入學試驗問題解義號 北原秀一編 昭和6年 昭和6年入學試驗臨時增刊 1

205∕58 入學試驗問題解義號 北原秀一編 昭和12年 昭和12年入學試驗臨時增刊 1

205∕58 入學試驗問題解義號 北原秀一編 昭和16年 昭和16年入學試驗臨時增刊 1

205∕58 入學試驗問題解義號 北原秀一編 昭和9年 昭和9年入學試驗臨時增刊 1

205∕58 入學試驗問題解義號 北原秀一編 昭和11年 昭和11年入學試驗臨時增刊 1
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205∕58 入學試驗問題解義號 北原秀一編 昭和15年 昭和15年入學試驗臨時增刊 1

205∕58 入學試驗問題解義號 北原秀一編 昭和7年 昭和7年入學試驗臨時增刊 1

205∕59 全國高專大學豫科入學各科問題正解 小酒井五一郎 昭和15年 昭和15年度 1

205∕59 入試問題正解 小酒井五一郎 昭和9年 昭和9年﹙臨時增刊﹚ 1

205∕59 入試問題正解 小酒井五一郎 昭和13年 昭和13年﹙臨時增刊﹚ 1

205∕59 入學試驗豫備問題號 小酒井五一郎 昭和8年 昭和8年 1

205∕59 入學試驗豫備問題號 小酒井五一郎 昭和10年 昭和10年 1

205∕59 入試問題正解號 小酒井五一郎 昭和7年 昭和7年﹙特輯臨時增刊﹚ 1

205∕59 入試問題正解號 小酒井五一郎 昭和12年 昭和12年﹙臨時增刊﹚ 1

205∕59 入試問題解答講評號 小酒井五一郎 昭和5年 1

205∕59 入試問題正解號 小酒井五一郎 昭和11年 昭和11年﹙臨時增刊﹚ 1

205∕59 入試問題正解號 小酒井五一郎 昭和10年 昭和10年﹙臨時增刊﹚ 1

205∕59 入試問題正解號 小酒井五一郎 昭和6年 昭和6年﹙臨時增刊﹚ 1

205∕59 入試問題正解號 小酒井五一郎 昭和8年 昭和8年﹙臨時增刊﹚ 1

205∕59 入試問題正解號 小酒井五一郎 昭和16年 昭和16年﹙臨時增刊﹚ 1

205∕59 入試問題正解號 小酒井五一郎 昭和14年 昭和14年﹙臨時增刊﹚ 1

205∕59 昭和10年入學試驗要項一覽 歐文社受驗相談部編 昭和10年 1

205∕60 英數國漢根柢三百題研究 2冊﹙複本﹚ 2

205∕61 入學試驗精解 志望校別受驗叢書刊行會 昭和8年 神戶・廣島・德島高等工業學校 1

205∕62 入學試驗精解 志望校別受驗叢書刊行會 昭和8年 大阪商科・神戶・高松高等商業學校 1

205∕63 入學試驗精解 志望校別受驗叢書刊行會 昭和8年 長岡・山梨・金澤高等工業學校 1

205∕64 入學試驗精解 志望校別受驗叢書刊行會 昭和8年 第五・第七・佐賀高等學校 1

205∕65 入學試驗精解 志望校別受驗叢書刊行會 昭和8年 姬路・第六・廣島高等學校 1

205∕67 近女子專門學校入學試驗解義﹙英語﹚ 女子中等教育及會編 昭和8年 1

205∕69 男女東京遊學指針﹙苦學と就職の秘訣﹚ 1

205∕70 高等諸學校入學試驗問題模範答案集 慶文堂書店 昭和9年 昭和9年度 1

205∕72 近四ク年大學入試英語問題研究 佐伯正二 昭和9年 帝大・醫大・文理大・商大・工大 1

205∕74 近二十三年專檢高檢高資試驗問題全集 箕輪香村編 昭和9年 1

205∕75 獨學受驗大觀 小酒井五一郎編 昭和9年 10月臨時增刊 1

205∕78 豫備試驗論文答案集 受驗界編輯局編 昭和8年 第二輯 1

205∕78 豫備試驗論文答案集 受驗界編輯局編 昭和9年 第三輯 1

205∕78 豫備試驗論文答案集 受驗界編輯局編 昭和9年 第四輯 1

205∕79 帝國大學入學受驗法 青葉學人 昭和10年 1

205∕80 官立大學榜系者獨學者入學受驗法 野口綯齋 昭和10年 附錄﹕ 近施行問題集 1

205∕81 獨學成功法 青年社編 昭和3年 1

205∕82 上級學校紹介及び受驗對策 和田道 昭和11年 1

205∕83 第一回全國小學兒童綴方展覽 全國小學兒童綴方展覽會 昭和11年 尋三の卷 1

205∕83 第一回全國小學兒童綴方展覽 全國小學兒童綴方展覽會 昭和11年 尋五の卷 1

205∕83 第一回全國小學兒童綴方展覽 全國小學兒童綴方展覽會 昭和11年 尋六の卷 1

205∕83 第一回全國小學兒童綴方展覽 全國小學兒童綴方展覽會 昭和11年 尋四の卷 1

205∕83 第一回全國小學兒童綴方展覽 全國小學兒童綴方展覽會 昭和11年 尋一・二の卷 1

205∕83 第一回全國小學兒童綴方展覽 全國小學兒童綴方展覽會 昭和11年 高一・二の卷 1

205∕84 高等文官帝國大學試驗問題對照集 受驗界・警文社編輯部同編 昭和11年 附錄﹕昭和12年帝國大學年度試驗問題全輯 1

205∕85 現代受驗生讀本 北原秀一編 昭和12年 1

205∕86 文部時報﹙第五百九十四號ノ二﹚ 文部省 昭和12年 直轄諸學校入學試驗問題竝答案講評 1

205∕87 函館教育年表 函館教育會 昭和12年 1

205∕88 女子專檢試驗問題と解答集 箕輪香村編 昭和13年 1

205∕89 高等學校口頭試問學業試問受驗の要領 中上川義一郎 昭和13年 1

205∕90 必ず出る專檢高資試驗重要問竝模範解答 中山俊太郎 昭和13年 1

205∕91 英數國漢根柢の養成 昭和14年 1

205∕92 東京女子學校案內 春陽社編輯部編 昭和14年 1
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205∕93 英數國漢教科書の總復習 受驗と學生編輯部編 昭和15年 1

205∕94 苦學の伴侶 苦學社編 明治37年 1

210∕2 教育哲學概論 稻毛詛風 大正13年 1

210∕3 近心理學參照教育學十講 林博太郎 大正13年 1

210∕4 新教育學大全 谷本富 大正12年 1

210∕5 近代教育學大全 藤原喜代藏 大正9年 2冊﹙複本﹚ 2

210∕6 教育哲學概論﹙民本主義と教育﹚ 帆足理一郎譯 大正8年 ジョンデエウイ―著 1

210∕7 教育哲學概說 稻毛詛風 大正11年 1

210∕8 批判主義に基く哲學的教育學 稻垣末松譯 大正13年 1

210∕9 教育哲學の研究 稻毛詛風 大正13年 1

210∕10 教育の基礎たる哲學 市川一郎 大正10年 1

210∕11 教育者のための哲學 稻毛詛風 大正10年 1

210∕12 教育的心理學 大瀨甚太郎 大正11年 1

210∕13 モイマン實驗教育學綱要 上野陽一・阿部重孝同編 大正8年 1

210∕14 モンテッソリー教育法と其應用 河野清丸 大正6年 1

210∕15 サックスビ―原著行動の教育 高橋俊乘 大正12年 1

210∕16 日本教育學說の研究 渡部政盛 大正10年 1

210∕17 批判的教育學の問題 篠原助市 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

210∕18 教育の基礎たる社會學 市川一郎 大正11年 1

210∕19 ヘーべルリソの批判的教育思想 河野清丸 大正14年 1

210∕20 兒童教育概論 河野清丸 大正14年 1

210∕21 教育新學說の體系的研究 教育學研究編 大正15年 1

210∕22 教育及教育學の背景 遠藤隆吉 大正15年 1

210∕23 文化教育概論 越川彌榮 大正15年 1

210∕24 新教育の原理としての自然と理性 河口援太郎 大正15年 1

210∕25 新教育集成 渡部政盛・森岡龜芳同著 昭和2年 1

210∕26 教育の地方主義 栗山周一 昭和2年 1

210∕27 新しい實際教育の體系的研究 野瀨寬顯 昭和3年 1

210∕28 教育診斷學 大伴茂 昭和3年 上卷 1

210∕29 改造教育 田中豐譯 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

210∕30 勤勞教育の理論と實際 教育研究會編輯部 昭和4年 1

210∕32 教育學概論 龍山義亮 1

210∕33 教育學紀要 土田杏村 大正13年 第一卷 1

210∕34 普通教育學 小川正行 大正2年 佐藤熊治郎・篠原助市同著 1

210∕35 教育學 乙竹岩造 大正6年 教育科教科書 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和6年 第一冊 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和6年 第二冊 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和6年 第三冊 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和7年 第四冊 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和7年 第五冊 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和7年 第六冊 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和7年 第七冊 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和7年 第八冊 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和7年 第九冊 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和7年 第十冊 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和7年 第十一冊 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和7年 第十二冊 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和7年 第十三冊 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和7年 第十四冊 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和7年 第十五冊 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和8年 第十六冊 1
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210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和8年 第十七冊 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和8年 第十八冊 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和8年 第十九冊 1

210∕36 岩波講座教育科學 岩波茂雄 昭和8年 第二十冊 1

210∕37 教育 岩波茂雄 18冊﹙教育科學第一冊至第十八冊附冊﹚ 18

210∕38 日本教育學 近藤壽治 昭和10年 1

210∕39 科學的教育學の展望 佐藤熊治郎 昭和11年 1

210∕40 教育學講義 春山作樹 昭和9年 1

210∕41 現代學校教育學 山極真衛 昭和13年 1

210∕42 日本教育學 入澤宗壽 昭和15年 1

210∕43 新撰實用教育學 木幡林助 昭和15年 1

210∕45 改訂現代學校教育學 山極真衛 昭和17年 1

210∕46 現代の日本教育學 稻富榮次郎 昭和17年 1

211∕1 兒童學概論 關寬之 大正7年 1

211∕2 兒童學要領 關寬之 大正11年 1

211∕3 兒童語彙の研究 澤柳政太郎 大正8年 田中末廣・長田新同著 1

211∕4 兒童智腦の發達及教育法 池上弘 大正3年 1

211∕5 個性教育論 教育論叢編輯部 大正9年 1

211∕5 個性教育 松月秀雄 大正11年 1

211∕6 個性及個性教育の研究 佐々木兵四郎 大正12年 1

211∕7 メンタル・テスト原理 福富一郎 大正13年 1

211∕8 心理學と兒童心理 多田不二 大正13年 婦人知識叢書 1

211∕9 兒童の心理 久保良英 大正13年 1

211∕10 兒童の王國 澤柳禮次郎 大正13年 1

211∕11 應用兒童學兒童之身 體 關寬之 大正9年 1

211∕12 童謠と兒童の教育 野口雨情 大正13年 1

211∕13 兒童愛護と子供の權利 松野勝太郎 大正13年 1

211∕14 新兒童心理學 關寬之 大正14年 1

211∕20 實際的個性調查法 平田華藏 昭和5年 1

211∕24 兒童をもつ世の母におくる 三宅直一郎 昭和10年 1

211∕28 青春期の問題 尾高豐作 昭和10年 1

211∕32 幼兒への理解 霜田靜志 昭和10年 1

211∕35 子供の道德觀 霜田靜志・竹田浩一郎同譯 昭和11年 1

220∕1 信仰聖話大集 東京真宗學會 昭和14年 8冊﹙一至八冊﹚ 8

220∕1 信仰聖話大集索引 東京真宗學會 昭和14年 第九卷 1

220∕1 基督教思潮十講 野々村戒三 昭和13年 1

220∕2 佛教文學物語 深浦正文 昭和4年 1

220∕3 禪に生きる道 加藤咄堂 昭和16年 1

220∕3 遊びの善導尋二の學級經營 山路兵一 大正15年 1

220∕4 新譯碧巖錄 蜂谷柳莊 大正7年 1

220∕5 佛教讀本 籾山半三郎 大正15年 1

220∕6 禪と日本文化 鈴木大拙 大正17年 2冊﹙複本﹚北川桃雄譯 2

220∕7 禪の研究 鈴木貞太郎 大正5年 1

220∕8 五惡段因果實驗錄卷之三,四 大行寺信曉演述 1

220∕9 般若心經講話 2冊﹙複本﹚ 2

222∕18 ダル卜ン教育案 加藤直士・赤坂清七同譯 大正13年 1

222∕39 兒童生活の藝術的陶冶と綴方の指導 吉田助治 大正13年 1

222∕40 綴り方の內面的研究 飯田恒作 大正13年 1

222∕41 私の綴方教授 友納友次郎 大正10年 1

222∕42 綴方指導の原理と其實際 奧野庄太郎 大正13年 1

222∕43 生活表現と綴方指導 丸山林平 大正13年 1
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222∕44 算術教授革新論 佐藤武 大正8年 1

222∕45 發生的算術新教育法 佐藤武 大正13年 1

222∕46 算術の心理學 永野芳夫譯 大正13年 1

222∕47 尋常小學算術書解說 澁谷義夫 大正12年 1

222∕48 新思潮に基ける算術學習指導の實際 小黑俊治 大正13年

222∕49 算術科に於ける個別的取扱の實際 田雄義知 大正13年 1

222∕50 數の心理に立脚したる低學年の算術教授 佐藤隆德 大正13年 1

222∕51 算術新教授法の原理及實際 佐藤武 大正8年 1

222∕52 教案中心理科教授の實際案 水木梢 大正7年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

222∕54 尋常小學理科書解說 二階源市・室岡孝治同著 大正12年 第五學年用 1

222∕55 各學年の理化教材詳解 吉田弘 大正13年 尋四の卷 1

222∕56 理科教材の解疑 淺野誠 大正13年 1

222∕57 尋常小學理科教授資料集成 渡邊千代吉・小關貞次同著 大正8年 1

222∕65 教材研究改造世界地理精說 栗原寅次郎 大正10年 1

222∕67 大戰後のに於ける地理教授の革新 山邊平助 大正10年 1

222∕68 地人相關より觀たる地理科學習の指導 三木英太郎 大正13年 1

222∕69 裁縫教授の實際的新主張 戶澤イマ 大正11年 1

222∕70 圖畫教授法の新研究 矢澤絃月・芳川赳同著 大正12年 1

222∕72 自由画教育 山本鼎 大正10年 1

222∕73 新圖画教育の建設 霜田靜志 大正11年 1

222∕74 藝術上の兒童畵教授 大竹拙三 大正13年 1

222∕75 自由表現水彩畫の新學習 橫井曹一 大正13年 1

222∕76 クしイヨン画の指導法 山形寬 大正11年 1

222∕77 美的陶冶パステル畵の實驗 中谷芳藏 大正13年 1

222∕78 自由表現パステル畫の新學習 橫井曹一 大正13年 1

222∕79 尋常小學書方硬筆毛筆教授細目 初等教育研究會 大正13年 1

222∕80 グラフ教授 新宮恒次郎 大正11年 1

222∕81 小學校に於けるグラフ教授の實際 中野恭一 大正13年 1

222∕82 教案中心手工教授の實際案 阿部七五三吉・谷山義毅同著 大正7年 1

222∕83 手工教授の實際的新主張 山田義郎 大正10年 1

222∕84 玩具手工と圖畫 山本鼎 大正13年 1

222∕85 小學唱歌教授法精義 鈴木敏雄 大正12年 1

222∕86 本譜教授の實際 小笠原良造・寺尾勝年同著 大正13年 1

222∕87 音樂の鑑賞教育 山本壽 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

222∕88 新制度量衡教授の建設 荒井忠吉 大正11年 1

222∕89 小學校に於けるメ―トル法解說 布野兒哉 大正13年 1

222∕90 メ―トル法教授を斯くの如く 山本孫一 大正13年 過渡期に於ける算術書の活用 1

222∕92 尋常小學理科書解說 二階源市・室岡孝治同著 大正13年 第六學年用 1

222∕94 初學年兒童の教育と取扱法 淺野誠 大正14年 1

222∕95 修正尋五理科書解說 加藤彌平次・高村廣吉同著 大正14年 1

222∕96 近思潮各科學習指導の基調 富岡貫一 大正14年 1

222∕97 書方教授の實際的新主張 水戶部寅松 大正13年 1

222∕98 圖畵科の智識 向井寬三郎 大正14年 1

222∕99 教法を主としたる新學校體操解說 石橋利三郎 大正14年 尋一・二用﹙卷一﹚ 1

222∕100 尋常小學新算術書解說 澁谷義夫 大正14年 2冊﹙尋一・二用﹚ 2

222∕101 綴方の具體的指導 有富郁夫 大正14年 尋常第五六年 1

222∕103 メ―トル法及びグラフ教授の新研究 井間規矩治・北川庄五郎同著 大正14年 1

222∕104 學習心理と學習樣式 松濤泰巖 大正14年 1

222∕105 發展的讀方の學習 秋田喜三郎 大正14年 1

222∕106 生きたる環境學習園の經營と其活用 大浦茂樹 大正14年 1

222∕108 兒童創作意識の發達と綴方の新指導 飯田恒作 大正14年 1
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222∕110 心理を重んずる高等小學算術書の研究 二階源市 大正14年 1

222∕111 お話と聽方教授資料 成城小學校國語研究部編 大正14年 上卷 1

222∕112 修身教育主要學說辭 甲斐一二 大正14年 1

222∕113 實際的圖畵新教授法 小圃立二・內海靖同著 大正12年 1

222∕114 教材研究を主としたる高一理科教授精案 三井善五郎 大正14年 郡司宗雄・堂東傳同著 1

222∕115 小學校に於ける空間觀念の指導法 仲本三二 大正14年 1

222∕118 自學中心讀み方教育 小林佐源治 大正14年 下卷 1

222∕119 テストを加味した算術の正しい準備 田邊晉八 大正14年 受驗叢書 1

222∕120 創作・鑑賞を中心としたる新綴方教育 守屋貫秀 大正14年 1

222∕121 創成改造に立脚せる小學校新經營の實際 久原忠太 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

222∕122 グラフ教授の系統的新研究 宮地勝二・森田秀夫同著 大正14年 1

222∕123 算術教授法精義 安東壽郎 大正14年 1

222∕124 讀み方の自由教育 山路兵一 大正14年 1

222∕125 道德教育の哲學得基礎 增田榮 大正14年 1

222∕127 尋一算術教授每時配當實際案 佐藤武 大正14年 算術新教授法大成・實際篇 1

222∕128 新手工趣味の厚紙建築附錄 岡山秀吉 大正15年 1

222∕129 圖畫手工の教育 稻森縫之助 大正14年 1

222∕130 教育の方法學に就いて 佐々木秀一 大正14年 1

222∕133 小學校に於ける美術學習の經營と其實際 橫井曹一 大正15年 1

222∕134 學習各論 木下竹次 大正15年 上卷 1

222∕134 學習各論 木下竹次 昭和3年 中卷 1

222∕135 合科の實際と其の一般化の研究 鶴居滋一 大正15年 1

222∕137 新手工趣味の厚紙建築 岡山秀吉 大正15年 1

222∕138 堀實驗理科教授 堀七藏 大正11年 1

222∕138 堀實驗理科教授 堀七藏 大正15年 實際篇高等科一學年 1

222∕140 動物教材の根本的研究 岡崎常太郎 大正15年 國定理科書第四學年 1

222∕143 學校管理法講義 教育學術會 大正15年 文檢受驗用 1

222∕145 水彩畫教授の理論及實際 齋藤始雄 大正15年 1

222∕146 學習細目を主としたる圖 畵學習指導の實際 橫井曹一 大正15年 1

222∕147 算術教授に於ける圖形教材の取扱 南部美章 大正15年 1

222∕148 農業補習學校高等小學校實習指導の研究 杉浦源太郎 大正15年 1

222∕149 私の圖畫教育 後藤福次郎 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

222∕149 音樂教授學 草川宣雄 昭和11年 現代教育學大系各篇第二十二卷 1

222∕150 文部省檢定裁縫科受驗準備の指導 神谷エキへ 大正15年 1

222∕151 年齡に適應せる遊戲教育 下間芳克 大正15年 1

222∕154 小學校體操科教授要領 津崎亥九生・赤間雅彥同著 大正15年 1

222∕155 母より先生へ 青木ふみ子 大正15年 1

222∕156 生活指導に立脚したる低年教育の研究 靜岡師範學校附屬小學校 大正15年 1

222∕158 算術教授に於ける數學教育の根本的研究 下田登次 大正15年 1

222∕159 算術教授に於ける數理攻究の原據 山本孫一・古川正登同著 大正15年 1

222∕160 地理教授に於ける地圖及略圖描法の理論と其取扱法 神田精輝 大正15年 1

222∕161 教授細目に基づく綴方教材と其の取扱 服部儀三 大正15年 尋常第四學年用 1

222∕162 兒童實驗と教授實驗及其施設 河野通匡 大正15年 小學校理科 1

222∕163 新理科書教授の實際 山川鉄三郎 大正14年 高等一年 1

222∕164 理科・體育・算術教授提要 正榕會 大正13年 臺北師範學校附屬小學校正榕會研究紀要第一輯 1

222∕167 算術教授に於ける體驗と批判 福本重次郎 昭和2年 1

222∕169 學校・家庭金錢の教育應用及實際 高島敏 昭和2年 1

222∕170 學校・家庭英才教育應用及實際 高島敏 昭和2年 1

222∕171 昭和2年各科新教材の研究 初等教育研究會 昭和2年 1

222∕171 昭和4年各科新教材の研究 初等教育研究會 昭和4年 1

222∕171 教育研究﹙教育精神の振興﹚ 初等教育研究會 昭和7年 1
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222∕171 教育研究﹙生活指導の實際﹚ 初等教育研究會 昭和7年 1

222∕171 教育研究﹙各科新教材の研究﹚ 初等教育研究會 昭和5年 1

222∕171 教育研究﹙各科新教材の研究﹚ 初等教育研究會 大正14年 1

222∕171 教育研究﹙各科新教材の研究﹚ 初等教育研究會 昭和3年 1

222∕171 教育研究﹙各科新教材の研究﹚ 初等教育研究會 昭和6年 1

222∕172 藝術的教訓と兒童文學の研究 田淵巖 昭和2年 修身教材 1

222∕173 生活指導と訓練の新研究 鹿兒島登左 昭和2年 1

222∕174 學級經營原論 北澤種一 昭和2年 1

222∕176 體操科教授の原理と其實際 宮田覺造 昭和2年 附錄﹕教授細目 1

222∕177 自然研究指導の根柢生物教材の解說 川西良吉 昭和2年 1

222∕178 動物教材の解剖觀察 室岡孝治 大正13年 1

222∕179 綴方教授の根本 淺山尚 昭和2年 1

222∕180 各科新教育の實際 岡山縣女子師範學校附屬小學編 昭和2年 1

222∕181 先生としてのお父さんお母さん 北崎永榮 昭和2年 1

222∕182 低學年教育原理と尋一、二の學年經營 坂本豐 昭和3年 1

222∕183 教科書の批判活用尋三算術指導要訣 池內房吉 昭和3年 1

222∕186 豫習復習のさせ方 有坂勝久編 昭和3年 三年生の卷 1

222∕186 豫習復習のさせ方 有坂勝久編 昭和3年 六年生の卷 1

222∕186 豫習復習のさせ方 有坂勝久編 昭和6年 二年生の卷 1

222∕186 豫習復習のさせ方 有坂勝久編 昭和6年 一年生の卷 1

222∕186 豫習復習のさせ方 有坂勝久編 昭和3年 五年生の卷 1

222∕186 豫習復習のさせ方 有坂勝久編 昭和3年 四年生の卷 1

222∕187 高等小學讀本の解說﹙卷一﹚ 岩井良雄・知坂宰治同著 昭和2年 農村用 1

222∕188 尋常小學讀方學習指導案﹙尋一﹚ 秋田喜三郎 昭和3年 1

222∕189 辨證法的國語學習 齋藤榮治 昭和3年 1

222∕191 綴り方指導體系 田上新吉 昭和2年 尋常第一學年 1

222∕191 綴り方指導體系 田上新吉 昭和2年 尋常第二學年 1

222∕191 綴り方指導體系 田上新吉 昭和2年 尋常第三學年 1

222∕191 綴り方指導體系 田上新吉 昭和2年 尋常第四學年 1

222∕191 綴り方指導體系 田上新吉 昭和3年 尋常第五學年 1

222∕191 綴り方指導體系 田上新吉 昭和3年 尋常第六學年 1

222∕192 小學校圖画教典 日本兒童美育編 昭和4年 第五學年圖画教授用 1

222∕193 自然科教授の實際的研究 山根敦美 昭和3年 1

222∕194 暗示主義の綴方指導﹙教授案式﹚ 有富郁夫 昭和3年 1

222∕195 小學校化學教材の根本智識及其解說 永海佐一郎 昭和3年 1

222∕196 正三の受けた早教育の實際﹙算術の部﹚ 井澤恒美 昭和3年 1

222∕197 考へ方解き方を伸す算術の新研究 學習研究編 昭和4年 尋常第三學年用 1

222∕226 教育實話『燈臺』第一編 志村實 昭和7年 1

222∕257 勞作教育の理念と其の實際經營 東京市小島尋常小學校編+ 昭和10年 1

222∕264 小學算術教材ノ基礎的研究 木村教雄 昭和11年 2冊﹙複本﹚ 2

222∕275 分數步合私の算術教育 河野三五郎 昭和9年 1

222∕281 新圖案教程 和田三造・矢崎好幸同著 昭和11年 1

222∕286 尋四學級經營の實際 學習指導研究會編 昭和10年 1

222∕287 尋五學級經營の實際 學習指導研究會編 昭和10年 1

222∕288 尋六學級經營の實際 學習指導研究會編 昭和10年 1

222∕289 國民精神の教養號 初等教育研究會 昭和3年 教育研究臨時增刊 1

222∕290 算術教育の研究 初等教育研究會 昭和4年 教育研究臨時增刊 1

222∕291 音樂教育の研究 初等教育研究會 昭和3年 教育研究臨時增刊 1

222∕292 手工業教育の研究 初等教育研究會 昭和4年 教育研究臨時增刊 1

222∕293 現代の家事裁縫教育 初等教育研究會 昭和6年 教育研究臨時增刊 1

222∕294 理科と直觀科 初等教育研究會 昭和6年 教育研究臨時增刊 1
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222∕295 現代の教育 初等教育研究會 昭和5年 教育研究臨時增刊 1

222∕296 新興小學體育 初等教育研究會 昭和7年 教育研究臨時增刊 1

222∕301 音樂教育の新機構 初等教育研究會 昭和8年 教育研究臨時增刊 1

222∕302 新地理教育の動向 初等教育研究會 昭和7年 教育研究臨時增刊 1

222∕303 新教科書の解說と指導 初等教育研究會 昭和11年 6冊﹙複本﹚附錄﹕各科補充教材の新研究 6

222∕304 國史教育の再吟味 初等教育研究會 昭和9年 教育研究臨時增刊 1

222∕305 日本國語教育 初等教育研究會 昭和9年 教育研究臨時增刊 1

222∕306 新算術教育の研究 初等教育研究會 昭和10年 教育研究臨時增刊 1

222∕307 日本の圖畫教育 初等教育研究會 昭和10年 教育研究臨時增刊 1

222∕309 新興日本の理科教育﹙田園教場の施設經營﹚ 初等教育研究會 昭和11年 教育研究臨時增刊 1

222∕310 體育の研究 初等教育研究會 大正15年 教育研究臨時增刊 1

222∕311 讀方教育研究號 初等教育研究會 大正14年 教育研究臨時增刊 1

222∕314 新教科書の研究號 初等教育研究會 昭和11年 2冊﹙複本﹚教育研究臨時增刊 2

222∕314 新教科書の研究號 初等教育研究會 昭和12年 教育研究臨時增刊 1

222∕315 現代の道德教育 初等教育研究會 昭和11年 教育研究臨時增刊 1

222∕316 現代の手工・工業教育 初等教育研究會 昭和12年 教育研究臨時增刊 1

222∕317 現代日本の體育 初等教育研究會 昭和12年 教育研究臨時增刊 1

222∕318 新教科書の研究號 初等教育研究會 昭和13年 教育研究臨時增刊 1

222∕319 現代の家事・裁縫教育 初等教育研究會 昭和13年 教育研究臨時增刊 1

222∕320 新教科書の研究號 初等教育研究會 昭和13年 教育研究臨時增刊 1

222∕321 國史地理教育の新建設 初等教育研究會 昭和13年 教育研究臨時增刊 1

222∕322 新教科書の研究號 初等教育研究會 昭和14年 教育研究臨時增刊春季號 1

222∕323 教壇四十年の體驗 加藤末吉 昭和14年 1

222∕324 新學習指導要論 石山脩平 昭和14年 1

222∕326 新興日本國語教育 初等教育研究會 昭和14年 教育研究臨時增刊 1

222∕327 綴方の世界 百田宗治 昭和14年 1

222∕328 新教科書の研究號 初等教育研究會 昭和14年 教育研究臨時增刊秋季號 1

222∕329 今後の圖畫手工教育 初等教育研究會 昭和14年 教育研究臨時增刊 1

222∕330 國民學校藝能科音樂教育の研究 初等教育研究會 昭和15年 教育研究臨時增刊 1

222∕331 新教科書の研究號 初等教育研究會 昭和15年 教育研究臨時增刊秋季號附錄﹕國民學校の教科研究 1

222∕332 國民學校理科算數教育の研究 初等教育研究會 昭和15年 教育研究臨時增刊 1

222∕333 國民學校の實踐的研究 初等教育研究會 昭和16年 教育研究臨時增刊 1

222∕334 國民學校國民科讀方精義 田中豐太郎 昭和16年 1

222∕335 子供の描く繪の導き方 古家新 昭和17年 1

222∕336 國民學校施設經營の實際 學校教育研究會編 昭和17年 1

222∕337 國民學校各科の實踐形態 築山正次 昭和17年 1

222∕338 改訂新各科教授法 乙築岩造 昭和3年 1

222∕339 新理科教育概論 大島鎮治 昭和10年 1

222∕340 師範應用理科 大日本圖書株式會社 昭和9年 1

222∕341 中國人に對する日本語教授 日本語教育振興會 昭和18年 1

222∕342 國民學校初六の學級經營 小笠原ミち雄 昭和18年 1

222∕343 昭南日本學園 神保光太郎 昭和18年 1

222∕344 和音感合唱教授法 佐藤吉五郎 昭和18年 1

224∕1 大日小學教總覽﹙讀本篇﹚第一卷 小教編篡所編 昭和7年 2冊﹙複本﹚ 2

224∕2 輓近近世教育史 篠原助市・小川正行 昭和2年 佐藤熊治郎同著 1

2242∕9 小學新讀本漢字の字源研究 西原慶一 昭和10年 低學年篇 1

2243∕1 女子教育算術教科書 高木貞治 明治45年 下卷 1

2243∕1 尋常小學算術書﹙兒童用﹚第三學年 文部省 大正8年 2冊﹙複本﹚ 2

2243∕1 尋常小學算術書﹙兒童用﹚第四學年 文部省 大正8年 2冊﹙複本﹚ 2

2243∕1 尋常小學算術書﹙兒童用﹚第五學年 文部省 昭和2年 3冊﹙複本﹚ 3

2243∕1 尋常小學算術書﹙兒童用﹚第六學年 文部省 大正10年 3冊﹙複本﹚ 3
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2243∕2 高等小學算術書﹙兒童用﹚第一學年 文部省 昭和3年 1

2243∕2 高等小學算術書﹙兒童用﹚第二學年 文部省 昭和4年 1

2243∕3 尋常小學算術書﹙教師用﹚第一學年 文部省 大正14年 1

2243∕3 尋常小學算術書﹙教師用﹚第二學年 文部省 大正14年 1

2243∕3 尋常小學算術書﹙教師用﹚第三學年 文部省 大正15年 1

2243∕3 尋常小學算術書﹙教師用﹚第四學年 文部省 昭和2年 1

2243∕3 尋常小學算術書﹙教師用﹚第五學年 文部省 昭和2年 1

2243∕3 尋常小學算術書﹙教師用﹚第六學年 文部省 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

2243∕4 高等小學算術書﹙教師用﹚第一學年 文部省 昭和3年 1

2243∕4 高等小學算術書﹙教師用﹚第二學年 文部省 昭和3年 1

2244∕1 尋常小學理科書﹙兒童用﹚第五學年 文部省 大正11年 1

2244∕1 尋常小學理科書﹙兒童用﹚第六學年 文部省 大正8年 1

2244∕3 高等小學理科家事教科書﹙教師用﹚第一學年 文部省 大正3年 1

2244∕3 高等小學理科家事教科書﹙教師用﹚第二學年 文部省 大正4年 1

2246∕3 高等小學新定畫帖﹙男女生共用﹚第一學年 文部省 大正元年 1

2246∕3 高等小學新定畫帖﹙男女生共用﹚第二學年 文部省 明治45年 1

2246∕4 高等小學新定畫帖﹙教師用﹚第一學年 文部省 大正元年 1

2246∕4 高等小學新定畫帖﹙教師用﹚第二學年 文部省 明治45年 1

2246∕5 小學幾何畫法 文部省 大正11年 1

2246∕6 小學幾何畫法﹙參考圖﹚ 文部省 大正11年 1

2246∕7 尋常小學新定畫帖﹙女生用﹚第五學年 文部省 明治43年 1

2246∕7 尋常小學新定畫帖﹙女生用﹚第六學年 文部省 明治43年 2冊﹙複本﹚ 2

2246∕8 尋常小學裁縫教程﹙生徒用﹚ 西島富壽編 明治34年 1

2246∕9 高等小學裁縫教程﹙生徒用﹚ 西島富壽編 明治34年 1

2246∕10 尋常小學新定畫帖﹙兒童用﹚第三學年 文部省 明治43年 1

2246∕10 尋常小學新定畫帖﹙兒童用﹚第四學年 文部省 明治43年 1

230∕1 改訂增補聖書研究 極東福音社編 昭和12年 エフ・エイチ・デビニ一講述 1

230∕1 ハ―ベ―先生 田制佐重 大正15年 小學校を中心とする理想的農村の建設者 1

230∕2 基督者の日常生活 原田友太 大正4年 1

230∕2 明日の初等教育 廣濱嘉雄 昭和7年 1

230∕4 國民學校の本質 由良哲次 昭和15年 1

231∕1 家庭教育講話 小川正行 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

231∕2 家庭教育・家庭教育の實際 市川源三・下田次郎同著 大正13年 1

231∕3 幼稚園の理論及實際 森川正雄 大正13年 1

231∕4 實際教育論 鶴藤幾太 大正13年 1

231∕5 家庭及び家庭教育 高島平三郎 大正9年 1

231∕6 家庭心理講話 高島平三郎 大正9年 1

231∕7 實用小教育學 齋藤鹿三郎 明治34年 1

231∕8 入學前の教養 結城捨次郎譯 大正13年 1

231∕9 小學兒童おさらひの仕方 實業之日本社編 大正8年 1

231∕10 學校教育と豫習復習 兒童保護研究會編 大正13年 1

231∕11 わが子の金錢教育 麓三郎 大正7年 1

231∕13 太郎は如何にして教育すべき乎 大村仁太郎 大正10年 1

231∕14 兒童生活と其教養 大日本文明協會編 大正6年 1

231∕15 我が兒の氣質と育て方 小關源助 大正11年 1

231∕16 愛兒の躾けと愛兒の教育 樋口長市 大正8年 2冊﹙複本﹚又名﹕家庭と學校との中間問題 2

231∕17 愛兒の躾けと育て 東西市社會教育課 大正13年 1

231∕18 子供の四十八癖 服部北溟 大正11年 1

231∕19 子供を賢くする為に 三田谷啟 大正13年 1

231∕20 子供に聞かせる話 海老名一雄・原田三夫同著 大正10年 一日廾分間宛三百六十五日 1

231∕21 子供に見せる繪と畫かせる繪 上田次郎 大正10年 1
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231∕22 母の指導する子供の料理 神戶伊三郎 大正10年 1

231∕23 家庭教師としての母 大村仁太郎 大正11年 1

231∕24 兒童の教育上心得べき母の知識 佐瀨文哉 大正10年 1

231∕25 小兒を寢かしつけるまで 中村八郎 大正8年 小兒の面白ろガる智識 1

231∕26 面白くて為になる家庭の遊戯 石橋藏五郎・寺岡英吉同著 大正11年 1

231∕27 子供の遊ばせ方 坂內みつ子 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

231∕27 子供の遊ばせ方 坂內ミツ 昭和8年 1

231∕28 保育學校の實際研究 青木誠四郎譯 大正13年 1

231∕29 愛兒の躾と親のたしなみ 加藤末吉 大正14年 1

231∕29 子供を順良にする工夫・お守りの仕方 加藤末吉 大正10年 1

231∕29 愛兒のしつけ方 加藤末吉 大正10年 1

231∕29 家庭復習の方法・說諭の仕方 加藤末吉 大正10年 1

231∕29 愛兒の學力を進むる工夫 加藤末吉 大正11年 1

231∕29 兄弟喧嘩を少くする工夫・叱り方ほめ方 加藤末吉 大正10年 1

231∕29 愛兒入學前の用意・入學後父兄の用意 加藤末吉 大正10年 1

231∕30 家庭でしほしい子供の試驗と復習 加藤美侖 大正14年 五年生の卷 1

231∕30 家庭でしほしい子供の試驗と復習 加藤美侖 大正14年 一年生の卷 1

231∕30 家庭でしほしい子供の試驗と復習 加藤美侖 大正14年 六年生の卷 1

231∕30 家庭でしほしい子供の試驗と復習 加藤美侖 大正14年 四年生の卷 1

231∕30 家庭でしほしい子供の試驗と復習 加藤美侖 大正14年 二年生の卷 1

231∕30 家庭でしほしい子供の試驗と復習 加藤美侖 大正14年 三年生の卷 1

231∕30 我子の心理 黑瀨艷子 大正15年 色々の性質と正しい躾け方 1

231∕32 幼兒教育の新研究 鎌塚扶譯 大正14年 オーウェン原著 1

231∕33 愛兒教育誕生より學齡まで 野田樟男 大正14年 1

231∕34 神經質兒童の躾け方 杉田直樹 大正14年 1

231∕35 玩具と子供の教育 關寬之 大正14年 1

231∕36 愛育の本﹙學童の卷﹚ 赤松靜太編 大正15年 皇太子妃殿下御慶事記念出版 1

231∕37 玩具の選び方と與へ方 東京市社會教育課編 大正15年 1

231∕38 我子の入學﹙入學難を救ふみち﹚ 瀧澤又市 大正15年 1

231∕38 こどもの音樂﹙樂聖の逸話と名曲の味ひ方﹚ 田邊尚雄 大正15年 1

231∕39 理想の幼稚園 馬場定一譯 大正15年 1

231∕42 教科本位學習心理學講話 平田華藏 大正14年 1

231∕43 學校を生活の場所としたる家事教育 神戶市初等教育研究會 昭和2年 1

231∕44 我子のしつけ方﹙幼年の卷﹚ 刀彌館正雄編 昭和3年 1

231∕45 愛兒良毅の教養 久保良英 昭和3年 1

231∕46 子供研究講座 日本兩親再教育協會編 昭和4年 10冊﹙第一卷至第十卷﹚ 10

231∕47 子供の殿堂 竹田仁風 昭和5年 1

231∕48 日本の子供 武政太郎 昭和5年 1

231∕50 我が子の教育 鳩山春子 大正8年 1

231∕51 家庭教育の根本問題 川端太平 昭和7年 世の父母に捧ぐる教育讀本 1

231∕53 學童の家庭教育 關屋龍吉 昭和7年 1

231∕54 幼稚園の經營 森川正雄 昭和9年 1

231∕56 兒童園の施設と遊戲器具 高村弘平 昭和10年 1

231∕57 母の書 霜田靜志 昭和11年 1

231∕58 若き友への手紙 野上彌生子 昭和11年 1

231∕59 兩親教育 兒玉九十 昭和11年 1

231∕60 正しい家庭教育の仕方 野瀨寬顯 昭和12年 1

231∕61 母の書 市川源三 昭和12年 1

231∕62 我子の教育 淺野秀一 昭和12年 1

231∕63 父母の態度 松本亦太郎 昭和12年 1

231∕64 子を喪へる親の心 村田勤・鈴木龍司同編 昭和12年 1
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231∕65 私の進言 嘉悅孝 昭和12年 1

231∕67 どろすれば子供の成績が良くなるか 藤本邦男 昭和14年 1

231∕68 若き母に贈る 伊福部敬子 昭和14年 1

231∕69 子供を見る眼 青木誠四郎 昭和14年 1

231∕70 愛兒の教育相談 田中寬一 昭和15年 1

231∕71 子を思ふ 大伴茂 昭和15年 1

231∕72 子供を賢くする導き方 霜田靜志 昭和16年 1

231∕73 母のための教育學 小原國芳 昭和13年 1

231∕74 母のため赤ちやんばなし 上澤謙二 昭和17年 1

231∕75 家庭における子供の鍛鍊 青木誠四郎 昭和17年 1

231∕77 國の子の家庭教育 飛田多喜雄 昭和17年 1

231∕78 母性教育論 福島政雄 昭和18年 1

231∕79 母親學校﹙母の會の問題﹚ 山田清人 昭和18年 1

232∕1 日本の新學校 小原國芳 昭和5年 1

232∕2 海外發展主義の小學教育 永田稠 昭和3年 1

232∕3 國民學校教科內容の解說 國民學校研究會 昭和15年 1

232∕4 國民學校教育原論 小林澄兄 昭和16年 1

233∕2 成田山事業年報 淺井照次編 4冊﹙昭和10年至昭和13年﹚ 4

233∕2 成田山事業年報 淺井照次編 昭和12年度 1

242∕5 日本醫學專門學校一覽 日本醫學專門學校 大正13年 1

244∕55 小學教員尋准尋正受驗指導及ビ試驗問題全科答案集 中等教育社編 昭和5年 1

244∕57 文檢英語科の徹底的研究 高須豐 昭和9年 1

244∕59 新指導文檢鑛物科受驗法 吉川純幹 昭和10年 1

244∕60 裁縫科教員檢定試驗系統的受驗法 高尾こいし 昭和11年 範圍﹕小學教員・中等教員・專攷教員 1

244∕61 學校管理法受驗の真 髓 關富吉 昭和11年 小學教員檢定試驗問題の體系的精解 1

244∕62 小學教員檢定試驗問題全集 箕輪香村編 昭和15年 1

251∕1 近補習教育大觀 教育新潮研究會編 大正13年 1

251∕2 會社工場補習教育之實際 稻垣春吉 大正10年 1

251∕3 實業補習教育改造概論 古瀨傳藏 大正10年 1

251∕5 實業補習教育の文化的革新と其經營 金井十郎平 大正11年 1

251∕6 新制實業補習教育の理論と實際 千葉敬止 大正12年 1

251∕9 改訂補習算術書 國枝元治・堀七藏同著 大正10年 2冊﹙初等程度上、下卷﹚ 2

251∕9 改訂補習算術書 國枝元治・堀七藏同著 大正10年 高程度 1

251∕11 新撰實業補習讀本 國民教育研究會編 大正9年 館卷二 1

251∕12 國語青年補習教本 深井鑑一郎 大正8年 3冊﹙前、中、後編﹚ 3

251∕13 新農業教授大資料 片岡重助 大正14年 小學校・補習學校適用 1

251∕14 實業補習青年新讀本 橫尾誠治 大正14年 3冊﹙後期一、二、三卷﹚ 3

251∕15 日本商業教育五十年史 佐野善作 大正14年 1

251∕16 商業教育論 加藤正雄 大正14年 1

251∕17 新主義實業補習數學教科書 中澤伊與吉 大正15年 上級用 1

251∕17 新主義實業補習數學教科書 中澤伊與吉 大正15年 2冊﹙前期上、下卷﹚ 2

251∕17 新主義實業補習數學教科書 中澤伊與吉 大正15年 2冊﹙後期上、下卷﹚ 2

251∕19 實業補習教育概論 岡篤郎 昭和4年 1

251∕20 巢鴨高等商業學校一覽 第九年度﹙自昭和11年4月至昭和12年3月﹚ 1

251∕21 時局下に於ける農村教育と講話資料 佐藤隆德 昭和13年 1

251∕22 諸外國に於ける工業教育改革論 富塚清 昭和17年 1

252∕1 文藝教育論 片上伸 大正11年 1

252∕2 藝術教育 松原寬 大正12年 1

252∕3 藝術教育の新研究 澤柳政太郎編 大正12年 1

252∕4 小學校に於ける音樂藝術教育 西田敏郎 大正13年 1

252∕5 目と耳の教育 栗山周一 大正11年 1

91/267



252∕6 韻文教授の原理と方法 今泉浦治郎 大正13年 詩歌の機能本質韻律及び歌謠史の研究に基く 1

252∕8 聲の教育 小林光茂 大正14年 明るくの美しい發音の仕方 1

252∕9 日本の兒童と藝術教育 沖野岩三郎 大正14年 1

253∕1 民族魂の發揮人間魂の覺醒宗教的教育論 及川智雄 大正13年 1

253∕2 青年期の研究 伊藤堅逸 昭和4年 1

253∕3 聖愛 益富政治編 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

254∕1 文化中心家事新教授法 石澤吉磨 大正12年 1

254∕2 家事教材及指導法の研究 石澤吉磨 大正13年 小學校・女學校・師範學校 1

254∕3 女子教育論 辻幸三郎 大正14年 1

254∕4 社會教育一日女學校 井上嘉三郎 昭和3年 1

254∕5 私の家事教育 溝上泰子 昭和7年 1

254∕6 女子青年期の心理と教育 田制佐重 昭和12年 1

254∕7 娘もつ母へ 今井福次郎 昭和16年 1

255∕1 促進學級の實際的研究 藤岡真一郎 大正12年 1

255∕2 低能兒及不良兒の醫學的考察 杉田直樹 大正12年 1

255∕3 少年不良化の徑路と教育 中村古峽 大正13年 1

255∕4 天才兒の教育 杉田直樹 大正13年 1

255∕5 異常兒童 富士川游 大正13年 1

255∕6 自然と兒童の教養 留岡幸助 大正13年 1

255∕7 早教育と天才 木村久一 大正10年 1

255∕8 家庭並に學校に於ける早教育の理論と實際 新宮恒次郎 大正13年 1

255∕9 劣等兒低能兒心理と教育 青木誠四郎 大正14年 1

255∕10 低能兒に對ける教授の實際 元良勇次郎 大正14年 1

255∕11 保護兒童の教育的研究 菊池俊諦 大正14年 1

256∕2 低學年教材のやさしいお話と遊戲の取扱ひ 長尾豐 昭和2年 2冊﹙尋一、二篇﹚ 2

256∕3 田澤式吃音矯正法 田澤嘉聲 昭和3年 1

256∕4 聲なき子供たち 辻本與次郎 昭和16年 1

260∕1 社會教育の實際的研究 江幡龜壽 大正10年 1

260∕2 今後に於ける社會教育の學的根據 川上喜市 大正12年 1

260∕3 社會理想主義 久保正夫譯 大正12年 附錄﹕社會教育の原理 1

260∕3 デモクラシーと新公民教育 川本宇之介 大正10年 1

260∕4 大人教育 柳澤泰爾 大正13年 1

260∕5 蓄音機教育法 高峰博 大正12年 1

260∕6 學校と活動寫真 海野幸德 大正13年 1

260∕7 社會教育の理論と實際 植木政次郎 大正13年 1

260∕8 學校中心社會教育の實際 田中七三郎 大正14年 1

260∕9 活動寫真と教育 中澤美治 大正14年 1

260∕10 社會教育思潮 小尾範治 昭和2年 1

260∕11 社會を教室とする生活指導 賀集富治 昭和5年 1

260∕12 蝸牛の足跡 椎名龍德 昭和7年 1

260∕13 全國教化團體名鑑 古谷敬三編 昭和4年 1

260∕14 社會教育の體系と施設經營 川本宇之介 昭和6年 1

260∕15 社會教育概論 小尾範治 昭和11 年 1

261∕2 實業補習公民教育の研究 岡篤郎 大正12年 1

261∕7 公民道德 大島正德 大正13年 1

261∕8 改訂青年公民讀本 田子一民 大正11年 1

261∕12 現代公民心得 岡篤郎 大正14年 自治編 1

261∕13 現代公民心得 岡篤郎 大正13年 憲政編 1

261∕21 內外に於ける輓近の公民教育と其の方法 千葉敬止 大正15年 1

261∕22 青年と語る 池園哲太郎 大正15年 1

261∕25 模範國民論 臺南州共榮會編 昭和5年 4冊﹙複本﹚教化資料第六輯 4
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261∕25 我が三綱領 臺南州共榮會編 昭和5年 3冊﹙複本﹚教化資料第五輯 3

261∕26 民風作興興國補習讀本 佐藤小吉 昭和5年 3冊﹙初等編、中等編、高等編﹚ 3

261∕27 興國青年讀本 佐藤小吉 昭和5年 2冊﹙卷一、卷二﹚ 2

261∕31 青年と公民知識 大森松次郎 昭和8年 1

261∕33 系統的要目準據公民科要義 大日本學術協會編 昭和8年 1

261∕34 新公民科資料精說 文部省 昭和6年 1

261∕35 公民科教育大系﹙昭和七年度夏期講習會講演集﹚ 文部省普通學務局・實業學務局 昭和7年 1

261∕36 公民科教育資料集成 文部省普通學務局・實業學務局 昭和8年 ﹙昭和八年度公民科教育夏期講習會講演集﹚ 1

261∕37 東洋史講座・西洋史講座 有高巖・齊藤斐章同述 中學講座 1

261∕37 幾何學講座・三角法講座 木村勉二・杉村欣次郎同述 中學講座 1

261∕37 國語講座・國文法講座 中學講座 1

261∕37 作文講座 梁田忠山講述 中學講座 1

261∕37 ﹙植物・動物・生理衛生・博物通論﹚講座 中學講座 1

261∕37 漢文講座 中學講座 1

261∕37 物理學講座・化學講座 中學講座 1

261∕37 圖畫講座・習字講座 中學講座 1

261∕37 科外講座 中學講座 1

261∕37 體育講座 中學講座    附錄﹕學校教練 1

261∕37 算術講座・代數學講座 中學講座 1

261∕37 商業講座・農業講座・工業講座 中學講座 1

261∕38 公民科の教材研究 北澤種一・倉澤剛同著 昭和8年 2冊﹙上卷、下卷﹚ 2

261∕40 ﹙理解し易く記憶し易い﹚學生の公民科 大森松次郎 昭和9年   2冊﹙前、後篇﹚ 附錄﹕帝國憲法 2

261∕43 公民讀本 渡邊茂雄編 昭和11年 現代第十七卷第一號附錄 1

261∕43 小學校を中心とせる公民教育の施設經營 內外教育資料調查會 昭和7年 1

261∕46 公民教育要領 文明協會 大正15年 1

263∕1 圖書館教育 田中敬 大正7年 1

263∕2 教育と圖書館 值松安 大正6年 1

263∕3 圖書館小識 和田萬吉・值松安 大正11年 今澤慈海・村島靖雄同編 1

263∕4 圖書館管理法 文部省 明治45年 1

263∕5 圖書館管理法大綱 和田萬吉 大正13年 1

263∕8 全國圖書館に關する調查 文部省學務局 大正11年 1

263∕9 全國圖書館名簿 小林善八編 大正13年 附錄﹕新聞社一覽 1

263∕11 歐和對譯圖書館辭典 間宮不二雄 大正14年 1

263∕13 圖書館整理と利用法 林靖一 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

263∕14 通俗町村圖書館の施設經營 成瀨涓 大正14年 1

263∕15 大阪府立圖書館第二十四年報 大阪府立圖書館 昭和3年 自昭和2年四月至昭和3年3月 1

263∕15 大阪府立圖書館第二十五年報 大阪府立圖書館 昭和4年 自昭和3年四月至昭和4年3月 1

263∕15 大阪府立圖書館第二十六年報 大阪府立圖書館 昭和5年 自昭和4年四月至昭和5年3月 1

263∕15 大阪府立圖書館第二十七年報 大阪府立圖書館 昭和6年 自昭和5年四月至昭和6年3月 1

263∕15 大阪府立圖書館第二十八年報 大阪府立圖書館 昭和7年 自昭和6年四月至昭和7年3月 1

263∕15 大阪府立圖書館第二十九年報 大阪府立圖書館 昭和8年 自昭和7年四月至昭和8年3月 1

263∕15 大阪府立圖書館第三十年報 大阪府立圖書館 昭和9年 自昭和8年四月至昭和9年3月 1

263∕15 大阪府立圖書館第三十一年報 大阪府立圖書館 昭和10年 自昭和9年四月至昭和10年3月 1

263∕15 大阪府立圖書館第三十二年報 大阪府立圖書館 昭和11年 自昭和10年四月至昭和11年3月 1

263∕15 大阪府立圖書館第三十三年報 大阪府立圖書館 昭和12年 自昭和11年四月至昭和12年3月 1

263∕17 圖書館學講座 毛利宮彥編 昭和3年 附錄﹕圖書館と我等 1

263∕19 圖書館事務ノ執リ方(神戶高商圖書館實例) 鞠谷安太郎編 大正15年 圖書館研究叢書第一篇 1

263∕20 圖書分類ノ論理的原則 衛藤利夫 大正15年 圖書館研究叢書第二篇 1

263∕21 小圖書館管理法 今澤慈海・神絢一同譯 大正15年 圖書館研究叢書第三篇 1

263∕22 書庫ノ起源 值松安 昭和2年 圖書館研究叢書第五篇附﹕芸草ラ庵訪フ・古典叢話 1

263∕23 圖書分類 鈴木賢祐譯 昭和2年 圖書館研究叢書第六篇 1
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263∕24 Merrillノ分類規程 加藤宗厚譯 昭和3年 圖書館研究叢書第一篇 1

263∕26 日本十進分類法﹙第1版﹚ 森清 昭和4年 和漢洋書共用分類表及索引 1

263∕26 日本十進分類法﹙第3版﹚ 森清 昭和10年 和漢洋書共用分類表及索引 1

263∕26 日本十進分類法﹙第4版﹚ 森清 昭和14年 和漢洋書共用分類表及索引 1

263∕27 兒童文庫の經營と活用 奧野庄太郎 昭和3年 1

263∕28 學校と圖書館・圖書の力・・・・・ 市立函館圖書館 昭和3年 函館圖書館叢書第一篇 1

263∕28 津輕海峽と生物の分布 市立函館圖書館 昭和3年 函館圖書館叢書第二篇第二冊 1

263∕28 駒ケ嶽噴火概觀 市立函館圖書館 昭和4年 函館圖書館叢書第參篇 1

263∕28 モ―ルス先生と平瀨先生 市立函館圖書館 昭和5年 函館圖書館叢書第五篇 1

263∕28 カルル丶バード市民より函館市に贈られたる版畵 市立函館圖書館 昭和5年 函館圖書館叢書第八篇 1

263∕28 日本人の智能問題・圖書館の社會化 市立函館圖書館 昭和6年 函館圖書館叢書第九篇 1

263∕28 讀逸學生氣質 齋藤與一郎 昭和6年 函館圖書館叢書第10篇 1

263∕31 圖書館要覽 關東廳圖書館 昭和5年 1

263∕32 青森縣立圖書館一覽 青森縣立圖書館 2冊﹙昭和5年度、昭和6年度﹚ 2

263∕34 財團法人藤山工業圖書館年報 藤山工業圖書館 昭和5年 第貳號 1

263∕35 鳥取縣立鳥取圖書館一覽 鳥取縣立鳥取圖書館 昭和6年 附錄﹕閱覽案內 1

263∕35 鳥取縣立鳥取圖書館一覽 鳥取縣立鳥取圖書館 昭和10年 1

263∕36 行啟記念山口縣立山口圖書館概覽 行啟記念山口縣立山口圖書館 昭和3年 1

263∕37 行啟記念山口縣立山口圖書館第參拾貳年報 行啟記念山口縣立山口圖書館 昭和10年 1

263∕38 大橋圖書館季報(莅戶太華翁文書號) 大橋圖書館 昭和4年 第壹卷第貳號 1

263∕39 財團法人大橋圖書館第二十四回年報 財團法人大橋圖書館 昭和7年 自昭和4年7月至昭和7年6月 1

263∕39 財團法人大橋圖書館第二十五回年報 財團法人大橋圖書館 昭和9年 自昭和7年7月至昭和9年6月 1

263∕39 財團法人大橋圖書館第二十六回年報 財團法人大橋圖書館 昭和10年 自昭和9年7月至昭和10年6月 1

263∕39 財團法人大橋圖書館第二十七回年報 財團法人大橋圖書館 昭和11年 自昭和10年7月至昭和11年6月 1

263∕39 財團法人大橋圖書館第二十八回年報 財團法人大橋圖書館 昭和12年 自昭和11年7月至昭和12年6月 1

263∕40 鐵道圖書館案內 鐵道圖書館 昭和6年 1

263∕41 帝國圖書館一覽 帝國圖書館 1

263∕42 圕研究 青年圖書館聯合 昭和10年 2冊 2

263∕42 和漢洋圖書分類表 千葉縣圖書館協會編 昭和8年 附錄﹕索引 1

263∕43 圖書の受入から配列まで 林靖一 昭和8年 學校・圖書館・諸官公署・會社 1

263∕44 目錄學汎論 彌吉光長 昭和8年 分類目錄及辭書体目錄の研究 1

263∕45 奈良縣立奈良圖書館要覽 昭和9年 附錄﹕奈良縣下公私立圖書館一覽 1

263∕46 日比谷圖書館案內 昭和8年 1

263∕47 圖書館にける讀書傾向調查 日本圖書館協會編 昭和9年 1

263∕48 館報 長崎縣立長崎圖書館 昭和2年 1

263∕49 大正記念長岡市立互尊文庫一覽 昭和8年度 1

263∕50 圖書分類概論 芸艸會 昭和7年 1

263∕52 日本圖書館協會講演集第一輯 日本圖書館協會編 昭和9年 1

263∕52 日本圖書館協會講演集第二輯 日本圖書館協會編 昭和10年 1

263∕54 圖書館研究第2輯第1卷 問宮不二雄 昭和5年 誰ニモ出來ル圖書修理法 1

263∕54 圖書館研究第2卷 問宮不二雄 大正14年 見出カ―ドノ話 1

263∕55 財團法人大橋圖書館諸規程 大橋圖書館 昭和10年 1

263∕56 平壤府立圖書館要覽 平壤府立圖書館 1

263∕56 平壤府立圖書館要覽 平壤府立圖書館 昭和12年 1

263∕57 昭和九、十、十一年度閱覽概況 埼玉縣立埼玉圖書館 昭和10年 3冊 3

263∕58 山梨縣立圖書館一覽 山梨縣立圖書館 昭和11年 昭和10年1月至昭和10年12月 1

263∕59 農村圖書館の採るべき道 縣立長野圖書館 昭和11年 1

263∕61 勞務者讀書傾向調查 日本圖書館協會編 昭和11年 1

263∕63 圖書の整理と運用の研究 毛利宮彥 昭和11年 附錄﹕諸家書誌論講其他 1

263∕64 簡明十進分類表 毛利宮彥 昭和11年 並兒童圖書分類表 1

263∕65 東京市立日比谷圖書館一覽 日比谷圖書館 昭和12年 書後附加﹕日本圖書館協會講演集第四輯 1
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263∕66 圖書館關係規定 埼玉縣立圖書館 昭和12年 並ニ準則注意事項 1

263∕67 通俗圖書館圖書選擇法 山口縣中央圖書館 昭和12年 1

263∕68 讀書のすすめ 山口縣中央圖書館 昭和12年 1

263∕69 鄉土の偉人研究 渡邊刀來 昭和12年 1

263∕69 鄉土に印せる緇徒の足跡 田中慎二 昭和12年 1

263∕70 市立高岡圖書館一覽 市立高岡圖書館 昭和12年 1

263∕71 圖書館一覽 文部省社會教育局 昭和11年4月1日現在 1

263∕72 滿鐵鞍山圖書館沿革史 鹽谷孝治郎 昭和12年 1

263∕73 圖書館史 和田萬吉 昭和11年 1

263∕74 目錄編成法 鞠谷安太郎・中島猶次郎同編 大正15年 1

263∕75 圖書整理實務 玉井藤吉 芸艸會パンフレツト第一冊 1

263∕76 圖書保管法﹙毀損、亡失篇﹚ 林靖一 昭和12年 學校・圖書館・諸官公署・會社 1

263∕77 圖書目錄綱要 竹林熊彥譯 昭和8年 1

263∕78 圕卜成人教育 中西喜代造譯 昭和5年 圖書館研究叢書第九篇 1

263∕79 町村，學校圕經營ノ實際﹙村立明木圕經營ノ實例﹚ 伊藤新一 昭和6年 附錄﹕兒童讀物選擇目錄全國主要圕館勢比較表 1

263∕80 DEWEY十進分類法導言 問宮不二雄譯 昭和5年 圖書館研究叢書 1

263∕81 漢字ノ四隅番號化檢字法 問宮不二雄譯 昭和5年 圖書館研究叢書 1

263∕83 坪谷先生喜壽記念著作集 竹內善作 昭和11年 1

263∕84 圖書館學及書誌學關係文獻合同目錄 青年圖書館員聯盟 昭和13年 1

263∕85 中央圖書館長協會誌第二號 中田幫造編 昭和14年 1

263∕86 大橋松雲喜壽祝賀著作集 竹內善作 昭和14年 1

263∕87 和漢書目錄法 田中敬 昭和14年 1

263∕88 慶應義塾圖書館年報﹙大正六年度﹚ 慶應義塾圖書館 大正6年 附錄﹕增加圖書目錄 1

263∕88 慶應義塾圖書館年報﹙大正五年度﹚ 慶應義塾圖書館 大正5年 1

263∕89 大橋圖書館四十年史 坪谷善四郎 昭和17年 1

263∕90 山形市男子國民學校圕經營の實際 山形市男子國民學校 昭和17年 1

263∕91 國際十進分類法の理論と應用 大山綱憲・升田榮同編 昭和18年 2冊﹙複本﹚圖書・物品・文書 2

264∕1 學生と讀書 河合榮治郎編 昭和14年 1

264∕2 讀書の技術 島影盟 昭和15年 1

264∕4 記憶と勉學の指導講義 青木崇作 昭和10年 3冊﹙一、二、三卷﹚ 3

264∕5 青少年讀書指導 岡本正一編 昭和18年 1

264∕8 青少年の讀書施設 佐藤忠恕 昭和18年 1

265∕1 現代の青年運動 海野幸德 大正13年 1

265∕2 少年團概論 三島章道・前島信次同譯 大正13年 1

265∕3 青少年の社會教育と青少年團の經營 片岡重助 大正13年 1

265∕4 新令補習教育と青年團 岡篤郎 大正11年 1

265∕8 これからの處女の為めに 處女會中央部編 大正13年 1

265∕9 新時代の處女會及び其の施設經營 片岡重助 大正13年 1

265∕10 補習教育公民科教授の實際 田邊當義 大正11年 1

265∕12 少年團の指針備へよ常に 大山正夫 大正13年 1

265∕13 ガ―ルガイド教範 三嶋すみ子 大正14年 川村みち子・鹽野きくゑ同譯 1

265∕14 青年訓練所の經營 石田利作 昭和2年 1

265∕15 優良男子女子青年團の經營指針 成瀨涓 昭和3年 1

265∕18 歐米各國に於ける青年團及處女團の訓練指導の實況 高嶋敏 昭和2年 1

265∕20 實際的合理的青年指導法 石田利作 昭和9年 1

265∕22 青年學校經營案 川崎利市 昭和10年 1

265∕23 世界の青少年運動 小尾範治 昭和10年 1

265∕24 青年學校原論 千葉敬止 昭和11年 1

265∕25 青年學校新經營 菅原龜五郎 昭和10年 1

265∕27 青年團の行くべき道 熊谷辰治郎 昭和12年 1

265∕28 義務制下青年學校教員の道 景山鹿造 昭和13年 1
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270∕11 運動競技全書 內務省編篡 大正14年 1

271∕3 學校家庭兒童の衛生 岡田道一 大正11年 1

271∕4 學校看護法 岩原拓・中川正儀同著 大正14年 1

272∕4 テルングレン瑞典式體操學教科書 田邊郁郎・石九節夫同譯 大正12年 1

272∕23 教育ダンス 內田卜ハ・御笹政重同著 大正14年 1

272∕29 健康讀本國民體操 松元稻穗 大正15年 1

272∕37 第三囬明治神宮体育大會寫真帖 久保秀夫編 大正15年 1

272∕48 國防體育訓練指針 中澤米太郎 昭和18年 戰場運動・海洋訓練・自轉車訓練 1

273∕2 學藝會演出技術と資料集﹙中卷﹚ テアトルビツコロ 昭和10年 ﹙尋三・四用﹚ 1

275∕16 キリスト教兒童劇脚本集 高瀨嘉男 昭和8年 1

275∕18 日本兒童劇集第一集 日本兒童劇協會 昭和10年 1

275∕19 指遣人形劇の製作と演出 內山憲堂 昭和12年 1

275∕20 教育紙芝居講座 松永健哉 昭和15年 1

275∕21 農村紙芝居の演り方 遠藤正二 昭和17年 1

280∕1 現代小學校の建築と設備 峰彌太郎 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

300∕1 文藝年鑑 文藝年鑑編篡所 5冊﹙大正13、14年・昭和6、7、11年﹚ 5

300∕2 文學序說 土居光知 大正11年 1

300∕3 文學入門 生田長江 明治40年 2冊﹙複本﹚ 2

300∕4 近代文藝史論 高須梅溪 大正10年 上卷 1

300∕5 近代文藝筆禍史 齋藤昌三 大正13年 1

300∕6 近代文藝十二講 生田長江・昇曙夢 大正13年 野上臼川・森田草平同著 1

300∕7 近代文學十講 廚川辰夫 大正9年 1

300∕9 近代文明と藝術 吉江孤雁 大正13年 1

300∕10 婦人知識叢書文藝と美術 青山為吉 大正13年 1

300∕11 苦悶の象徵 廚川白村 大正13年 1

300∕12 解放の藝術 富田碎花 大正11年 1

300∕14 文藝辭典 創元社編輯部 大正14年 1

300∕15 日本作者辭典 前島德太郎編 大正14年 1

300∕16 東西文學比較評論 高安月郊 大正15年 上卷 1

300∕17 文明東漸史 藤田茂吉 大正15年 1

300∕18 文學に志す人に 武者小路實篤 大正15年 1

300∕19 文學概論 大和資雄 大正15年 1

300∕20 表現主義文學の研究 小池堅治 大正15年 1

300∕21 文藝評論 正宗白鳥 昭和2年 1

300∕23 國文學の哲學的研究第二卷 土田杏村 昭和3年 文學の發生 1

300∕24 文學概論 小林鶯里 昭和3年 1

300∕25 校註日本文學類從﹙隨筆文學集﹚ 佐佐木信鋼・新村出 昭和5年 武田祐吉・久松潜一・藤田德太郎同編 1

300∕25 校註日本文學類從﹙近代歌謠集﹚ 佐佐木信鋼・新村出 昭和4年 武田祐吉・久松潜一・藤田德太郎同編 1

300∕26 新文藝辭典 菊池寬 昭和6年 1

300∕27 東西文藝評傳 高安月郊 昭和4年 1

300∕28 文學附近 鈴木信太郎 昭和11年 1

300∕29 臺北帝國大學文政學部文學科年報第三輯 臺北帝國大學文政學部 昭和12年 1

300∕30 日本文學案內 菊池寬 昭和13年 1

300∕31 文學の周圍 谷川徹三 昭和11年 1

300∕32 日本文學の精神と研究史 藤田德太郎 昭和13年 1

300∕33 精神美としての日本文學 齋藤清衛 昭和13年 1

300∕34 四段活用動詞の構成について 安藤正次 昭和13年 臺北帝國大學文政學部文學科年報第一輯 1

300∕34 話本小說論 原田季清 昭和13年 臺北帝國大學文政學部文學科年報第二輯 1

300∕34 彼の思想と藝術とに關する一つの覺え書 工藤好美 昭和13年 臺北帝國大學文政學部文學科年報第三輯 1

300∕34 西鶴の書誌學的研究 瀧田貞治 昭和16年 臺北帝國大學文政學部文學科年報第五輯 1

300∕35 文化と文學 高橋健二 昭和17年 1
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300∕36 日本文藝史論 佐山濟 昭和19年 1

301∕1 婦人はなぜ三民主義を理解せねばならぬか 孫中山 民國34年 1

301∕3 國父遺教三民主義 臺灣省行政長官公署宣傳委員會編 民國35年 6冊﹙複本﹚日文版 6

302∕1 六十大文豪世界皮肉文集 春木文壽 大正9年 1

302∕2 標語全集 上園政雄 昭和11年 1

303∕1 諺の研究 藤井乙男 昭和5年 1

303∕2 俚諺讀本 細川謙二 昭和11年 1

304∕1 臺灣の現實を語る 徐瓊二 民國35年 1

307∕2282 科學の手帖﹙現代人必須300の知識﹚ 崎川範行 昭和59年 光復後日文圖書編目 1

307∕3533 自然﹙すばらしいしくみ﹚ 多々良敦譯 昭和58年 光復後日文圖書編目 1

308∕2223 トンボの生活﹙幼虫から成虫まで﹚ 宮川幸三 昭和58年 自然科学シリ一ズ①光復後日文圖書編目 1

308∕2223 ゆれうごく大地﹙地震の話﹚ 茅野ー郎 昭和58年 自然科学シリ一ズ②光復後日文圖書編目 1

308∕2223 力エルの世界 種村ひろし 昭和59年 自然科学シリ一ズ③光復後日文圖書編目 1

308∕2223 星と星座の話 瀨川昌男 昭和56年 自然科学シリ一ズ④光復後日文圖書編目 1

308∕2223 いその動物 鈴木克美 昭和58年 自然科学シリ一ズ⑤光復後日文圖書編目 1

308∕2223 富士山 西宮克彥 昭和59年 自然科学シリ一ズ⑥光復後日文圖書編目 1

308∕2223 力ラスの話 宇田川竜男 昭和58年 自然科学シリ一ズ⑦光復後日文圖書編目 1

308∕2223 天気図をよもう 藤井幸雄 昭和59年 自然科学シリ一ズ⑧光復後日文圖書編目 1

308∕2223 カマキリの 岸田功 昭和58年 自然科学シリ一ズ⑨光復後日文圖書編目 1

308∕2223 たねのふしぎ 川上幸男 昭和59年 自然科学シリ一ズ⑩光復後日文圖書編目 1

308∕2223 昆虫ってなんだろう 矢島稔 昭和58年 自然科学シリ一ズ⑪光復後日文圖書編目 1

308∕2223 化石は語る﹙日本列島のおいたち﹚ 尾崎博 昭和59年 自然科学シリ一ズ⑫光復後日文圖書編目 1

308∕2223 力メの話 杉浦宏 昭和59年 自然科学シリ一ズ⑬光復後日文圖書編目 1

308∕2223 海底火山をさぐる 青木斌 昭和58年 自然科学シリ一ズ⑭光復後日文圖書編目 1

308∕2223 庭にくる鳥 佐伯敏子・桜井信夫同著 昭和59年 自然科学シリ一ズ⑮光復後日文圖書編目 1

308∕2223 水と人間 半谷高久 昭和59年 自然科学シリ一ズ⑯光復後日文圖書編目 1

308∕2223 アリの国をたずねる 須田孫七 昭和59年 自然科学シリ一ズ⑰光復後日文圖書編目 1

308∕2223 血の話 中川宏 昭和58年 自然科学シリ一ズ⑱光復後日文圖書編目 1

308∕2223 ムササビを飼う 小森厚 昭和58年 自然科学シリ一ズ⑲光復後日文圖書編目 1

308∕2223 空気を絵にかく 根本順吉 昭和59年 自然科学シリ一ズ⑳光復後日文圖書編目 1

308∕2223 森に生る鳥﹙ヤマガラのくらし﹚ 樋口広芳 昭和59年 自然科学シリ一ズ21光復後日文圖書編目 1

308∕2223 森林の人間 只木良也 昭和59年 自然科学シリ一ズ22光復後日文圖書編目 1

310∕1 國文學史概說 阪倉篤太郎・島田退藏同著 大正13年 1

310∕2 新國文學史 五十嵐力 大正12年 1

310∕3 日本文學新史 尾上八郎 大正13年 1

310∕4 國文學全史﹙平安朝篇﹚ 藤岡作太郎 大正13年 1

310∕5 國民文學史 鈴木暢幸 大正9年 1

310∕6 日本文學讀本 文化學院 大正10年 1

310∕7 日本現代文學十二講 高須芳次郎 大正13年 1

310∕8 日本近世文學十二講 高須芳次郎 大正13年 1

310∕9 鎌倉時代文學新論 野村八良 大正11年 1

310∕10 文學に現はれたる我が國民思想の研究 津田左右吉 大正10年 平民文學の時代﹙中﹚ 1

310∕11 德川文藝類聚第一 早川純三郎 大正3年 事實小說 1

310∕11 德川文藝類聚第二 早川純三郎 大正3年 教訓小說 1

310∕11 德川文藝類聚第三 早川純三郎 大正4年 遍歷小說 1

310∕11 德川文藝類聚第四 早川純三郎 大正4年 怪談小說 1

310∕11 德川文藝類聚第五 早川純三郎 大正3年 洒落本 1

310∕11 德川文藝類聚第六 早川純三郎 大正4年 脚本﹙上﹚ 1

310∕11 德川文藝類聚第七 早川純三郎 大正5年 脚本﹙下﹚ 1

310∕11 德川文藝類聚第八 早川純三郎 大正3年 淨瑠璃 1

310∕11 德川文藝類聚第九 早川純三郎 大正4年 俗曲﹙上﹚ 1
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310∕11 德川文藝類聚第十 早川純三郎 大正4年 俗曲﹙下﹚ 1

310∕11 德川文藝類聚第十一 早川純三郎 大正3年 雜俳 1

310∕11 德川文藝類聚第十二 早川純三郎 大正3年 評判記 1

310∕12 江戶文學研究 藤井乙男 大正10年 1

310∕13 上方文學と江戶文學 藤村作 大正11年 1

310∕14 桂月全集 大町桂月 大正12年 12冊 12

310∕15 文壇百話 小島德彌 大正13年 1

310∕16 神と神を祭る者との文學 武田祐吉 大正13年 上代文學の研究第一編 1

310∕17 馬琴日記﹙天保二年﹚ 和田萬吉校刊 大正13年 1

310∕18 國文學の序說 齋藤清衛 大正14年 四大國文學者の批判 1

310∕19 明治大正新文學史觀 小島德彌 大正14年 1

310∕20 明治大正の國文學 岩城準太郎 大正14年 1

310∕21 綜合國文學概說 三浦圭三 大正14年 1

310∕22 新時代の文藝と和歌俳句の藝術味 小山龍之輔 大正14年 1

310∕23 新講日本文學史 岩城準太郎 大正15年 1

310∕24 文壇太太記 相馬健作 大正15年 1

310∕25 西南文運史論 武藤長平 大正15年 1

310∕26 新選永井荷風集 永井荷風 昭和3年 1

310∕27 江戶時代文學考說 石田元季 昭和3年 1

310∕28 古代文學研究 倉野憲司 昭和4年 1

310∕30 上代の國語國文學 橘純一 昭和7年 1

310∕31 大佛次郎集 1

310∕31 坪內消遙集 坪內雄藏 昭和4年 現代日本文全集第二篇 1

310∕31 德富蘆花集 德富健次郎 昭和2年 現代日本文全集第十二篇 1

310∕31 夏目漱石集 夏目漱石 昭和2年 現代日本文全集第十九篇 1

310∕31 明治開化期文學集 山本三生 昭和6年 現代日本文全集第一篇 1

310∕32 和文和歌集﹙上﹚ 日本名著全集刊行會 昭和2年 日本名著全集江戶文藝之部第二十四卷 1

310∕32 和文和歌集﹙下﹚ 日本名著全集刊行會 昭和3年 日本名著全集江戶文藝之部第二十五卷 1

310∕32 狂文狂歌集 日本名著全集刊行會 昭和4年 日本名著全集江戶文藝之部第十九卷 1

310∕32 南總里見八犬傳﹙上﹚ 日本名著全集刊行會 昭和2年 日本名著全集江戶文藝之部第十六卷 1

310∕32 南總里見八犬傳﹙中﹚ 日本名著全集刊行會 昭和2年 日本名著全集江戶文藝之部第十七卷 1

310∕32 南總里見八犬傳﹙下﹚ 日本名著全集刊行會 昭和3年 日本名著全集江戶文藝之部第十八卷 1

310∕32 滑稽本集 日本名著全集刊行會 昭和2年 日本名著全集江戶文藝之部第十四卷 1

310∕32 人情本集 日本名著全集刊行會 昭和3年 日本名著全集江戶文藝之部第十五卷 1

310∕32 謠曲三百五十番集 日本名著全集刊行會 昭和3年 日本名著全集江戶文藝之部第二十九卷 1

310∕32 川柳雜俳集 日本名著全集刊行會 昭和2年 日本名著全集江戶文藝之部第二十六卷 1

310∕32 俳文俳句集 日本名著全集刊行會 昭和3年 日本名著全集江戶文藝之部第二十七卷 1

310∕32 西鶴名作集﹙上﹚ 日本名著全集刊行會 昭和4年 日本名著全集江戶文藝之部第一卷 1

310∕32 西鶴名作集﹙下﹚ 日本名著全集刊行會 昭和4年 日本名著全集江戶文藝之部第二卷 1

310∕32 淨瑠璃名作集﹙上﹚ 日本名著全集刊行會 昭和2年 日本名著全集江戶文藝之部六卷 1

310∕32 淨瑠璃名作集﹙下﹚ 日本名著全集刊行會 昭和4年 日本名著全集江戶文藝之部第七卷 1

310∕32 近松名作集﹙上﹚ 日本名著全集刊行會 大正15年 日本名著全集江戶文藝之部第四卷 1

310∕32 歌謠音曲集 日本名著全集刊行會 昭和4年 日本名著全集江戶文藝之部第二十八卷 1

310∕32 歌舞伎脚本 日本名著全集刊行會 昭和3年 日本名著全集江戶文藝之部第八卷 1

310∕32 芭蕉全集 日本名著全集刊行會 昭和4年 日本名著全集江戶文藝之部第三卷 1

310∕32 浮世草子集 日本名著全集刊行會 昭和3年 日本名著全集江戶文藝之部第九卷 1

310∕32 讀本集 日本名著全集刊行會 昭和2年 日本名著全集江戶文藝之部第十三卷 1

310∕32 黃表紙廿五種 日本名著全集刊行會 大正15年 日本名著全集江戶文藝之部第十一卷 1

310∕32 洒落本集 日本名著全集刊行會 昭和4年 日本名著全集江戶文藝之部第十二卷 1

310∕32 偐紫田舍源氏﹙上﹚ 日本名著全集刊行會 昭和2年 日本名著全集江戶文藝之部第二十卷 1

310∕32 偐紫田舍源氏﹙下﹚ 日本名著全集刊行會 昭和3年 日本名著全集江戶文藝之部第二十一2卷 1
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310∕33 馬琴日記鈔 饗庭篁村編 明治44年 1

310∕34 雪櫚集 水下杢太郎 昭和9年 2冊﹙複本﹚ 2

310∕35 隨筆評論展望 谷川徹三 昭和10年 1

310∕36 無極隨筆 成瀨無極 昭和9年 1

310∕37 放送江戶文學講話 尾崎久彌 昭和10年 1

310∕38 攝陽隨筆 谷崎潤一郎 昭和10年 1

310∕39 楚人冠續々湖畔吟 杉村廣太郎 昭和10年 1

310∕40 折柴隨筆 瀧井孝作 昭和10年 1

310∕41 きよろろ鶯 北原白秋 昭和10年 1

310∕42 江戶文學概說 藤井乙男 昭和10年 1

310∕43 王朝文學概說 吉澤義則 昭和10年 1

310∕44 青春物語 谷崎潤一郎 昭和8年 1

310∕45 黃金蟲 小宮豐隆 昭和9年 1

310∕46 閑談半日 佐藤春夫 昭和9年 1

310∕47 りやん 辰野隆 昭和10年 辰野隆評論隨筆集 1

310∕48 武藏野日記 中川一政 昭和9年 1

310∕49 文壇人物評論 正宗白鳥 昭和7年 1

310∕50 清談錄 近衛文磨 昭和11年 1

310∕51 有頂天 內田百間 昭和11年 1

310∕52 人口一億 下村南海 昭和11年 1

310∕53 「夜や秋や日記」・草の葉は歌ふ 吉田絃次郎 昭和12年 吉田絃二郎選集第一卷 1

310∕53 小說集 吉田絃次郎 昭和12年 吉田絃二郎選集第二卷 1

310∕53 武藏野にをりて・草に臥して 吉田絃次郎 昭和13年 吉田絃二郎選集第三卷 1

310∕53 思想の朝・小草をさゝぐ 吉田絃次郎 昭和12年 吉田絃二郎選集第四卷 1

310∕53 童話集 吉田絃次郎 昭和13年 吉田絃二郎選集第五卷 1

310∕53 童話集 吉田絃次郎 昭和13年 吉田絃二郎選集第七卷 1

310∕53 詩と戲曲 吉田絃次郎 昭和12年 吉田絃二郎選集第八卷 1

310∕54 日本文學の精神 久松潜一 昭和12年 1

310∕55 明治文學研究誌 岡野他家夫 昭和13年 1

310∕56 桃 長谷川時雨 昭和14年 1

310∕57 宮澤賢治名作選 宮澤賢治 昭和14年 1

310∕58 新日本文學全集第一卷 橫光利一集 昭和15年 1

310∕58 新日本文學全集第四卷 牧野信一・梶井基次郎 昭和15年 嘉村礒多・北條民雄同集 1

310∕58 新日本文學全集第六卷 尾崎士郎集 昭和17年 1

310∕58 新日本文學全集第八卷 林房雄集 昭和17年 1

310∕58 新日本文學全集第九卷 武田麟太郎集 昭和15年 1

310∕58 新日本文學全集第十卷 井伏鳟二集 昭和17年 1

310∕58 新日本文學全集第十一卷 林芙美子集 昭和16年 1

310∕58 新日本文學全集第十四卷 坪田讓治 昭和17年 1

310∕58 新日本文學全集第十七卷 石坂洋次郎集 昭和15年 1

310∕58 新日本文學全集第十九卷 島木健作集 昭和16年 1

310∕58 新日本文學全集第二十卷 石川達三集 昭和16年 1

310∕58 新日本文學全集第二十一卷 高見順集 昭和16年 1

310∕58 新日本文學全集第二十四卷 上田廣・日比野士郎同集 昭和18年 1

310∕58 新日本文學全集第二十五卷 岡本かの子集 昭和15年 1

310∕59 日本文學樣式論史 大場俊助 昭和15年 1

310∕61 近代日本浪漫主義研究 吉田精一 昭和15年 1

310∕63 古典の精神 淺野晃 昭和16年 1

310∕64 時代の作家 十返一 昭和16年 1

310∕65 中世草庵の文學 石田吉貞 昭和16年 1

310∕66 展望・現代日本文學 吉田精一 昭和16年 1
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310∕67 神々 と人間 風卷景次郎 昭和16年 1

310∕69 現代日本文藝史 塩田良平 昭和17年 日本現代史全書13 1

310∕70 日本の文學への眼 三枝博音 昭和17年 1

310∕71 文學の根本問題 山本都星雄 昭和18年 1

310∕72 蘆花の藝術 前田河廣一郎 昭和18年 1

310∕73 明治大正文學全集第六卷 幸田露伴 昭和2年 1

310∕74 江戶の面影 江戶文學研究編 大正4年 1

310∕2461 數學Ⅱ精義 岩切晴二 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

310∕4793 高等學校數學Ⅲ教授資料 好學社 昭和40年 光復後日文圖書編目 1

311∕1 統計法概要 木村教雄 昭和7年 光復後編目 1

311∕1 上田秋成全集 早川純三郎編 大正6年 2冊﹙1、2集﹚ 2

311∕2 一葉全集 樋口一葉女史 明治44年 1

311∕3 一葉全集前編﹙日記及文範﹚ 樋口一葉 大正9年 1

311∕3 一葉全集後編﹙小說及隨筆﹚ 樋口一葉 大正9年 1

311∕4 菊池寬全集 菊池寬 大正11年 3冊﹙1、3、4卷﹚ 3

311∕5 靈の叫び 高木斐川編 大正11年 1

312∕1 國文學歷代選 芳賀矢一編 大正9年 1

312∕2 光落日 吉田絃二郎 大正10年 1

312∕3 童心 北原白秋 大正10年 1

312∕5 季節の窻 北原白秋 大正14年 1

312∕6 人間見物 松崎天民 昭和2年 1

312∕7 我が子の思出 村田勤 大正14年 1

312∕9 生活の窓ひらく 新居格 昭和11年 1

312∕11 獨樂園 薄田泣菫 昭和9年 1

312∕12 晚來抄 川田順 昭和12年 1

312∕13 感想集桃の雫 島崎藤村 昭和11年 1

312∕3153 機械・裝置制御のためのマイコン・パソコン使用法 福井清 昭和58年 2冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 2

313∕1 和歌の話 佐々木信綱 大正10年 1

313∕2 和歌百話 佐々木信綱 大正8年 1

313∕4 惠風 木村正 大正10年 1冊﹙1至7卷﹚ 1

313∕5 短歌新考 半田良平 大正12年 1

313∕6 短歌隨見 窪田空穗 大正13年 1

313∕7 歌道小見 島木赤彥 大正13年 アララキ叢書第十六篇 1

313∕8 和歌作法全集 佐々木信綱・芳賀矢一同編 大正4年 1

313∕9 日本詩集 詩話會編 大正14年 1921版 1

313∕9 日本詩集 詩話會編 大正10年 1919版 1

313∕9 日本詩集 詩話會編 大正12年 1923版 1

313∕9 日本詩集 詩話會編 大正11年 1925版 1

313∕9 日本詩集 詩話會編 大正10年 1921版 1

313∕9 日本詩集 詩話會編 大正13年 1

313∕10 和歌不留乃山不美 1

313∕12 萬葉集略解﹙上卷﹚ 佐々木信綱・芳賀矢一同編 大正2年 3冊﹙複本﹚ 3

313∕12 萬葉集略解﹙下卷﹚ 佐々木信綱・芳賀矢一同編 大正2年 2冊﹙複本﹚ 2

313∕13 萬葉集選釋 佐々木信綱 大正10年 1

313∕15 新葉和歌集 村上忠順註 明治25年 1

313∕16 和歌吳竹集 1

313∕17 近代名家歌選 佐々木信綱・芳賀矢一同編 大正3年 1

313∕18 三十六人集 佐々木信綱・芳賀矢一同編 大正3年 1

313∕19 歌集太虗集 久保田俊彥 大正13年 1

313∕20 新古今集選釋 佐佐木信綱 大正13年 1

313∕21 現代詩の研究 白鳥省吾 大正13年 1
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313∕22 歌物語 西村醉香 大正13年 1

313∕23 正岡子規選集 齋藤茂吉 大正10年 1

313∕24 竹里歌話 古泉千樫編 大正11年 正岡子規歌論集 1

313∕25 前田夕暮選集 前田夕暮 大正10年 1

313∕26 前田夕暮集 前田夕暮 大正11年 1

313∕27 士岐哀果集 士岐哀果 大正9年 1

313∕30 室生犀星詩選 室生犀星 大正11年 1

313∕31 吉井男選集 吉井男 大正10年 1

313∕32 與謝野晶子選集 與謝野晶子 大正10年 1

313∕33 晶子歌話 與謝野晶子 大正8年 1

313∕35 伊藤左千夫選集 島木赤彥 大正10年 1

313∕36 北原白秋選集 北原白秋 大正11年 1

313∕37 水墨集 北原白秋 大正12年 1

313∕38 歌集雲母集 北原白秋 大正9年 1

313∕39 雀の卵 北原白秋 大正10年 1

313∕40 詩集 後の舞踏 野口米次郎 大正12年 1

313∕41 星より來れる者 室生犀星 大正11年 1

313∕42 生くる日に 前田洋三 大正3年 1

313∕43 歌集灼熱の下に 長谷川抱星 大正10年 1

313∕44 詩物語 水谷勝 大正11年 1

313∕44 山家集 西行法師詠 明治36年 1

313∕45 詩壇の散步 日夏耿之介 大正13年 自大正五年至大正十三年 1

313∕46 芭蕉の葉蔭 下村宏 大正10年 1

313∕47 短歌新辭典 尾山篤二郎編 大正14年 附錄﹕短歌用語索引・枕詞通解 1

313∕48 新譯古今と新古今 尾上柴舟 大正14年 1

313∕49 上田敏詩集 上田敏 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

313∕53 日本詩劇集 白鳥省吾・福田正夫同編 大正15年 1

313∕57 ひさで集 中野いさ子 大正15年 1

313∕60 詩の本 百田宗治 昭和2年 1

313∕84 萩原朔太郎詩集 萩原朔太郎 昭和3年 1

313∕85 八田知紀・井上文雄・高崎正風・黑田清綱 福田行誡・天田愚庵同集 昭和6年 現代短歌全集第一卷 1

313∕85 稅所敦子・小出粲・大口鯛二・山縣有朋 井上通泰・阪正臣・入將為守 昭和5年 現代短歌全集第二卷 1

313∕85 落合直文集・佐佐木信綱集 落合直文・佐佐木信綱同集 昭和5年 現代短歌全集第三卷 1

313∕85 正岡子規集・長塚節集 正岡子規・長塚節同集 昭和5年 現代短歌全集第四卷 1

313∕85 與謝野晶子集・與謝野寬集 與謝野晶子・與謝野寬同集 昭和4年 現代短歌全集第五卷 1

313∕85 伊藤左千夫集・岡麓集 伊藤左千夫・岡麓同集 昭和5年 現代短歌全集第六卷 1

313∕85 尾上柴舟集・窪田空穗集 尾上柴舟・窪田空穗同集 昭和5年 現代短歌全集第七卷 1

313∕85 金子薰園集・太田水穗集 金子薰園・太田水穗同集 昭和6年 現代短歌全集第八卷 1

313∕85 北原白秋集・吉井男集 北原白秋・吉井男同集 昭和4年 現代短歌全集第九卷 1

313∕85 石川啄木集・土崎善麿集 石川啄木・土崎善麿同集 昭和5年 現代短歌全集第十卷 1

313∕85 若山牧水集・前田夕暮集 若山牧水・前田夕暮同集 昭和5年 現代短歌全集第十一卷 1

313∕85 齋藤茂吉集・島木赤彥集 齋藤茂吉・島木赤彥同集 昭和4年 現代短歌全集第十二卷 1

313∕85 古泉千樫集・釋迢空集・石原純集 古泉千樫・釋迢空・石原純同集 昭和5年 現代短歌全集第十三卷 1

313∕85 石榑千亦集・木下利玄集・川田順集 石榑千亦・木下利玄・川田順同集 昭和5年 現代短歌全集第十四卷 1

313∕85 中村憲吉集・土屋文明集 中村憲吉・土屋文明同集 昭和5年 現代短歌全集第十五卷 1

313∕85 尾山篤二郎集・松村英一集・吉值庄亮集 尾山篤二郎・松村英一・・同集 昭和6年 現代短歌全集第十六卷 1

313∕85 今井邦子集・柳原白蓮集・若山喜志子・ 原阿佐緒・四賀光子同集 昭和6年 現代短歌全集第十八卷 1

313∕85 相馬御風集・三井甲之集・平野萬里集・ 外山且正・片山廣子同集 昭和6年 現代短歌全集第十九卷 1

313∕85 岩谷莫哀集・橋田東聲集・值松壽樹集・ 半田良平・三ケ島葭子同集 昭和6年 現代短歌全集第二十卷 1

313∕85 口語歌集・新興短歌集 西村陽吉 昭和6年 現代短歌全集第二十一卷 1

313∕85 明治天皇御制集・昭憲皇太后御歌集 佐佐木信綱編 昭和4年 2冊﹙複本﹚現代短歌全集別卷 2
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313∕129 新萬葉集 山本三生編 昭和13年 6冊﹙3、5、6、7、8、9卷﹚ 6

313∕130 短歌入門 土屋文明 昭和12年 1

313∕131 藤迺舍和歌集四卷 工藤高治 昭和10年 1

313∕132 短歌年鑑第低輯 柳條新太郎編 昭和13年 1

313∕133 歌の正しい作り方 由利貞三 昭和13年 1

313∕134 聖歌隊 中野秀人 昭和13年 1

313∕135 短歌鑑賞論 岡山巖 昭和13年 1

313∕136 時の玩具 菊岡久利 昭和13年 菊岡久利詩集 1

313∕137 萬葉集古義 北村宇之松 昭和12年 12冊﹙1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12﹚ 12

313∕139 權威 後藤靜香 昭和2年 1

313∕140 御歌所の研究 恒川平一 昭和14年 1

313∕141 作歌用語新辭典 生田蝶介 昭和14年 附錄﹕枕詞解 1

313∕143 短歌作法の書 岡山巖 昭和15年 1

313∕144 若き日の夢 西條八十 昭和15年 1

313∕145 短歌の道 湯淺龍起 昭和15年 1

313∕146 現代女流詩人集 永田助太郎・山田岩三郎同編 昭和15年 1

313∕147 海の和歌集 生駒實 昭和15年 1

313∕148 蓑蟲 田淵武吉 昭和15年 1

313∕149 詩集實驗室 北川冬彥 昭和16年 1

313∕150 歌集開墾 吉植庄亮 昭和16年 1

313∕152 詩の生れるまで 西條八十 昭和16年 1

313∕153 萬葉集小徑 土屋文明 昭和16年 1

313∕155 萬葉集大和地誌 北島葭江 昭和16年 1

313∕159 日本歷史歌物語 長谷川安一 昭和18年 1

313∕161 詩集明かるい教室 小野忠孝 昭和18年 1

313∕162 詩集國の紋章 山田岩三郎 昭和18年 1

313∕166 詩集美しき朝 竹內てるよ 昭和18年 1

313∕168 柚子の種 土歧善麿 昭和4年 1

313∕170 歌集八重雲 渡邊よしたか 昭和19年 1

313∕173 黑き獵人 矢野峰人譯 昭和18年 1

313∕2461 高校生の代數初步 岩切晴二 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

313∕2461 問題解法代數辭典數學ⅠⅡ 穗刈四三二・新倉秀雄同著 昭和36年 光復後日文圖書編目 1

313∕42421 代數學演習 大上茂喬 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

314∕1 統計學﹙下﹚ 竹下清松・藤本幸太郎 昭和5年 小林新・森數樹同著光復後日文圖書編目 1

314∕1 俳諧註釋集 佐々醒雪・巖谷季雄同編 大正7年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

314∕1 俳人逸話紀行集 佐々醒雪・巖谷小波同編 大正4年 1

314∕1 名家俳句集 佐々醒雪・巖谷小波同編 大正2年 附錄﹕附合集 1

314∕1 俳論作法集 佐々醒雪・巖谷小波同編 大正3年 1

314∕1 名家俳文集 佐々醒雪・巖谷小波同編 大正3年 1

314∕1 芭蕉翁全集 佐々醒雪・巖谷小波同編 大正8年 1

314∕4 新撰俳諧辭典 岩本梓石・宮澤朱明同著 明治42年 1

314∕5 日本俳句鈔第二集 河東秉五郎 大正2年 1

314∕8 新派俳家句集 近藤泥牛 明治36年 1

314∕9 子規句集 瀨川嘉助 明治41年 1

314∕10 每日俳句集 田村省三 大正13年 1

314∕11 新傾向句集 河東碧梧桐 大正4年 1

314∕12 春夏芭蕉俳句評釋 內藤素行 明治39年 1

314∕13 俳句の新らしき味ひ方 荻原井泉水 大正13年 1

314∕14 子規隨筆集 島田青蜂編 大正13年 1

314∕14 泰西の繪畵及び彫刻 河本龜之助 大正5年 繪畵編第四卷 1

314∕15 現代詩人選集 詩話會編 大正10年 1
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314∕16 其角研究 寒川鼠骨・林若樹同編 大正11年 五言集輪講春夏之部 1

314∕17 一茶の生涯及藝術 黑澤隆信 大正11年 1

314∕18 芭蕉全集 石原健生編 大正14年 1

314∕19 蕪村の新研究 乾猷平 大正14年 1

314∕20 芭蕉と一茶 荻原井泉水 大正14年 1

314∕21 漱石俳句研究 寺田寅彥・松根豐次郎 大正14年 小宮豐隆同著 1

314∕22 蕪村全集 潁原退造 大正14年 1

314∕22 蕪村全集 潁原退造 昭和4年 1

314∕23 太祇俳句新釋 岡倉谷人 大正14年 1

314∕24 鳴雪俳句集 松浦為王編 大正15年 1

314∕25 俳諧七部集新釋 岩本梓石 大正15年 1

314∕26 蕪村と其周圍 乾猷平 大正15年 1

314∕27 世界文學警句集 福田滋次郎 昭和2年 六十大文豪 1

314∕28 一茶八番日記 俳諧寺一茶 昭和2年 1

314∕30 俳諧研究の根本的要訣俳諧哲理 船山草花 昭和2年 1

314∕31 一茶俳諧史 中村六郎校訂 昭和6年 1

314∕32 蕪村俳諧史 水島重治校訂 昭和6年 1

314∕33 芭蕉俳諧史 勝峰晉風・吉木燦郎同校訂 昭和6年 1

314∕34 新篇芭蕉一代集 勝峰晉風 昭和6年 文章篇・書翰篇 1

314∕34 新篇芭蕉一代集 勝峰晉風 昭和6年 連句篇﹙上﹚ 1

314∕34 新篇芭蕉一代集 勝峰晉風 昭和6年 連句篇﹙下﹚・句評篇・紀行日記篇 1

314∕34 新篇芭蕉一代集 勝峰晉風 昭和6年 俳句篇・不審抄・索引 1

314∕35 文章俳句大觀 中內義一編 昭和6年 1

314∕36 分類俳句全集 正岡子規 昭和3年 4冊﹙1、5、6、7卷﹚ 4

314∕36 分類俳句全集 正岡子規 昭和4年 2冊﹙8、9卷﹚ 2

314∕38 昭和一萬句集 金兒杜鵑花 昭和7年 1

314∕39 雪につつまれて 諏訪忠藏編 昭和3年 1

314∕40 天仙果﹙追悼句集﹚ 諏訪忠藏編 昭和5年 1

314∕41 萬年青﹙むもと﹚ 坂本軍二編 昭和4年 1

314∕42 おれが死んだら 祐成善市編 昭和7年 1

314∕43 新篡俳畵法 小川千甕 昭和8年 1

314∕44 子規全集 正岡子規 昭和4年 3冊﹙8、9、10卷﹚ 3

314∕45 硯友社と紅葉 江見水蔭 昭和2年 1

314∕46 墨汁一滴 正岡子規 昭和2年 1

314∕47 奧の細道その他 伊藤松宇校訂 昭和2年 芭蕉翁紀行集 1

314∕48 小學・中學・師範・高女讀本俳句評釋 高木蒼梧 昭和9年 1

314∕49 芭蕉の葉蔭 下村宏 大正10年 1

314∕50 俳句讀本 高濱虛仔 昭和10年 1

314∕51 俳句選釋 穎原退藏・鈴鹿登同著 昭和10年 1

314∕52 百鬼園俳句帖 內田百間 昭和9年 1

314∕54 俳句と日本國民性 杉田瓢村 昭和12年 附錄﹕俳句印象論 1

314∕55 現代俳句選集 嶋田青峰 昭和12年 1

314∕56 志良多 荻原井泉水校訂 昭和12年 一茶遺稿 1

314∕57 新歲時記 高濱虛子編 昭和12年 1

314∕58 芭蕉 齋藤清衛 昭和12年 日本全書 1

314∕59 俳句文學の秋 飯田蛇笏 昭和14年 1

314∕60 猿蓑俳句鑑賞 伊東月草 昭和15年 1

314∕61 玉虫﹙虛明句集﹚ 安井小滴編 昭和15年 1

314∕62 海の俳句集 生駒實 昭和15年 1

314∕63 近代名家俳句鑑賞 石井庄司 昭和15年 附錄﹕俳句の作り方 1

314∕64 年刊俳句集 高木蒼梧 昭和17年 昭和十六年版 1
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314∕67 高濱虛仔 大野林火 昭和19年 1

314∕68 蕉門の人々 柴田宵曲 昭和16年 俳諧隨筆 1

314∕69 俳句の書き方 內山雨海 昭和18年 1

314∕70 風俗文選・和漢文選・鶉衣 塚本哲三編 大正7年 1

314∕2292 微分學問題詳解 山崎榮作 昭和5年 光復後日文圖書編目 1

315∕1 日本民謠の研究 高野辰之 大正13年 1

315∕2 謠曲辭典 峰谷時順 大正13年 1

315∕3 校註謠曲叢書 佐々木信綱・芳賀矢一同校 大正3年 3冊﹙1、2、3卷﹚ 3

315∕3 謠曲評釋 大和田建樹 明治43年 8冊﹙1、2、8、9輯﹚﹙複本﹚ 8

315∕1 謠曲評釋 大和田建樹 明治44年 10冊﹙3、4、5、6、7輯﹚﹙複本﹚ 10

315∕6 謠曲指楠抄 檜常之助飜刻 明治31年 1

315∕7 謠曲座右抄 山本笑月 明治43年 1

315∕9 謠曲文粹 大和田建樹編 明治32年 1

315∕10 原作近松全集﹙前篇﹚ 三木竹二・水口薇陽同校 大正11年 1

315∕10 原作近松全集﹙後篇﹚ 三木竹二・水口薇陽同校 大正12年 1

315∕10 近松全集﹙上卷﹚ 三好仲雄編 明治39年 1

315∕11 現代戲曲大觀 劇作家協會 大正11年 1

315∕12 默阿彌脚本        附錄﹕主なる興行年表 河竹繁俊校訂 大正9年 8冊﹙2、4、5、6、7、8、9、11卷﹚ 8

315∕12 默阿彌脚本        附錄﹕主なる興行年表 河竹繁俊校訂 大正10年 7冊﹙10、12、13、14、15、16、171卷﹚ 7

315∕12 默阿彌脚本       附錄﹕主なる興行年表 河竹繁俊校訂 大正11年 8冊﹙18、19、20、21、22、23卷﹚ 8

315∕13 潤一郎戲曲傑作集 谷崎潤一郎 大正12年 1

315∕14 久米正雄戲曲全集第一卷 久米正雄 大正11年 1

315∕15 妖怪時代﹙戲曲﹚ 藤井真澄 大正12年 1

315∕16 鎌倉集 岡本綺堂 大正10年 1

315∕17 新曲浦島 坪內雄藏 明治38年 1

315∕19 父の心配 倉田百三 大正11年 1

315∕20 布施太子之入山 倉田百三 大正10年 1

315∕21 出家とその弟子 倉田百三 大正10年 1

315∕22 歌はぬ人 倉田百三 大正10年 1

315∕23 生きんとする者 武者小路實篤 大正10年 1

315∕24 心と心 武者小路實篤 大正10年 1

315∕25 闇の使者 田代倫 大正10年 眾徵劇十三曲集 1

315∕26 異教徒の兄弟 邦枝完二 大正11年 1

315∕40 日本民謠史 藤澤衛彥 大正14年 1

315∕45 綺堂戲曲集 岡本綺堂 大正13年 第3卷 1

315∕45 綺堂戲曲集 岡本綺堂 大正14年 8冊﹙2、4、5、6、7、8、9、10卷﹚ 8

315∕45 綺堂戲曲集 岡本綺堂 昭和15年 第11卷 1

315∕75 日本戲曲集 劇作家協會 大正13年 1

315∕94 現代戲曲全集 大正13年 第5卷 1

315∕94 現代戲曲全集 大正14年 12冊﹙1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、14卷﹚ 12

315∕94 現代戲曲全集 大正15年 7冊﹙13、15、16、17、18、19、20卷﹚ 7

315∕103 少年野口英世﹙戲曲﹚ 小池慎太郎 昭和18年 1

315∕105 短篇劇名作選 日本移動演劇聯盟編 昭和18年 1

315∕106 沖繩童謠集 島袋全發 昭和9年 1

315∕108 熊野民俗記 松本芳夫 昭和18年 1

316∕1 川柳を作る人に 井上幸一 大正8年 1

316∕2 泣虫寺の夜話 岡本一平 大正13年 1

316∕3 蛸のあたま 奧野他見男 大正13年 1

316∕4 山椒の粒 生方敏郎 大正14年 1

316∕5 蛸のあたま 奧野他見勇 1

316∕6 主權妻權 佐々木邦 昭和15年 1
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316∕8 世間相人間相 佐々木邦 昭和2年 1

316∕9 人の一生﹙漫 画小說﹚ 岡本一平 昭和2年 前篇 1

316∕10 詳註全譯近松傑作集﹙心中物九種﹚ 若月保治 昭和3年 第1卷 1

316∕14 古今滑稽俳句集 今井柏浦選 昭和3年 1

316∕16 漫画と漫文 岡本一平 昭和6年 1

316∕18 西洋笑話 鵜沼直 昭和5年 1

316∕18 續西洋笑話 鵜沼直 昭和5年 1

316∕20 センチメンタル・キツス 真野律太 1

316∕21 寬政改革と柳樽の改版 岡田朝太郎 昭和2年 1

316∕22 川柳語彙 宮武外骨編 昭和4年 1

316∕23 淚の值打 田中比左良 昭和4年 現代ユウモア全集第10卷 1

316∕23 抒笑襲來 藤本斥夫 昭和3年 現代ユウモア全集第2卷 1

316∕23 川柳滑稽句集 川上三太郎編 昭和3年 1

316∕23 異國膝栗毛 近藤浩一路 昭和3年 現代ユウモア全集第9卷 1

316∕23 陽氣な喇叭卒 烟耕一 昭和4年 現代ユウモア全集第6卷 1

316∕23 夢聲半代記 德川夢聲 昭和4年 現代ユウモア全集第5卷 1

316∕23 漫談レヴィウ 德川夢聲・岡田時彥・吉川綠波 昭和4年 現代ユウモア全集第18卷 1

316∕23 手製の人間 岡本一平 昭和3年 現代ユウモア全集第7卷 1

316∕24 詭辯の研究 荒木良造 昭和7年 1

316∕25 世渡り上手警句と諧謔 竹內尉 1

316∕26 世間子息氣質・世間娘氣質 鈴木種次郎編 明治44年 1

316∕27 酒・煙草・賭博 濱野修 昭和9年 1

316∕28 現代川柳名句選 和田天民子 昭和9年 1

316∕29 道柳 秋元信平 昭和6年 1

316∕30 漫画川柳時代相 風來山人 昭和7年 1

316∕31 銅像出征 川島順平 昭和18年 1

316∕2461 高校生の幾何初步 岩切晴二 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

317∕2461 三角法辭典 穗刈四三二・新倉秀雄同著 昭和36年 光復後日文圖書編目 1

317∕2461 三角法精義 岩切晴二 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

318∕3413 新解析Ⅰ 辻正次・野崎班雄同著 昭和29年 光復後日文圖書編目 1

320∕1 義經記・承久記・鎌倉北條九代記 池邊義像編 大正10年 校註國文叢書第十五冊 1

320∕1 神皇正統記・梅松論・櫻雲記・吉野拾遺・・・ 池邊義像編 大正14年 校註國文叢書第十八冊 1

320∕1 水鏡・大鏡・今鏡・增鏡 池邊義像編 大正10年 校註國文叢書第九冊 1

320∕1 太平記﹙上卷﹚ 池邊義像編 大正9年 校註國文叢書第三冊 1

320∕1 宇津保物語 池邊義像編 大正4年 2冊(校註國文叢書第十三、十四冊) 2

320∕1 晴蛉日記・更科日記・濱松中納言物語・・・・ 池邊義像編 大正3年 校註國文叢書第十二冊 1

320∕1 榮花物語 池邊義像編 大正9年 校註國文叢書第十冊 1

320∕1 源平盛衰記 池邊義像編 大正8年 2冊(校註國文叢書第七、八冊) 2

320∕1 竹取物語・伊勢物語・落窪物語・土佐物語・・ 池邊義像編 大正9年 1

320∕2 更訂國文解釋法 塚本哲三 昭和12年 2冊﹙複本﹚ 2

320∕2 新訂國文解釋法 塚本哲三 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

320∕2 國文解釋法 塚本哲三 大正12年 1

320∕2 評釋附鑑賞文集第一輯 小原國芳編 大正11年 かうして名文を味ひ名文を作つてほしい 1

320∕2 評釋附鑑賞文集第四輯 小原國芳編 大正11年 かうして名文を味ひ名文を作つてほしい 1

320∕5 新研究國文の解釋 佐藤正範 1

320∕5 改訂 新研究國文の解釋 佐藤正範 大正9年 1

320∕6 國文解釋 青木正・佐野保太郎同著 大正13年 1

320∕7 國文の學び方考へ方と解き方 塚本哲三 大正13年 1

320∕8 名著選評趣味の泉 高木斐川編 大正10年 1

320∕9 歷代國文解釋 岩井良雄 大正14年 1

320∕10 標準解釋答案と研究 荒谷鐵惣 高等各專門學校入學試驗用 1
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320∕11 國文精義 鶴田長吉 大正14年 受驗參考 1

320∕12 國語書取問題新編 高等豫備教育研究會編 大正14年 高等專門學校 1

320∕13 國文新解釋 飯野哲二・守谷武文同著 大正14年 1

320∕14 國語書取と文法正誤の解釋 前嶋成 大正14年 入學試驗問題分類 1

320∕15 現代中世上代の解き方 金築新藏 大正14年 1

320∕16 國文と國文法の解釋 德本正俊 大正13年 受驗參考 1

320∕17 高等國國語詳解 霜鳥勇氣男 大正15年 1

320∕18 古歌謠集 國民圖書株式會社 昭和6年 校註國歌大系第一卷 1

320∕18 萬葉集 國民圖書株式會社 昭和6年 校註國歌大系第二卷 1

320∕18 八代集﹙上卷﹚ 國民圖書株式會社 昭和2年 校註國歌大系第三卷 1

320∕18 八代集﹙下卷﹚ 國民圖書株式會社 昭和3年 校註國歌大系第四卷 1

320∕18 十三代集﹙一﹚ 國民圖書株式會社 昭和3年 校註國歌大系第五卷 1

320∕18 十三代集﹙二﹚ 國民圖書株式會社 昭和3年 校註國歌大系第六卷 1

320∕18 十三代集﹙三﹚ 國民圖書株式會社 昭和3年 校註國歌大系第七卷 1

320∕18 十三代集﹙四﹚ 國民圖書株式會社 昭和4年 校註國歌大系第八卷 1

320∕18 撰集歌合 國民圖書株式會社 昭和4年 校註國歌大系第九卷 1

320∕18 御集・六家集﹙上卷﹚ 國民圖書株式會社 昭和3年 校註國歌大系第十卷 1

320∕18 六家集﹙下卷﹚ 國民圖書株式會社 昭和5年 校註國歌大系第十一卷 1

320∕18 三十六人集・六女集 國民圖書株式會社 昭和4年 校註國歌大系第十二卷 1

320∕18 中古諸家集 國民圖書株式會社 昭和4年 校註國歌大系第十三卷 1

320∕18 近古諸家集 國民圖書株式會社 昭和3年 校註國歌大系第十四卷 1

320∕18 近代諸家集﹙一﹚ 國民圖書株式會社 昭和3年 校註國歌大系第十五卷 1

320∕18 近代諸家集﹙二﹚ 國民圖書株式會社 昭和4年 校註國歌大系第十六卷 1

320∕18 近代諸家集﹙三﹚ 國民圖書株式會社 昭和4年 校註國歌大系第十七卷 1

320∕18 近代諸家集﹙四﹚ 國民圖書株式會社 昭和4年 校註國歌大系第十八卷 1

320∕18 近代諸家集﹙五﹚ 國民圖書株式會社 昭和4年 校註國歌大系第十九卷 1

320∕18 明治初期諸家集 國民圖書株式會社 昭和3年 校註國歌大系第二十卷 1

320∕18 夫木和歌抄﹙上卷﹚ 國民圖書株式會社 昭和5年 校註國歌大系第二十一卷 1

320∕18 夫木和歌抄﹙下卷﹚ 國民圖書株式會社 昭和5年 校註國歌大系第二十二卷 1

320∕18 校註風葉和歌集・新修作者部類・和歌史年表 國民圖書株式會社 昭和5年 校註國歌大系第二十三卷 1

320∕18 總合索引﹙一﹚ア―オ 國民圖書株式會社 昭和6年 校註國歌大系第二十四卷 1

320∕18 總合索引﹙二﹚カ―シ 國民圖書株式會社 昭和6年 校註國歌大系第二十五卷 1

320∕18 總合索引﹙三﹚ス―ノ 國民圖書株式會社 昭和6年 校註國歌大系第二十六卷 1

320∕18 總合索引﹙四﹚ハ―モ 國民圖書株式會社 昭和6年 校註國歌大系第二十七卷 1

320∕18 總合索引﹙五﹚ヤ―ラ 國民圖書株式會社 昭和6年 校註國歌大系第二十八卷附錄﹕頭註索引 1

320∕19 綜合國文解釋法 永井一孝・岡田稔同著 昭和3年 1

320∕20 假名草子集 國民圖書株式會社 昭和3年 近代日本文學大系第一卷 1

320∕20 古淨瑠璃及舞の本集 國民圖書株式會社 昭和3年 近代日本文學大系第二卷 1

320∕20 井原西鶴集 國民圖書株式會社 昭和2年 近代日本文學大系第三卷 1

320∕20 浮世草子集 國民圖書株式會社 昭和3年 近代日本文學大系第四卷 1

320∕20 八文字屋集 國民圖書株式會社 昭和3年 近代日本文學大系第五卷 1

320∕20 近松門左門衛集﹙上卷﹚ 國民圖書株式會社 昭和2年 近代日本文學大系第六卷 1

320∕20 近松門左門衛集﹙下卷﹚ 國民圖書株式會社 昭和3年 近代日本文學大系第七卷 1

320∕20 名作淨瑠璃集﹙上卷﹚ 國民圖書株式會社 昭和2年 近代日本文學大系第八卷 1

320∕20 名作淨瑠璃集﹙下卷﹚ 國民圖書株式會社 昭和2年 近代日本文學大系第九卷 1

320∕20 脚本集 國民圖書株式會社 昭和2年 近代日本文學大系第十卷 1

320∕20 洒落本代表作集 國民圖書株式會社 昭和2年 近代日本文學大系第十一卷 1

320∕20 黃表紙集 國民圖書株式會社 昭和2年 近代日本文學大系第十二卷 1

320∕20 怪異小說集 國民圖書株式會社 昭和2年 近代日本文學大系第十三卷 1

320∕20 山東亰傳集 國民圖書株式會社 大正15年 近代日本文學大系第十四卷 1

320∕20 曲亭馬琴集﹙上卷﹚ 國民圖書株式會社 昭和2年 近代日本文學大系第十五卷 1

106/267



320∕20 曲亭馬琴集﹙下卷﹚ 國民圖書株式會社 昭和2年 近代日本文學大系第十六卷 1

320∕20 式亭三馬集 國民圖書株式會社 昭和2年 近代日本文學大系第十七卷 1

320∕20 十返舍一九集 國民圖書株式會社 大正15年 近代日本文學大系第十八卷 1

320∕20 桺亭種彦集 國民圖書株式會社 大正15年 近代日本文學大系第十九卷 1

320∕20 為永春水集 國民圖書株式會社 昭和3年 近代日本文學大系第二十卷 1

320∕20 人情本代表作集 國民圖書株式會社 大正15年 近代日本文學大系第二十一卷 1

320∕20 落語滑稽本集 國民圖書株式會社 昭和3年 近代日本文學大系第二十二卷 1

320∕20 狌文俳文集 國民圖書株式會社 大正15年 近代日本文學大系第二十三卷 1

320∕20 川柳狌歌集 國民圖書株式會社 昭和3年 近代日本文學大系第二十四卷 1

320∕20 日本小說表附總目錄 國民圖書株式會社 昭和4年 近代日本文學大系第二十五卷 1

320∕21 參考增鏡詳解 松本竜之助 昭和2年 受驗學習 1

320∕22 國語 寶文館編輯部 昭和5年 受驗學習 1

320∕23 中學國文教科書卷一 吉田彌平編 大正7年 修正12版 1

320∕23 中學國文教科書卷三 吉田彌平編 大正7年 修正12版 1

320∕23 中學國文教科書卷五 吉田彌平編 大正7年 修正12版 1

320∕24 國文類選近世雅文篇 鈴木敏也編 大正13 年 1

320∕24 國文類選歷史文學篇 鈴木敏也編 大正13 年 1

320∕24 國文類選隨筆雜篡篇 鈴木敏也編 大正13 年 1

320∕24 國文類選近世漫筆篇 鈴木敏也編 大正13 年 1

320∕25 國文學講座第3冊 國文學講座刊行會 昭和3年 1

320∕26 受驗の秘訣三回以上出た國文問題 森清晉 昭和8年 出題傾向の統計的研究 1

320∕27 女子國文 卷一          芳賀矢一編 大正7 年 1

320∕27 女子國文 卷二 芳賀矢一編 大正7 年 1

320∕27 女子國文 卷五 芳賀矢一編 大正7 年 2冊﹙複本﹚ 2

320∕27 女子國文 卷六 芳賀矢一編 大正7 年 1

320∕27 女子國文 卷八 芳賀矢一編 大正7 年 1

320∕28 女子國文新選  卷六 吉澤義則編 大正15年 1

320∕28 女子國文新選  卷七 吉澤義則編 大正15年 1

320∕28 女子國文新選  卷八 吉澤義則編 大正15年 1

320∕28 女子國文新選  卷十 吉澤義則編 大正15年 1

320∕29 女子新國文 芳賀矢一編 大正12年 4冊﹙1、2、3、4卷﹚ 4

320∕30 徒然集 松井博信 昭和8年 中等國文解釋叢書第一篇 1

320∕30 方丈・東關・十六夜日記 松井博信 昭和8年 中等國文解釋叢書第二篇 1

320∕30 玉かつま・鈴屋集抄 松井博信 昭和9年 中等國文解釋叢書第三篇 1

320∕30 平家物語・太平記 松井博信 昭和8年 中等國文解釋叢書第四篇 1

320∕30 保元・平治・源平盛衰記・義經記・曾我物語 松井博信 昭和8年 中等國文解釋叢書第五篇 1

320∕30 花月草紙・橿園文集・閑田文草・泊洦文藻 松井博信 昭和8年 中等國文解釋叢書第六篇 1

320∕30 琴後集・うけらが花・藤簍冊子・年々隨筆 松井博信 昭和8年 中等國文解釋叢書第七篇 1

320∕30 大鏡・增鏡・神皇正統記 松井博信 昭和8年 中等國文解釋叢書第八篇 1

320∕30 枕の草紙・竹取・伊勢・土佐・源氏物語 松井博信 昭和10年 中等國文解釋叢書第九篇 1

320∕30 和歌選釋 松井博信 昭和10年 中等國文解釋叢書第十篇 1

320∕30 俳文俳句評釋 松井博信 昭和10年 中等國文解釋叢書第十一篇 1

320∕31 一目でわかる國文解釋法 丸山茂 昭和10年 學習受驗 1

320∕33 國文學問題詳解 田中健三 昭和10年 1

320∕35 新國文解釋 西山隆二 昭和10年 1

320∕36 本居宣長研究﹙道義論叢第三輯﹚ 國學院大學道義學會編 昭和11年 附錄﹕本居宣長文獻目錄 1

320∕37 土佐日記… 折口信夫編 昭和4年 國文學註釋叢書《一》 1

320∕37 伊勢物語… 折口信夫編 昭和4年 國文學註釋叢書《三》 1

320∕37 よしやあしや… 折口信夫編 昭和4年 國文學註釋叢書《四》 1

320∕37 竹取物語考… 折口信夫編 昭和4年 國文學註釋叢書《五》 1

320∕37 晴蛉日記日記解環… 折口信夫編 昭和4年 國文學註釋叢書《六》 1
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320∕37 岷江入楚...《一》 折口信夫編 昭和4年 國文學註釋叢書《七》 1

320∕37 岷江入楚…《二》 折口信夫編 昭和4年 國文學註釋叢書《八》 1

320∕37 岷江入楚...《三》 折口信夫編 昭和4年 國文學註釋叢書《九》 1

320∕37 岷江入楚...《四》 折口信夫編 昭和5年 國文學註釋叢書《十》 1

320∕37 榮花物語年立… 折口信夫編 昭和4年 國文學註釋叢書《十一》 1

320∕37 取替ばや物語考…附錄﹕年立・系譜 折口信夫編 昭和4年 國文學註釋叢書《十二》 1

320∕37 大鏡目錄並系圖… 折口信夫編 昭和4年 國文學註釋叢書《十三》 1

320∕37 枕草紙旁註… 折口信夫編 昭和5年 國文學註釋叢書《十四》 1

320∕37 狹衣目錄並年序… 折口信夫編 昭和5年 國文學註釋叢書《十五》 1

320∕37 枕草紙杠園抄﹙上卷﹚ 折口信夫編 昭和5年 國文學註釋叢書《十六》 1

320∕37 枕草紙杠園抄﹙下卷﹚… 折口信夫編 昭和5年 國文學註釋叢書《十七》 1

320∕37 國文學註釋叢書索引﹙上卷﹚ 折口信夫編 昭和5年 1

320∕37 國文學註釋叢書索引﹙下卷﹚ 折口信夫編 昭和5年 1

320∕40 萬葉集 久松潜一 昭和15年 日本古典讀本《一》 1

320∕40 源氏物語 石村貞吉 昭和15年 日本古典讀本《二》 1

320∕40 枕草子 鹽田良平 昭和14年 日本古典讀本《三》 1

320∕40 女流日記 佐山濟 昭和15年 日本古典讀本《四》 1

320∕40 新古今集 小泉苳三 昭和14年 日本古典讀本《五》 1

320∕40 平家物語 永積安明 昭和16年 日本古典讀本《六》 1

320∕40 徒然草 西尾實 昭和15年 日本古典讀本《七》 1

320∕40 謠曲 風卷景次郎 昭和13年 日本古典讀本《八》 1

320∕40 西鶴 近藤忠義 昭和15年 日本古典讀本《九》 1

320∕40 芭蕉 穎原退藏 昭和15年 日本古典讀本《十》 1

320∕40 近松 重友毅 昭和14年 日本古典讀本《十一》 1

320∕40 現代短歌 石山徹郎 昭和15年 日本古典讀本《十二》 1

320∕9385 宇宙への出発 金塚貞文譯 昭和53年 光復後日文圖書編目 1

321∕1 新編作文辭典 森下松衛 明治45年 1

321∕1 中國の家族制及び言語の研究 郭明昆 民國52年 光復後日文圖書編目 1

321∕1 TVA﹙民主主義は進展する﹚ 和田小六譯 昭和25年 光復後日文圖書編目 1

321∕2 作文新辭林 畠山健 明治42年 1

321∕2 ソ連勢力圈の內幕 木下秀夫譯 昭和25年 光復後日文圖書編目 1

321∕3 私はかく信ずる 川島芳郎 民國40年 光復後日文圖書編目 1

321∕4 作文三十三講 五十嵐力 大正3年 1

321∕4 共和國 松本重治譯 昭和25年 2冊﹙上、下﹚光復後日文圖書編目 2

321∕5 作文講話及文範 芳賀矢一・杉谷虎藏同著 大正9年 1

321∕6 作文の學び方考へ方と作り方 塚本哲三 大正13年 1

321∕7 學生文範 巖谷小波 大正4年 1

321∕8 類聚模範受驗作文 吉川秀雄 大正10年 1

321∕10 教師の書いた作文 平田義雄 大正13年 1

321∕11 鑑賞文章自習讀本 森山右一編 大正12年 1

321∕12 女子現代文作り方と例 志村斐邦 大正13年 1

321∕13 女子作文新編 佐伯常麿編 大正15年 1

321∕14 明治大正時代文範 岡田正美 大正9年 1

321∕15 答案式作文粹 吉田辰次 大正15年 受驗參考 1

321∕16 女子の新作文 內山素行 昭和3年 1

321∕17 現代文章辭典 高木斐川 昭和4年 1

321∕18 作文の要點 谷岡義賢 昭和5年 受驗本位 1

321∕18 新中學作文の要領と文例 大槻古壽編 大正14年 1

321∕20 中等新作文 五十嵐力 大正6年 4冊﹙2、3、4、5卷﹚ 4

321∕21 現代大文章講話 伊藤小四郎編 大正14年 1

321∕22 現代文章の作り方とその講話 伊藤小四郎編 大正12年 1
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321∕24 新美文の泉 鈴木貞次郎編 明治45年 1

321∕25 作文自在美辭寶鑑 藤原喜一 明治40年 1

321∕26 類句文範新作文大辭典 前田晃編 昭和8年 1

321∕27 作文精講 竹野長次 昭和9年 1

321∕28 新作文 森本和司 昭和9年 2冊﹙複本﹚一、二年の生急所を摑む 2

321∕29 文章讀本 谷崎潤一郎 昭和9年 2冊﹙複本﹚ 2

321∕30 文學讀本﹙秋冬の卷﹚ 島崎春樹 昭和10年 1

321∕31 現代文章講話 茅原華山 大正8年 1

321∕32 文章新辭典 中根駒十編 明治43年 1

321∕33 記事論說作文活法 中山子西編 1

321∕34 作文資料美文と其作り方 真行寺吉太郎 大正5年 1

321∕35 作文軌範 岡野英太郎・佐野鉚次同著 明治43年 中等教育記事論說 1

321∕44 新研究作文の講義 峯岸義秋 昭和15年 1

321∕4313 相対性理論で宇宙をみる 堀源一郎 昭和59年 光復後日文圖書編目 1

323∕1 弓張月物語 成光館編輯部 大正12年 1

323∕2407 ビツグバンこうして宇宙は生まれた 佐藤文隆 昭和60年 光復後日文圖書編目 1

323∕2407 ビツグバンの發見 佐藤文隆 昭和59年 光復後日文圖書編目 1

323∕2793 ブラツク・ホ一ル宇宙の終焉 渡辺正譯 昭和59年 光復後日文圖書編目 1

325∕7 江戶文學概說 二宮守 昭和6年 1

325∕8 歌舞伎名作集 河竹繁俊 昭和10年 2冊﹙上、下﹚評釋江戶文學叢書 2

325∕8 浮世草子名作集 藤井乙男 昭和12年 評釋江戶文學叢書 1

325∕8 傑作淨瑠璃集﹙上卷﹚﹙近松時代﹚ 樋口慶千代 昭和10年 評釋江戶文學叢書 1

325∕8 傑作淨瑠璃集﹙下卷﹚﹙隆盛時代﹚ 樋口慶千代 昭和10年 評釋江戶文學叢書 1

325∕8 洒落本草雙紙集 笹川種郎 昭和11年 評釋江戶文學叢書 1

325∕8 讀本傑作集 和田萬吉・樋口慶千代同著 昭和10年 評釋江戶文學叢書 1

325∕8 俳諧名作集 穎原退藏 昭和10年 評釋江戶文學叢書 1

325∕8 滑稽本名作集 三田村鳶魚 昭和11年 評釋江戶文學叢書 1

325∕8 西鶴名作集 藤井乙男 昭和10年 評釋江戶文學叢書 1

325∕8 評釋江戶文學叢書索引 大日本雄辯會講談社 昭和13年 1

325∕9 世間胸算用全釋 市場直次郎 昭和10年 1

325∕10 新講玉勝間 田中英苗 昭和19年 1

326∕1 參考現代文新釋 三浦圭三 大正14年 受驗參考 1

326∕2 現代文解釋法 木村武一郎 大正13年 受驗參考 1

326∕3 現代文の解き方味ひ方 今泉浦治郎 大正13年 1

326∕4 現代文解釋法 塚本哲三 大正14年 4冊﹙複本﹚ 4

326∕4 新訂現代文解釋法 塚本哲三 昭和11年 1

326∕4 更訂現代文解釋法 塚本哲三 昭和15年 1

326∕5 鑑賞と作法 平田義雄 大正15年 1

326∕6 現代文の解釋と書取の練習 有精堂編輯部編 大正13年 1

326∕7 現代文新釋講 森本謙藏 大正13年 受驗講座 1

326∕8 現代文學新選 石川誠 大正13年 1

3261∕6 新片町だより 島崎藤村 大正9年 1

3261∕7 飯倉だより 島崎藤村 大正12年 感想集 1

3261∕8 淺草だより 島崎藤村 大正13年 感想集 1

3261∕9 自然と人生 蘆花健次郎 1

3261∕10 新春 德富健次郎 大正7年 3冊﹙複本﹚ 3

3261∕11 趣味の文がら 廚川白村・細田秸萍同編 大正7年 磯千鳥遺著 1

3261∕12 文は人なり 姊崎正治編 大正8年 1

3261∕15 小泉先生そのほか 廚川白村 大正8年 1

3261∕16 山水記行四季と人生 田中桃葉 大正13年 1

3261∕17 閑日月 大町桂月 明治41年 1
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3261∕18 幻滅と思慕の生活 三浦藤作 大正13年 1

3261∕19 春を待ちつつ 島崎藤村 大正14年 感想集 1

3261∕20 桂月百話 大町芳文・大町文衛同編 大正15年 1

3261∕21 未明感想小品集 小川健作 大正15年 1

3261∕22 山中雜記 安倍能成 大正13年 1

3261∕25 美はしき背景 尾崎孝子 昭和3年 1

3261∕26 その他 杉村廣太郎 昭和4年 1

3261∕27 湖畔吟 杉村廣太郎 昭和3年 1

3261∕28 孔雀草 長田幹彥 大正11年 幹彥文粹 1

3261∕29 新作大眾文藝號 昭和4年 サンデ―每日臨時增刊 1

3261∕30 文壇の人舞臺の人 聚英閣編輯部 昭和3年 週刊朝日所載 1

3261∕31 生を賭して 沖野岩三郎 大正8年 1

3261∕32 秀湖小品 白柳秀湖 明治43年 小品叢書第七卷 1

3261∕32 花袋小品 田山花袋 明治42年 1

3261∕33 ちリがみ文章 十一谷義三郎 昭和9年 1

3261∕34 さゝやき 清水架裟雄編 昭和8年 1

3261∕35 瘤 山本有三 昭和10年 短篇集 1

3261∕35 思ひ出草﹙一白の卷﹚ 下村宏 大正15年 1

3261∕37 北方 北川冬彥 昭和10年 1

3261∕38 母の死 中勘助 昭和10年 1

3261∕39 山の隣人 長尾宏也 昭和10年 2冊﹙複本﹚ 2

3261∕40 築地川 鏑木清方 昭和9年 1

3261∕41 舊聞日本橋 長谷川時雨 昭和10年 1

3261∕42 生命の道 生田春月 昭和11年 1

3261∕44 竹頭 幸田露伴 昭和14年 1

3261∕46 酒・音樂・思出 米川正夫 昭和15年 1

3261∕47 河童昇天 火野葦平 昭和15年 1

3261∕48 多磨のほとリ 吉田絃二郎 昭和16年 1

3261∕49 食後の散步 戶川秋骨 昭和16年 1

3261∕50 淡水魚 富安謙次 昭和16年 1

3261∕51 四季と子供 鷹野つぎ 昭和15年 1

3261∕52 野雀は語る 新居格 昭和16年 1

3261∕54 文學と大陸 淺見淵 昭和17年 1

3261∕55 海の庭 山口誓子 昭和17年 1

3261∕56 黃土に芽ぐむもの 滿洲新聞社編 昭和16年 1

3261∕57 鄰人 水野葉舟 昭和18年 小品集 1

3261∕58 私の綴方帖 百田宗治 昭和17年 1

3263∕1 式辭林 金多謙 大正10年 1

3263∕2 祝賀弔祭演說と文章 大日本雄辯學會 大正7年 1

3263∕3 大正式辭と演說 青年雄辯會 大正8年 1

3263∕5 祝賀弔祭式辭と挨拶 高木斐川編 大正14年 1

3263∕6 活用自在新撰式辭と演說 新社交研究會 大正15年 1

3263∕7 演說式辭挨拶現代雄辯大鑑 木村三樹 昭和4年 1

3263∕8 卓功院追悼錄 市村共三郎編 昭和9年 1

3263∕9 新模範式辭演說挨拶大辭典 塩見與平登 昭和12年 1

3263∕11 社交挨拶式辭祝辭弔祭の仕方 江藤真城 昭和12年 1

3263∕12 即座に應用出來る祝賀弔祭挨拶の仕方 後藤亮一 昭和10年 2冊﹙複本﹚ 2

3264∕1 麗文日記偉人名士その日く 文誠社編輯部編 大正9年 1

3264∕3 後の日記 有島武郎 昭和3年 1

3264∕4 夕陽と妻 川田順 昭和15年 1

3264∕6 生きたる故に 那須非石 大正13年 1
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3264∕7 淺草記 久保田万太郎 昭和18年 1

3264∕8 はりきり推進隊 竹澤梓 昭和18年 歸農者繪日記 1

3264∕9 北京西山 藏田延男 昭和19年 1

3264∕10 杉浦重剛座談錄 豬狩史山・中野刀來同著 昭和16年 1

327∕1 類語文例書翰大辭典 文明堂編輯部編 大正12年 1

327∕2 手紙新辭典 山田史朗 大正13年 1

327∕3 書翰文精義 中川靜 大正8年 3冊﹙上、下卷﹚下卷2冊 3

327∕4 書翰講義 大町月桂・外八大家同著 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

327∕5 書翰文講話及文例 三輪一雄・久保武彥同著 大正11年 1

327∕6 趣味と實益模範書簡文講話及文範 酒井不二雄 大正8年 1

327∕7 新手紙の書方 國語普及研究會編 大正11年 1

327∕9 直ぐ書ける新らしい手紙の泉 佐佐木王潮 大正10年 1

327∕10 青年手紙講義錄 植原路市編 大正12年 1

327∕11 口語體實用商業手紙文 原月舟 大正9年 1

327∕12 婦人の手紙 渡邊白水 大正8年 1

327∕13 現代婦人の手紙 河井醉茗編 大正13年 1

327∕14 現代書翰文 佐野保太郎・柚利淳一同著 大正14年 1

327∕15 文章作法及文範 高木斐川・安田稻洲同著 大正14年 1

327∕16 スグ間に合ふ現代的商業書簡文 清木正己 大正14年 1

327∕17 現代商業文精義 服部嘉香 大正14年 1

327∕19 賴山陽書翰集 德富豬一郎・木崎愛吉 昭和2年 光吉元次郎同著     2冊﹙上、下卷﹚ 2

327∕20 書簡卓上文範 服部嘉香 大正9年 1

327∕21 書簡卓上便覽 服部嘉香 大正7年 1

327∕22 新商業通信文 小泉嘉章 昭和3年 1

327∕24 美しいペン字書翰 增田花仙 昭和6年 青春のたより 1

327∕25 其まゝ使ゑる現代の書翰 烟米吉 昭和7年 附錄﹕ペン書翰文字のくづし方 1

327∕26 現代書翰大辭典 大西貞治 昭和7年 1

327∕27 やさしい女子口語と候文の書き方 今村郁郎 昭和7年 1

327∕28 類句文範書翰文大辭典 前田晁 大正15年 1

327∕29 婦人手紙全集 新井兵吾編 昭和8年 1

327∕30 婦人の手紙 八代登編 昭和9年 1

327∕31 新式販賣書簡文 鈴木重六 大正12年 1

327∕32 口語体商用文 浦添為宗 大正11年 1

327∕33 書き易い口語體商業書簡文 清水正己 大正13年 1

327∕34 新女性手紙讀本 伊藤貫一編 昭和9年 1

327∕36 藤村の手紙 島崎春樹 昭和10年 1

327∕37 實際役に立つ新しき手紙と葉書文 島田島吉 昭和11年 附錄﹕大家の文例 1

327∕38 書翰講義 金重輝一編 明治44年 1

327∕39 女性の文章の作り方 吉屋信子 昭和11年 1

327∕40 働く婦人の手紙 飯田豐治 昭和10年 1

327∕41 ペン字上達法を兼ねた婦人手紙全集 新井兵吾編 昭和12年 1

327∕42 毛筆とペン習字兼用婦人の手紙文全集 八代登編 昭和13年 1

327∕43 ペン三体商業書翰文 笠井庭石 昭和11年 1

327∕44 實地練習ペン字と毛筆の手紙の書き方 八代登編 昭和11年 1

327∕46 宗演禪師書翰集 長尾大學 昭和6年 1

327∕48 手紙の歷史 魚澄惣五郎 昭和18年 1

327∕49 新商業文の基礎知識 東都書籍株式會社編 昭和18年 1

327∕51 辭典併用ペン字毛筆現代書翰教典 書翰文研究會編 昭和17年 1

327∕52 慰問文範慰問の手紙文 國枝弘 昭和18年 1

327∕53 現代模範手紙文 周川 昭和18年 附錄﹕諸願屆書式の書方 1

327∕55 野口英世書翰と母の生涯 橘輝正 昭和16年 1
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3272∕1 中日關係の新認識 國民出版社編 民國41年 3冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 3

330∕1 經濟原論 河津暹 昭和8年 光復後日文圖書編目 1

330∕1 漢文大系 大正3-5年 22冊 22

330∕2 支那文學概論講話 鹽谷溫 大正8年 1

330∕3 支那文學考 兒島獻吉郎 大正9年 1

330∕4 支那文學史綱 兒島獻吉郎 大正13年 1

330∕5 支那文學史 笹川種郎 明治36年 2冊﹙複本﹚ 2

330∕6 支那の民謠 松本二郎 大正14年 1

330∕7 陽明學講話 高瀨武次郎 昭和3年 1

330∕8 漢英考證老子の新研究 井上秀天 昭和3年 1

330∕11 漢學者傳記及著述集覽 小川貫通編 昭和10年 1

330∕12 儒家小誌 渡俊治 大正11年 書畫鑑定必攜 1

330∕13 東洋古典物語 柳田泉 昭和12年 1

330∕14 楚辭 國民文庫刊行會編 大正13年 國譯漢文大成文學部第一卷 1

330∕14 文選﹙上﹚ 國民文庫刊行會編 大正10年 國譯漢文大成文學部第二卷 1

330∕14 文選﹙中﹚ 國民文庫刊行會編 大正11年 國譯漢文大成文學部第三卷 1

330∕14 文選﹙下﹚ 國民文庫刊行會編 大正11年 國譯漢文大成文學部第四卷 1

330∕14 唐詩選 國民文庫刊行會編 大正10年 國譯漢文大成文學部第五卷 1

330∕14 唐宋八家文﹙上卷﹚ 國民文庫刊行會編 大正10年 國譯漢文大成文學部第七卷 1

330∕14 唐宋八家文﹙下卷﹚ 國民文庫刊行會編 大正11年 國譯漢文大成文學部第八卷 1

330∕14 西廂記・琵琶記 國民文庫刊行會編 大正10年 國譯漢文大成文學部第九卷 1

330∕14 還魂記・漢宮秋 國民文庫刊行會編 大正11年 國譯漢文大成文學部第十卷 1

330∕14 桃花扇 國民文庫刊行會編 大正11年 國譯漢文大成文學部第十一卷 1

330∕14 晉唐小說 國民文庫刊行會編 大正10年 國譯漢文大成文學部第十二卷 1

330∕14 剪燈新話・餘話・宣和遺事 國民文庫刊行會編 大正11年 國譯漢文大成文學部第十三卷 1

330∕14 紅樓夢﹙上﹚ 國民文庫刊行會編 大正10年 國譯漢文大成文學部第十四卷 1

330∕14 紅樓夢﹙中﹚ 國民文庫刊行會編 大正11年 國譯漢文大成文學部第十五卷 1

330∕14 紅樓夢﹙下﹚ 國民文庫刊行會編 大正11年 國譯漢文大成文學部第十六卷 1

330∕14 長生殿・燕子箋 國民文庫刊行會編 大正12年 國譯漢文大成文學部第十七卷 1

330∕14 水滸傳﹙上卷﹚ 國民文庫刊行會編 大正12年 國譯漢文大成文學部第十八卷 1

330∕14 水滸傳﹙中卷﹚ 國民文庫刊行會編 大正13年 國譯漢文大成文學部第十九卷 1

330∕14 水滸傳﹙下卷﹚ 國民文庫刊行會編 大正13年 國譯漢文大成文學部第二十卷 1

330∕14 易經・書經 國民文庫刊行會編 大正11年 國譯漢文大成經史子部第二卷 1

330∕14 詩經 國民文庫刊行會編 大正11年 國譯漢文大成經史子部第三卷 1

330∕14 禮記 國民文庫刊行會編 大正11年 國譯漢文大成經史子部第四卷 1

330∕14 春秋左氏傳﹙上卷﹚ 國民文庫刊行會編 大正10年 國譯漢文大成經史子部第五卷 1

330∕14 春秋左氏傳﹙下卷﹚ 國民文庫刊行會編 大正10年 國譯漢文大成經史子部第六卷 1

330∕14 老子・列子・莊子 國民文庫刊行會編 大正11年 國譯漢文大成經史子部第七卷 1

330∕14 荀子・墨子 國民文庫刊行會編 大正10年 國譯漢文大成經史子部第八卷 1

330∕14 韓非子・商子 國民文庫刊行會編 大正10年 國譯漢文大成經史子部第九卷 1

330∕14 七書・鬼谷子・陸賈新語 國民文庫刊行會編 大正10年 國譯漢文大成經史子部第十卷 1

330∕14 淮南子 國民文庫刊行會編 大正10年 國譯漢文大成經史子部第十一卷 11

330∕14 戰國策 國民文庫刊行會編 大正10年 國譯漢文大成經史子部第十二卷 1

330∕14 史記・本記・表 國民文庫刊行會編 大正10年 國譯漢文大成經史子部第十三卷 1

330∕14 史記列傳﹙上卷﹚ 國民文庫刊行會編 大正11年 國譯漢文大成經史子部第十五卷 1

330∕14 史記列傳﹙下卷﹚ 國民文庫刊行會編 大正11年 國譯漢文大成經史子部第十六卷 1

330∕14 國語 國民文庫刊行會編 大正12年 國譯漢文大成經史子部第十七卷 1

330∕14 晏子・賈誼新書・公孫龍子 國民文庫刊行會編 大正13年 國譯漢文大成經史子部第十八卷 1

330∕14 管子 國民文庫刊行會編 大正13年 國譯漢文大成經史子部第十九卷 1

330∕14 呂氏春秋 國民文庫刊行會編 大正13年 國譯漢文大成經史子部第二十卷 1

330∕15 先哲遺著追補漢籍國字解全書 菊池晚香 明治44年 第18卷﹙管子上卷﹚ 1
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330∕15 先哲遺著追補漢籍國字解全書 菊池晚香 明治44年 第19卷﹙管子下卷﹚ 1

330∕15 先哲遺著追補漢籍國字解全書 牧野藻洲 明治44年 第20卷﹙墨子上卷﹚ 1

330∕15 先哲遺著追補漢籍國字解全書 牧野藻洲 明治44年 第21卷﹙墨子下卷﹚ 1

330∕15 先哲遺著追補漢籍國字解全書 桂湖村 明治44年 第22卷﹙荀子上卷﹚ 1

330∕15 先哲遺著追補漢籍國字解全書 桂湖村 明治44年 第23卷﹙荀子下卷﹚ 1

330∕15 先哲遺著追補漢籍國字解全書 松平破天荒齊 明治44年 第24卷﹙韓非子上卷﹚ 1

330∕15 先哲遺著追補漢籍國字解全書 松平破天荒齊 明治44年 第25卷﹙韓非子下卷﹚ 1

330∕15 先哲遺著追補漢籍國字解全書 松平康國 大正3年 第30卷﹙唐宋八大家文讀本第1卷﹚ 1

330∕15 先哲遺著追補漢籍國字解全書 松平康國 大正3年 第31卷﹙唐宋八大家文讀本第2卷﹚ 1

330∕15 先哲遺著追補漢籍國字解全書 松平康國 大正3年 第32卷﹙唐宋八大家文讀本第3卷﹚ 1

330∕15 先哲遺著追補漢籍國字解全書 松平康國 大正3年 第33卷﹙唐宋八大家文讀本第4卷﹚ 1

330∕16 岳忠武王集 4冊﹙甲、乙、丙、丁﹚ 4

331∕1 定盦全集 仁和龔自珍 民國7年 5冊﹙1至10卷﹚ 5

331∕1 工場組織の實際 小野寬德 昭和15年 光復後日文圖書編目 1

331∕2 古文真寶・楚辭 塚本哲三 大正10年 1

331∕4 訓釋本朝名家詩文 岡田正之・佐久節同編 大正10年 1

331∕5 正續本朝文粹 早川純三郎編 大正7年 1

331∕6 陶淵明集 近藤元粹評訂 明治31年 2冊﹙天、地﹚ 2

331∕8 支那文化の研究 後藤朝太郎 大正14年 1

332∕1 作詩關門 釋清潭・林竹次郎同編 大正13年 1

332∕2 漢詩講話 町田源太郎 大正10年 1

332∕3 和漢名詩類選評釋 簡野道明講述 大正3年 1

332∕4 古詩源 塚本哲三編 大正11年 1

332∕7 選註續白樂天詩集 井上靈山・町田柳塘同選註 明治45年 1

332∕8 新釋白樂天詩集 井上靈山 大正7年 附錄﹕漢詩作法・清二十五家七絕 1

332∕9 唐詩選新釋 吉田辰次 大正15年 1

332∕9 唐詩選評釋 森槐南 大正7年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

332∕10 唐詩選・三體詩 塚本哲三編 大正9年 2冊﹙複本﹚ 2

332∕11 蘇詩選詳解 土屋弘編 大正6年 附錄﹕詩源 1

332∕12 杜詩講義     上卷 森槐南 明治45年 1

332∕12 杜詩講義     下卷 森槐南 大正2年 1

332∕14 作詩捷徑 得田易 昭和6年 1

332∕16 東寧草 林健人 1

332∕17 漢詩入門 松崎覺本 昭和7年 1

332∕20 藤公詩存 末松謙澄編 明治43年 1

332∕24 初學作詩活法續編 士居通豫 明治41年 1

332∕25 漢詩乃手引 齊景吟社 昭和10年 1

332∕26 純正詩論 荻原朔太郎 昭和10年 1

332∕27 望洋吟草 石川賢治 昭和11年 2冊﹙乾、坤﹚ 2

332∕29 松雨詩文集 磯田正誼編 明治41年 1

332∕31 孤山詩存 白莊司芳之助長 昭和8年 1

332∕32 司空圖詩鈔 2冊 2

3324∕1 岡田翁追悼泉圃 佐野英山編 昭和15年 光復後日文圖書編目 1

3324∕1 志乃美ぐさ 岡田彌太郎・岡田安治郎同編 昭和15年 1

333∕1 增訂唐宋八大家文講義 興文社編 大正9年 4冊﹙1、2、3、4卷﹚ 4

333∕2 唐宋八大家文 塚本哲三編 大正8年 3冊﹙上、中、下卷﹚ 3

333∕3 文章軌範詳說 細田謙藏 大正6年 1

333∕4 文章軌範講義 興文社編 大正8年 1

333∕5 文章軌範精義 久保天隨 明治42年 2冊﹙正編中、正編下卷﹚ 2

333∕6 篡註續文章軌範評林 若林寅四郎 明治26年 1

333∕7 增訂續文章軌範講義 興文社編 大正8年 1
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333∕8 文章軌範・東萊博議 塚本哲三編 大正10年 1

333∕9 模範漢文通解﹙2年程度﹚ 小山左文二編 大正10年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

333∕9 模範漢文通解﹙2年程度﹚ 小山左文二編 大正10年 ﹙上卷﹚ 1

333∕9 模範漢文通解﹙1年程度﹚ 小山左文二編 大正10年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

333∕9 模範漢文通解﹙3年程度﹚ 小山左文二編 大正10年 4冊﹙複本﹚﹙上、下卷﹚ 4

333∕9 模範漢文通解﹙3年程度﹚ 小山左文二編 大正10年 ﹙上卷﹚ 1

333∕10 中學漢文和譯自修書 久米卯之彥・堤達也同編 大正6年 ﹙1年程度﹚ 1

333∕10 中學漢文和譯自修書 久米卯之彥・堤達也同編 大正6年 ﹙2年程度﹚ 1

333∕10 中學漢文和譯自修書 久米卯之彥・堤達也同編 大正5年 ﹙3年程度﹚ 1

333∕10 中學漢文和譯自修書 久米卯之彥・堤達也同編 大正8年 ﹙4年程度﹚ 1

333∕10 中學漢文和譯自修書 久米卯之彥・堤達也同編 大正8年 ﹙5年程度﹚ 1

333∕11 漢文譚 山岸輯光 大正5年 1

333∕12 校訂新編漢文讀本 簡野道明編 大正2年 館藏卷二 1

333∕13 中學漢文の話 大島庄之助 大正9年 1

333∕14 新研究漢文の解釋 佐藤正範 昭和10年 3冊﹙複本﹚ 3

333∕15 新訂漢文解釋法 塚本哲三 昭和2年 3冊﹙複本﹚ 3

333∕15 漢文解釋法 塚本哲三 大正6年 1

333∕16 漢文解釋 島田鈞一 大正10年 1

333∕17 漢文問題新釋 佐野保太郎 大正8年 官立學校入學試驗 1

333∕18 漢文の學び方考へ方と解き方 塚本哲三 昭和4年 2冊﹙複本﹚ 2

333∕19 漢文解釋虎の卷 安達大壽計 大正13年 教科參考受驗準備 1

333∕20 漢文讀解法と標準答案 清川初一 大正14年 高等各專門學校入學試驗用 1

333∕21 文檢受驗用漢文研究要訣 吉波彥作 大正14年 自文訓讀・復文作文・支那時文 1

333∕22 漢文新解釋 小泉苳三 大正14年 1

333∕23 漢文問題新編 高等豫備教育研究會編 大正14年 高等學校、專門學校 1

333∕24 新研究漢文解釋指針 北條猛次郎 大正14年 1

333∕25 も要領を得た研究の漢文詳說 清水芳德 大正14年 1

333∕26 全譯文章軌範新釋 島田鈞一 大正15年 1

333∕28 古今尺牘大觀中編 姚漢章 民國14年 12冊 12

333∕28 古今尺牘大觀下編 鍾毓龍・朱用賓同編 民國14年 16冊 16

333∕33 龍圖奇書 陳知檛 昭和11年 孝、弟、忠、信、禮、義、廉、恥八部 1

333∕33 龍圖奇書 忠部卷三 1

333∕39 譯註劉向新序 公田連太郎 昭和7年 1

333∕54 試驗官の要求する漢文解答 芝野六助 昭和2年 1

333∕55 教科書準備急所を摑む女學生の漢文 森本和司 昭和12年 2冊﹙複本﹚上級用 2

33401∕6 協同社會論﹙世界再建の一方法﹚ 井出一太郎・大熊良一同譯 昭和25年 光復後日文圖書編目 1

33505∕3 女間諜飛舞 廖嘉瑞 民國36年 光復後日文圖書編目 1

336∕2644 光が作る社会（わたしたちの生活をかえる光の科学) 久野英雄 昭和57年 光復後日文圖書編目 1

340∕1 会議の知識 富田展子 昭和23年 2冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 2

340∕11 オリヴアク口ムウエル 柳田泉譯 大正15年 カ―ライル全集7 1

340∕16 トルストイ十二講 昇曙夢 大正13年 1

340∕18 零落者の群 昇曙夢 大正10年 ゴオルキイ全集第二卷 1

340∕35 バイ口ン評傳及び詩集 木村鷹太郎譯 大正14年 1

340∕47 米南文集 蓑和藤治郎 昭和3年 1

340∕58 英文學研究の道程 伊東勇太郎 昭和7年 1

340∕68 鴨 森田草平譯 大正2年 1

340∕79 トルストイ 武者小路實篤 昭和11年 1

340∕1123 原子の探險たのしい実驗（原子・分子と実驗の話) かこさとし 昭和57年 絵で見る化学のせかい1光復後日文圖書編目 1

340∕1123 なかよしいじわる元素の学校（元素の性質と周期表の話) かこさとし 昭和58年 絵で見る化学のせかい2光復後日文圖書編目 1

340∕1123 ふしぎ化学の大サ―カス（ 新の化学と技術の話) かこさとし 昭和59年 絵で見る化学のせかい3光復後日文圖書編目 1

340∕1123 みんなの生命くらしの化学(自然と生命の化学) かこさとし 昭和57年 絵で見る化学のせかい4光復後日文圖書編目 1
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340∕1123 ひろがる世界化学の末來(資源と工ネルギ一の話) かこさとし 昭和59年 絵で見る化学のせかい5光復後日文圖書編目 1

340∕1123 かがやく年月化学のこよみ(化学の偉大と科学の歷史) かこさとし 昭和57年 絵で見る化学のせかい6光復後日文圖書編目 1

3404∕1 和譯韓非子 田岡佐代治譯 明治43年 1

3412∕6 世界は動く 藍守中 民國36年 光復後日文圖書編目 1

343∕1 刑法綱要 大竹武七郎 昭和13年 光復後日文圖書編目 1

343∕2 水陸交通事故判例 內田豐治 昭和9年 1

343∕3 刑事訴訟法綱要 古田正武 昭和13年 1

345∕43 時代狂言傑作集          第一卷 河竹繁俊・濱村米藏 大正14年 渥美清太郎同編 1

346∕2425 フィ一ザ一 新有機化學 後藤俊夫等譯 昭和39年 2冊﹙1、2卷﹚光復後日文圖書編目 2

346∕4485 有機化合物合成法第1至5集 有機合成化學協會編 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

346∕4485 有機化合物合成法第7集 有機合成化學協會編 昭和34年 光復後日文圖書編目 1

346∕4485 有機化合物合成法索引集 有機合成化學協會編 昭和26年 光復後日文圖書編目 1

346∕4764 實 驗・有機合成論 堀口博 昭和38年 2冊﹙上、下卷﹚光復後日文圖書編目 2

347∕4794 化學工學實驗法 葛岡常雄 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

348∕3224 素粒子 湯川秀樹等著 昭和58年 光復後日文圖書編目 1

349∕1 警察法要論 田村豐 昭和13年 1

350∕5711 地球の歷史 井尻正二・湊正雄同著 昭和59年 光復後日文圖書編目 1

351∕1 林政要論 川瀨善太郎 明治36年 光復後日文圖書編目 1

351∕2540 地下水調查法 山本莊毅 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

352∕1 校訂珍本全集﹙上﹚ 大橋新太郎 明治28年 1

352∕2 校訂朝夷巡島記 大橋新太郎編 明治45年 1

352∕2 校訂落語全集 大橋新太郎編 明治43年 1

352∕2 日本歌謠類聚﹙下﹚ 大和田建樹編 明治45年 1

352∕3 校訂西鶴全集 井原西鶴 大正13年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

352∕4 滑稽乘合船 鶯亭金升編 1

352∕5 南總里建八犬傳 國民文庫刊行會編 大正2年  第一卷   2冊﹙複本﹚ 2

352∕7 江戶繁昌記 佐藤進一譯 昭和4年 原著﹕寺門靜軒 1

352∕8 江戶時代情話選集 中川初伊編 昭和5年 江戶軟派全集 1

352∕9 江戶時代人情傑作集 中川初伊編 昭和5年 江戶軟派全集 1

352∕10 江戶生活研究第一輯 柴田泰助 昭和4年 1

352∕11 偐紫田舍源氏 柳亭種彥 昭和4年 1

352∕12 小咄選集 宮川曼魚編 昭和3年 1

352∕13 武道傳來記・武家義理物語 菊池寬 昭和6年 現代語西鶴全集第三卷 1

352∕13 好色五人女・好色一代女 長田幹彥 昭和6年 現代語西鶴全集第五卷 1

352∕13 近年諸國咄・懷硯・名殘の友 久保田万太郎 昭和6年 現代語西鶴全集第六卷 1

352∕14 饗庭篁村全集 饗庭篁村 昭和3年 1

352∕15 德川地獄圖解 直米三十五 昭和7年 1

352∕16 江戶ツ子 三田村玄龍 昭和8年 1

352∕17 後の梅曆 為永春水 大正9年 1

352∕18 偐紫田舍源氏          壹編 柳亭種彥 明治43年 1

352∕18 偐紫田舍源氏          三編 柳亭種彥 明治44年 1

352∕19 三人お花曆封じ文 朧月亭有人 大正9年 繪本稗史小說第十一集 1

352∕20 八犬傳物語 1

352∕21 西鶴五人女評釋 鈴木敏也 昭和10年 1

352∕22 南總里建八犬傳 蜂王寺泰譯 昭和17年 2冊﹙上、中卷﹚曲亭馬琴原著 2

3531∕1 紅葉全集第一卷 尾崎紅葉 大正8年 1

3531∕1 紅葉全集第二卷 尾崎德太郎 大正6年 1

3531∕1 紅葉全集第三卷 尾崎德太郎 大正7年 1

3531∕1 紅葉全集第四卷 尾崎德太郎 大正7年 1

3531∕1 紅葉全集第五卷 尾崎德太郎 大正6年 1

3531∕1 紅葉全集第六卷 尾崎德太郎 大正9年 1
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3531∕2 浪六傑作集 村上浪六 大正9年 第二卷 1

3531∕2 浪六傑作集 村上浪六 大正10年 第三卷 1

3531∕2 浪六全集 浪六 第二編 1

3531∕2 浪六全集 村上信 大正10年 第五編 1

3531∕2 浪六全集 村上信 大正9年 第八編 1

3531∕2 浪六全集 村上信 大正9年 第十編 1

3531∕2 浪六全集 村上信 大正9年 第十一編 1

3531∕2 浪六全集 村上信 大正9年 第十二編 1

3531∕2 浪六全集 村上信 大正9年 第十三編 1

3531∕2 浪六全集 村上信 大正8年 第十四編 1

3531∕2 浪六全集 村上信 大正10年 第十六編 1

3531∕2 浪六全集 村上信 大正10年 第十七編 1

3531∕2 浪六全集 村上信 大正12年 第十八編 1

3531∕2 浪六全集 村上信 大正12年 第十九編 1

3531∕2 浪六全集 村上信 大正12年 第二十二編 1

3531∕2 浪六全集 村上信 大正12年 第二十四編 1

3531∕3 或女﹙前編﹚ 有島武郎 大正9年 有島武郎著作集第八輯 1

3531∕3 或女﹙後編﹚ 有島武郎 大正9年 有島武郎著作集第九輯 1

3531∕3 死 有島武郎 大正9年 有島武郎著作集第一輯 1

3531∕3 カインの末裔 有島武郎 大正9年 有島武郎著作集第三輯 1

3531∕3 迷路 有島武郎 大正9年 有島武郎著作集第五輯 1

3531∕3 生れ出ろ惱み 有島武郎 大正9年 有島武郎著作集第六輯 1

3531∕3 小さき者へ 有島武郎 大正9年 有島武郎著作集第七輯 1

3531∕3 星座               第一卷 有島武郎 大正11年 有島武郎著作集第十四輯 1

3531∕4 小鳥の巢 鈴木三重吉 大正元年 1

3531∕4 瓦 鈴木三重吉 大正4年 三重吉全集第一編 1

3531∕4 赤い鳥 鈴木三重吉 大正4年 三重吉全集第二編 1

3531∕4 小猫 鈴木三重吉 大正4年 三重吉全集第三編 1

3531∕4 女 鈴木三重吉 大正4年 三重吉全集第四編 1

3531∕4 千鳥 鈴木三重吉 大正4年 三重吉全集第五編 1

3531∕4 霧の雨 鈴木三重吉 大正4年 三重吉全集第六編 1

3531∕4 黑血 鈴木三重吉 大正4年 三重吉全集第七編 1

3531∕4 金魚 鈴木三重吉 大正4年 三重吉全集第八編 1

3531∕4 桑の實 鈴木三重吉 大正5年 三重吉全集第九編 1

3531∕4 櫛 鈴木三重吉 大正5年 三重吉全集第十編 1

3531∕4 八の馬鹿 鈴木三重吉 大正5年 三重吉全集第十一編 1

3531∕4 小鳥の巢﹙上卷﹚ 鈴木三重吉 大正5年 三重吉全集第十二編 1

3531∕4 小鳥の巢﹙下卷﹚ 鈴木三重吉 大正5年 三重吉全集第十三編 1

3531∕6 白鳥傑作集﹙第一卷﹚ 正宗白鳥 大正10年 1

3531∕6 白鳥傑作集﹙第二卷﹚ 正宗白鳥 大正12年 1

3531∕6 白鳥傑作集﹙第三卷﹚ 正宗白鳥 大正13年 1

3531∕7 縮刷綠雨全集 齋藤綠雨 大正13年 1

3531∕8 縮刷獨步全集 國木田獨步 大正10年 1

3531∕9 風葉集 小栗風葉 大正9年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

3531∕10 修吾全集 三浦修吾 大正11年 館藏上卷 1

3531∕11 十一人集 植村宗一編 大正11年 1

3531∕12 現代小說選集 島崎藤村・長谷川天溪等同編 大正9年 田山花袋・德田秋聲誕生五十年祝賀記念 1

3531∕13 秋聲傑作集﹙第一卷﹚ 德田秋聲 大正9年 1

3531∕14 芥川龍之介集 芥川龍之介 昭和2年 1

3531∕15 佐藤春夫十年集 佐藤春夫 昭和2年 1

3531∕16 講談全集 野間清治 昭和4年 7冊﹙2、3、5、9、10、11、12卷﹚ 7
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3531∕17 菊池寬全集第二卷 菊池寬 昭和4年 2冊﹙複本﹚ 2

3531∕17 菊池寬全集第三卷 菊池寬 昭和4年 2冊﹙複本﹚ 2

3531∕17 菊池寬全集第四卷 菊池寬 昭和4年 2冊﹙複本﹚ 2

3531∕17 菊池寬全集第九卷 菊池寬 昭和4年 1

3531∕17 菊池寬全集第十二卷 菊池寬 昭和5年 2冊﹙複本﹚ 2

3531∕17 評判講談第五卷﹙野狐三次﹚ 野間清治 昭和7年 1

3531∕19 日本小說集第四集 文藝家協會編 昭和3年 1

3531∕21 評判講談第十卷 野間清治 昭和7年 1

3531∕21 評判講談第八卷﹙八百八狸﹚ 野間清治 昭和7年 1

3531∕22 評判講談第九卷 野間清治 昭和6年 1

3531∕22 評判講談第十三卷﹙黑田騷動﹚ 野間清治 昭和7年 1

3531∕22 評判講談第二卷﹙猿飛佐助﹚ 野間清治 昭和6年 1

3531∕22 寬永御前試合 1

3531∕24 江戶三國志前篇 吉川英治 昭和7年 吉川英治全集第十三卷 1

3531∕25 荷風全集 永井荷風 昭和2年 第一卷 1

3531∕25 荷風全集 永井荷風 大正15年 4冊﹙2、3、4、6卷﹚ 4

3531∕25 荷風全集 永井荷風 大正14年 第五卷 1

3531∕26 白井喬二全集﹙中篇集﹚ 白井喬二 昭和6年 第五卷 1

3531∕26 白井喬二全集﹙祖は國何處へ〔上〕﹚ 白井喬二 昭和6年 第一卷 1

3531∕27 長谷川伸集﹙敵討鎗諸共外廿篇﹚ 長谷川伸 昭和3年 3冊﹙複本﹚現代大眾文學全集第八卷 3

3531∕27 矢田插雲集﹙澤村田之助江戶からへ東京﹚ 矢田插雲 昭和3年 2冊﹙複本﹚現代大眾文學全集第十卷 2

3531∕27 正木不如丘集﹙木賊の秋外七篇﹚ 正木不如丘 昭和2年 現代大眾文學全集第四卷 1

3531∕27 平山蘆江集﹙唐人船外五篇﹚ 平山蘆江 昭和3年 現代大眾文學全集第二十二卷 1

3531∕27 初鱈獻上記﹙外三十八篇﹚ 江見水蔭 昭和3年 現代大眾文學全集第二卷 1

3531∕28 小說集 5冊 5

3531∕29 財界興亡實話 谷孫六 昭和5年 明治大正實話全集第五卷 1

3531∕29 詐欺橫領實話 永松淺造 昭和4年 明治大正實話全集第八卷 1

3531∕29 名人苦心實話 村松梢風 昭和4年 明治大正實話全集第四卷 1

3531∕30 三宅やす子全集 三宅やす子 昭和7年 3冊﹙2、3、4卷﹚ 3

3531∕33 戰爭とは何だ 牧漁馬 昭和7年 1

3531∕141 女國 田中貢太郎 大正13年 1

3532∕17 靜御前 番眾浪人 大正8年 1

3532∕18 立志小說唯一氣 堀內新泉 大正9年 1

3532∕27 花物語 吉屋信子 昭和4年 第三卷 1

3532∕54 立志小說義俠の人 堀內新泉 大正10年 1

3532∕61 松高白雀眠 碧瑠璃園 1

3532∕61 水戶黃門 碧瑠璃園 1

3532∕62 不破數右衛門 碧瑠璃園 1

3532∕78 天野屋利兵衛 碧瑠璃園 大正7年 1

3532∕81 創作復活 江原小彌太 大正10年 1

3532∕83 三つの水 江馬修 大正10年 1

3532∕84 愛の惱み 石丸梧平 大正10年 1

3532∕85 幻滅の彼方へ 加藤一夫 大正10年 1

3532∕87 お光と千鶴子 廣津和郎 大正10年 1

3532∕89 東京 上司小劍 大正10年 第一部愛慾篇 1

3532∕89 東京 上司小劍 大正11年 第二部勞慟篇 1

3532∕90 立志小說歸鄉記 堀內新泉 大正9年 1

3532∕91 立志小說汗の價值 堀內新泉 1

3532∕92 真珠夫人 1

3532∕93 立志小說此父此子 堀內新泉 大正9年 1

3532∕95 暗夜 古屋芳雄 大正9年 1
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3532∕96 地を嗣ぐ者 古屋芳雄 大正10年 1

3532∕97 裏と表 村上信 大正10年 前編 1

3532∕97 裏と表 村上信 大正8年 中編 1

3532∕97 裏と表 村上信 大正9年 後編 1

3532∕98 今の世の奇蹟 黑岩淚香 大正8年 1

3532∕99 罪に立つ 細田源吉 大正11年 1

3532∕100 弘法大師 渡邊霞亭 大正10年 1

3532∕101 聖德太子 碧瑠璃園 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

3532∕102 中學生時代の思ひ出の記 青木楢太郎 大正5年 1

3532∕103 人間親鸞 石丸梧平 大正11年 1

3532∕105 勝利を前にして 島田清次郎 大正11年 1

3532∕106 親鸞聖人 碧瑠璃園 大正11年 1

3532∕107 赭土に芽ぐむもの 中西伊之助 大正11年 1

3532∕108 ねずみの眼 よぼ六 大正8年 1

3532∕109 春の悶え 奧野他見勇 大正11年 1

3532∕112 立志小說愛鄉記 堀內新泉 大正11年 1

3532∕113 食道樂續篇 村井弦齋 大正11年 附錄﹕和洋料理七百種 1

3532∕116 花あやめ 桃水痴史 大正6年 1

3532∕117 薄冰を踏みて 沖野岩三郎 大正12年 1

3532∕119 創作地獄 金子洋文 大正12年 1

3532∕120 時代相 村上信 大正13年 4冊﹙2、3、4、5卷﹚ 4

3532∕121 牛肉一斤 村上信 大正11年 1

3532∕122 社會に額つく女 山田わか 大正9年 1

3532∕123 脂粉の顏 藤村千代 大正12年 1

3532∕124 叛逆の子は語る 山中峯太郎 大正12年 1

3532∕126 戀愛遊戲 足立欽一 大正12年 1

3532∕127 一つの時代 犬養健 大正12年 1

3532∕128 立志小說故鄉を出づる記 堀內新泉 大正9年 1

3532∕129 第三の隱者の運命 武者小路實篤 大正12年 1

3532∕130 創作 期の東京 石丸梧平 大正12年 1

3532∕131 立志小說故鄉 堀內新泉 大正4年 1

3532∕132 東京石丸梧平顏 加藤武雄 大正13年 1

3532∕133 新珠 菊池寬 大正13年 3冊﹙上、中、下卷﹚ 3

3532∕134 天保ものかたリ 森林太郎 大正3年 1

3532∕135 超人目蓮 藤井真澄 1

3532∕136 職を拋ちて 田淵巖 大正12年 1

3532∕137 受難の親鸞 石丸梧平 大正12年 1

3532∕140 東京震災記 田山花袋 大正13年 1

3532∕142 中戶川吉二選集 中戶川吉二 大正12年 1

3532∕145 法城を護る人々         上卷 松岡讓 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

3532∕145 法城を護る人々         中卷 松岡讓 大正14年 1

3532∕145 法城を護る人々        下上卷 松岡讓 大正15年 1

3532∕148 犬・猫・人間 長谷川萬次郎 大正13年 1

3532∕149 極光 江馬修 大正13年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

3532∕153 殘骸を葬りて 佐藤八十龜 大正12年 1

3532∕154 りとほの泉 正宗白鳥 大正13年 1

3532∕155 和靈 久米正雄 大正11年 1

3532∕156 創作憧憬 工藤みさを 大正13年 1

3532∕156 渾沌 沖野岩三郎 大正13年 1

3532∕158 黑潮 德富健次郎 大正13年 1

3532∕159 沈む夕陽 長田幹彥 大正15年 1
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3532∕160 黑髮 近松秋江 大正13年 1

3532∕162 創作生れざりせば 沖野岩三郎 大正13年 1

3532∕163 慶長武士 大倉桃郎 大正13年 1

3532∕164 波のうへ 長田幹彥 大正14年 1

3532∕165 お高祖頭巾の女 前田曙山 大正13年 1

3532∕166 渡邊崋山 碧瑠璃園 大正10年 1

3532∕166 中山大納言 碧瑠璃園 大正10年 1

3532∕166 由比正雪  ﹙後編﹚ 碧瑠璃園 大正9年 1

3532∕166 大石內藏助 碧瑠璃園 大正10年 1

3532∕166 乳人政岡 碧瑠璃園 大正10年 1

3532∕166 山中鹿之助 碧瑠璃園 大正10年 1

3532∕166 乃木大將 碧瑠璃園 大正10年 1

3532∕166 吉田松陰 碧瑠璃園 大正10年 附錄﹕松陰遺槁 1

3532∕167 立志小說觀音堂 堀內新泉 大正9年 1

3532∕168 豐臣秀吉﹙日吉丸の卷﹚ 綠園生 大正2年 1

3532∕168 豐臣秀吉﹙太閣の卷後編﹚ 綠園生 大正3年 1

3532∕168 豐臣秀吉﹙藤吉郎の卷前編﹚ 綠園生 明治44年 1

3532∕168 豐臣秀吉﹙藤吉郎の卷後編﹚ 綠園生 大正2年 1

3532∕168 豐臣秀吉﹙筑前守の卷前編﹚ 綠園生 大正4年 1

3532∕168 豐臣秀吉﹙筑前守の卷後編﹚ 綠園生 大正2年 1

3532∕169 蘆花の著書から 柴田芳永 大正11年 1

3532∕170 獨步の著書から 柴田芳永 大正12年 1

3532∕171 紅葉の著書から 柴田芳永 大正11年 1

3532∕172 雪嶺の著書から 柴田芳永 大正12年 1

3532∕172 煙草と惡魔 芥川龍之介 大正11年 1

3532∕174 一つの芽生 中條百合子 大正11年 1

3532∕175 僕も嬉しや嫁もろた 奧野他見男 大正12年 1

3532∕175 おへその宙返り・おなかの逆立ち 奧野他見男 大正12年 1

3532∕176 南小泉村 真山青果 大正9年 代表的名著選集﹙29﹚ 1

3532∕176 平凡 二葉亭主人 大正9年 代表的名著選集﹙9﹚ 1

3532∕176 何處へ 正宗白鳥 大正10年 代表的名著選集﹙11﹚ 1

3532∕176 將軍 芥川龍之介 大正11年 代表的名著選集﹙37﹚ 1

3532∕176 別れた妻 近松秋江 大正9年 代表的名著選集﹙16﹚ 1

3532∕176 子規選集花枕 正岡子規 大正9年 代表的名著選集﹙22﹚ 1

3532∕176 耽溺 岩野泡鳴 大正9年 代表的名著選集﹙13﹚ 1

3532∕176 わが袖の記・たけくらべ 高山樗牛・樋口一葉同著 大正9年 代表的名著選集﹙7﹚ 1

3532∕176 ふところ日記 川上眉山 大正8年 代表的名著選集﹙26﹚ 1

3532∕176 啄木選集 石川啄木遺稿 大正9年 代表的名著選集﹙31﹚ 1

3532∕176 俊寬 菊池寬 大正10年 代表的名著選集﹙36﹚ 1

3532∕176 はつ姿 小杉天外 大正8年 代表的名著選集﹙17﹚ 1

3532∕176 女作者 田村俊子 大正9年 代表的名著選集﹙28﹚ 1

3532∕176 高野聖 泉鏡花 大正8年 代表的名著選集﹙10﹚ 1

3532∕176 蝙蝠の如く 有島生馬 大正13年 代表的名著選集﹙40﹚ 1

3532∕176 少年行 中村星湖 大正9年 代表的名著選集﹙30﹚ 1

3532∕176 その妹 武者小路實篤 大正11年 代表的名著選集﹙23﹚ 1

3532∕176 善心惡心 里見弴 大正9年 代表的名著選集﹙35﹚ 1

3532∕176 透谷選集 北村透谷遺稿 大正9年 代表的名著選集﹙4﹚ 1

3532∕176 和解 志賀直哉 大正9年 代表的名著選集﹙33﹚ 1

3532∕176 爛れ 德田秋聲 大正8年 代表的名著選集﹙8﹚ 1

3532∕176 明治詩歌選 詩壇六家 大正8年 代表的名著選集﹙14﹚ 1

3532∕176 鱧の皮 上司小劍 大正8年 代表的名著選集﹙27﹚ 1
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3532∕176 俳諧師 高濱虛子 大正8年 代表的名著選集﹙19﹚ 1

3532∕176 お艷ごろし 谷崎潤一郎 大正8年 2冊﹙複本﹚代表的名著選集﹙18﹚ 2

3532∕176 末枯 久保田万太郎 大正8年 代表的名著選集﹙34﹚ 1

3532∕176 春 嶋崎藤村 大正9年 2冊﹙上、下﹚代表的名著選集﹙5、6﹚ 2

3532∕176 煤煙 森田草平 大正10年 2冊﹙上、下﹚代表的名著選集﹙20、21﹚ 2

3532∕176 運命の丘 嶋村抱月 大正9年 代表的名著選集﹙32﹚ 1

3532∕176 物言はぬ顏 小川未明 大正9年 代表的名著選集﹙25﹚ 1

3532∕176 旅役者 長田幹彥 大正9年 代表的名著選集﹙24﹚ 1

3532∕177 懷疑者の群﹙低迷期の人々第貳部﹚ 尾崎士郎 大正11年 1

3532∕178 硝子戶の中 夏目金之助 大正13年 1

3532∕180 富士﹙第一卷﹚ 德富健次郎・德富愛同著 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

3532∕180 富士﹙第二卷﹚ 德富健次郎・德富愛同著 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

3532∕180 富士﹙第三卷﹚ 德富健次郎・德富愛同著 昭和2年 1

3532∕181 おへその宿に泊るの記 奧野他見男 大正14年 1

3532∕182 富士は三角 岡本一平 大正14年 2冊﹙上、下﹚ 2

3532∕183 大地は微笑む 吉田百助 大正14年 2冊﹙上、下﹚ 2

3532∕188 御酒落狂女     前篇 本田美禪 大正14年 1

3532∕188 御酒落狂女     中篇 本田美禪 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

3532∕188 御酒落狂女     後篇 本田美禪 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

3532∕189 生きる悲哀 椎名龍德 大正14年 1

3532∕189 生きる悲哀     續篇 椎名龍德 大正15年 1

3532∕190 富士に立つ影(歸來篇) 白井喬二 大正15年 1

3532∕190 富士に立つ影(新鬪篇) 白井喬二 大正15年 1

3532∕190 富士に立つ影(神曲篇) 白井喬二 大正15年 1

3532∕190 富士に立つ影(孫代篇) 白井喬二 昭和2年 1

3532∕190 富士に立つ影(江戶篇) 白井喬二 大正14年 1

3532∕190 富士に立つ影(裙野篇) 白井喬二 大正14年 1

3532∕190 富士に立つ影(運命篇) 白井喬二 昭和2年 1

3532∕190 富士に立つ影(江戶篇續、主人公篇、新鬪篇) 白井喬二 昭和2年 第三卷 1

3532∕191 人間味        村上信 大正14年 前篇 1

3532∕191 人間味    村上信 大正15年 中篇 1

3532∕192 夫婦者と獨身者 佐々木邦 大正14年 1

3532∕194 啟吉物語 菊池寬 1

3532∕195 受難華 菊池寬 大正14年 上卷 1

3532∕195 受難華 菊池寬 大正15年 下卷 1

3532∕196 山寒し 吉田絃二郎 大正14年 1

3532∕197 砂に描く 吉田絃二郎 大正13年 1

3532∕199 炬を翳す人々 井手訶六 大正14年 1

3532∕200 大菩薩峠 中里介山 昭和9年 5冊﹙2、3、4、5、13冊﹚ 5

3532∕201 修羅八荒 行友李風 大正15年 中篇 1

3532∕203 理想の農家 石田傳吉 大正15年 1

3532∕205 幸福物語 佐藤紅綠 大正15年 1

3532∕207 風流佛 幸田露伴 大正15年 明治文學全集第二篇 1

3532∕208 色懺悔 尾崎紅葉 大正15年 明治文學全集第七篇 1

3532∕210 西南戰爭 平山狀太郎 大正15年 前篇 1

3532∕211 我が墓標 水守龜之助 大正15年 1

3532∕214 復讎 前田曙山 大正15年 前篇 1

3532∕216 栗の花の咲くころ 吉田絃二郎 大正15年 1

3532∕217 新居 小島政二郎 大正15年 1

3532∕218 娘の顏も日に三度 奧野他見男 大正7年 1

3532∕219 結婚禮讚 武林盛一 大正11年 1
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3532∕221 我れ世に勝てり 嶋田清次郎 大正12年 改元第一卷 1

3532∕223 雜草の中 吉田絃二郎 大正13年 1

3532∕225 當世書生氣質 坪內逍遙 大正15年 明治文學全集第一篇 1

3532∕227 或る朝 志賀直哉 昭和9年 1

3532∕229 村に襲ふ波 加藤一夫 大正14年 1

3532∕230 過ぎゆく日 德田秋聲 大正15年 1

3532∕231 破船 久米正雄 大正15年 2冊﹙前、後篇編﹚ 2

3532∕232 運命と碁をすて男 武者小路實篤 昭和2年 1

3532∕235 地にあれば 吉田絃二郎 昭和2年 1

3532∕236 聖火 岡田三郎 昭和2年 1

3532∕242 近代異妖篇 岡本敬二 大正15年 綺堂讀物集乃三 1

3532∕243 生きとし生けるもの 山本有三 昭和2年 1

3532∕244 早稻田文學小說選 本間久雄編 大正13年 1

3532∕247 現代文學女流新作家選集 現代小說出版社 大正11年 1

3532∕253 牢獄の五月祭 林房雄 昭和2年 1

3532∕254 赤い白鳥 菊池寬 昭和2年 上卷 1

3532∕256 湖南の扇 芥川龍之介 昭和2年 1

3532∕257 我が日我が夢 宇野浩三 昭和2年 1

3532∕261 光は暗から 加藤秀雄 昭和3年 1

3532∕262 聖火燃ゆ 生田蝶介 昭和3年 1

3532∕264 南京の皿 佐佐木茂索 昭和3年 1

3532∕265 町の人々 佐藤紅綠 昭和3年 1

3532∕267 苦鬪の跡 澤田正二郎 昭和3年 1

3532∕268 旅人 吉田絃二郎 昭和2年 1

3532∕268 本當にあつた事(續篇) 鈴木常吉 謎の小笛事件その他 1

3532∕269 創作舊約 江原小彌太 大正10年 1

3532∕270 かたおもひ 柳川專之 大正3年 2冊﹙二、三卷﹚ 2

3532∕272 名著選集熱筆 佐伯光俊編 大正15年 1

3532∕273 常夏の國 白柳武司 大正15年 1

3532∕275 創作復活 江原小彌太 大正11年 1

3532∕276 創作新約 江原小彌太 大正10年 上卷 1

3532∕276 創作新約 江原小彌太 大正10年 2冊﹙複本﹚中卷 2

3532∕276 創作新約 江原小彌太 大正10年 下卷 1

3532∕277 青木健作短篇集 青木健作 昭和3年 1

3532∕278 良寬坊物與 相馬御風 昭和3年 1

3532∕281 今年竹 里見弴 昭和2年 1

3532∕282 大眾文學集 文藝家協會編 昭和3年 第一集 1

3532∕282 角兵衛獅子 大佛次郎 昭和2年 前篇 1

3532∕287 新選近松秋江集 近松秋江 昭和3年 1

3532∕288 新選橫光利一集 橫光利一 昭和3年 1

3532∕289 新選長田幹彥集 長田幹彥 昭和3年 2冊﹙複本﹚ 2

3532∕290 泊夫藍 吉屋信子 昭和3年 1

3532∕291 新選菊池寬集 菊池寬 昭和3年 1

3532∕292 侯爵の服 深尾須磨子 昭和4年 1

3532∕295 同志愛 貴司山治 1

3532∕296 富士に題す 佐藤紅綠 1

3532∕336 ひなづる 1

3532∕339 礎 佐藤紅綠 昭和8年 1

3532∕385 圓朝怪談全集 三遊亭圓朝 下卷 1

3532∕387 女五人 伊藤銀二 大正2年 1

3532∕412 その人 里見弴 昭和5年 1
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3532∕416 憂鬱な愛人 松岡讓 昭和3年 上卷 1

3532∕419 水戶黃門 大佛次郎 1

3532∕496 風の中の子供 坪田讓治 昭和11年 1

3532∕497 冬の宿 阿部知二 昭和12年 1

3532∕500 居後匆々 內田百間 昭和12年 1

3532∕501 アマカラ世界 里見弴 昭和12年 1

3532∕502 淨婚記 細田民樹 昭和12年 1

3532∕503 大日向村 和田傳 昭和14年 1

3532∕512 生活の探求 島木健作 1

3532∕523 實話傑作集 岡田貞三郎編 昭和14年 講談俱樂部第29卷第1號附錄 1

3532∕527 樂世家等 宇野浩二 昭和14年 1

3532∕532 眠られぬ夜 芹澤光治良 昭和14年 1

3532∕533 乘合馬車 中里恒子 昭和14年 1

3532∕534 街と村 伊藤整 昭和14年 1

3532∕535 運命の秋 吉田絃二郎 大正14年 1

3532∕537 實いまだ熟せず 橫光利一 昭和14年 1

3532∕538 妻 北原武夫 昭和14年 1

3532∕540 はたらく人々 德永直 昭和14年 1

3532∕541 無花果の家 間宮茂輔 昭和14年 1

3532∕543 家に子供あり 坪田讓治 昭和14年 1

3532∕544 北洋 佐藤光貞 昭和15年 1

3532∕549 白銀の川 川上喜久子 昭和14年 1

3532∕552 東京溫泉 獅子文六 昭和15年 1

3532∕552 家庭教師 矢田津世子 昭和15年 1

3532∕555 巢燕 矢田津世子 昭和15年 1

3532∕565 希望の書 芹澤光治良 昭和15年 1

3532∕571 山の子供達 高烟棟材 昭和15年 1

3532∕577 第二の人生 里村欣三 昭和15年 1

3532∕577 第二の人生 里村欣三 昭和15年 第二部 1

3532∕578 黎明の人々 大坪草二郎 昭和15年 1

3532∕583 指導者 福田清人 昭和16年 1

3532∕584 その人 大佛次郎 昭和16年 1

3532∕585 たんぽぽ 壺井榮 昭和16年 1

3532∕587 愛と鞭と 上泉秀信 昭和16年 1

3532∕588 巡查手帖交番 川野一 昭和16年 1

3532∕591 分教場の四季 元木國雄 昭和16年 1

3532∕595 樂園の子等 武者小路實篤 昭和16年 1

3532∕601 遠い牧歌 和田傳 昭和16年 1

3532∕603 ここに泉涌く 和田傳 昭和17年 1

3532∕605 軍人村長 宮澤有為男 昭和17年 1

3532∕606 菊薰る 立野信之 昭和16年 1

3532∕607 燈臺の四季 橫澤千秋 昭和17年 1

3532∕608 貧しい人生 日比野士朗 昭和17年 1

3532∕609 憇ひの日 芹澤光治良 昭和17年 1

3532∕616 熊本籠城 佐佐木千之 昭和17年 1

3532∕625 あをば若葉 中村地平 昭和17年 1

3532∕627 若樹 舟橋聖一 昭和17年 1

3532∕628 香妃 中河與一 昭和17年 1

3532∕629 凍土 宮澤有為男 昭和17年 1

3532∕632 安南黎明記 櫻田常久 昭和17年 1

3532∕633 花摘むをとめ 城夏子 昭和18年 1
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3532∕636 湖畔の村 伊藤永之介 昭和14年 1

3532∕638 梁川星巌 武藤和夫 昭和18年 1

3532∕639 光の種子 福田正夫 昭和18年 1

3532∕640 人々地につながりて 和田傳 昭和18年 1

3532∕641 藥草園 岩倉政治 昭和18年 1

3532∕643 母子草 小系のぶ 昭和18年 1

3532∕644 けなげな娘達 芹澤光治良 昭和18年 1

3532∕645 曉 武者小路實篤 昭和18年 1

3532∕649 落月銀山川 島榮吉 昭和18年 1

3532∕654 純情記 芹澤光治良 昭和18年 1

3532∕655 春の別れ 伊藤永之介 昭和18年 1

3532∕656 天狗黨の少年たち 沙羅双樹 昭和18年 1

3532∕658 サガレンに叫ぶ 久路徹 昭和18年 1

3532∕659 間宮林藏 佐佐木千之 昭和18年 1

3532∕665 颱風夜半に歸る 伊藤松雄 昭和17年 青年藤田小四郎 1

3532∕666 造幣局 土師清二 昭和18年 1

3532∕667 孤島の豪族 久我莊多郎 昭和18年 1

3532∕675 寬政三奇人 松原晃 昭和18年 1

3532∕677 薔薇咲きて 和田傳 昭和18年 1

3532∕681 輝く銀鱗 川端克二 昭和18年 1

3532∕684 燃ゆるきり火 佐山咲平 昭和18年 大村益次郎の生涯 1

3532∕685 親友 深田久彌 昭和18年 1

3532∕687 眼中の人 小島政二郎 昭和17年 1

3532∕690 西鄉隆盛(早春の卷) 林房雄 昭和18年 第一卷 1

3532∕690 西鄉隆盛(落花の卷) 林房雄 昭和18年 第二卷 1

3532∕690 西鄉隆盛(青葉の卷) 林房雄 昭和19年 第三卷 1

3532∕690 西鄉隆盛(而立の卷) 林房雄 昭和18年 第四卷 1

3532∕690 西鄉隆盛(月魄の卷) 林房雄 昭和18年 第五卷 1

3532∕690 西鄉隆盛(不知火の卷) 林房雄 昭和19年 第七卷 1

3532∕694 綠の樹蔭 小幡昌甫 昭和19年 1

3532∕695 月夜のパラソル 伊馬鵜平 昭和16年 諷刺ユ―モア小說集 1

3532∕697 女の手 舟橋聖一 昭和17年 1

3532∕698 西部濠洲の朝 芝崎町男 昭和17年 1

3532∕699 木石 舟橋聖一 昭和18年 1

3532∕701 炭田の人々 筑紫聰 昭和17年 1

3532∕702 尊い漁夫 井東憲 昭和18年 1

3532∕707 峠の記念日 日吉早苗 昭和18年 1

3532∕709 日本婦道記 山本周五郎 昭和18年 1

3533∕1 春日局 細川風谷 大正2年 1

3533∕2 講談日本外史第二卷 今三餘 大正13年 賴朝・北條の卷 1

3533∕2 講談日本外史第三卷 今三餘 大正14年 楠・新田・足利の卷 1

3533∕2 講談日本外史第四卷 今三餘 大正14年 戰國群雄の卷 1

3533∕2 講談日本外史第五卷 今三餘 大正15年 豐臣秀吉の卷 1

3533∕3 趣味の講談落語(月の卷) 講談落語研究會編 大正15年 1

3533∕3 趣味の講談落語(花の卷) 講談落語研究會編 大正15年 1

3533∕7 寬永武術競 大河內翠山 大正14年 1

3533∕8 井伊大老 碧瑠璃園 大正15年 1

3533∕10 檢察餘錄赤い法服 真野歡三郎 昭和2年 1

3533∕14 名人落語傑作集 落語研究會編 1

3533∕16 貝殼一平 吉川英治 昭和4年 上卷 1

3533∕16 貝殼一平 吉川英治 昭和5年 下卷 1
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3533∕17 自由黨秘錄 伊藤仁太郎 昭和5年 伊藤痴遊全集續第十一卷 1

3533∕18 趣味の科學探偵 白井賢二譯 1

3533∕19 薩摩隼人 玉田貞龍 昭和4年 1

3533∕19 幡隨院長兵衛 神田伯山 昭和4年 1

3533∕19 慶安太平記 小金井瀘洲 昭和4年 1

3533∕19 刺青金四郎 昭和4年 1

3533∕19 越後傳吉 一龍齊貞由山 昭和4年 1

3533∕19 秋月隼人 玉田玉秀齋 昭和4年 1

3533∕19 佐倉宗五郎 小金井瀘洲 昭和4年 1

3533∕19 實說鹽原多助 平林黑猿 昭和4年 1

3533∕19 塙團右衛門 桃川若燕 昭和4年 1

3533∕20 戰ひ 福永恭助 昭和7年 1

3533∕21 三遊柳連名人落語全集 三遊亭圓右 1

3533∕22 狼群 佐左木俊郎 1

3533∕24 教育資料家庭講談 阪田風谷 昭和8年 2冊﹙複本﹚ 2

3533∕25 隨筆犯罪・探偵・人生 甲賀三郎 昭和9年 1

3533∕26 評判落語全集 野間清治 昭和8年 2冊﹙中、下卷﹚ 2

3533∕27 落語全集 三芳屋編輯部 昭和7年 1

3533∕28 名作落語集 名作落語集刊會 昭和7年 芝居音曲篇・疎忽者を與太郎篇 1

3533∕30 名作落語集 名作落語集刊會 昭和7年 滑稽怪談篇・滑稽道中篇 1

3533∕31 名作落語集 名作落語集刊會 昭和7年 酒吞居候篇・花柳廓噺篇 1

3534∕20 英文世界名著全集 津田芳雄 昭和3年 第三十七卷 1

354∕1 標註訓譯水滸傳 平岡龍城 大正4年 15冊﹙1至15卷﹚ 15

354∕3 新譯演義三國志 久保天隨譯 下卷 1

354∕4 新譯水滸全傳 久保天隨譯 大正5年 下卷2冊﹙複本﹚ 2

354∕5 玉簪花 佐藤春夫 大正12年 1

354∕6 和譯聊齋志異 柴田天馬 大正8年 1

354∕7 通俗二十一史﹙第二卷﹚ 早稻田大學編輯部 明治45年 列國志後編・漢楚軍談 1

354∕7 通俗二十一史﹙第三卷﹚ 早稻田大學編輯部 明治44年 西漢記事・東漢記事 1

354∕8 繪圖革命黨演義 吳虞公 民國11年 3冊﹙1、2、3卷﹚ 3

354∕9 中國偵探案全集 1

354∕10 偵探學識 1

354∕11 今古奇觀 井上紅梅 昭和17年 1

354∕13 西遊記﹙燈の卷﹚ 西川滿 昭和18年 1

354∕13 西遊記﹙上の卷﹚ 西川滿 昭和18年 1

354∕13 西遊記﹙會の卷﹚ 西川滿 昭和19年 1

354∕13 西遊記﹙大の卷﹚ 西川滿 昭和18年 1

354∕13 西遊記﹙元の卷﹚ 西川滿 昭和18年 1

354∕15 改訂西遊記 中島孤島譯 昭和18年 1

354∕16 阿片戰爭 大原正敏 昭和19年 1

355∕1 白痴﹙後編﹚ 米川正夫譯 大正8年 1

355∕1 支那時文談論 關口隆正 大正3年 1

355∕1 賭博者﹙若い男の手記から﹚ 原白光譯 大正8年 1

355∕1 力ラマ―ゾフの兄弟 米川正夫譯 大正9年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

355∕1 惡靈﹙前編﹚ 米川正夫譯 大正8年 1

355∕1 二重人格 永島直召譯 大正9年 1

355∕1 青年﹙前編﹚ 米川正夫譯 大正10年 1

355∕1 死の家の記錄 長岡義夫譯 大正10年 1

355∕1 短篇集 永島直召譯 大正9年 1

355∕1 母 深澤正策譯 昭和14年 1

355∕2 ジセンクリストフ 豐島與志雄譯 大正9年 第一冊 1
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355∕2 新支那時文 宮脇賢之介 大正12年 2冊﹙複本﹚附錄﹕現行支那關稅概論 2

355∕3 大洪水﹙前編﹚ 佐々木孝丸譯 大正9年 1

355∕4 チリコフ選集 關口彌作譯 大正9年 1

355∕5 山と水 黑岩淚香 明治43年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

355∕5 後の巖窟王 黑岩淚香 大正9年 1

355∕5 孃一代 黑岩淚香 大正9年 1

355∕5 人の運 黑岩淚香 1

355∕5 怪の物 黑岩淚香 大正10年 1

355∕50 ネ口 青芳勝久譯 大正13年 1

355∕52 居酒屋 木村幹譯 1

355∕58 犧牲 森田草平譯 大正6年 1

355∕63 沙翁傑作集 橫山有策譯 昭和4年 世界文學全集﹙3﹚ 1

355∕63 ドン・キホ一テ 片上伸譯 昭和2年 世界文學全集﹙4﹚ 1

355∕63 懺悔錄 生田長江・大杉榮同譯 昭和4年 世界文學全集﹙8﹚ 1

355∕63 フアウスト其他 秦豐吉譯 昭和2年 世界文學全集﹙9﹚ 1

355∕63 レ・ミゼラブル﹙1﹚ 豐嶋與志雄譯 昭和2年 2冊﹙複本﹚世界文學全集﹙12﹚ 2

355∕63 レ・ミゼラブル﹙2﹚ 豐嶋與志雄譯 昭和2年 世界文學全集﹙13﹚ 1

355∕63 レ・ミゼラブル﹙3﹚ 豐嶋與志雄譯 昭和2年 世界文學全集﹙14﹚ 1

355∕63 父と子・處女地 米川正夫譯 昭和2年 世界文學全集﹙21﹚ 1

355∕63 露西亞三人集 秋庭俊彥・原久一郎同譯 昭和3年 世界文學全集﹙24﹚ 1

355∕63 イプセン集 楠山正雄譯 昭和2年 世界文學全集﹙26﹚ 1

355∕63 北歐三人集 宮原晃一郎・生田春月同譯 昭和3年 世界文學全集﹙27﹚ 1

355∕63 痴人の告白・死の舞踏其他 三井光彌譯 昭和3年 世界文學全集﹙28﹚ 1

355∕63 樁姬・サフオ・死の勝利 高橋邦敗郎等譯 昭和3年 世界文學全集﹙30﹚ 1

355∕63 新興文學集 昇曙夢等譯 昭和4年 世界文學全集﹙38﹚ 1

355∕63 モンテ・クリスト伯﹙下卷﹚ 大宅狀一譯 昭和3年 世界文學全集16 1

355∕63 フアウスト其他 泰豐吉譯 世界文學全集9 1

355∕63 群盜 泰豐吉譯 昭和5年 世界文學全集10 1

355∕63 ボヴリイ夫人・女の―生・脂肪の塊 廣津和郎譯 世界文學全集20 1

355∕63 父と子・處女地・初戀ひ 米川正夫譯 世界文學全集21 1

355∕63 チエホフ選集 秋庭俊彥譯 昭和3年 世界文學全集24 1

355∕63 クォ・グディス 木村毅譯 昭和3年 世界文學全集25 1

355∕63 イプセン集 楠山正雄譯 昭和2年 世界文學全集26 1

355∕63 ダアバァヴィル家のテス・青春・明日 宮島新三郎譯 世界文學全集29 1

355∕63 寂しき人々・戀愛三味・モンナグンナ 成瀨無極譯 昭和2年 世界文學全集31 1

355∕63 佛蘭西近代戲曲集 辰野隆等譯 昭和3年 世界文學全集34 1

355∕63 近代詩人集 西條八十等譯 昭和5年 世界文學全集37 1

355∕63 現代佛蘭西小說集 岡野馨譯 昭和4年 世界文學全集32 1

355∕79 惡人の生と死 益本重雄譯 昭和6年 1

355∕81 何處へ行く 益本重雄譯 昭和6年 1

355∕93 親和力 久保正夫譯 大正9年 1

355∕116 ダンテ神曲物語 繁野政璃 明治43年 1

355∕122 エヂブト十字架の秘密 伴大矩譯 1

355∕128 ドンキホ―テ―物語 成光館編輯部 大正13年 1

355∕129 バイロン傳 木村毅譯 昭和10年 1

355∕132 死の家の記錄 中村白葉譯 昭和10年 1

355∕133 續爐邊夜話 乾信一郎 昭和10年 1

355∕136 盲目の飜譯英人之日米戰爭觀 杉山茂丸譯 明治44年 1

355∕137 にんじん 岸田國士譯 昭和9年 1

355∕139 夜間飛行 堀口大學譯 昭和9年 1

355∕140 國際スパイ小說ムッソリニ敗るゝ日 深澤正策譯 昭和10年 1
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355∕142 大地 新居格譯 昭和13年 第一部             2冊﹙複本﹚ 2

355∕142 大地 新居格譯 昭和13年 第二部 1

355∕142 母と子(母への手紙) 山內義雄譯 昭和10年 1

355∕143 女の學校(ロべエル) 堀口大學譯 昭和12年 1

355∕144 世界の終り 妹尾アキ夫譯 昭和12年 1

355∕145 學童日記クオレ 神田龍一譯 昭和11年 1

355∕147 ねなしかづら 高木佑一郎譯 昭和12年 1

355∕151 孤兒マリイ 堀口大學譯 昭和12年 1

355∕152 ドクトル・ビェルゲルの運命 高橋健二譯 昭和10年 1

355∕155 戰へる使徒 深澤正策譯 昭和13年 1

355∕156 東の風西の風 深澤正策譯 昭和13年 1

355∕157 支那ランブの石油 麻上俊夫譯 昭和13年 1

355∕158 風と共に去りぬ 大久保康雄譯 昭和14年 1

355∕159 吹雪の山莊 昭和14年 1

355∕160 黑暗の河 大久保康雄譯 昭和15年 1

355∕162 若き娘たち 新庄嘉章譯 昭和15年 1

355∕164 家 廣瀨哲士譯 昭和15年 下卷 1

355∕165 別れの歌 龍口直太郎譯 昭和15年 1

355∕166 ハヂ・ババの冒險 村田昌三譯 昭和15年 1

355∕167 すべて此世も天國も 大久保康雄譯 昭和15年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

355∕170 フうンス戰線 高野彌一郎譯 昭和16年 1

355∕171 偉大なる王 長谷川濬譯 昭和16年 1

355∕173 白熱の歷史 菅谷恒德譯 昭和16年 1

355∕174 ナアシッス號の黑奴 米窪滿亮譯 昭和16年 1

355∕175 ロッテ歸リね 平野威馬雄譯 昭和16年 下卷 1

355∕177 觸るべからず 前田河廣一郎譯 昭和17年 印度小說 1

355∕178 不屈の種族 齋藤久雄譯 昭和17年 1

355∕179 佛印駐屯軍の記錄 山崎竹一譯 昭和17年 1

355∕181 作家の情熱 水野成夫譯 昭和15年 1

355∕183 ムッソ―二の伊太利人 岩崎純孝譯 昭和18年 1

355∕184 少年軍犬物語 蘆田多寧譯 昭和18年 1

355∕196 運命をつくる人 1

356∕1 日本傳說集 高木敏雄 大正13年 1

356∕2 日本神話 鈴木友吉 大正13年 1

356∕3 アイヌ神話 中田千畝 大正13年 1

356∕4 世界童話大系第1卷 世界童話大系刊行會 大正13年 希臘・羅馬・伊太利篇 1

356∕4 世界童話大系第2卷 世界童話大系刊行會 大正13年 獨逸篇 1

356∕4 世界童話大系第4卷 世界童話大系刊行會 大正13年 北歐篇 1

356∕4 世界童話大系第6卷 世界童話大系刊行會 大正14年 露西亞篇﹙2﹚ 1

356∕4 世界童話大系第7卷 世界童話大系刊行會 大正15年 蘇格蘭・英蘭篇 1

356∕4 世界童話大系第8卷 世界童話大系刊行會 大正14年 愛蘭篇 1

356∕4 世界童話大系第9卷 世界童話大系刊行會 大正15年 佛蘭西・和蘭篇 1

356∕4 世界童話大系第10卷 世界童話大系刊行會 大正14年 印度篇 1

356∕4 世界童話大系第5卷 世界童話大系刊行會 大正13年 露西亞篇﹙1﹚ 1

356∕4 世界童話大系第11卷 世界童話大系刊行會 大正14年 土耳古・波斯篇 1

356∕4 世界童話大系第12卷 世界童話大系刊行會 大正14年 亞刺比亞篇﹙1﹚ 1

356∕4 世界童話大系第13卷 世界童話大系刊行會 大正14年 亞刺比亞篇﹙2﹚ 1

356∕4 世界童話大系第14卷 世界童話大系刊行會 昭和2年 亞刺比亞篇﹙3﹚ 1

356∕4 世界童話大系第15卷 世界童話大系刊行會 昭和2年 支那・臺灣篇 1

356∕4 世界童話大系第16卷 世界童話大系刊行會 大正14年 日本篇 1

356∕4 世界童話大系第17卷 世界童話大系刊行會 大正14年 世界童謠集﹙上﹚ 1
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356∕4 世界童話大系第18卷 世界童話大系刊行會 大正15年 世界童謠集﹙下﹚ 1

356∕4 世界童話大系第19卷 世界童話大系刊行會 大正14年 童話劇篇﹙1﹚ 1

356∕4 世界童話大系第20卷 世界童話大系刊行會 大正13年 童話劇篇﹙2﹚ 1

356∕4 世界童話大系第21卷 世界童話大系刊行會 大正15年 童話劇篇﹙3﹚ 1

356∕4 世界童話大系第22卷 世界童話大系刊行會 昭和3年 童話劇篇﹙4﹚ 1

356∕4 世界童話大系第23卷 世界童話大系刊行會 大正15年 獨逸・西班牙篇 1

356∕4 世界童話大系第23卷 世界童話大系刊行會 昭和2年 獨逸篇﹙2﹚ 1

356∕6 童話及び兒童の研究 松村武雄 大正11年 1

356∕7 童話童謠及音樂舞踊 松村武雄・田邊尚雄 大正13年 田邊八重子同著 1

356∕8 童話の實際と其批評 岸邊福雄 大正13年 1

356∕9 幼き人へのお話 大阪市幼稚園共同研究會 大正13年 1

356∕10 アンデルセン童話 成光館編輯部 大正11年 1

356∕12 モントクリス卜物語 成光館編輯部 1

356∕15 シエ―クスビセ物語 成光館編輯部 大正4年 1

356∕17 新譯千一夜物語 中島茂一 大正13年 1

356∕19 アイアンの島迴リ 西條八十 大正12年 1

356∕20 お伽狂言 久門南海・戶川耕由同著 大正13年 1

356∕21 童話教育の實際 蘆谷重常 大正14年 1

356∕22 日本神話傳說の研究 高木敏雄 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

356∕24 古代印度の傳說と神話 和田徹城 大正9年 1

356∕25 日本の神話 吉田助治 大正15年 1

356∕26 日本童話の新研究 中田千畝 大正15年 1

356∕27 世界名作物語讀本第1編 佐藤武 大正15年 1

356∕27 世界名作物語讀本第3編 佐藤武 昭和2年 1

356∕29 神話學概論 西村真次 昭和2年 1

356∕30 怪奇篇 巖谷季雄 昭和3年 小波お伽全集第一卷 1

356∕30 少女篇 巖谷季雄 昭和3年 小波お伽全集第二卷 1

356∕30 短話篇 巖谷季雄 昭和3年 小波お伽全集第三卷 1

356∕30 芝居篇 巖谷季雄 昭和4年 小波お伽全集第四卷 1

356∕30 少年篇 巖谷季雄 昭和4年 小波お伽全集第五卷 1

356∕30 長話篇 巖谷季雄 昭和4年 小波お伽全集第六卷 1

356∕30 歌謠篇 巖谷季雄 昭和4年 小波お伽全集第七卷 1

356∕30 少女短篇 巖谷季雄 昭和5年 小波お伽全集第八卷 1

356∕30 少年短篇 巖谷季雄 昭和5年 小波お伽全集第九卷 1

356∕30 口演篇 巖谷季雄 昭和5年 小波お伽全集第十卷 1

356∕30 傳說篇 巖谷季雄 昭和5年 小波お伽全集第十一卷 1

356∕30 寓話篇 巖谷季雄 昭和3年 小波お伽全集第十二卷 1

356∕31 健男兒 上井磯吉 昭和2年 1

356∕33 童話武勇篇 蘆谷蘆村 昭和6年 口演資料 1

356∕33 童話興國篇 蘆谷蘆村 昭和6年 口演資料 1

356∕34 ノ―ルウェ―童話集 大戶喜一郎 昭和7年 世界童話叢書第十七篇 1

356∕35 赤い壺 西谷勢之介 昭和7年 1

356∕36 兒童大會と司會法 內山憲堂 昭和6年 1

356∕37 童心藝術概論 尾觀岩二 昭和7年 1

356∕38 教訓本位對話と童話劇 葛岡龍吉 昭和7年 1

356∕39 童話雜感及小品 小川未明 昭和7年 1

356∕41 童話教育新論 松村武雄 昭和4年 1

356∕42 黑ンボのうた 多田南溟漱人 昭和7年 1

356∕43 傳說民化考 長尾豐 昭和7年 1

356∕44 村上童話實演集 村上寬 昭和7年 1

356∕46 父の國と母の國 宇野浩三 昭和7年 1
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356∕47 東洋口碑大全 巖谷小波 大正2年 上卷 1

356∕48 ペルシ童話集・トルコ童話集 松元竹二編 昭和4年 1

356∕50 建國神話埃及物語 前田越嶺 大正元年 1

356∕51 訓話集 堀口義一編 昭和9年 實演佛教童話全集第一卷 1

356∕51 童話集﹙幼兒の卷﹚ 堀口義一編 昭和10年 實演佛教童話全集第二卷 1

356∕51 童話集﹙尋常一、二年の卷﹚ 堀口義一編 昭和9年 2冊﹙複本﹚實演佛教童話全集第三卷 2

356∕51 童話集﹙尋常三、四年の卷﹚ 堀口義一編 昭和9年 實演佛教童話全集第四卷 1

356∕51 童話集﹙青少年の卷﹚ 堀口義一編 昭和10年 實演佛教童話全集第六卷 1

356∕51 兒童劇集 堀口義一編 昭和9年 實演佛教童話全集第七卷 1

356∕51 兒童劇集 堀口義一編 昭和10年 實演佛教童話全集第八卷 1

356∕51 實演の仕方と心得 堀口義一編 昭和10年 實演佛教童話全集第九卷 1

356∕51 佛教童話の研究 蘆谷重常 昭和10年 實演佛教童話全集第十卷 1

356∕52 童心は微笑む 蘆谷重常 昭和9年 1

356∕53 民族性と神話 松村武雄 昭和9年 1

356∕54 皇祖皇太神宮神主竹內家秘寶 酒井勝軍 昭和5年 1

356∕55 球陽外卷遺老傳說 島袋盛敏譯 昭和10年 1

356∕56 通俗イリアッド物語 通俗教育普及會 大正4年 1

356∕57 原文對譯支那童話歌謠研究 米田祐太郎 大正14年 1

356∕58 日本傳說研究 藤澤衛彥 昭和10年 8冊﹙1、2、3、4、5、6、7、8﹚ 8

356∕59 お化けの世界 坪田讓治 昭和10年 1

356∕60 大語園 巖谷小波 昭和10年 9冊﹙1、2、3、4、5、6、7、8、9﹚ 9

356∕60 大語園 巖谷小波 昭和11年 索引 1

356∕61 島原半島民話集 關敬吾 昭和10年 1

356∕62 童話繪話の作方・話し方 北村大榮 昭和10年 附錄﹕實演童話集 1

356∕63 新ばなし幼兒三百六十五日﹙冬の卷﹚ 上澤謙二 昭和10年 1

356∕64 神話傳至說の支那 松村武雄 昭和11年 1

356∕65 童話史 日本童話協會 昭和12年 1

356∕66 秋翠童話口演集 志村秋翠 昭和10年 1

356∕67 童話の創作と實演 沖野岩三郎 昭和12年 1

356∕68 インド・ペルシセ神話と傳說 馬場吉信・松村武雄同編 昭和10年 1

356∕68 フラノス・ロシセ神話と傳說 井上勇・舜曙夢同編 昭和10年 1

356∕68 ギリシヤ・ロ―マ神話と傳說 中島孤島編 昭和10年 1

356∕68 フィンランド・セルヴィア神話と傳說 松村武雄編 昭和10年 1

356∕68 アイルランド神話と傳說 八佳利雄編 昭和10年 1

356∕68 イギリス神話と傳說 中島孤島編 昭和10年 1

356∕68 ドイツ神話と傳說 松村武雄編 昭和10年 1

356∕68 北歐神話と傳說 松村武雄編 昭和10年 1

356∕68 スべイソ・アナン神話と傳說 松村武雄編 昭和10年 1

356∕68 べルギイ・オ―ストリセ・ハソガリイセ神話と傳說 山崎光子編 昭和10年 1

356∕68 へブライ・パレスチン神話と傳說 松村武雄編 昭和10年 1

356∕68 インド・ペルシセ神話と傳說 松村武雄編 昭和10年 1

356∕68 メキシコ・ペル―神話と傳說 松村武雄編 昭和10年 1

356∕68 支那・朝鮮・台灣神話と傳說 松村武雄編 昭和10年 1

356∕69 二十世紀の神話 吹田順助・上村清延同譯 昭和13年 1

356∕70 らくだの耳 長尾豐 昭和16年 1

356∕71 南海群島の神話と傳說 齊藤正雄 昭和16年 1

356∕72 黑潮につながる日本と南洋 中田千畝 昭和16年 1

356∕74 定本小波世界お伽噺 巌谷小波 昭和19年 4冊﹙1、2、3、4集﹚ 4

356∕75 犬と酒 平野威馬雄譯 昭和18年 ドイツ古典童話集 1

356∕77 南の傳說 松浦良松編 昭和18年 1

356∕78 讃岐佐柳・志々島昔話集 柳田國男編 昭和19年 全國昔話記錄 1
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356∕79 南の民話と民謠 松川二郎 昭和18年 1

356∕80 朝鮮の神話と傳說 申來鉉 昭和18年 1

358∕1 時局防空必攜解說 大日本防空協會臺灣本部 昭和19年 光復後日文圖書編目 1

360∕1 明治演說史 宮武外骨 昭和4年 1

360∕2 昭和名演說集 岡山晴吉編 昭和5年 1

360∕3 新記事論說壹萬題 大烟裕 明治43年 1

360∕4 明治文化の記念と其批判 森脇美樹編 大正14年 1

360∕5783 生命とは何か(物理的にみた生細胞) 岡小天・鎮目恭夫同譯 昭和58年 光復後日文圖書編目 1

361∕2 戰爭平和及將來 大日本文明協會編 大正7年 1

361∕4 哲理と世の中 柿花啟正 大正8年 1

361∕5 社會と人生 帆足理一郎 大正13年 1

361∕7 國民的悲劇の發生 茅原廉太郎 大正8年 1

361∕9 想痕 三宅雄二郎 大正8年 改訂縮刷 1

361∕10 文化と自然 稻毛詛風 大正9年 1

361∕11 天の聲・人の聲 小林一郎 大正9年 1

361∕12 日本と戰はん乎 佐藤鋼次郎譯 大正10年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

361∕13 私どもの主張 有島武郎・森本厚吉 大正10年 吉野作造同述 1

361∕14 兆民文集筆猶在り舌猶在り 中江兆民 大正11年 1

361∕16 文明の救濟 松根宗一譯 大正11年 1

361∕17 かはづのこゑ 有馬賴寧 大正11年 1

361∕18 轉身 倉田百三 大正12年 1

361∕19 日本民族の為めに 遠藤吉三郎 大正10年 1

361∕20 ペンの聲 藤井彌一郎 大正12年 1

361∕22 超剋 倉田百三 大正13年 1

361∕24 續外來思想批判 深作安文 大正11年 1

361∕25 正義を求める心 大杉榮 大正10年 1

361∕26 自由人となるまで 川村理助 大正13年 1

361∕27 愛、理性及び勇氣 與謝野晶子 大正10年 1

361∕28 日本改造の意義及其綱領 鈴木梅四郎 大正8年 1

361∕29 世界文明の統一 丸山岩吉譯 大正13年 1

361∕30 文明の極致 大日本文明協會編 大正8年 1

361∕31 地獄の征服 阿部次郎 大正11年 文藝評論第一輯 1

361∕31 社會と人生 黑岩周六 大正8年 1

361∕32 十字街頭を往く 廚川白村 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

361∕33 生活革新の機來る 三宅やす子 大正12年 1

361∕34 象牙の塔を出て 廚川白村 大正9年 1

361∕37 英雄論﹙黑田如水・直江山城守﹚ 福本日男 大正8年 1

361∕39 大戰後の世界と日本 德富豬一郎 大正10年 1

361∕40 雜記帳 與謝野晶子 1

361∕42 愛と認識との出發 倉田百三 大正10年 1

361∕43 世界大戰以來 相馬由也 大正8年 大隈候論文集 1

361∕45 崇高への道 古屋芳雄 大正14年 1

361∕46 鶴見祐輔氏大講演 大日本雄辨會 大正13年 1

361∕47 明治演說史 宮武外骨 大正15年 1

361∕50 書齋より社會 春日賢一 大正15年 1

361∕51 論文作法 生田長江 昭和2年 1

361∕52 得能博士還曆記念哲學論文集 田邊重三・矢崎美盛 昭和2年 河野與一同編 1

361∕53 朝比奈知泉文集 朝比奈知泉文集刊行會 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

361∕54 べ―コン論說集 高橋五郎譯 大正3年 1

361∕56 われ等のユ―トピア 大阪每日新聞社 昭和4年 1

361∕58 東京商科大學創立五十周年記念論文集 東京商科大學 大正14年 1
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361∕59 巴里の憂鬱 三好達治譯 昭和4年 現代の藝術と批評叢書 1

361∕60 日本發見 柳澤健 昭和8年 1

361∕61 英雄論 福本誠 明治44年 1

361∕62 世界よ何處ヘ行く 增富平藏譯 昭和12年 1

361∕0589 生命の起原と生化學 江上不二夫 昭和58年 光復後日文圖書編目 1

361∕6650 生命の起源 野田春彥 昭和59年 光復後日文圖書編目 1

362∕3 泰西雄辯集 大日本雄辯編輯部 大正8年 1

362∕5 雄辯の新研究 加藤咄堂 大正13年 1

362∕6 お噺の仕方 下位春吉 大正10年 1

362∕7 福翁漫言 富田貢編 大正6年 1

362∕9 話方の經濟 森本厚吉 大正14年 1

362∕11 實演趣味の講話集 山北清次・岩田九郎 大正15年 樫葉勇同著 1

362∕14 賀川豐彥氏大講演集 大日本雄辯會 大正15年 1

362∕17 木村匡君口演集 小林清藏編 昭和2年 1

362∕18 新井石禪師大講演集 大日本雄辯會 昭和2年 1

362∕26 その日は來た 鎌田敬四郎 昭和3年 1

362∕27 史境遍歷 德富豬一郎 昭和7年 1

362∕28 孫中山先生十講 孫中山先生 民國10年 1

362∕29 現下の諸問題是非對抗熱辯集 岡田晴吉 昭和6年 1

362∕31 記念講演集第一輯 臺北帝國大學 昭和7年 1

362∕31 記念講演集第二輯 臺北帝國大學 昭和8年 1

362∕31 記念講演集第三輯 臺北帝國大學 昭和9年 1

362∕31 記念講演集第四輯 臺北帝國大學 昭和10年 1

362∕31 記念講演集第五輯 臺北帝國大學 昭和11年 1

362∕34 文壇大家演說集 岡田晴吉編 昭和8年 雄辯七月特大號附錄 1

363∕4224 バイオテクノロジ一(遺伝子工学が開いた先端技術) 村上和雄 昭和59年 光復後日文圖書編目   1

368∕7702 大地の微生物 服部勉 昭和58年 光復後日文圖書編目 1

369∕1 魚の市場 岩波書店編集部編集 民國41年 光復後日文圖書編目    岩波寫真文庫4 1

369∕2 中華民國文化機關要覽 小野得一郎 昭和11年 光復後日文圖書編目 1

369∕2301 細菌學實習提要 傳染病研究所學友會編 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

370∕1 現代教育學 篠原助市 昭和7年 1

370∕2 教育學・ 近教育の思潮 乙竹岩造・長田新同著 昭和13年 師範大學講座「教育・心理」第一卷 1

370∕2 日本教育史﹙上卷﹚ 加藤仁平 昭和13年 師範大學講座「教育・心理」第二卷 1

370∕2 日本教育史﹙下卷﹚・現代教育の理論及び實際 加藤仁平・山田榮同著 昭和12年 師範大學講座「教育・心理」第三卷 1

370∕2 西洋教育史﹙上卷﹚ 石山脩平 昭和13年 師範大學講座「教育・心理」第四卷 1

370∕2 西洋教育史﹙下卷﹚ 石山脩平 昭和13年 師範大學講座「教育・心理」第五卷 1

370∕2 教授法 野々村運市 昭和13年 師範大學講座「教育・心理」第六卷 1

370∕2 現代の教育學・特殊教育學 入澤宗壽・樋口長市同著 昭和12年 師範大學講座「教育・心理」第七卷 1

370∕2 教育心理學﹙上卷﹚ 丸山良二 昭和13年 師範大學講座「教育・心理」第十卷 1

370∕2 教育心理學﹙下卷﹚ 丸山良二 昭和12年 師範大學講座「教育・心理」第十一卷 1

370∕2 教育的測定法・個性調查・職業指導 田中寬一・久保良英等同著 昭和12年 師範大學講座「教育・心理」第十二卷 1

370∕2 教師論・學校經營論・教育制度・外一篇 下田次郎等 昭和12年 師範大學講座「教育・心理」第十三卷 1

3701∕1 アメリカ民主主義の基本方針 宗像誠也譯 民國39年 光復後日文圖書編目 1

3701∕2 アメリカ教育の反省 矢川德光譯 民國39年 光復後日文圖書編目 1

3708∕1 臺灣の教育 臺灣總督府文教局 昭和11年 光復後日文圖書編目 1

37173∕1 体育とスポ―ツの图鑑 相賀徹夫編 昭和38年 光復後日文圖書編目 1

37174∕1 一・二年のお話あそび 長尾豐 昭和7年 1

372∕5 エスペラント捷徑 小坂狷二 昭和11年 獨習用・復習用 1

372∕6 エスペラント藝讀本 小坂狷二 昭和8年 第一輯スラヴ篇 1

372∕7 エスペラント會話 久保貞次郎編 昭和11年 附錄﹕分類語彙 1

372∕8 エスペラント發音研究 岡本好次 昭和10年 1
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3722∕1 幼稚園の缺點 市橋虎之助 明治35年 1

3725∕1 新手工教科書﹙下卷﹚ 岡山秀吉・阿部七五三吉等著 昭和3年 光復後日文圖書編目 1

373∕3 大日本國語辭典 上田萬年・松井簡治同著 大正10年 4冊﹙1至4卷﹚ 4

373∕16 何でも解かる知識の寶庫 加藤美侖 大正13年 1

373∕21 思潮學藝新知識大系 矢口達・加藤美侖同著 大正15年 1

373∕26 詳しく解かる萬有常識寶典 野崎小蟹 昭和3年 1

373∕36 辭苑 新村出 昭和10年 1

373∕41 廣辭林 金澤庄三郎編 昭和11年 2冊﹙複本﹚ 2

374∕1 我子の入學﹙入學難を救ふみち﹚ 瀧澤又市 大正15年 光復後日文圖書編目 1

374∕2 結婚訓 穗積重遠 昭和16年 光復後日文圖書編目 1

374∕3 結婚・友情・幸福 河盛好藏 昭和14年 光復後日文圖書編目 1

374∕7 學生版大字典 上田萬年等同著 昭和11年 1

374∕7 縮刷大字典 上田萬年等同著 大正11年 1

374∕13 漢字索引日華大字典 服部操 大正15年 1

374∕14 日華大辭彙﹙原名﹕日支大辭彙﹚ 石山福治 大正13年 1

374∕19 新式明解漢和大字典 土屋鳳州 昭和7年 1

374∕21 現代支那語學 後藤朝太郎 明治41年 1

374∕23 字源 簡野道明 昭和8年 1

374∕24 尚文堂支那語辭典 宮島吉敏 昭和7年 1

375∕1 體育と保健のカリキェラム 東俊郎譯 昭和25年 光復後日文圖書編目 1

375∕7 熟語本位英和中辭典 齋藤秀三郎 大正10年 1

375∕7 增補熟語本位英和中辭典 齋藤秀三郎 昭和11年 豐田實增補 1

375∕7 熟語本位英和中辭典 齋藤秀三郎 昭和2年 再訂版 1

375∕9 スタソダ―ド和英大辭典 1

375∕20 英和雙解熟語大辭典 神田乃武・南日恒太郎同編 明治42年 1

375∕22 英漢雙解英文成語辭典 大正12年 1

375∕23 英華大辭典 顏惠慶等編 民國10年 1

375∕24 改訂コンサイス英和新辭典 三省堂編輯部 昭和9年 1

375∕30 新英和大辭典 岡倉由三郎 昭和3年 1

375∕34 和英併用新式辭典 中山久四郎編 昭和7年 1

375∕38 學生英和辭典 三省堂編輯所 昭和10年 1

375∕39 新撰英和辭典 增田藤之助 大正2年 1

375∕40 スタンダ―ド英和辭典 竹原常太編 1

376∕3 獨逸文法辭典 片山正雄 大正5年 附錄﹕詳解獨逸文典 1

376∕5 新式獨和大辭典 登張信一郎 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

376∕8 獨和言林 佐藤通次 昭和11年 1

376∕11 和獨動詞辭典 澤井要一 昭和7年 1

376∕12 雙解獨和大辭典 昭和2年 1

376∕13 伊太利語辭典 井上靜一 昭和11年 1

380∕1 商學通論 武田英一 昭和3年 光復後日文圖書編目 1

380∕1 小さい國語學 安藤正次 大正13年 1

380∕2 國語解釋虎の卷 安達大壽計 大正13年 教科參考受驗準備 1

380∕3 中學國語の話 大島庄之助 大正9年 1

380∕4 國漢文要語精解 吉川秀雄 大正10年 1

380∕6 國語書取は斯くの如くして暗記せよ 福永亨吉・吉村重德同著 大正11年 1

380∕7 國語書取文法の新研究 山內素行 大正13年 試驗問題を基礎とせる 1

380∕8 國語常識解釋の誤及正解 藤井金吾 大正13年 1

380∕10 標準的國語問題詳解 龍澤良方 大正14年 1

380∕11 國語書取の徹底的新研究 松岡繁行 昭和10年 1

380∕12 言語と文體 小林英夫 昭和12年 1

380∕13 日本語の研究 兼常清佐 昭和14年 1
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380∕14 國語觀﹙新日本語の建設﹚ 岡本千万太郎 昭和14年 1

380∕15 國語書取と文法正誤の解釋 前嶋成 昭和14年 入學試驗問題分類 1

380∕16 明日の日本語 島田春雄 昭和16年 1

380∕17 日本語の特質 佐久間鼎 昭和16年 1

380∕18 日本語教育と日本語問題 岡本千万太郎 昭和17年 1

380∕19 國語問題正解 延原政行・古關吉雄同著 昭和17年 受驗參考 1

380∕22 古代語新論 奧里將建 昭和18年 1

381∕1 新制商業教授書﹙高一﹚ 湯川征吉 昭和12年 光復後日文圖書編目 1

381∕1 平安朝文法史 山田孝雄 大正2年 1

381∕2 國語學史﹙併概說﹚ 吉澤義則 昭和10年 1

382∕1 修辭學大要 五十嵐力 大正12年 1

382∕2 日本文法講義 山田孝雄 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

382∕3 日本文典講義 和田萬吉 大正11年 1

382∕4 實用日本口語法 山田吉次 大正10年 1

382∕5 新體國語法精說 小林好日 大正13年 1

382∕6 日本口語法 鶴田常吉 大正13年 尋常小學國語讀本を資材とした 1

382∕7 敬語法の研究 山田孝雄 大正13年 1

382∕8 新國語法 大野保 大正14年 自習と受驗 1

382∕9 歌で覺えろ國文法 千代延尚壽 大正14年 1

382∕10 學生の國文法 荒瀨邦介 大正14年 問答式 1

382∕11 國文法の解義と練習 石田貞吉 大正15年 1

382∕12 標準日本口語法 松下大三郎 昭和5年 1

382∕13 中等教科現代典 芳賀矢一 大正4年 下卷 1

382∕14 新訂教科日本文典 新村出 大正元年 附錄﹕假名遣大要 1

382∕15 大正日本文法 保科孝一 大正7年 上卷 1

382∕16 改訂實用日本文典 明治書院編輯部 大正7年 1

382∕17 修辭學の要領 小林鶯里 昭和4年 1

382∕18 女子實用文法 春日政治 大正9年 3冊﹙上、下、下卷﹚ 3

382∕19 基礎日本語 土居光知 昭和8年 1

382∕20 女子教育日本文法書 山田孝雄 大正14年 1

382∕21 受驗本位の國文法 三省堂編輯部 昭和8年 1

382∕22 日本文典大綱 鈴木忠孝 1

382∕23 文法及口語法 木枝增一 昭和10年 1

382∕24 分り易い國文法のあたま 丸山茂 昭和8年 1

382∕25 精說國文法 塚本哲三 昭和9年 1

382∕26 國文法の學習と練習 山田圀臣 昭和10年 1

382∕27 國語法大綱 松尾捨治郎 昭和14年 1

382∕31 現代國文學講話 坂井衡平 昭和10年 1

382∕32 國語の特性に即應したる新日本文典 村林孫四郎 昭和18年 1

383∕1 文語口語對照語法 吉岡鄉甫 大正9年 1

383∕2 國語發音法と口語法 小山朝丸 大正11年 1

383∕3 國語音聲學 神保格 大正14年 1

383∕4 新假名遣と常用漢字の指引 三並倢作 大正14年 1

383∕5 實用語講座言葉と文 玉井幸助 昭和10年 1

384∕1 國語國字問題 福永恭助 大正15年 1

384∕2 巷間の言語省察 淺野信 昭和8年 1

384∕3 日用通俗語辭典 橋本市郎編 昭和9年 1

384∕4 方言讀本 橘正一 昭和12年 1

384∕5 日向方言論考 日野巖 昭和17年 1

384∕6 校訂古語拾遺新註 池邊真榛 昭和18年 上卷 1

385∕2 ロ―マ字綴りの優劣に就いて 櫻根孝之進 昭和5年 意見書 1
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385∕3 實用上から見たロ―マ字綴りの研究 間宮不二雄 昭和6年 1

385∕4 ロ―マ字綴りに對し 昭和6年 1

385∕5 真に祖國を愛する同胞に訴ふ 宮崎靜二 昭和5年 附錄﹕羅馬字會式と田中館式 1

385∕6 ロ―マ字綴り方論 宮崎靜二 昭和5年 1

385∕7 ロ―マ字ひろめ會略史 宮崎靜二 昭和5年 1

385∕8 ロ―マ字の調查﹙意見書﹚ 岡倉由三郎 昭和8年 1

385∕9 標準式ロ―マ字 宮崎靜二 昭和8年 1

385∕10 教育上から見たロ―マ字 高島直一 文部省臨時ロ―マ字調查會へのお願 1

385∕11 皇國文教の危機 櫻根孝之進 昭和11年 臨時ロ―マ字調查會報告演說 1

385∕12 漢字及ロ―マ字對照 武內義熊譯 昭和11年 主要參考書論語 1

385∕13 ロ―マ字論文集 櫻根孝之進編 昭和14年 1

385∕14 古語拾遺 昭和12年 原文及ロ―マ字文對照 1

386∕1 朝鮮語の先生 崔在翊 大正13年 1

387∕1 臺灣航空發達史 大竹文輔 昭和14年 光復後日文圖書編目 1

389∕1 計量技術ハンドブツケ 工業技術院中央計量檢定所 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

391∕2 海南語初步 村上勝太編 大正11年 1

391∕5 誤れる文字文章 大町桂月 大正7年 1

391∕7 北京官話俗諺集解 鈴江萬太郎・下永憲次同編 大正14年 1

391∕9 滿洲語五十講 宮越健太郎・武田博同著 昭和12年 1

391∕11 黎氏支那語文法 大阪外國語學校大陸語學研究所譯 昭和18年 原著﹕黎錦洪 1

391∕13 標準蒙古語會話 小島武男編 昭和13年 1

391∕17 鄂倫春語 吉岡義人編 康德6年 1939年﹙大滿洲帝國﹚ 1

391∕22 日華對譯福州語 北原癸已男・陳戊壬 昭和15年 松田福信同編 1

391∕24 實用北京官話速成 薛瑞麒 昭和15年 1

391∕25 廣東語の研究 臺北高等商業學校調查課 昭和17年 1

391∕26 北京語對照廣東語研究 香坂順一 昭和18年 1

391∕27 詳註現代上海語 影山巍 昭和19年 1

391∕30 實用速成海南語讀本 王錦繡・陳紹宗同著 昭和18年 1

391∕7251 人類，その誕生まで 金塚貞文譯 昭和53年 光復後日文圖書編目 1

393∕1 記憶の出來る英語獨習自在 水谷次郎 大正10年 1

393∕3 新語學獨案內 エスブリンクリ― 明治42年 1

393∕4 青年英語講習錄 東京英語講習會 大正13年 1

393∕7 英語問題模範解答 星野久成譯 大正6年 2冊﹙複本﹚官立諸學校入學試驗 近十年ク間 2

393∕9 英語試驗問題解釋 馬場吉信・藤浪由之同著 大正13年 大正13年度高等學校・專門學校 1

393∕10 高等受驗英語各科講義集成 小山桂一郎編 大正14年 1

393∕11 英語試驗問題解釋 高等豫備教育研究會編 大正14年 大正14年度高等・專門學校 1

393∕12 英語受驗準備の鍵 安藤龍雄 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

393∕14 新英語獨習講義 伊東勇太郎 大正14年 1

393∕15 新初等英語獨習書 堀英四郎・澤西徹同著 大正15年 1

393∕16 初學英語獨修新書 石川辰之助 大正5年 1

393∕17 高等專門學校英語問題解釋 東京高等英會編 昭和2年 1

393∕18 初めて學ぶ人の英語獨習自在 深澤德次郎・青木他三郎同著 大正14年 1

393∕19 英語の第一步 米本新次 昭和7年 1

393∕20 誰にもわかる英語讀習自在 澁谷新平 大正14年 A・B・Cから會話まて 1

393∕22 模範速成英語讀學自在 大日本英語普及會編 大正9年 1

393∕23 一日一課獨習者の英語 松岡省平 昭和12年 1

393∕24 英語學び方考へ方と解き方 野原三郎 昭和7年 1

3934∕1 ユ二オン第四讀本講義﹙中卷﹚ 間崎勝義 大正9年 原文對照 1

3934∕2 分り易いユ二オン第四讀本詳解講義 峰尾都治 大正12年 1

3934∕3 NEW NATIONAL FOURTH READER Charles J Barnes 大正9年 2冊﹙複本﹚ 2

3934∕3 NEW NATIONAL FIRST READER Charles J Barnes 大正11年 1
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3934∕3 NEW NATIONALTHIRD READER 大正9年 1

3934∕4 イシグリッシ・エコ―第二卷 大正9年 1

3934∕4 イシグリッシ・エコ―第三卷 大正9年 1

3934∕5 NEW ORIENT READERS 武信由太郎 大正6年 第三卷 1

3934∕7 英文法正解 石川辰之助 大正13年 下卷 1

3934∕8 自修英文典 山崎貞 大正8年 1

3934∕8 新自修英文典 山崎貞 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

3934∕10 譯解本位の英文法 岩脇莞爾 大正9年 1

3934∕11 PIQUANT ENGLISH GRAMMAR 加賀谷林之助 大正13年 1

3934∕13 新研究英語の文法﹙學び方と應用の仕方﹚ 小野圭次郎 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

3934∕14 英文法の講義 山田巖 大正14年 1

3934∕15 教科書連絡中學新英文法 中等英語研究會 大正14年 三年程度 1

3934∕16 初學者の為めに解り易い英文法 堀田障左右 大正14年 1

3934∕17 模範講義ユ―二オン第四讀本 長澤英一郎 大正7年 1

3934∕18 初步英語學び方極意 坂井新五郎 昭和2年 上卷 1

3934∕19 ナシヨナル第四讀本研究 熊本謙二郎・喜安璡太郎同編 大正14年 下卷 1

3934∕20 レ・ミゼラブル 大藪秀哉譯 昭和4年 英文世界名著第十一卷 1

3934∕20 バルタザ―ル、クレンクビイユ其他 小暮春雄譯 昭和4年 英文世界名著第十五卷 1

3934∕20 天路歷程 布上莊衛譯 昭和3年 英文世界名著第二十五卷 1

3934∕20 アラビアンナイト 中村仲譯 昭和3年 英文世界名著第二十四卷 1

3934∕20 シャ―ロク・ホウムズ 山崎貞譯 昭和2年 英文世界名著第一卷 1

3934∕20 ロビンスン・クル―ソ― 內ケ崎浩一郎譯 昭和4年 英文世界名著第八卷 1

3934∕20 ネルスン傳 上井磯吉譯 昭和3年 英文世界名著第七卷 1

3934∕20 ダンテ神曲物語 大槻憲二譯 昭和2年 英文世界名著第二十七卷 1

3934∕20 聖書物語 矢島敬二譯 昭和4年 英文世界名著第二十九卷 1

3934∕20 ハ―ン短篇集 花園兼定譯 昭和3年 英文世界名著第五卷 1

3934∕20 牛奶榨娘の氣紛れ冒險 加駦健兒譯 昭和4年 英文世界名著第四十卷 1

3934∕20 スケッチ・ブック 佐久間原譯 昭和2年 英文世界名著第二十三卷 1

3934∕20 英雄物語 長澤英一郎譯 昭和3年 英文世界名著第二十一卷 1

3934∕20 ビ―タ―・バン 石井真峰譯 昭和2年 英文世界名著第三十二卷 1

3934∕20 ウイリアム・テル 增子義亮譯 昭和3年 英文世界名著第九卷 1

3934∕20 黃金河の王 宍倉保譯 昭和3年 英文世界名著第三十九卷 1

3934∕20 驢馬紀行 澤村寅二郎・酒井善孝同譯 昭和2年 英文世界名著第六卷 1

3934∕20 モリエ―ル物語 織田正信譯 昭和2年 英文世界名著第三十五卷 1

3934∕20 天路歷程 岡田明達譯 昭和4年 初級英文世界名著第三卷 1

3934∕20 シエ―クスビセ物語 峰尾都治譯 昭和2年 英文世界名著第十卷 1

3934∕20 ワイルド童話集 小山鬼子三譯 昭和3年 英文世界名著第十卷 1

3934∕20 トルストイ短篇集 中西忠三郎譯 昭和4年 英文世界名著第三十一卷 1

3934∕20 グリムとアンデルセン童話集 酒井朝彥 昭和3年 英文世界名著第三十卷 1

3934∕20 人形の家 林健治郎 昭和3年 英文世界名著第三十八卷 1

3934∕21 夏の田園 山田惣七 昭和2年 1

3934∕21 秋の田園 山田惣七 昭和2年 1

3934∕22 新形式英文法研究の力 星野久成 大正13年 1

3934∕23 詳說例解英文典新釋 清水起正 明治45年 1

3934∕24 前置詞及び動詞の講義 鯨岡政治編 昭和5年 1

3934∕25 新英語レツスンズ 山田巖 大正10年 第四卷 1

3934∕26 OPEN―AIR SERIES 興文社編輯所 大正14年 NO.7第四.五年男生用 1

3934∕27 A NEW ENGLISH GRAMMAR 1

3934∕28 KATAYAMA'S ADVANCED ENGLISH GRAMMAR 片山寬 大正8年 3冊﹙複本﹚ 3

3934∕29 NEW ENGLISH COURSE 南日恒太郎 NO.3 1

3934∕29 NEW ENGLISH COURSE 南日恒太郎 大正9年 BOOK THREE 1
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3934∕29 NEW ENGLISH COURSE 南日恒太郎 大正5年 NO.2 1

3934∕30 A MODERN ENGLISH COMPOSITION 神田乃武・長岡擴同編 大正6年 BOOK ONE 1

3934∕32 INTRO DUTION TO ENGLISH PROSE COMPOSITION 村井知至 大正6年 2冊﹙複本﹚ 2

3934∕33 PRIMARY ENGLISH 上條辰藏 大正3年 BOOK TWO 1

3934∕34 女子英文法と作文 目次了 昭和3年 1

3934∕35 邦語中學英文法講義 中等英語研究社 大正6年 1

3934∕36 初等英文法新解 紀太藤一 大正10年 1

3934∕37 MODERN COMMERCIAL READER 大正3年 1

3934∕38 NEW EMPIRE READERS 武信由太郎 大正5年 2冊﹙複本﹚第一卷 2

3934∕38 NEW EMPIRE READERS 武信由太郎 大正5年 第二卷 1

3934∕38 NEW EMPIRE READERS 武信由太郎 大正5年 第貳參卷 1

3934∕39 THE NEW WORLD'S ENGLISH READERS 齋藤秀三郎 大正10年 2冊﹙複本﹚第四卷 2

3934∕40 New Education Readers 開成館編譯所 明治44年 第二卷 1

3934∕40 New Education Readers 開成館編譯所 明治44年 第三卷 1

3934∕41 STANDARD CHOICE READERS 鍾美堂編輯部 大正10年 1

3934∕42 NEW ENGLISH PROSE COMPOSITION 村井知至 大正14年 第參卷 1

3934∕43 NEW SUPPLEMENTARY READINGS 石原直吉 大正6年 2冊﹙複本﹚ 2

3934∕45 受驗本位の英文解釋 三省堂編輯部 昭和7年 1

3934∕46 受驗英語讀本 倉長真 昭和8年 1

3934∕48 THE GIRLS' STANDRAD READERS 三省堂英語編輯局 大正14年 1

3934∕49 ニウ・ファウン・リ―ダ― 吉岡源一郎 大正8年 第三卷 1

3934∕50 英作文王道 三浦太郎 昭和11年 1

3934∕51 ロビンソ・クル―ソ― 平田禿木譯 昭和12年 初等英文譯註全集第一卷 1

3934∕51 イ―ソツブ物語 佐藤正治譯 昭和12年 初等英文譯註全集第二卷 1

3934∕51 アラビセン　　ナイト 增子義亮譯 昭和12年 初等英文譯註全集第三卷 1

3934∕52 AOKI'S NEW EASY COURSE 青木常雄 昭和5年 BOOK TWO 1

3934∕53 UP-TO-DATE ENGLISH COMPOSITION REVISED 瀧川規一 昭和6年 第一卷 1

3934∕54 SANDERS' UNION READER 三省堂 明治42年 1

3934∕55 ボ―短篇集 深澤由次郎譯 昭和4年 譯註英文名家全集第一輯第四卷 1

3934∕56 英文法の急所 岡田實鷹 昭和8年 1

3935∕1 英和根柢壹萬語 勝俣銓吉郎 大正5年 2冊﹙複本﹚ 2

3935∕2 英文和譯法 南日恒太郎 大正12年 1

3935∕5 學生の英文解釋 龜井忠一 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

3935∕6 英文解釋秘訣 藤戶太三 大正14年 1

3935∕7 單語本位和文英譯法 片山寬 大正8年 2冊﹙複本﹚ 2

3935∕8 模範和文英譯法 榊原彌 大正6年 1

3935∕10 和文英譯詳解 紀太藤一 大正6年 1

3935∕11 和文英譯正しき譯し方 大嶋隆吉 大正8年 試驗によく出る 1

3935∕12 和文英譯獨習自在 長谷川康・堀口香洋同著 大正10年 1

3935∕13 新和文英譯の根柢 鈴木芳松 大正13年 1

3935∕14 對譯詳註趣味の和文英譯 鈴木芳松 大正13年 1

3935∕17 ニュ―ナシヨナル第三讀本譯讀解義 元木貞雄 大正10年 1

3935∕17 ニュ―ナシヨナル第四讀本譯讀解義 元木貞雄 大正10年 1

3935∕17 ニュ―ナシヨナル第五讀本譯讀解義 元木貞雄 大正10年 上卷 1

3935∕17 ニュ―ナシヨナル第五讀本譯讀解義 元木貞雄 大正10年 下卷 1

3935∕19 中等學校リ―ダの講義(四の中) 鈴木芳松 大正14年 1

3935∕19 中等學校リ―ダの講義(三の中) 鈴木芳松 大正14年 1

3935∕20 英語正解法 佐川春水・山田巖同著 大正2年 前編 1

3935∕20 英語正解法 佐川春水・山田巖同著 大正5年 中編 1

3935∕21 ユ―ス丶オヴ、ライフ講義 吉田潔 大正13年 THE USE OF  LIFE 1

3935∕22 ユ―ス丶オヴ、ライフ講義 南日恒太郎 大正7年 THE USE OF  LIFE 1
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3935∕23 プしジャ―ズ・オヴ・ライフ講義 吉田潔 大正7年 人生之快樂 1

3935∕24 ライフ　アソド　デゥティ詳解講義 間崎勝義 大正8年 1

3935∕25 プッシング講義 佐川春水 大正7年 1

3935∕26 プッシング講義 南日恒太郎 大正10年 第五編 1

3935∕27 キヤラクタ―講義 清水起正譯 大正8年 第三編 1

3935∕28 オン、ビ―ス、エンド、ハツビネス講義 清水起正譯 大正8年 ON PEACE&HAPPINESS 1

3935∕29 日本印象記 落合貞三郎譯 大正10年 1

3935∕30 東京からの手紙 大谷正信譯 大正9年 1

3935∕31 蟲の文學 大谷正信譯 大正10年 1

3935∕32 海の文學 大谷正信譯 大正10年 1

3935∕33 文學論 落合貞三郎譯 大正11年 1

3935∕34 新生 平田禿木譯 大正11年 下卷 1

3935∕36 青春 平田禿木譯 大正9年 1

3935∕37 英語の謎 江副秀喜 大正7年 1

3935∕38 グリムのお伽噺 紀太藤一譯 大正3年 1

3935∕40 やさしい英語のお伽噺 山崎貞譯 大正11年 2冊﹙複本﹚秋の卷 2

3935∕41 英字新聞の研究 花園兼定 大正8年 1

3935∕42 英字新聞讀破自在 赤司繁太郎 大正8年 1

3935∕43 英作文の先生 花園兼定 大正9年 1

3935∕44 英文の手紙 相良佐 大正10年 1

3935∕45 も新しい英作文の學び方 相良佐 大正13年 1

3935∕46 共通誤譯英作文の話 金井半三郎 大正13年 附錄﹕關東大震災に關しての英語 1

3935∕47 英文は斯の如く和譯せよ 間崎勝義 大正12年 1

3935∕48 英作文解釋 葛岡龍編 大正13年 1

3935∕49 中學英作文精解(一年級用) 中等英語研究會 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

3935∕49 中學英作文精解(二年級用) 中等英語研究會 大正13年 1

3935∕50 英文分類解釋 鈴木熊太郎 大正11年 1

3935∕51 英作文と文法誤譯三百題正譯詳解 橫山有策 大正8年 1

3935∕52 僕の英文日記 伊地知純正 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

3935∕53 新英語商業書翰文 福永秀夫 大正8年 1

3935∕54 改訂商業英作文講義 石川文吾 大正9年 2冊﹙一、二卷﹚ 2

3935∕55 英文商業通信寶鑑 山口造酒・白井健次同編 大正11年 附錄﹕十三數字組立暗號電報 1

3935∕57 英語單字と基礎 櫻井役 大正13年 1

3935∕59 英語發音記號の知識と練習 加茂正一 大正12年 1

3935∕60 英語アクャント早わかり 長谷川康 大正11年 1

3935∕61 書取と單語の研究 大倉本澄 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

3935∕62 單語を暗記せよ 大島隆吉 大正11年 1

3935∕63 實用英語會話と通信文 坂井末雄 長谷川康 1

3935∕64 英語問題及解答 栗原基・須具清一同著 大正13年 高等學校程序入學模擬試驗 1

3935∕65 和文英譯模範解答 飯島東太郎 大正11年 1

3935∕66 英作文の組立法 神英二 大正14年 1

3935∕67 スペりング早わかり 長谷川康 大正11年 1

3935∕67 英語スペりング早わかり 長谷川康 大正12年 1

3935∕69 英文手紙の研究 粟津清達 大正14年 1

3935∕70 第一步から教へる英語の講義 加賀谷林之助 大正14年 1

3935∕71 ナシヨナル第二讀本解釋 山崎貞 大正14年 1

3935∕72 慣用英語熟達自在 勝田孝興 大正14年 1

3935∕73 和文英譯粹 內藤三介 大正14年 1

3935∕74 英語單語の意味と英文の解釋 牧一 大正14年 1

3935∕75 英語初步より三年まで 島屋政一 大正14年 1

3935∕76 英文手紙講習錄 島屋政一 大正14年 1
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3935∕77 英語商用書翰文 林弘之 大正13年 1

3935∕78 英文和譯より和文英譯へ 櫻井役 大正14年 1

3935∕79 英文譯讀法 藤本有隣 大正14年 2冊﹙複本﹚構文明解受驗補習 2

3935∕80 英語音標文字早分り 岸本能武太 大正14年 1

3935∕81 英文の解釋(考へ方と譯し方) 小野圭次郎 昭和4年 2冊﹙複本﹚ 2

3935∕82 新和文英譯の根柢 鈴木芳松 大正13年 1

3935∕83 新々和文英譯研究 山崎貞 大正14年 1

3935∕84 新々英文解釋研究 山崎貞 大正14年 1

3935∕86 聽講と自修 佐川春水 大正14年 1

3935∕87 新英文和譯の考へ方 山崎貞 大正13年 1

3935∕88 英文和譯要訣 岡田實麿 大正13年 1

3935∕89 英作文の要點 田中饒 大正14年 1

3935∕90 英語熟語と成句記憶辭典 山田惚七編 大正14年 1

3935∕91 英文解釋辭典(アクセント入) 稻津光夫 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

3935∕92 自修英作文 石原益治 大正14年 1

3935∕93 英文和譯問題詳解 東京高等英語學會編 大正14年 近十間高'等專門學校入試問題の解釋 1

3935∕94 英語會話學び方 相良佐編 大正14年 1

3935∕95 新和文英譯の考へ方 山崎貞 大正14年 1

3935∕97 英語商業通信文詳解 福永重良 大正14年 1

3935∕98 和文は斯の如く英譯せよ 間崎勝義 大正14年 1

3935∕99 英文和譯粹 (入學試驗問題と語句本位) 坂本潔・益田道三同著 大正14年 1

3935∕101 英作文新研究 增田綱 大正15年 1

3935∕102 英文解釋模範 傳法久太郎 大正14年 1

3935∕103 商業訓 奈倉次郎 大正15年 1

3935∕104 ユ―ニオン第四講義 清水起正譯 大正15年 1

3935∕105 英語講義 大日本國民中學會 1

3935∕106 も新しい英文解釋 百瀨甫 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

3935∕107 やさしい英語のお伽噺 山崎貞譯 昭和2年 冬の卷 1

3935∕107 やさしい英語のお伽噺 山崎貞譯 大正15年 春の卷 1

3935∕108 ロ―ド・クライヴ詳解 奈良靜馬譯 大正7年 1

3935∕109 英語三年より五年まで 島屋政一編 大正15年 1

3935∕111 英文熟語の使ひ方 佐久間信恭 大正9年 1

3935∕112 世界の不可思議國        上卷 英語研究編輯部 大正2年 ABC研究叢書第三篇 1

3935∕113 解り易き商業英語 前田定之助 昭和5年 1

3935∕114 BUSINESS  ENGLISH (商業英語) 伊地知純正 大正13年 1

3935∕115 自修英文法講義 1

3935∕116 重要英語五千單語 英文時報社編輯局 大正15年 第2冊 1

3935∕116 重要英語五千單語 英文時報社編輯局 昭和2年 第3冊 1

3935∕116 重要英語五千單語 英文時報社編輯局 昭和2年 第4冊 1

3935∕117 英文解釋誤譯より正譯へ 澁谷新平 大正14年 附錄﹕ 近十ケ年間高校試驗問題並に解答 1

3935∕118 嚴選受驗單語 英文時報社編輯局 昭和3年 1

3935∕119 受驗英語新單語 (學び方と解說) 倉長真 昭和3年 1

3935∕120  (文法を中心とした)英文解釋法 片岡甚太郎 昭和3年 1

3935∕121 和譯・作文・文法・會話『英文自習書』 淺野義夫 昭和4年 1

3935∕123 活きた英語の研究 毛利八十太郎 昭和4年 1

3935∕124 英作文着眼點 岡田實麿編 大正14年 1

3935∕126 英語正解法 佐川春水・山田巖同著 昭和3年 1

3935∕127 實踐英語商業通信 前田定之助 昭和5年 1

3935∕128 英作文上達の鍵 戶沼佳元 昭和5年 2冊(第2、3卷) 2

3935∕129 (時文研究)英字新聞の讀み方 相良佐編 昭和5年 1

3935∕130 英文學の修業 福原麟太郎 昭和4年 1
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3935∕132 英語會話の實際と應用 相良佐 昭和4年 1

3935∕133 英文和譯自由 室田友 昭和4年 1

3935∕134 英語單語は語原から 益本重雄 大正14年 1

3935∕135 英語の發音とアクセントの研究 峰尾都治・內館忠藏同著 大正13年 1

3935∕136 THE  Juvenile Library 齋藤秀三郎 明治43年 No.4 1

3935∕137 英文書扎指南 李文彬 民國11年 1

3935∕138 新英作文教科書卷三 井上十吉 大正5年 1

3935∕139 須因頓英文詳解 岡村愛藏編 大正10年 1

3935∕140 英語卓上演說と式辭 相良佐 大正13年 1

3935∕145 英語の單語(覺え方と適譯の仕方) 小野圭次郎 昭和16年 2冊﹙複本﹚ 2

3935∕146 英語の解釋(考へ方と譯し方) 小野圭次郎 昭和16年 1

3935∕147 英語の作文(學び方と考へ方) 小野圭次郎 昭和3年 1

3935∕148 英語の熟語(覺え方と見附け方) 小野圭次郎 昭和7年 1

3935∕150 英文標準問題精解 原仙作 昭和8年 附錄﹕出典解說 1

3935∕151 熟語基準英文解釋研究 小林秀穗・小島山嶽同著 昭和8年 1

3935∕153 入試問題一千題和文英譯の研究 清水起正 大正14年 1

3935∕154 英文解釋指針 鈴木基一郎・武者金吉同編 大正11年 1

3935∕155 英文の解釋と飜譯 鈴木嘉昭 大正14年 1

3935∕156 井上英文手紙の書き方 井上常藏 昭和9年 1

3935∕157 受驗生本位の英語單語 英學生編輯部 昭和9年 1

3935∕158 岡倉先生初等英語講話 岡倉由三郎 昭和9年 1

3935∕159 中學標準英單語 菅沼太一郎 昭和10年 1

3935∕160 中級生の英文解釋の研究とその公式 高橋盛雄 昭和10年 1

3935∕161 英文解釋のあたま 村山功 昭和9年 1

3935∕162 英語の學び方 長岡擴 昭和8年 3冊(第1、2、3卷) 3

3935∕165 夜のロソドン 名尾窻生譯 大正13年 1

3935∕166 力の英語(正しい理解と活用) 佐野一郎・田所正躬同著 昭和10年 1

3935∕170 受驗と學習英文和譯法 加賀谷林之助 昭和11年 1

3935∕172 會話秘訣英語の電話と會話 河村正 昭和6年 1

3935∕173 改訂銀行英語會話及書翰文 福永重良 大正12年 1

3935∕174 自習英語發音法 竹中治郎 昭和11年 1

3935∕176 英文和譯の急所 岡田實麿 昭和10年 1

3935∕177 和文英譯の急所 岡田實麿 昭和10年 1

3935∕178 1.2.3年の英作文 木村明 昭和14年 1

3935∕180 英文解釋の實力 杉本俊夫 昭和14年 1

3935∕181 時事英語年鑑 高部信義編 昭和16年 昭和16年版 1

3935∕182 英文和譯著眼點 岡田實麿 昭和17年 1

394∕1 和英對照獨習フラソス語捷徑 丸山順太郎 昭和3年 1

394∕3 佛蘭西語基礎單語四000(新しい暗記法) 鷲尾猛 昭和9年 1

394∕4 佛蘭西語基礎熟語二000(新しい暗記法) 鷲尾猛 昭和7年 1

394∕5 佛蘭語選文讀本 大正11年 1

394∕6 ふらんす語教科書 內藤濯 昭和3年 下卷 1

394∕7 標準佛蘭西會話 目黑三郎 昭和18年 1

394∕9712 解剖學的關連第一部(頭及び頸部) 瑞輝藥廠 1

395∕1 獨逸語研究 赤松義麿 大正10年 1

395∕2 獨逸文法自修書 水野繁太郎 大正13年 2冊(前、後篇) 2

395∕3 粕谷獨逸自修文典 粕谷真洋 大正11年 1

395∕4 增訂改版複式和文獨譯 大津康 昭和5年 1

395∕5 獨逸語基礎單語四000(新しい暗記法) 小出直三郎・宮下義信 昭和5年 鹿子木コルネりア同著 1

395∕6 雙用獨逸文典 青木昌吉 昭和8年 教科獨習 1

395∕7 文法もわかる自修者の和文獨譯 藤原誠次郎 昭和9年 1
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395∕8 獨逸語手ほどき 松岡敏幸 昭和9年 1

395∕9 獨修新獨逸語大系 河面仙四郎・岡田俊一同述 昭和10年 2冊(第1、2卷) 2

395∕11 も實際的な新聞獨逸語の讀み方 上西半三郎 昭和7年 1

395∕12 獨和對譯卒業試驗 三映社飜譯部 昭和9年 1

395∕13 獨逸語論文研究 榎本恒太郎・黑塚壽一同著 昭和7年 附錄﹕獨逸語試驗問題竝解答 1

395∕14 化學獨逸語解釋研究 橋本吉郎・星野通同著 昭和9年 1

395∕15 工學獨逸語解釋研究 坪井道三・市瀨齊同著 昭和9年 1

395∕16 獨逸語論文作法研究 榎本恒太郎・黑塚壽一同著 昭和9年 1

395∕17 獨和對譯會議は踊る 山科正美 昭和9年 1

395∕18 獨和對譯激情の嵐 山科正美 昭和9年 1

395∕19 獨和對譯女の心 倉田圭吉 昭和9年 1

395∕20 外來獨逸語 德澤得二 昭和12年 1

395∕21 文法詳解和文獨譯の祕訣 淡川康一 昭和8年 1

395∕22 新獨逸語講座 權田保之助 昭和7年 6冊(第1、2、3、4、5、6卷) 6

395∕23 解詳獨逸文章論 田中康一 昭和9年 1

395∕24 實用日獨會話 ハリ―ル 昭和6年 1

395∕25 獨作と其の文法 伊藤達夫・ヨゼフ・ケルべル同著 昭和10年 1

395∕26 簡易獨逸語讀本 小池堅治 昭和7年 1

395∕27 中等獨文新選 角信雄 昭和8年 1

395∕28 標準獨逸語會話 桃井鶴夫 昭和14年 1

395∕29 用法例解獨文解釋の研究 結城新太郎 昭和16年 1

395∕30 繪入自修獨逸語讀本 桃井鶴夫 昭和6年 上級の卷 1

395∕31 基礎和文獨譯の研究 藤原誠次郎 昭和17年 1

395∕32 基礎獨逸語入門 山口龍夫 昭和18年 1

395∕33 獨逸語四週間 森儁郎 昭和18年 1

395∕34 新獨逸語教本 鹿子木コルネりア 昭和18年 1

395∕35 獨逸造語原論 渡邊格司 昭和18年 1

396∕1 女性よ何處へ?(女權論爭) 柯森耀編譯 民國35年 光復後日文圖書編目 1

396∕3 四國對照南米語自在 藝術日報出版部 大正13年 1

396∕4 羅甸語初步獨修 前田越嶺 大正14年 1

396∕6 馬來語講座 岡田丈夫 昭和2年 1

396∕7 白水社露和大辭典 東亞經濟調查局 昭和8年 1

396∕8 葡萄牙語四週間 星誠 昭和9年 1

396∕9 初等印度語研究 野村佐一郎 昭和9年 1

396∕10 比日タガログ語會話 沖實雄 昭和14年 1

396∕11 伊太利語入門 粟田三吾 昭和15年 1

396∕13 基礎和文露譯の研究 井上敬一 昭和17年 1

396∕14 洪牙利語四週間 今岡十一郎 昭和17年 1

396∕15 自修東印馬來語 朝倉純孝 昭和17年 1

396∕16 速修タイ語階梯 大矢全節 昭和17年 1

396∕17 實用馬來語講話 毛利信春譯 昭和17年 1

396∕18 誰にもわかる馬來語速修 古山友一 昭和17年 附錄﹕辭典代用 1

396∕19 基礎タイ語 山路廣明 昭和17年 1

396∕20 基礎馬來語 古山友一 昭和17年 1

396∕21 初等馬來語會話教畚 佐藤榮三郎 昭和18年 附錄﹕馬來語文法 1

396∕22 新自習安南語會話大全 南部二郎 昭和18年 1

396∕23 印度語の研究と活用 小川正 昭和18年 工・工ツチ・力リ―ム同著 1

396∕24 東印度地方の語言の實際 村上清 昭和19年 1

396∕25 標準マライ語新會話 武居喜春 昭和18年 1

396∕27 ビルマ語文法 五十嵐智昭 昭和18年 1

396∕28 中等馬來語教本 大賀終造 昭和19年 1
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397∕27 熱帶衛生 大正13年 1

397∕30 肺病肺結核の食餌根治法 村井政善 大正14年 1

398∕2742 わたしたちのからだ(やさしい生理学) 前田夏實等譯 昭和58年 光復後日文圖書編目 1

398∕8052 生と死の科学 太田次郎 昭和55年 光復後日文圖書編目 1

398∕8052 スポ一ツのライフサイ工ンス 太田次郎・栗本閱夫同著 昭和56年 光復後日文圖書編目 1

398∕8052 性と人間の未來 太田次郎 昭和57年 光復後日文圖書編目 1

401∕1 新世界年表 龜井忠一 明治42年 1

401∕2 歷史の話 長谷川猪三郎 大正13年 1

401∕3 ペ―トル大帝時代露西亞史論 堀竹雄譯 大正7年 1

401∕3 應國膨脹史論 加藤政司譯 大正7年 1

401∕3 歐洲民族文化史 井上忻治譯 大正9年 1

401∕3 君主經國策批判 長瀨鳳輔譯 大正9年 附錄﹕大王經國策 1

401∕3 立國教育論 中島半次郎譯 大正8年 1

401∕3 政治哲學 木村鷹太郎譯 大正9年 1

401∕3 史論叢錄 大類伸譯 大正8年 3冊(前、下、後篇) 3

401∕3 亞歷山遠征史 坂本健一譯 大正9年 1

401∕3 宋朝史論 松井等・前川三郎同譯 大正7年 1

401∕3 佛蘭西革命史論 綿貫哲雄譯 大正7年 1

401∕3 印度史觀 圀下大慧 大正9年 1

401∕3 書簡集錄武家興亡觀 中村孝也述 大正8年 1

401∕3 世界史論進講錄 村川堅固譯 大正7年 附錄﹕近世列強史論・政治說史論 1

401∕3 ゲ―ザル時代羅馬史論 長瀨鳳輔譯 大正7年 1

401∕3 支那近世政治思潮 松井等譯 大正8年 原著﹕黃宗羲・王父之・顧炎武 1

401∕3 歐洲思想史 井上忻治・北昤吉同譯 大正7年 1

401∕3 君主經國策 吉田彌邦・松宮春一郎同譯 大正7年 1

401∕3 英國憲政論 吉田世民譯 大正7年 1

401∕3 海戰史論 加藤政司郎・松宮春一郎同譯 大正9年 1

401∕3 普魯西勃興史 齋藤茂譯 大正7年 1

401∕3 近代建國史 瀨川秀雄譯 大正9年 1

401∕4 リツケルトの歷史哲學 米田庄太郎 大正11年 1

401∕5 歷史哲學體系 米田庄太郎 大正13年 新理想主義の歷史哲學前篇(二) 1

401∕6 歷史學及歷史教育の本質 中川一男 昭和2年 1

401∕9 人類進步の史的考察 高里良恭譯 昭和3年 1

401∕10 新西洋歷史辭典 山上德信 昭和4年 1

401∕11 大戰終結世界改造史 半島新聞社編輯局 大正9年 附錄﹕媾和條約と日本の將來 1

401∕13 興味ある歷史年代暗記法 青木菱雄 昭和10年 西洋篇 1

401∕14 新編世年界史年表 妻木忠太 大正9年 1

401∕15 興味ある歷史年代暗記法 青木菱雄 昭和10年 東洋篇 1

401∕17 東洋歷史大辭典 下中彌三郎編 昭和12年 9冊(1至9卷) 9

401∕21 世界歷史大年表 鈴木俊・井上幸治 昭和18年 宮城良造同編 1

402∕1 史前史 大島正滿等著 昭和9年 世界歷史大系第一卷 1

402∕1 東洋考古學 駒井知愛等著 昭和9年 世界歷史大系第二卷 1

402∕1 東洋古代史 橋本增吉 昭和8年 2冊﹙複本﹚世界歷史大系第三卷 2

402∕1 東洋中世史﹙一﹚ 志田不動麿 昭和9年 世界歷史大系第四卷 1

402∕1 東洋中世史﹙二﹚ 三島一・鈴木俊同著 昭和9年 世界歷史大系第五卷 1

402∕1 東洋中世史﹙三﹚ 日野開三郎 昭和9年 世界歷史大系第六卷 1

402∕1 東洋中世史﹙四﹚ 有高巖・清水泰次・和田清同著 昭和10年 世界歷史大系第七美卷 1

402∕1 東洋近世史﹙一﹚ 浦廉一 昭和11年 世界歷史大系第八卷 1

402∕1 東洋近世史﹙二﹚ 松井等 昭和9年 世界歷史大系第九卷 1

402∕1 中央アジア史・印度史 松田壽男・小林元・木村日紀同著 昭和10年 世界歷史大系第十卷 1

402∕1 朝鮮・滿洲史 稻葉岩吉・矢野仁一同著 昭和10年 世界歷史大系第十一卷 1
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402∕1 日本史﹙一﹚ 西岡虎之助 昭和11年 世界歷史大系第十二卷 1

402∕1 日本史﹙二﹚ 秋山謙藏 昭和10年 世界歷史大系第十三卷A 1

402∕1 日本史﹙三﹚ 井野邊茂雄・阿部真琴等著 昭和10年 世界歷史大系第十三卷B 1

402∕1 西洋古代史﹙一﹚ 杉勇・石橋智信・大畠清同著 昭和8年 世界歷史大系第十四卷 1

402∕1 西洋古代史﹙二﹚ 岡島誠太郎・濱田耕作・石橋智信著 昭和9年 世界歷史大系第十五卷 1

402∕1 西洋古代史﹙三﹚ 原隨園・林武雄同著 昭和9年 世界歷史大系第十六卷 1

402∕1 西洋中世史 高市慶雄 昭和10年 世界歷史大系第十七卷 1

402∕1 西洋近世史﹙一﹚ 大類伸・佐藤堅司・渡邊鼎同著 昭和9年 世界歷史大系第十八卷 1

402∕1 西洋近世史﹙二﹚ 阿武實・佐藤堅司同著 昭和8年 世界歷史大系第十九卷 1

402∕1 西洋近世史﹙三﹚ 長壽吉 昭和9年 世界歷史大系第二十卷 1

402∕1 西洋近世史﹙四﹚ 長壽吉 昭和10年 世界歷史大系第二十一卷 1

402∕1 西洋 近世史 山脇重雄 昭和9年 世界歷史大系第二十二卷 1

402∕1 現代史 村川堅固 昭和10年 世界歷史大系第二十三卷 1

402∕2 世界各國興亡史 世界國勢調查會 1

402∕3 古代列國史 薄田斬雲編述 大正15年 通俗世界全史第一卷 1

402∕3 希臘史           上卷 薄田斬雲編述 大正15年 通俗世界全史第二卷 1

402∕3 希臘史           下卷 薄田斬雲編述 昭和2年 通俗世界全史第三卷 1

402∕3 羅馬史           上卷 薄田斬雲編述 昭和2年 通俗世界全史第四卷 1

402∕3 羅馬史           下卷 薄田斬雲編述 昭和2年 通俗世界全史第五卷 1

402∕3 新民族勃興史 中島孤島編述 昭和2年 通俗世界全史第六卷 1

402∕3 暗黑時代史 中島孤島編述 昭和2年 通俗世界全史第七卷 1

402∕3 封建列國史 中島孤島編述 昭和2年 通俗世界全史第八卷 1

402∕3 十五世紀史 薄田斬雲編述 昭和2年 通俗世界全史第九卷 1

402∕3 十六世紀史 薄田斬雲編述 昭和2年 通俗世界全史第十卷 1

402∕3 十七世紀史 松本雲舟編述 昭和2年 通俗世界全史第十一卷 1

402∕3 沿革地圖及總索引 早稻田大學出版部 昭和2年 通俗世界全史第十八卷 1

403∕1 医学大字典 青柳安誠 昭和32年 和羅英獨佛對照 1

404∕9 東洋讀史地圖 箭內亙 大正10年 1

404∕14 も要領を得たる東洋歷史 諏訪德太郎 昭和15年 1

404∕6413 新先端技術用語集 日本工業新聞社編集局編 昭和60年 2冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 2

405∕4 西洋史話 箕作元八 大正4年 1

405∕17 答案式西洋歷史 齋藤茂 大正14年 1

405∕33 西洋史新講 大類伸 昭和10年 1

406∕8 世界文化史概說 一旗茂助譯 昭和3年 1

406∕9 世界文明の統一 丸山岩吉譯 大正13年 1

406∕12 ウェルズ世界文化史大系          上卷 北川三郎譯 昭和9年 1

4071∕1 中文日文對照新聞閱讀入門(光復後日文圖書編目) 王正・劉泰山同編 民國36年 附錄﹕本省新政府の人物誌と施政方針 1

411∕7 國史辭典 富山房國史辭典編篡部 昭和15年 館藏﹕1、2、3卷 1

411∕15 史蹟名勝天然記念物 瀨川光行編 大正10年 2冊(前、後篇) 2

411∕19 大正大震大火之記念 內田茂文 大正13年 1

411∕33 開國文化大觀 大道弘雄編 昭和4年 1

411∕0732 ひまわり油健康法の祕密 新居裕久 昭和59年 1

411∕3141 絕倫學入門(男のための昼夜健康法) 清水桂ー 昭和44年 光復後日文圖書編目 1

412∕48 簡明日本歷史辭典 堀田璋左右 大正6年 1

412∕7123 環境衛生學 原島進 昭和31年 光復後日文圖書編目 1

413∕14 通說日本上代史 中村直勝 昭和17年 1

413∕15 全譯古事記精解 澤田總清 昭和19年 1

414∕1 平安朝史 池田晃 1

414∕12 平安朝史 下村三四吉 昭和7年 1

415∕11 政略結婚と武將の家庭 大塚久 昭和4年 1

415∕18 吉野朝太平記(楠正行と正儀) 鷲尾雨工 昭和10年 1
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415∕1329 精神科治療學集大成(身体療法から精神療法まで) 三浦岱栄 昭和40年 1

415∕3362 診療所診斷學 浦田卓・本田三郎等著 光復後日文圖書編目 1

415∕4701 皮膚及性病學 土肥章司 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

415∕6572 日本醫師會醫師講座 日本醫師會編 昭和38年 光復後日文圖書編目 1

415∕6572 日本醫師會醫師講座 日本醫師會編 昭和41年 光復後日文圖書編目 1

415∕8265 レコ―ドによる肺の聽診(Ⅱ)(副雑音) 海老名敏明 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

416∕5 幕末實戰史 大鳥圭介述 明治44年 1

416∕12 英米佛蘭聯合艦隊幕末海戰記 安藤德器・大井征同譯 昭和5年 1

416∕17 德川時代之裏面 秋山蔶 明治42年 1

417∕1 世界を背景とせる日本現代史 長谷川鉞次郎 大正14年 1

417∕2 肉彈 櫻井忠溫 大正8年 1

417∕4 屍の中より 大倉桃郎 大正8年 1

4171∕9 明治發達史 毛利鐵之助等編 明治45年 2冊﹙複本﹚附錄﹕農商工大全 2

4171∕12 維新後大年表 妻木忠太 大正14年 改訂增補 1

4171∕43 『幕末・明治・大正』回顧八十年史 大澤米造編 昭和12年 24冊﹙第一輯至第二十四輯﹚ 24

418∕2 武藏野及其周圍 鳥居龍藏 大正13年 1

418∕3 お江戶の話 三田村鳶魚 大正13年 1

418∕4 北海道史要 竹內運平 昭和8年 1

418∕6 沖繩一千年史 島倉龍治 大正12年 1

418∕7 長崎市史 長崎市槷役所 昭和10年 1

418∕17 ペルリ提督琉球訪問記 神田精輝 大正15年 1

418∕1443 治療醫學1970年(治療はここまで来ている) 三木孝造 昭和45年 光復後日文圖書編目 1

419∕1 李朝史大全 青柳綱太郎 大正12年 1

419∕2 高麗史提綱 青柳綱太郎 大正5年 6冊﹙複本﹚﹙上、中、下各2冊﹚ 6

419∕3 原文和譯對照青埜謾輯 青柳綱太郎 大正5年 4冊﹙複本﹚﹙上、下各2冊﹚ 4

419∕4 朝鮮史話 幣原坦 大正13年 1

419∕6 漢・韓史籍に顯はれたる日韓古代史資料 太田亮 昭和3年 1

419∕7 新朝鮮風土記 師尾源藏 昭和5年 1

419∕7 原文和譯對照增補文獻備考﹙朝鮮研究﹚ 青柳綱太郎 大正6年 10冊﹙第一輯至第十輯﹚ 10

419∕9 仁川府史 仁川府 昭和8年 1

419∕10 朝鮮開國交涉始末 奧平武彥 昭和10年 京城帝國大學法學會叢刊﹙1﹚ 1

420∕3 支那文化史講話 高桑駒吉 大正13年 1

420∕4 支那共和史 平川清風 大正9年 1

420∕6 國語 塚本哲三編 大正9年 1

420∕7 戰國策 塚本哲三編 大正8年 1

420∕8 新譯十八史略 久保天隨 大正8年 1

420∕9 譯註十八史略 山田愚本 大正8年 1

420∕10 增訂十八史略講義 興文社編輯所 大正2年 4冊﹙複本﹚﹙上、下各2冊﹚ 4

420∕11 興亡五千年支那歷史の話 加藤顯治 昭和15年 1

420∕11 支那佛蹟蹈查古賢の跡へ 常盤大定 大正10年 1

420∕12 史記 塚本哲三編 大正9年 6冊﹙第一至第六﹚ 6

420∕13 增訂史記列傳講義 興文社編輯所 大正11年 4冊﹙第一至第四﹚ 4

420∕14 十八史略 塚本哲三編 大正8年 1

420∕15 康復大帝 西本白川 大正14年 1

420∕16 十八史略新釋 島田鈞一 大正14年 1

420∕17 十八史略詳解 磯野貞二郎 昭和2年 1

420∕18 支那文明史 白河次郎・國府種德同編 明治33年 1

420∕19 史記選粹 森山右一 大正15年 文檢受驗用 1

420∕20 滿蒙の探查 鳥居龍藏 昭和3年 1

420∕21 支那閨房秘志 澁川玄耳 昭和3年 1

420∕22 支那游俠傳 澁川玄耳 昭和3年 1
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420∕24 支那研究資料史 二宮守 昭和5年 2冊﹙複本﹚ 2

420∕25 十八史略鈔 國語漢文研究會 大正元年 1

420∕26 現代大支那 濱田純一 昭和6年 1

420∕29 蒙古通志 中島竦 大正5年 1

420∕30 烈皇小識            卷一卷二 1

420∕31 皇明四夷考 鄭曉 1

420∕32 明季南北略 計六奇 南略4冊﹙1卷18卷﹚北略6冊﹙1卷24卷﹚ 10

420∕33 黃河の水﹙支那の古代から近世までの歷史﹚ 鳥山喜一 大正15年 1

420∕34 新釋十八史略精解 磯野貞二郎 昭和12年 1

420∕37 秋風五丈原 大場彌平 昭和14年 1

420∕39 支那近代百年史 佐野袈裟美 昭和15年 2冊(上、下卷) 2

420∕40 支那の歷史と文化 岡崎三郎譯 昭和14年 上卷 1

420∕42 十八史略精解 重野篤二郎 昭和15年 1

420∕43 蒙古人民共和國 滿漢弘報課' 昭和16年 1

420∕44 蒙古の歐洲遠征 岩村忍 昭和16年 1

420∕48 海南島史 小葉田醇 昭和18年 1

420∕49 近代支那文化 和田清 昭和18年 1

421∕1 新式英語發音入門 西脇乃夫彥 昭和10年 光復後日文圖書編目 1

423∕1 新コンサイス英和辭典 石川林四郎 昭和13年 1

423∕2 朙解漢和辭典 宇野哲人 1

4231∕1 新修漢和大字典 小柳司氣太 昭和12年 1

4231∕4 注音對譯長用國語辭典(乾卷) 白豐源 民國35年 附錄﹕國語發音表、文法篇 1

425∕1 初等英文法の話 英語研究編輯部 明治44年 光復後日文圖書編目 1

425∕2 演習英文法 江川泰一郎 昭和38年 光復後日文圖書編目 1

428∕1 すぐ役に立つ社交英會話(慣用語編) 永光書局編輯部 民國36年 前編     光復後日文圖書編目 1

428∕1 すぐ役に立つ社交英會話(風俗習慣編) 永光書局編輯部 民國36年 續編      光復後日文圖書編目 1

428∕1 臺灣語學雜誌            第壹號 臺灣語學同志會 明治35年 光復後日文圖書編目 1

428∕2 英語青年(第42卷自第2號至第12號) 武信由太郎編 大正8年 光復後日文圖書編目 1

428∕2 英語青年(第43卷自第1號至第12號缺第10、11號) 武信由太郎編 大正9年 光復後日文圖書編目 1

428∕2 英語青年(第44卷自第1號至第12號缺第2、5號) 武信由太郎編 大正9年 光復後日文圖書編目 1

428∕2 英語青年(第45卷自第1號至第12號) 武信由太郎編 大正10年 光復後日文圖書編目 1

428∕3 現代の書簡 服部嘉香 昭和4年 1

428∕4 和文英譯の公式 英語研究記者編 明治44年 光復後日文圖書編目 1

428∕5 新留美學生英語會話 陳永・方子典同編 民國48年 光復後日文圖書編目 1

428∕5 時文和譯法(單語篇) 香坂順一 昭和15年 光復後日文圖書編目 1

428∕6 商業英会話必携 尾崎茂 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

430∕4 南方文化講座(歷史篇) 三省堂南方文化講座刊行係 昭和18年 1

430∕5 ビルマ史 五十嵐智昭譯 昭和18年 1

430∕6 安南の歷史 水谷乙吉 昭和17年 2冊﹙複本﹚ 2

430∕8 近世印度史         上卷 關川左經譯 昭和18年 オックスフォ―ド版印度史  第六篇 1

430∕9 ビルマの歷史と現狀 張正籓 昭和17年 1

430∕10 南アジア民族政治論 大岩誠 昭和17年 1

432∕4414 土壤 松木五樓 昭和12年 光復後日文圖書編目 1

433∕1 廣辭林 金澤庄三郎編 昭和14年 1

433∕1 新式獨和大辭典 登張信一郎 昭和11年 1

433∕1 辭林 金澤庄三郎編 2冊﹙複本﹚ 2

433∕4 詳 解百科新語辭典 西浦嘉石 昭和8年 附錄﹕人名辭典 1

435∕1 中等新國文典 吉澤義則 大正15年 2冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 2

435∕2 中學國文典(上級用) 國語漢文研究會 昭和8年 光復後日文圖書編目 1

435∕3 女子日本新文法 藤村作・島津久基同編 大正13年 光復後日文圖書編目 1

435∕4 標準語の語法 岩井良雄 昭和19年 光復後日文圖書編目 1
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436∕0701 木材の糖化及利用 六所文三・鎌塚明同著 昭和13年 光復後日文圖書編目 1

436∕4400 木材高度活用 日本生產性本部 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

437∕2082 家畜寄生虫病學 光復後日文圖書編目 1

437∕3418 犬の飼い方しつけ方 近藤正矩 昭和36年 光復後日文圖書編目 1

437∕5431 獸醫寶典 中村良一等著 昭和27年 光復後日文圖書編目 1

438∕1 近世擬古文新鈔 吉澤義則・能勢朝次同著 大正15年 光復後日文圖書編目 1

438∕1 作文(女子用) 齋藤清衛 昭和13年 光復後日文圖書編目 1

438∕2 國文 垣內松三 昭和8年 3冊﹙第六、九、十卷﹚光復後日文圖書編目 3

438∕4 帝國新作文       卷五 富山房編輯部 昭和3年 光復後日文圖書編目 1

438∕5 女子現代文鑑 垣內松三 昭和3年 3冊(上、中、下)光復後日文圖書編目 3

439∕7231 農產食品加工法 尾崎準一編 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

440∕1 歐洲十九世紀史 大內暢三譯 明治35年 1

440∕2 西洋史概論 原隨園 大正12年 1

440∕0481 水力 永坂令子等編 昭和58年 工ネルギ―シリ一ズ  1光復後日文圖書編目 1

440∕0481 石炭 永坂令子等編 昭和58年 工ネルギ―シリ一ズ  2光復後日文圖書編目 1

440∕0481 石油 永坂令子等編 昭和58年 工ネルギ―シリ一ズ  3光復後日文圖書編目 1

440∕0481 天然ガス 永坂令子等編 昭和58年 工ネルギ―シリ一ズ  4光復後日文圖書編目 1

440∕0481 原子力 永坂令子等編 昭和58年 工ネルギ―シリ一ズ  5光復後日文圖書編目 1

440∕0481 未來のエネルギ一 永坂令子等編 昭和58年 工ネルギ―シリ一ズ  6光復後日文圖書編目 1

440∕2648 測量設計實用表                  前編 仲野雄介編 昭和9年 光復後日文圖書編目 1

440∕3533 のりものうごくしくみ 山口彥之譯 昭和58年 光復後日文圖書編目 1

440∕4539 工ネルギ一を考える 藤井清光・武安義光同著 昭和59年 光復後日文圖書編目 1

440∕5048 先端技術のここがわからない(101のポイント) 青柳全 昭和59年 2冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 2

440∕5048 世界先端技術戰爭﹙日本は勝てるか﹚ 青柳全 昭和59年 2冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 2

440∕5053 工業標準化(その原理と応用) 中本守譯 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

440∕6582 量地表 田中矢德編 大正2年 光復後日文圖書編目 1

4405∕1 歐洲大戰の經驗 大日本文明協會編 大正5年 1

4405∕2 歐洲大戰の心理的教訓 大日本文明協會編 大正6年 1

4405∕3 世界大戰史(1914年至1918年) 箕作元八 大正10年 4冊﹙複本﹚﹙前、後篇各2冊﹚ 4

4405∕4 世界大戰之記念 1

4405∕5 大戰ポスタ―集 朝日新聞社 大正10年 1

4405∕6 米國と世界大戰 村川堅固 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

4405∕7 青島から飛出して 若林欽・廣政幸助同譯 大正7年 1

4405∕8 史眼に映ずる世界大戰 箕作元八 大正7年 1

4405∕10 歐洲大戰終末實記 石丸優三 大正15年 附錄﹕外交裏面關係 1

4405∕11 世界十大戰爭 矢橋三子雄 昭和3年 1

4405∕12 世界大戰史講話 森五六 昭和3年 1

4405∕14 震天動地世界大戰史 羽生俊助 大正4年 1

4405∕17 新兵器の驚異と科學戰 原圭二 昭和15年 1

441∕1 羅馬史論 林董譯 明治39年 1

441∕2294 土木工學便覽 土木工學便覽編集委員會 昭和28年 光復後日文圖書編目 1

441∕2701 土木工學用語集 土木學會 昭和11年 光復後日文圖書編目 1

441∕2774 洋風を主とする折衷小住宅 保岡勝也 昭和2年 光復後日文圖書編目 1

441∕4213 土木工事水理計算例及解說 松崎平治 昭和31年 光復後日文圖書編目 1

441∕4352 橋樑設計計算實例集 橋樑技術研究會編 昭和34年 2冊﹙1、2集﹚  光復後日文圖書編目 2

441∕4413 土木工業 日本生產性本部 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

441∕4422 鉄筋コンクリ―ト構造物設計例集 村山保編 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

441∕4478 土木工學ハンドブック 土木學會 昭和31年 光復後日文圖書編目 1

441∕4591 建築給排水設備便覽 櫻井省吾 昭和28年 光復後日文圖書編目 1

441∕4740 工場設計資料集成 堀內章等譯 昭和39年 光復後日文圖書編目 1

441∕4744 土木設計便覽 土木設計便覽編輯委員會 昭和36年 光復後日文圖書編目 1
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441∕5243 鉄筋コンクリ―トパイル橋台,橋脚の設計と施工 中川英憲 昭和36年 光復後日文圖書編目 1

441∕6604 土木設計施工要覽                    上卷 田口文雄編 昭和34年 光復後日文圖書編目 1

442∕1 英國世相史 金子建二 大正11年 1

442∕2 英國史 水野成夫・淺野晃 昭和14年 和田顯太郎同譯    2冊(上、下冊) 2

442∕3 英國と世界の對立 今井登志喜編 昭和16年 上卷 1

442∕5049 道路便覽 末松榮 ・大串滿馬同著 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

443∕1 フランス大革命史      前篇 箕作元八 大正8年 2冊﹙複本﹚ 2

443∕1 フランス大革命史      後篇 箕作元八 大正9年 1

443∕2 佛蘭西文化の 新知識 重德泗水 大正11年 1

443∕3 第十八世紀佛蘭西文化史社會主義運動史 箕作元八 大正11年 1

443∕4 ナポレオン時代史 箕作元八 大正12年 1

444∕2 ドイツ二千年史 若林龍夫譯 昭和16年 1

444∕4 獨逸近世史研究 林健太郎 昭和18年 1

444∕3533 船(うつりかわりとし<み) 昭和58年 光復後日文圖書編目 1

445∕2 獨帝と露帝の往復書翰 大竹博吉譯 昭和4年 附錄﹕滿洲悲劇の序曲 1

445∕2 ロマノフ朝の終末 大竹博吉譯 昭和4年 1

445∕2253 下水試驗法 秋山忠次編 昭和28年 2冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 2

445∕2253 水道施設基準 秋山忠次編 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

445∕2253 急速濾過施設計画基準 秋山忠次編 昭和29年 光復後日文圖書編目 1

445∕2253 飲料水の判定標準とその試驗方法 秋山忠次編 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

445∕3681 流量表 池田篤三郎 昭和34年 光復後日文圖書編目 1

445∕3731 飲料水 洞澤勇 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

445∕4013 近上水道 森慶三郎 大正13年 光復後日文圖書編目 1

445∕4233 簡易水道の手引 杉戶清 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

445∕4233 水道經營論 杉戶清 昭和27年 光復後日文圖書編目 1

445∕4381 水質の常識 相澤金吾 昭和30年 2冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 2

445∕4431 增補給水工程 蓮池勇 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

445∕5025 水の生物學的試驗法の實際 中島文夫 昭和29年 光復後日文圖書編目 1

445∕5041 給水裝置ハンドブック 東京都水道局給水研究會 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

445∕5041 水道机上便覽 青木了 昭和31年 光復後日文圖書編目 1

445∕5434 給水給湯及消火設備 中村達太郎 昭和29年 光復後日文圖書編目 1

445∕6044 上水道 ・下水道設計實例集 国友孝 昭和31年 光復後日文圖書編目 1

445∕6513 水道維持管理指針 西片武治 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

445∕6536 下水道工學 田中寅男 昭和26年 光復後日文圖書編目 1

445∕8435 淨水工學 倉塚良夫 昭和29年  2冊(上、下卷)光復後日文圖書編目 2

446∕2 友邦泰國の現況(泰國要說) 臺灣總督府外事部 昭和17年 2冊﹙複本﹚ 2

446∕2510 遠心・軸流送風機と圧縮機 生井武文 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

446∕3703 汎用產業機械 日本生產性本部 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

446∕4063 應用ポンプ工學 寺田進 昭和29年 光復後日文圖書編目 1

446∕4242 ロボツトの話 松崎吉信 昭和56年 2冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 2

446∕4413 ロボツトは人間を変えるか 加藤一郎編 昭和58年 ﹙ロボツト・生命・人間のゆくえ﹚光復後日文圖書編目 1

446∕4461 喞筒 內丸 一郎 昭和31年 光復後日文圖書編目 1

446∕4461 送風機及圧縮機 內丸 一郎 昭和31年 光復後日文圖書編目 1

446∕4624 冷凍機械工学ハンドブック 內田秀雄編 昭和47年 光復後日文圖書編目 1

446∕5467 真空化学裝置ガイドブック 持田隆 昭和39年 光復後日文圖書編目 1

446∕6113 機械作業改善実例集                第3集 日刊工業新聞社 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

447∕1631 飛行機ハンドブック 西田清一 昭和57年 2冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 2

447∕2414 自動車技術辞典 上坂正雄 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

447∕3686 一目でわかる自動車構造問題集 神田義男 昭和39年 光復後日文圖書編目 1

447∕4513 絵說自動車の運転法(付・実地試驗の裏話) 古井一郎 光復後日文圖書編目 1

447∕6278 スペ―ス・シャトルハンドブツク 野田昌宏譯 昭和56年 2冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 2
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447∕7625 絵で解く自動車の構造と機能 原田俊夫 光復後日文圖書編目 1

447∕8615 1000万人の自動車の運転 矢野一夫 昭和36年 光復後日文圖書編目 1

448∕0645 ラジオ設計工学 鷲野松寿・高橋良同著 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

448∕1415 電機工業 日本生產性本部 昭和31年 光復後日文圖書編目 1

448∕1815 電氣工事 日本生產性本部 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

448∕1878 電氣工学ハンドブック 電気学会 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

448∕2111 制御機器総合力夕ログ 山武電子機器事業部 昭和54年 光復後日文圖書編目 1

448∕2211 フレキシブル・オ一トメ一シヨン 岩崎武司 昭和58年 無人工場ヘのアプロ―チ2冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 1

448∕2244 自然エネルギ―をもとめて 佐々木孝二 昭和57年 未来の生活をになう新しいエネルギ一光復後日文圖書編目 1

448∕2424 電氣理論詳解交流理論 片木久吉 昭和17年 光復後日文圖書編目 1

448∕2441 ラジオ受信機の設計と計算 佐藤嘉一 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

448∕2475 CAD/CAM入門﹙光復後日文圖書編目﹚ 須賀雅夫 昭和59年 ユンピュ一タによる自動設計・生産のすべて2冊﹙複本﹚ 1

448∕2475 實踐CAD/CAM﹙光復後日文圖書編目﹚ 須賀雅夫 昭和59年 ユンピュ一タによる自動設計・生産の實際2冊﹙複本﹚ 1

448∕2531 電氣メツキの基礎知識 山本洋一 昭和31年 光復後日文圖書編目 1

448∕4251 ラジオ受信機部分品の解說と設計 真島拓司 昭和31年 光復後日文圖書編目 1

448∕4425 二ユ―メデイアへの提言 志賀信夫 昭和58年 2冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 2

448∕4627 送電及送電器具 桂田德勝 昭和16年 光復後日文圖書編目 1

448∕4824 真空管用電源 菊谷秀雄 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

448∕6424 二ユ―メデイアのアメリ力 田村紀雄 昭和59年 2冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 2

448∕8622 電気通信とくらし 前野和久 昭和59年 新しい生活をささえる高度情報通信システム 1

449∕5 和蘭の印度經略概史 村松薰譯 昭和17年 1

451∕1 世界偉人傳 福田琴月 明治43年 1

451∕4 逸話の泉 高島平三郎編 大正8年 4冊(第5、6、7、8篇) 4

451∕6 偉人乃跡 三宅雄二郎 明治43年 1

451∕14 トルスト―イ傳 原久一郎 昭和7年 1

451∕16 新英雄傳 室伏高信 昭和4年 上卷 1

451∕27 新撰大人名辭典 下中彌三郎編 昭和12年 9冊(第1至第9卷) 9

452∕1 人事興信錄               第六版 內尾直二編 大正10年 1

452∕1 人事興信錄               第十二版 內尾直二編 昭和14年  2冊(上、下冊) 2

452∕1 人事興信錄               第十三版 內尾直二編 昭和16年 1

452∕3 職員錄 大正12年10月1日現在 1

452∕3 職員錄 大正14年7月1日現在 1

452∕3 職員錄 大正15年7月1日現在 1

452∕49 近世實錄全書         第十三卷 早稻田大學編輯部 大正7年 河內山實傳・水戶黃門記 1

452∕50 赤穗浪士 大佛次郎 昭和3年 上卷 1

452∕122 難讀人名便覽 天晶壽編 昭和11年 1

452∕123 大眾人事錄 1

452∕143 信用錄                    第子二版 高橋良介編 大正元年 1

452∕144 大日本人物誌 大正2年 一名﹕現代人名辭書 1

452∕147 松陰と象山 武田勘治 昭和18年 1

452∕149 爼上の名流婦人 坂戶公顯 昭和11年 2冊﹙複本﹚ 2

453∕2 民國之精華                 第壹輯 佐藤班郎編 大正5年 3冊﹙複本﹚ 3

453∕5 蒙求 塚本哲三 大正8年 1

453∕6 近世說美少年錄 三浦理 大正元年 上卷 1

453∕7 支那仙人傳 澁川玄耳 昭和3年 1

453∕8 尚友錄  2冊(卷一、卷二十二) 2

453∕13 宋元學案人名索引 鈴木直治編 昭和10年 附錄﹕異名索引 1

453∕15 新支那要人傳 樋口正德編 昭和16年 1

454∕1 歐米大人物立志傳(實業界・發明界) 北富利男 大正13年 3冊﹙複本﹚ 3

454∕3 星とフオ―ド 京谷大助 大正13年 1

454∕4 傑作を出した人々 野邊地三右衛門 大正10年 1
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454∕5 ゲエテとシルレル 正富汪洋 大正10年 1

454∕6 歐米名士と印象 鶴見祐輔 大正10年 1

454∕7 世界三傑成功秘傳 小松綠 昭和3年 1

454∕9 西洋人名辭典 龜井高孝・野上豐一郎 昭和7年 石原純同編 1

454∕10 ネルソンとナポしオン 石原忠俊 明治44年 1

454∕11 探險英雄傳 戶坂潤譯 昭和11年 1

454∕12 獨逸三大技術者 川端勇男 昭和18年 1

454∕13 ドイツの偉人たち 安部光槌 昭和18年 1

455∕1 世界各國歷代王室興王鑑 大野法瑞 大正10年 1

4556∕1 英國皇太子生立の記 早坂二郎 大正11年 1

4556∕2 答禮使御來朝記念寫真帖 大阪每日新聞社 大正11年 1

456∕3 日本紋章學 沼田賴輔 大正14年 1

457∕1 寬政重修諸家譜 大正6年 6冊(第1、2、3、4、5、6輯) 6

457∕1 寬政重修諸家譜 大正7年 3冊(第7、8、8輯) 3

457∕1 寬政重修諸家譜 大正7年 總索引 1

457∕2 列侯深秘錄 早川純三郎編 大正3年 1

457∕4 琉球國中山世鑑 向象賢編 昭和8年 1

457∕5 先人を語る 本多熊太郎 昭和14年 1

457∕7396 かつやくする石油 長沢光男 昭和57年 わたしちの生活をささえる社会の血液 1

458∕1 孝女於伊麻之傳 岸田吉興 大正12年 1

458∕3 真澄乃鏡井上通女 岡田辰次郎・永井虎夫同著 明治43年 1

458∕4 白河樂翁 碧瑠璃園 明治42年 1

458∕5 興國の偉人新井白石 上田萬年 大正6年 1

458∕6 上杉謙信傳 布施秀治 大正8年 1

458∕7 賴朝 幸田成行 明治43年 2冊﹙複本﹚ 2

458∕8 成吉思汗ハ源義經也 小谷部全一郎 大正13年 1

458∕8 源九郎義經 中村孝也 大正4年 1

458∕10 賴山陽及其時代 森田惠軒 明治31年 拾貳文號豪第拾壹卷 1

458∕11 大鹽平八郎 幸田成友 大正2年 1

458∕12 芭蕉翁の一生 小林一郎 大正10年 1

458∕13 鍋島直正公傳 中野禮四郎編 大正9年 6冊(第1、2、3、4、5、6篇) 6

458∕13 鍋島直正公傳 中野禮四郎編 大正10年 年表索引・總目錄 1

458∕14 直江山城守 福本日南 明治43年 1

458∕15 黑田如水 福本日南 明治44年 2冊﹙複本﹚ 2

458∕16 陸奧宗光 伊藤仁太郎 明治45年 1

458∕17 西鄉南洲 伊藤仁太郎 大正3年 第3卷 1

458∕17 西鄉南洲 伊藤仁太郎 大正4年 第2卷 1

458∕18 大山元帥 西村文則 大正6年 1

458∕20 元老山縣 西村文則 大正11年 1

458∕23 大鳥圭介傳 山崎有信君 大正4年 1

458∕26 乃木 目黑真澄譯 大正13年 1

458∕28 巨人大隈猴 後藤又男 大正11年 1

458∕29 大隈猴一言行 市島謙吉 大正11年 1

458∕30 巨人頭山滿翁 藤本善則 大正11年 1

458∕31 自然の人小村壽太郎 傑 本卯平 大正3年 1

458∕32 新渡戶稻造傳 石井滿 昭和9年 1

458∕34 平民宰相原敬 井上雅治 大正10年 1

458∕35 平民大宰相原敬 佐藤亮太朗・桑原冊次郎同著 大正11年 1

458∕36 原敬全傳 菊池悟郎・溝口白羊同編 大正11年 4冊﹙天、地篇各2冊﹚ 4

458∕37 人氣の燃點に立てる後藤平 鈴木春一・小田大泉同著 大正12年 1

458∕38 岩崎彌太郎 山路彌吉 大正3年 1
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458∕39 黃金王の死 米山隆夫 大正10年 1

458∕40 士の哲學と信仰生活德富健次郎 池田林儀 大正7年 1

458∕41 自傳 片山潜 大正11年 1

458∕43 杉浦重剛先生 大町芳衛・猪狩又藏同著 大正13年 1

458∕45 大凡愚親鸞 松田青針 大正13年 1

458∕46 阿部正弘事蹟                 全 渡邊修二郎 明治43年 日本開國起源史 1

458∕46 阿部正弘事蹟                 下冊 渡邊修二郎 明治43年 日本開國起源史 1

458∕48 觀樹將軍回顧錄 小谷保太郎編 大正14年 1

458∕50 木下藤吉郎 碧瑠璃園 大正14年 1

458∕51 松平定信 碧瑠璃園 大正14年 1

458∕53 平民宰相若槻禮次郎 尼子止 大正15年 1

458∕54 賴山陽 德富猪一郎 大正15年 1

458∕55 傳記﹙比賣鑑後篇・大東婦女貞烈記﹚ 鶴田新藏 大正3年 1

458∕55 勤王志士高野長英 前島節一 大正15年 1

458∕56 七十年の回顧 小崎弘道 昭和2年 1

458∕57 近世名人達人大文豪 宮下丑太郎 昭和2年 1

458∕58 偉人の面影 奧村鐵男・澁谷春畦同著 昭和2年 1

458∕60 大久保利通日記 昭和2年  2冊(上、下卷) 2

458∕60 青淵回顧錄 高橋重治・小貫修一郎同著 昭和2年  2冊(上、下卷) 2

458∕61 明石元二郎 小森德治 昭和3年 2冊(上、下卷) 2

458∕63 明治祕史高野の復讐 筏安太郎 大正13年 1

458∕66 全民眾の味方吾等の辯護士布施辰治﹙明治篇﹚ 本多久泰 昭和5年 1

458∕67 樂石伊澤修二先生 尺秀三郎 大正8年 1

458∕68 大二宮尊德 井口丑二 昭和2年 1

458∕69 孝子德行錄 文部省編 昭和5年 1

458∕71 澁澤子爵實業王となるまで 長沼依山 昭和5年 1

458∕72 人間大倉喜八郎 橫山貞雄 昭和4年 1

458∕74 自畫像 藤原義江 昭和4年 1

458∕75 人間乃木﹙夫人篇﹚ 宿利重一 昭和6年 1

458∕76 古河市兵衛 岡田忠一 昭和4年 1

458∕77 岡雄吉君之傳 大場雲外 昭和7年 1

458∕78 還曆小記 相馬半治 昭和4年 2冊﹙複本﹚ 2

458∕78 還曆小記餘錄 相馬半治 昭和5年 1

458∕79 世界を股にかけて﹙井上雅二氏の前半生﹚ 永見七郎 昭和7年 1

458∕81 野口英世博士傳 橘輝正 昭和4年 1

458∕82 弔民坂本志魯雄 尾崎卓爾 昭和7年 1

458∕83 田健治郎傳 內田嘉吉 昭和7年 1

458∕84 小山健三傳 株式會社三十四銀行編 昭和5年 2冊﹙複本﹚ 2

458∕85 小野湖山翁小傳 豐橋市教育會 昭和6年 2

458∕86 莊田平五郎 宿利重一 昭和7年 1

458∕88 伊能忠敬測量日記抄 佐藤勝雄 昭和8年 附錄﹕ 上德內書翰 1

458∕89 回天艦長甲賀源吾傳 后橋絢彥 昭和8年 附錄﹕函館戰記 1

458∕90 子規居士と余 高濱虛子 大正4年 附錄﹕子規居士が虛子に宛てたる書翰 1

458∕92 南船北馬一休和尚 中村德助 大正6年 1

458∕94 ラグ―ザお玉 木村毅 昭和8年 1

458∕96 偉大なる青年橋本左內 滋賀貞 昭和8年 1

458∕97 愛育九年幼き足跡 大場孫治 昭和8年 1

458∕98 世界的大偉人佐久間象山 堀內信次 昭和8年 1

458∕99 白椿 河野俊雄 昭和9年 1

458∕101 賴山陽 坂本辰之助 大正2年 1

458∕102 偉人幽齊 池邊藤園 明治43年 1
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458∕103 橋本左內全集 景岳會 明治41年 1

458∕104 安田善次郎傳 矢野文雄 大正14年 1

458∕105 水戶義公傳 佐藤進 明治44年 1

458∕106 東湖全集 菊池謙二郎 明治42年 1

458∕107 近藤勇 鹿島椒男 1

458∕108 絕島の南洲 田中鐵軒 明治42年 1

458∕109 孝子伊藤公 末松謙澄 明治44年 1

458∕110 高山彥九郎 坂本辰之助 明治43年 1

458∕111 勝海舟 山路彌吉 明治44年 1

458∕112 豐太閣 尾池義雄 明治45年 乾之卷 1

458∕113 蒲生氏郷 原穗村 明治43年 1

458∕114 江藤新年 鹿島櫻巷 明治44年 1

458∕115 お鯉物語 安藤照 昭和2年 1

458∕115 續お鯉物語 安藤照 昭和3年 2冊﹙複本﹚ 2

458∕116 大久保利通 流鶯散史 明治42年 1

458∕120 校訂豐太閣 山路彌吉 明治44年 1

458∕122 小野小町論 黑岩周六 大正2年 1

458∕125 近江聖人百話 南山隱士 明治42年 1

458∕129 巨人犬養翁と其の生涯 偉人傳刊行會編 昭和8年 1

458∕130 福澤諭吉と弟子達 和田日出吉 昭和9年 1

458∕131 五十年ところぐ 丸山鶴吉 昭和9年 1

458∕133 世界の平和を謀る井伊大老とハリス 北村壽四郎 昭和9年 1

458∕134 放送芭蕉を語る 荻原井泉水 昭和9年 1

458∕135 柳生一義 大正11年 1

458∕136 竹崎順子 德富健次郎 大正12年 1

458∕137 加藤司書傳 中野景雄 昭和8年 1

458∕138 植村正久傳 青芳勝久 昭和10年 1

458∕139 遠山鎧治 遠山鎧治刊行會編 昭和10年 1

458∕140 吾等の知れる後藤新平伯 三井邦太郎編 昭和4年 1

458∕141 菅公の晚年を偲びて 島屋政一 大正13年 1

458∕142 宇野花 伊藤良喬編 大正5年 1

458∕144 桃枝のお祖父きん﹙宮川保之の傳記﹚ 宮川次郎 大正13年 1

458∕146 我が赤裸々記 野依秀一 大正14年 1

458∕151 二宮尊德傳 佐々井信太郎 昭和10年 1

458∕152 福澤諭吉 石河幹明 昭和10年 1

458∕1554 傳記小說高橋是清 小杉健太郎 昭和10年 1

458∕155 明石將軍 西川虎次郎 昭和9年 1

458∕162 野口英世 奧村鶴吉 昭和10年 1

458∕163 育英の父乃木將軍 服部純雄 昭和11年 1

458∕164 山田長政 三木榮 昭和11年 1

458∕165 長尾半生傳 石井滿 昭和12年 1

458∕166 芳賀矢一先生 芳賀矢一先生記念會編 昭和12年 1

458∕167 晚年の父 小堀杏奴 昭和11年 1

458∕168 赤十字愛に輝く荻原タケ子の生涯 齋藤弔花 昭和11年 1

458∕173 人間一茶の生涯 吉松祐一 昭和12年 1

458∕174 細川ガラシヤ夫人 滿江巖 昭和12年 2冊﹙複本﹚ 2

458∕176 聖人中江藤樹 柴田甚五郎 昭和12年 1

458∕178 頭山滿翁一代記 薄田斬雲 昭和12年 1

458∕179 三原黃門小早川隆景卿 澤井長四郎編 昭和12年 1

458∕180 增補乃木靜子 宿利重一 昭和12年 1

458∕181 松陰本山彥一翁 故本山社長傳記編篡委員會編 昭和12年 1

149/267



458∕182 伊能忠敬 伊達牛助 昭和12年 1

458∕185 兒玉源太郎 宿利重一 昭和13年 1

458∕186 人間大隈重信 五來欣造 昭和13年 1

458∕191 澀澤榮一傳 幸田露伴 昭和14年 2冊﹙複本﹚ 2

458∕193 岸清一傳 伊藤和三郎編 昭和14年 1

458∕198 全傳野口英世 栗原吉城・小田律同譯 昭和15年 1

458∕200 艷麗の悲歌唐人お吉傳 丹潔 昭和15年 1

458∕202 吉田松陰 石川謙・武田勘治同著 昭和15年 1

458∕203 中江藤樹 大倉桃郎 昭和16年 1

458∕212 南進の先驅菅沼貞風傳 江口禮四郎 昭和17年 1

458∕213 高島秋帆 遠藤早泉 昭和17年 1

458∕215 概說石田三成 池崎忠孝 昭和17年 1

458∕216 賴山陽 藤森成吉 昭和17年 1

458∕218 回顧六十年 小園江隆哉 昭和17年 1

458∕219 邊野屋利兵衛傳 江崎政忠 昭和15年 1

459∕6 ナポレオン史話  長瀨鳳輔・榎本秋村同編 大正10年 1

459∕11 グラツドスト―ン 永井柳太郎 大正11年 1

459∕16 人及教育家としてのパ―マ―夫人の生涯 杉本勝次譯 大正11年 1

459∕23 吾が日吾が夢 大日本文明協會編 大正13年 1

459∕27 ペスタロッチの生涯と其の事業 大日本學術協會編 昭和2年 1

459∕35 アスキス夫人自敘傳 岡島龜次郎譯 大正14年 1

459∕36 ペスタロッチ―の生涯及事業 小川正行 大正8年 1

459∕60 釋迦 武者小路實篤 昭和10年 1

459∕83 人類の大恩人パストゥ―ル傳 大江專一譯 昭和15年 1

459∕119 後の義經 鹿島生 明治43年 1

460∕3 世界經濟地理講話 西田卯八 大正15年 1

460∕4764 有機工業化學論 堀口博 昭和40年 光復後日文圖書編目 1

460∕9631 界面活性劑の合成と其應用 小田良平・寺村一広同著 昭和34年 光復後日文圖書編目 1

461∕27 外國地理集成 角田政治 大正7年 上卷 1

461∕28 改造世界地理精說 栗原寅次郎 大正10年 1

461∕29 新式世界地理 山上萬次郎 大正8年 上卷﹙中學校用﹚ 1

461∕30 世界地理教科書 山崎直方 大正6年 3冊(上、中、下卷) 3

461∕32 世界地理 中等教育研究會 昭和6年 上卷 1

461∕33 ヴァン・ル―ンの地理學 内山賢次譯 昭和8年  2冊(上、下卷) 2

461∕34 一目でわかる世界地理 先進學術研究會 大正14年 1

461∕35 世界地理 三矢暉吉 昭和9年 一、二年生の急所を摑む 1

461∕36 都市地理序說 國松久彌 昭和9年 1

461∕38 新世界地理講座 藤原乙松 大正14年 上卷 1

461∕39 大戰後の世界地理概觀 內田寬一 大正10年 1

461∕40 推究世界地理 富士德治郎 昭和10年 1

461∕41 景觀世界地誌 山本熊太郎 昭和10年  2冊(上、下卷) 2

461∕42 世界地理問題の解釋 塚田忠泰 昭和10年 1

461∕43 もつとも分り易き世界地理 烟中顯三 昭和10年 1

461∕44 中等地理學﹙通論之部﹚ 小川琢治 昭和9年 1

461∕3501 工業藥品事典 永井彰一郎・久保輝一郎同著 昭和39年 光復後日文圖書編目 1

461∕3645 化學商品辭典 津田幹夫・堀江不器雄等編 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

461∕4629 溶劑ハンドブック 松田種光・箱島勝・鎌苅藤行 昭和40年 光復後日文圖書編目 1

462∕1 世界地名大辭典 小林房太郎 昭和11年  4冊(上、中、下、索引) 4

463∕12 解說世界時局地圖 村川堅固 昭和11年 1

463∕4548 食品化學 桜井芳人 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

463∕5474 塩素および塩素漂白剤 中村隆寿 昭和29年 光復後日文圖書編目 1
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463∕8633 ソフト・ドリンクス 全國清涼飲料工業會 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

464∕1 世界を一周して 小松綠 大正10年 1

464∕2 神洲の精華日持聖人海外遺跡探險記 柿花啟正 大正8年 1

464∕3 獨墺及巴爾幹敗殘の國々を辿りて 久留義鄉 大正10年 1

464∕4 世界通 世界通編輯所 大正11年 1

464∕5 波のうねり 水野廣德 大正11年 1

464∕7 世界のぞ記 小野賢一郎 大正9年 2冊﹙複本﹚ 2

464∕9 海へ 島崎春樹 大正7年 1

464∕10 日本から日本へ﹙東の卷﹚ 德富健次郎・德富愛同著 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

464∕10 日本から日本へ﹙西の卷﹚ 德富健次郎・德富愛同著 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

464∕11 世界一周マトロス物語 齋藤松濤 大正11年 1

464∕12 新世界の印象 樋口龍峽 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

464∕13 世界一周父のおとづれ 金子隆三 大正13年 1

464∕14 紙上世界漫畫漫遊 岡本一平 大正13年 1

464∕15 半歲で世界一周 武用種吉 大正13年 1

464∕16 外遊印象 小池秋草 大正13年 1

464∕17 歐米を縱橫に 佐竹義文 大正14年 1

464∕18 歐米より故國を 下村宏 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

464∕19 闇黑の倫敦より 稻原勝治 大正8年 1

464∕20 信仰佛利二人行脚 日下部四郎太 大正14年 1

464∕21 愛兒の為めに歐米をねて訪 田子靜江 大正14年 1

464∕22 新世界の旅より 宮川次郎 大正15年 1

464∕23 雲水遍路 賀川豐彥 大正15年 1

464∕24 世界の變遷を見る 幣原坦 大正15年 1

464∕25 亞米利加の旅 峰谷經一 大正15年 1

464∕26 訪歐大飛行誌 岡野養之助編 大正15年 1

464∕27 異國の華を尋ねて 岡本鶴松 大正15年 1

464∕28 信仰物理異國行脚 日下部四郎太 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

464∕29 へぼ胡瓜 岡本一平 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

464∕30 世界國情大觀 高木斐川 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

464∕31 西洋又南洋 山崎直方 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

464∕32 伊太利紀行 太宰施門 昭和2年 1

464∕32 增補南國記 竹越與三郎 大正4年 1

464∕33 學生の見たるアメリ力 中村嘉壽 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

464∕34 世界の奇觀 橫山又次郎 大正13年 1

464∕35 支那滿洲朝鮮案內亞東指要 山根倬三 大正14年 1

464∕36 趣味の旅不思議をたづねて 松川二郎 昭和3年 1

464∕37 鮮・滿・支那ところところ雲烟過眼日記 森本角藏 大正15年 1

464∕38 歐洲觀光記 大阪每日新聞社 昭和3年 1

464∕39 案內漫遊七日の旅 落合浪雄 大正6年 1

464∕41 世界一週 堀七藏 昭和3年 1

464∕43 再生の歐米を觀る 煙山專太郎 昭和3年 1

464∕44 景勝行脚旅から旅 飯島實 昭和3年 1

464∕45 歐米漫遊留學案內﹙米國の部﹚ 瀧本二郎 昭和3年 1

464∕46 名家の旅 大阪每日新聞社 昭和2年 1

464∕47 考古游記 濱田耕作 昭和4年 1

464∕48 かイザ―リンクの日本觀 下鎌山吉・江川和彥同譯 大正15年 2冊﹙複本﹚附錄﹕支那廣東 2

464∕49 サガしン紀行 三宅賢譯 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

464∕50 滿洲とはどんな處か 杉本文雄 昭和5年 1

464∕52 西比利亞から滿蒙へ 鳥居龍藏 昭和4年 1

464∕53 千五百圓三ケ月間歐米見物案內 瀧本二郎 昭和4年 1
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464∕54 工口・ダ口・巴里 鈴木秀三郎 昭和5年 1

464∕55 米國旅行案內 瀧本二郎 昭和5年 1

464∕56 新朝鮮・滿洲・支那案內 小西榮三郎 昭和5年 1

464∕59 西半球を巡りて 井上雅二 大正15年 1

464∕60 世界一周スカウトの旅 田村保 昭和6年 1

464∕61 海の口―マンス 米窪太刀雄 昭和5年 1

464∕62 鮮支遊記 藤山雷太 昭和5年 1

464∕63 魔海橫斷記 加藤久勝 大正7年 1

464∕64 中京から神都へ 三卷俊夫 昭和6年 1

464∕65 桑港航路案內 日本郵船株式會社 昭和6年 1

464∕66 濠洲航路案內 日本郵船株式會社 昭和6年 1

464∕67 謎の國・夢の國﹙西半球遍路第三輯﹚ 佐藤吉治郎 昭和6年 2冊﹙複本﹚ 2

464∕68 (滿洲問題と對照すベき)世界の涯の國々 佐藤吉治郎 昭和7年 2冊﹙複本﹚(璽爾然丁・伯刺西爾・八奈馬祕魯・智利) 2

464∕69 フル少年四十四日世界―周 和田日出吉譯 昭和5年 ―ボーイス力ウトの手記 1

464∕70 歐米大陸遊記 鶴見祐輔 昭和8年 1

464∕71 チヤ―リ―・チヤツブリン世界漫遊記 那須二郎譯 昭和9年 1

464∕72 異國趣味 柳澤健 昭和9年 1

464∕73 遊於處々 中里介山 昭和9年 介山居士紀行文集 1

464∕75 歐米遊記自治と產業 外山福男 昭和6年 1

464∕77 我觀南國 山本實彥 大正5年 1

464∕78 三都物語﹙巴里・倫敦・紐育﹚ 鶴見祐輔 大正13年 1

464∕80 海外行腳 坪谷善四郎 明治44年 1

464∕81 新洋行土產 巖谷小波 明治43年 2冊(上、下卷) 2

464∕82 紀行世界圖繪 柳澤健 昭和11年 1

464∕83 目あきの垣覗き 松波仁一郎 昭和11年 1

464∕84 赤道を橫切る 三卷俊夫 昭和12年 1

464∕85 琵琶湖より富士五湖 三卷俊夫 昭和12年 1

464∕87 ソヴエト紀行修正 堀口大學譯 昭和12年 2冊﹙複本﹚ 2

464∕88 歐洲紀行 橫光利一 昭和12年 1

464∕89 渡佛日記 高濱虛子 昭和11年 1

464∕90 北支案內 布利秋 昭和13年 1

464∕91 シべリヤ日記 榎本武揚 昭和14年 1

464∕93 世界海賊史 柴田賢一 昭和15年 1

464∕94 外遊漫筆 吉田辰秋 昭和15年 1

464∕96 歐米旅行日記 武者小路實篤 昭和16年

464∕97 世界巡禮 山本大善 昭和4年 1

464∕3348 窯業工学ハンドブック 窯業協會編 昭和30年 2冊﹙複本﹚   光復後日文圖書編目 2

464∕3348 窯業と重油 窯業協會編 昭和34年 光復後日文圖書編目 1

464∕5339 ガラス工学 成瀨省 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

465∕1 スペイン語四週間 笠井鎮夫 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

465∕1 亞米利加記念帖 水上瀧太郎 大正9年 1

465∕2 世界寫真帖 田山宗堯 明治43年 1

465∕3 歐洲風俗大觀 山口誠太郎攝影 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

465∕4 世界人種風俗畫報 仲摩照久編 昭和6年 科學畫報第十六卷第一號附錄 1

465∕5 世界一周 世界一周寫真帖編輯部 1

465∕7 教育資料寫真通信 大正12-13年 內含震災照片 1

465∕0314 雜貨染色見本帳 產業工藝試驗所 昭和29年 光復後日文圖書編目 1

465∕2523 塗料ハンドブック 岩井信次 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

465∕3314 染色便覽﹙染料・藥劑・助劑編﹚ 澤渡延好 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

465∕7373 実用染色法﹙ 新加工編﹚ 長津勝治 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

465∕7373 実用染色法﹙捺染編﹚ 長津勝治 昭和31年 光復後日文圖書編目 1
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465∕7373 実用染色法﹙浸染編﹚ 長津勝治 昭和31年 光復後日文圖書編目 1

466∕3727 油脂加工 日本生產性本部 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

466∕3727 油脂化學製品便覽 油脂化學製品便覽編集委員會 昭和38年 光復後日文圖書編目 1

466∕4237 化粧品化學 赤木滿洲雄 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

466∕4237 植物油脂 日本生產性本部 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

466∕6532 油脂化學便覽 日本油化學協會 昭和33年 2冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 2

467∕1258 強化プラスチックス 強化プラスチックス協會編 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

467∕1821 プラスチック加工技術便覽 水谷久一 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

467∕2352 合成樹脂便覽 大島敬治等 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

467∕3577 高分子の成形と加工 神原周等 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

467∕4054 プラスチックス年鑑 吉本馨編 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

467∕5823 フェノ一ル樹脂 村山新一 昭和36年 プラスチツク材料講座1 光復後日文圖書編目 1

467∕5823 ユリア樹脂 沼田勇記 昭和36年 プラスチツク材料講座2光復後日文圖書編目 1

467∕5823 メラミン樹脂 安倍通夫 昭和36年 プラスチツク材料講座3 光復後日文圖書編目 1

467∕5823 ポリエテル樹脂 嶋田吉英・仁木正夫同著 昭和36年 プラスチツク材料講座4 光復後日文圖書編目 1

467∕5823 工ポキシ樹脂 大石直四郎・舘川裕同著 昭和36年 プラスチツク材料講座5 光復後日文圖書編目 1

467∕5823 けい素樹脂 田村喜八 昭和36年 プラスチツク材料講座6 光復後日文圖書編目 1

467∕5823 纖維素系樹脂 石井俊夫 昭和36年 プラスチツク材料講座7 光復後日文圖書編目 1

467∕5823 アクリル樹脂 本多惠羊 昭和36年 プラスチツク材料講座8 光復後日文圖書編目 1

467∕5823 ポリアミド樹脂 鶴田基弘 昭和36年 プラスチツク材料講座9 光復後日文圖書編目 1

467∕5823 ふつ素樹脂 小山利一・鈴木武英同著 昭和36年 プラスチツク材料講座10 光復後日文圖書編目 1

467∕5823 スチ口一ル樹脂 藤井卓三・須本一郎同著 昭和36年 プラスチツク材料講座12 光復後日文圖書編目 1

467∕5823 塩化ビニリデン樹脂 園田豐久 昭和36年 プラスチツク材料講座13 光復後日文圖書編目 1

467∕5823 塩化ビニル樹脂 古谷正之 昭和36年 プラスチツク材料講座14 光復後日文圖書編目 1

467∕5823 酢酸ビニル樹脂 渡辺市郎 昭和36年 プラスチツク材料講座15 光復後日文圖書編目 1

467∕5823 ポリプ口ピレン 井上辰雄・川上茂同著 昭和36年 プラスチツク材料講座16 光復後日文圖書編目 1

467∕5823 ポリカーボネート 立川利久・坂尻昭ー同著 昭和36年 プラスチツク材料講座17 光復後日文圖書編目 1

467∕5823 ポリエ一テル 藤田正雄 昭和36年 プラスチツク材料講座18 光復後日文圖書編目 1

469∕1 風景雜記 上原敬二 大正14年 1

469∕2 波斯より土耳古まで 文明協會 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

469∕3 北極探檢 原田三夫・松山思水同著 昭和5年 世界探檢全集第一卷 1

469∕3 南極探檢 原田三夫・松山思水同著 昭和5年 世界探檢全集第二卷 1

469∕3 日本探檢 原田三夫・松山思水同著 昭和6年 世界探檢全集第三卷 1

469∕3 アフリカ探檢            上卷 原田三夫・松山思水同著 昭和6年 世界探檢全集第五卷 1

469∕4 都印度諸島の怪奇と藝術 宮武辰夫 昭和12年 1

469∕5 山岳征服冒險記 久野豐彥 昭和12年 1

469∕8 暴風の島 小倉卯之助 昭和15年 1

469∕9 世紀の寶庫太平洋の地理 栗原寅治郎 昭和17年 1

470∕3 日本新地理 佐藤傳藏 明治31年 1

470∕4 新大日本地理集成          下卷 角田政治 大正5年 1

470∕7 大日本地誌﹙關東﹚         第一卷 山崎直方・佐藤傳藏同著 大正6年 2冊﹙複本﹚ 2

470∕7 大日本地誌﹙奧羽﹚         第二卷 山崎直方・佐藤傳藏同著 大正6年 2冊﹙複本﹚ 2

470∕7 大日本地誌﹙中部﹚         第三卷 山崎直方・佐藤傳藏同著 大正6年 2冊﹙複本﹚ 2

470∕7 大日本地誌﹙近畿﹚         第四卷 山崎直方・佐藤傳藏同著 大正6年 2冊﹙複本﹚ 2

470∕7 大日本地誌﹙北陸﹚         第五卷 山崎直方・佐藤傳藏同著 大正6年 2冊﹙複本﹚ 2

470∕7 大日本地誌﹙中國﹚         第六卷 山崎直方・佐藤傳藏同著 大正5年 2冊﹙複本﹚ 2

470∕7 大日本地誌﹙九州﹚         第八卷 山崎直方・佐藤傳藏同著 明治44年 2冊﹙複本﹚ 2

470∕7 大日本地誌﹙北海道及樺太﹚     第九卷 山崎直方・佐藤傳藏同著 大正2年 2冊﹙複本﹚ 2

470∕7 大日本地誌﹙琉球及臺灣﹚  第十卷 山崎直方・佐藤傳藏同著 大正4年 2冊﹙複本﹚ 2

470∕8 教授資料 新地理﹙日本之部﹚ 小林滿三郎 大正10年 1

470∕14 新撰名勝地誌﹙北陸道の部﹚ 田山花袋編 明治44年 卷之六 1
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470∕14 新撰名勝地誌﹙畿內の部﹚ 田山花袋編 明治43年 卷之一 1

470∕15 大日本地名辭書                吉田東伍 明治40年  3冊(上、中、下卷) 3

470∕15 大日本地名辭書                續編 吉田東伍 明治42年 1

470∕15 大日本地名辭書               索引 吉田東伍 明治40年 1

470∕18 鐵道旅行案內 鐵道省 大正13年 3冊﹙複本﹚ 3

470∕19 日本選景 日本文化振興會編 昭和12年 1

470∕20 改訂掌中山水 幸田露伴 大正9年  3冊(上、中、下卷) 3

470∕21 一日の行樂 田山花袋 大正7年 1

470∕22 一泊旅行土曜から日曜 松川二郎 大正8年 1

470∕23 花袋紀行集 田山花袋 大正12年  3冊(一、二、三輯) 3

470∕24 烟霞勝遊記 德富猪一郎 大正13年 2冊(上、下卷) 2

470∕27 死の蔭に 德富健次郎 大正8年 3冊﹙複本﹚ 3

470∕29 趣味の旅古跡めぐり 笹川臨風 大正8年 1

470∕30 日本溫泉案內 日本溫泉案內社 大正10年 1

470∕35 近調查大日本分縣地圖併地名總覽 日下伊兵衛 1

470∕36 旅の科學 松川二郎 大正14年 1

470∕37 日本アルプス案內 鐵道省 大正14年 1

470∕39 日本名勝旅行辭典 大日本旅行會 大正14年 1

470∕40 以呂波引町村便覽 遠藤遠 大正9年 1

470∕41 日本地圖帖 小川琢治 大正13年 1

470∕41 日本地圖帖地名索引 小川琢治 大正14年 1

470∕48 全國溫泉旅行案內 主婦之友社編輯局 大正15年 1

470∕58 鐵道旅行案內 鐵道省 昭和5年 1

470∕59 日本案內記﹙關東篇﹚ 鐵道省 昭和5年 1

470∕70 東海道 秋好善太郎編 昭和7年 1

470∕71 日本寫真帖 遠藤遠編 大正8年 1

470∕72 富士山 小川一真 明治45年 1

470∕74 日本地理大系﹙奧羽篇﹚ 山本三生編 昭和5年 1

470∕74 日本地理大系﹙近畿篇﹚ 山本三生編 昭和4年 1

470∕74 日本地理大系﹙中部篇﹚ 山本三生編 昭和6年 2冊(上、下卷) 2

470∕101 景勝地經營と觀光事業 吉村巖 昭和10年 1

470∕114 冨獄真景 清水綠編 昭和10年 1

470∕120 日本地名大辭典 澤田久雄 昭和14年 4冊(1、4、5、6卷) 4

472∕4815 熱管理 日本生產性本部 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

472∕5482 鉄鋼の融溶接 中根金作等著 昭和38年 2冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 2

472∕5874 アルミ二ウムハンドブック 輕金屬協會 昭和40年 光復後日文圖書編目 1

472∕5983 企業診斷ハンドブック 中小企業診斷協會編 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

472∕6057 金屬の着色と染色 呂戊辰 昭和38年 光復後日文圖書編目 1

472∕6587 金屬便覽 日本金屬協會編 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

472∕6588 鋼の熱處理基礎と作業標準 日本鉄鋼協會編 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

472∕6588 鉄鋼便覽 日本鉄鋼協會編 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

472∕6588 鋳鉄管便覽 日本鋳鉄管協會編 昭和41年 光復後日文圖書編目 1

472∕7705 鉄鋼の冷間圧延 桑原康長 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

472∕7763 非鉄金屬・非金屬の溶接 岡田實・菊田米男等著 昭和38年 2冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 2

472∕8335 型鍛造 日本生產性本部 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

472∕8485 新溶接ハンドブック 鈴木春義 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

472∕8485 新溶接工學 鈴木春義 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

472∕8751 金屬表面技術便覽 金屬表面技術協會編 昭和51年 光復後日文圖書編目 1

472∕8882 鋳鉄鋳物 日本生產性本部 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

472∕9682 鋳物不良の原因と对策 日本鋳物協會譯 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

479∕6 新朝鮮 青柳綱太郎 大正14年 4冊﹙複本﹚ 4
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479∕14 京城と金剛山 岡本曉翠 昭和7年 1

479∕15 朝鮮は起ら上ろ 鎌田澤一郎 昭和8年 1

479∕16 朝鮮 高濱清 明治45年 1

479∕17 朝鮮旅行案內記 朝鮮總督府鐵道局 昭和9年 1

479∕18 兩京去留誌 德富猪一郎 大正4年 1

480∕1 支那研究 服部宇之吉 大正9年 1

480∕2 支那に於ける鐵道利權と列強の政策 山本修平 大正6年 1

480∕6 中華民國に遊ぶ 乘杉義尚 大正12年 1

480∕7 支那文化の解剖 後藤朝太郎 大正10年 1

480∕8 支那を顧みて 川上八百藏 大正13年 1

480∕9 趣味の支那叢談 上田恭輔 大正13年 1

480∕10 日本より支那へ 後藤朝太郎 大正13年 1

480∕11 黎明の支那 亞細亞學生會 大正14年 1

480∕12 支那游記 芥川龍之介 大正14年 1

480∕13 一商人の支那の旅 服部源次郎 大正14年 1

480∕14 支那趣味の話 後藤朝太郎 大正13年 1

480∕15 燕吳載筆 那波利貞 大正14年 1

480∕16 支那南北記 木下杢太郎 大正15年 1

480∕17 旅から旅へわたり鳥の記 上原敬二 大正13年 1

480∕18 支那行脚記 後藤朝太郎 昭和2年 1

480∕19 戰後の日本及支那 竹內正志 大正8年 1

480∕20 謎の隣邦 神田正雄 昭和3年 1

480∕25 北京名所案內 脇川壽泉 大正9年 附錄﹕天津概觀 1

480∕26 江南の名勝史蹟 池田桃川 大正10年 1

480∕27 新支那分省圖 西山榮久 大正3年 1

480∕29 支那省全誌﹙廣東省﹚ 東亞同文會 大正6年 第一卷 1

480∕29 支那省全誌﹙廣西省﹚ 東亞同文會 大正6年 第二卷 1

480∕29 支那省全誌﹙雲南省﹚ 東亞同文會 大正6年 第三卷 1

480∕29 支那省全誌﹙山東省﹚ 東亞同文會 大正6年 第四卷 1

480∕29 支那省全誌﹙四川省﹚ 東亞同文會 大正6年 第五卷 1

480∕29 支那省全誌﹙甘肅省﹚ 東亞同文會 大正7年 第六卷 1

480∕29 支那省全誌﹙陜西省﹚ 東亞同文會 大正6年 第七卷 1

480∕29 支那省全誌﹙河南省﹚ 東亞同文會 大正7年 第八卷 1

480∕29 支那省全誌﹙湖北省﹚ 東亞同文會 大正7年 第九卷 1

480∕29 支那省全誌﹙湖南省﹚ 東亞同文會 大正7年 第十卷 1

480∕29 支那省全誌﹙江西省﹚ 東亞同文會 大正7年 第十一卷 1

480∕29 支那省全誌﹙安徽省﹚ 東亞同文會 大正8年 第十二卷 1

480∕29 支那省全誌﹙浙江省﹚ 東亞同文會 大正8年 第十三卷 1

480∕29 支那省全誌﹙福建省﹚ 東亞同文會 大正9年 第十四卷 1

480∕29 支那省全誌﹙江蘇省﹚ 東亞同文會 大正9年 第十五卷 1

480∕29 支那省全誌﹙貴州省﹚ 東亞同文會 大正9年 第十六卷 1

480∕29 支那省全誌﹙山西省﹚ 東亞同文會 大正9年 第十七卷 1

480∕29 支那省全誌﹙直隸省﹚ 東亞同文會 大正9年 第十八卷 1

480∕30 新支那大地理 西山榮久 大正3年 1

480∕32 赤裸の支那 賀來敏夫 昭和12年 1

480∕36 韃靼・西藏・支那旅行記 川上芳信 昭和14年 2冊(上、下卷) 2

480∕38 東韃紀行 滿鐵・弘報課編 昭和17年 1

480∕39 隣邦の內面觀 坂西利八郎 昭和11年 1

480∕43 孔林聖迹帖 孔子祭典會 明治42年 1

480∕43 唐閻立本帝王圖真蹟 商務印書館 民國 6  年 1

480∕44 北京 丸山昏迷 大正10年 1
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482∕3 北支進出案內 寺澤榮一編 昭和13年 實業之日本第41卷第1號附錄 1

483∕3 揚子江を中心として 上塚司 大正14年 1

483∕4 支那研究西湖より包頭まで 藤田元春 大正15年 1

483∕5 上海から巴蜀へ 神田正雄 昭和10年 1

483∕7 揚子江 大阪每日新聞社 昭和13年 1

483∕8 江南ところどころ 德川義親 昭和14年 1

484∕2 福建事情第二回實查報告 三五公司編 大正3年 1

484∕3 南方紀行﹙廈門採訪冊﹚ 佐藤春夫 大正11年 1

484∕7 南支那研究誌 古川浩 大正9年 1

484∕10 香港情事 外務省通商局 大正6年 1

484∕12 廈門現況 張茂吉 昭和11年 4冊﹙複本﹚ 4

484∕13 南支大觀 安藤元節編 昭和12年 1

484∕14 湖南省綜覽 神田正雄 昭和12年 1

484∕15 南支那讀本 宮川次郎編 昭和13年 2冊﹙複本﹚ 2

484∕16 南支那 大阪每日新聞社 昭和14年 1

484∕21 南支五省の現勢 馬場鍬太郎・村上計二郎同著 昭和14年 1

484∕23 改訂海南島志 井出季和太譯 昭和16年 附錄﹕海南島の現勢 1

484∕24 實用海南島案內 東亞地理調查會 昭和16年 1

484∕25 海南島建設論 吉川兼光 昭和17年 1

484∕26 香港・海南島の建設 秀島達雄 昭和17年 1

485∕1 滿蒙通覽 福昌公司調查部 大正7年 上編 1

485∕3 滿鮮の行樂 田山花袋 大正13年 1

485∕4 王仁蒙古入記 上野公園 大正14年 1

485∕6 滿蒙遊記 與謝野寬・與謝野晶子同著 昭和5年 附錄﹕滿蒙の歌 1

485∕11 滿蒙の富源と移住者必携 深田悠藏 昭和7年 1

485∕23 熱河風景 村松梢風 昭和8年 1

485∕24 女性の踏破せる滿蒙 高橋鏡子 昭和8年 1

485∕25 外蒙古の現勢 吉村忠三 昭和10年 1

485∕27 滿蒙の鐵道網 大島與吉 昭和3年 1

485∕28 黑煉瓦の家 1

485∕32 內蒙古﹙地理・產業・文化﹚ 吉村忠三 昭和10年 1

485∕38 滿洲風物誌 春山行夫 昭和15年 1

485∕41 ゴビ沙漠探險記 澤壽次 昭和17年 1

486∕2 西藏潛行記 濱野修譯 大正14年 1

486∕3 西藏をえて越聖峯へ 大木篤夫譯 昭和6年 工ヴ工しスト冒險登攀記 1

486∕4 西藏探險記 高山洋吉譯 昭和14年 1

486∕5 新西域記 上原芳太郎編 昭和12年 2冊(上、下卷) 2

486∕6 西康・西藏踏查記 劉曼卿 昭和14年 松枝茂夫・岡崎俊夫同譯 1

487∕2 黑龍江外記 西清 昭和18年 石川年譯 1

491∕1 近西伯利經濟地圖 上原好雄 大正8年 1

491∕2 カムチヤッカ(その風土と産業) 黒田乙吉 大正11年 1

491∕3 近の口シヤ及シべリヤ 昇曙夢 大正11年 1

491∕5 南方研究第二書佛領印度支那 前田寶治郎 大正13年 1

491∕6 カムチヤッカ大觀﹙漁業・勞働者・紀行etc﹚ 長永義正 昭和5年 1

491∕7 南洋叢書第五卷ビルマ事情 島田彌市・越村長次同著 大正9年 1

491∕8 佛領印度支那大觀 臺灣總督府調查課 大正10年 1

491∕12 歐米人亞細亞侵略の歷史 佐藤正作 昭和8年 1

491∕16 ﹙泰國の人と土﹚コン夕イ・ムアン夕イ 澤田謙 昭和16年 1

491∕17 大東亞共榮圈南方大觀 宇都宮謙編 昭和17年 附錄﹕世界新秩序建設戰 1

491∕18 椰子の樹かげ(ジャワの思ひ出) 小出正吾 昭和16年 1

491∕19 佛印の私 酒井彌 昭和17年 1
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491∕20 馬來半島・昭南島及昭南市街圖 昭和10年 1

491∕21 ジャバの生活文化 矢吹勝二譯 昭和17年 1

491∕22 タイ國 中原利一 昭和16年 1

491∕23 ビルマ 本間幸次郎 昭和17年 1

491∕24 佛印研究(資源の王國と安南帝國) 井出淺龜 昭和17年 1

491∕25 ビルマ讀本 山田秀藏 昭和17年 1

491∕26 インドネシヤ人の文化 宮武正道 昭和17年 1

491∕27 佛印の生態 水谷乙吉 昭和17年 1

491∕28 印度を語る ラス・ビハリ・ボ―ス 昭和17年 1

491∕29 ボルネオとセしべス 仲原善徳 昭和17年 1

491∕30 シべリアの現實 平竹傳三 昭和17年 1

491∕31 南方地理風俗 村松俊吉 昭和17年 附錄﹕印度濠洲 1

491∕32 タイ案內 タイ室東京事務局 昭和17年 1

491∕33 ガンジスの流れ 芳賀雄 昭和17年 1

491∕34 南方地名辭典 南洋事情研究院 昭和17年 1

491∕35 ビルマ 中原利一 昭和16年 1

491∕36 印度と濠洲 松本悟朗 昭和17年 1

491∕37 東印度諸島誌 瓜生靖譯 昭和17年 1

491∕38 佛領印度支那研究 逸見重雄 昭和17年 1

491∕39 東印度 大江專一譯 昭和18年 1

491∕40 佛印老檛 水谷乙吉 昭和17年 1

491∕41 佛印三十年記 水谷乙吉 昭和17年 1

491∕42 セレべス 日本インドネシア恊會譯 1

491∕43 佛印紀行 川島順平譯 昭和18年 1

491∕44 佛印・泰印象記 木村彩子 昭和18年 1

491∕46 印度旅行記 中辻正信 昭和17年 1

491∕47 南方紀行 吉川英治 昭和18年 1

491∕48 佛領印度支那 宮島綱男・土居博同譯 昭和18年 1

491∕49 ビルマの旅 小島英之助譯 昭和18年 1

491∕52 暹羅・老檛・安南三國探檢實記 竹內芳衛編 昭和18年 1

492∕1 近の歐洲 大谷光瑞 大正11年 1

492∕2 南歐遊記 柳澤健 大正12年 1

492∕3 英國研究 尼子止 大正6年 1

492∕4 巴里だより 島崎藤村 大正9年 1

492∕5 佛蘭西だより 島崎藤村 大正11年 1

492∕6 佛蘭西紀行 島崎春樹 大正13年 1

492∕7 共和國獨逸 名倉聞一 大正11年 1

492∕9 獨逸の職業組織 大日本文明協會編 大正7年 1

492∕10 改造の獨逸より 池田林儀 大正11年 1

492∕11 墺地利匈牙利 大日本文明協會編 大正5年 1

492∕12 伊太利及伊太利人 大日本文明協會編 大正元年 1

492∕13 東歐の夢 信夫淳平 大正8年 1

492∕14 ロシア印象記 蘆田均 大正13年 1

492∕15 デンマルク 平林廣人 昭和3年 2冊﹙複本﹚ 2

492∕16 歐洲旅行案內 上村知清 昭和2年 1

492∕18 ふらんす物語 永井荷風 大正5年 1

492∕19 和蘭の印象と國際法廷の九箇年 織田萬 昭和9年 1

492∕21 近の露西亞研究 宮下軍平編 大正11年 1

492∕22 大英國の表禮 早川德次 大正5年 1

492∕23 近の獨逸研究 宮下軍平編 大正12年 1

492∕24 大英國霸業難 田中萃一郎譯 大正6年 1
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492∕26 ソヴェ―ト・口シセ讀本 茂森唯士 昭和11年 1

492∕29 ソ聯報告 布施勝治 昭和14年 1

492∕30 歐洲大動亂地圖 樋口正德編 昭和15年 昭和15年朝日年鑑附錄 1

492∕31 歐洲大戰大地圖 大日本雄辯社 昭和15年 裏面に支那事變戰局並に處理明細地圖 1

492∕33 獨逸人氣質 蘆谷瑞世 昭和15年 1

492∕34 コ―力廾ス紀行 西謙一 昭和17年 1

492∕35 ドイツ風土記 奧野七郎譯 昭和17年 1

492∕36 ソ聯の自然と生活 居瀨敬止 昭和17年 1

492∕37 現代のトルコ 安井太郎譯 昭和19年 1

493∕1 實地踏查東アフリ力の旅 白川威海 昭和3年 1

493∕2 アフリ力紀行 酒井善孝譯 昭和17年 1

494∕1 十八年間實際研究北米赤裸々觀 伊藤園定 大正10年 1

494∕2 アメリカより日本の女へ 境野黃洋 大正11年 1

494∕3 亞米利加魂 大日本文明協會編 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

494∕4 米國大勢論斷 土屋元作 大正13年 1

494∕5 續私の西洋見物 真田幸憲 大正11年 1

494∕6 あめリか寫真紀行 北尾鐐之助 大正15年 1

494∕7 今日の米國 下津春五郎 昭和2年 1

494∕8 あめリか婦人 夜牛生 昭和5年 2冊﹙複本﹚附錄﹕世界婦人批判 2

494∕9 米國旅行案內 磯貝錦一 昭和2年 1

494∕10 綜合アメリカ論﹙アメリカの精神分析﹚ 室伏高信譯 昭和6年 1

494∕11 アメリカ異狀あり 四至本八郎 昭和13年 1

494∕12 米國の旅・日本の旅 市河晴子 昭和15年 1

494∕13 北中南米旅の雜話世界の心を語る 大島正德 昭和15年 1

494∕14 米國及米國人 須磨彌吉郎 昭和16年 1

494∕15 アラスカ 三森定男 昭和17年 1

494∕16 アメリカの幻想 藤野重城 昭和17年 戰[雲下 後の見聞 1

494∕17 ハワイ・アラス力・パナマ 大住龍太郎譯 昭和17年 1

494∕0026 経営改善の理論と実際 高仲顯 昭和39年 光復後日文圖書編目 1

494∕0030 管理と組織 高宮晉譯 昭和39年 光復後日文圖書編目 1

494∕0436 あなたの会社が生き殘るには体当り経営論 高橋達男 昭和40年 光復後日文圖書編目 1

494∕1373 実績評価の実務（昇給・賞与・昇格制度ヘの活用) 彌富賢之 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

494∕1491 品質管理実施法 西堀榮三郎 昭和31年 光復後日文圖書編目 1

494∕3034 システム工学とは何か 渡辺茂・須賀雅夫同著 昭和58年 光復後日文圖書編目 1

494∕3465 経営の手引 宇都野惠一 昭和34年 光復後日文圖書編目 1

494∕3605 オペ一シヨンズりサ一チの実例 河田龍夫・松田武彥同著 昭和38年 光復後日文圖書編目 1

494∕3624 少数精銳主義﹙高能率・高賃金・高收益のすすめ﹚ 高田岩芳 昭和40年 光復後日文圖書編目 1

494∕4543 ビジネスマン経営用語辞典 坂本藤良 昭和39年 光復後日文圖書編目 1

494∕4543 経営ヘの招待 坂本藤良 昭和42年 光復後日文圖書編目 1

494∕6520 経営管理と原価管理 日本生產性本部 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

494∕6529 昇進・育成・賃金(その問題点と今後のあり方) 日本経営者团体連盟 昭和36年 光復後日文圖書編目 1

494∕6623 賃金管理ABC 野田經濟研究所 昭和39年 光復後日文圖書編目 1

494∕9625 科学的経営計画入門 小野和夫等譯 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

495∕1 墨西哥と其天產 村岡玄譯 大正12年 1

495∕2 米墨縱橫 東幸治 大正9年 1

495∕3 南米富源大觀 難波勝治 大正12年 1

495∕4 邦人の發展地ブラジル 大島喜一 大正13年 1

495∕5 ブラジルの產業と經濟 市毛孝三 昭和5年 1

495∕6 產業より觀たる新ブラジル 江越信胤 昭和5年 1

495∕7 新南米 野田良治 昭和2年 1

495∕8 力リビアン海沿岸諸國事情 大阪商船株式會社 昭和7年 1
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495∕9 現今の南門 大日本文明協會編 大正3年 1

495∕10 墨西哥 大日本文明協會編 大正3年 1

495∕11 中南米の橫顏 天野芳太郎 昭和16年 1

495∕12 らてん・あめリか叢談 野田良治 昭和17年 1

495∕13 中南米研究 平野常治・八百嘉忠同著 昭和17年 1

495∕14 米國 期の據地ラテンアメリカ 原惣兵衛 昭和17年 1

495∕15 現代之伯刺西爾 居初寬二郎 大正4年 1

496∕1 濠領二ウギ二ア風土誌 白石譽夫 昭和17年 1

496∕2 南太平洋諸島 小林織之助 昭和17年 1

496∕3 濠洲 中原利一 昭和17年 1

496∕4 濠洲聯邦 宮田峯一 昭和17年 1

496∕5 濠洲の現勢 伊藤孝一 昭和17年 1

496∕6 濠洲事情 上野巳世次 昭和17年 1

496∕7 ミンダナオ島物語 仲原善徳 昭和17年 1

496∕8 食人俗を探る 戶鞠雅彥譯 昭和18年 1

496∕9 オ―ストシリヤ交通産業明細圖 台灣總督官房情報課編 1

496∕10 二ユ―ジ―ランド交通産業要圖 1

496∕11 濠洲大陸横斷記 石井三男譯 昭和17年 1

496∕12 ニユ―ジ―ランド 宮田峯一 昭和19年 1

496∕1231 商品政策 三上富三郎 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

496∕2244 怪物商法常識をぶち破る 糸山英太郎 昭和48年 光復後日文圖書編目 1

496∕2313 販売予測の手びき(どれだけ売れるのか) 須永一郎 昭和39年 光復後日文圖書編目 1

496∕2441 體系商品辭典 佐藤弘等編 昭和31年 2冊﹙正、續篇﹚光復後日文圖書編目 2

496∕2441 商品大辭典 佐藤弘等編 昭和34年 光復後日文圖書編目 1

496∕3044 売掛け金の完全回收法 進茂樹 昭和39年 光復後日文圖書編目 1

496∕3629 PR戦略 永田久光 昭和38年 光復後日文圖書編目 1

497∕5 南國見たまゝの記 田澤震五 大正11年 1

497∕7 戰後の南支南洋と臺灣 吉川精馬 大正12年 1

497∕19 暹羅研究                  第一編 南洋協會台灣支部 昭和2年 5冊﹙複本﹚ 5

497∕23 踏查廿三年富源の南洋 竹井十郎 昭和5年 1

497∕34 獨立比律賓を語る 今村忠助 昭和10年 1

497∕4040 広告と印刷の知識 志村襄 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

498∕17 フィリピン 島之夫 昭和17年 1

499∕1 實用馬來語辭典 增淵佐平 昭和17年 光復後日文圖書編目 1

500∕1 理科の圖鑑 入來重盛・赤松弥男 昭和36年 荻須正義同著 1

500∕1 法制經濟大資料 寶文館編輯所編 大正8年 1

500∕2 法制經濟大意 浦添為宗 大正13年 1

500∕3 法制の話 宮下文夫 大正12年 1

500∕4 法律經濟之研究 百東春香 大正12年 1

500∕5 現代法學全集 末弘嚴太郎編 昭和5年 91冊﹙1至25各3冊26至30各2冊31至39單冊﹚ 91

500∕6 新撰法制經濟提要 寶文館編輯所編 大正5年 2冊﹙複本﹚ 2

500∕7 英和法政經濟商業辭典 南信好 昭和4年 1

501∕1 法律大辭書 大日本百科辭書編輯部編 明治44年 3冊(1、2、3卷) 3

501∕3 事變の知識 廣瀨將 昭和12年 1

502∕1 日本法令索引總覽 增島六一郎 昭和11年 2冊(1、2卷) 2

502∕1 法制史の研究 三浦周行 大正13年 1

502∕2 離婚制度の研究 穗積重遠 大正13年 1

502∕3 德川時代の文學と私法 中田薰 昭和5年 1

502∕4 日本法制史大綱 細川龜市 昭和10年 1

502∕5 日本法制史 隈崎渡 昭和19年 1

504∕1 科學の生活化 東京日日新聞學藝部 昭和4年 光復後日文圖書編目 1

159/267



504∕1 支那法制史研究 東川德治 大正13年 1

504∕2 支那經濟史研究 田中忠夫 大正11年 1

504∕5 國民政府建國大綱 1

504∕6 五權憲法 1

504∕7 中華民國臨時政府新法令 上海自由社 民國   年 57冊 57

504∕7 中華民國新法令 商務印書館 民國  年 32冊 32

504∕8 三禮便讀 池上王畏亭訂 1

5041∕1 中華民國現行地方自治法令 商務印書館 民國 13 年 1

5041∕2 臨時臺灣舊慣調查會第一部報告清國行政法 臨時臺灣舊慣調查會 明治43年 6冊(1、2、3、4、5、6卷) 6

5041∕5 支那を支配するもの 佐藤俊三 昭和17年 1

5042∕2 中華六法 商務印書館 民國 12年 5冊(1、2、3、4、5卷) 5

505∕3 新普通文官裁判所書記受驗準備全書 判任文官養成學會編 大正11年 1

505∕4 普通文官及裁判所書記受驗の手引 來海篤 大正14年 1

505∕4 普通文官裁判所書記試驗問題模範答案集 星野武雄 大正14年 1

505∕6 新判任文官試驗問題詳解 長澤光夫 大正14年 附錄﹕法律經濟熟語集 1

505∕7 巡查・巡查部長・警部補・・・合格する獨學受驗法 高橋悠久 昭和2年 附錄﹕ 近數年間試驗問題集 1

505∕8 普通文官裁判所書記試驗問題答案集 片江田義直 昭和3年 1

505∕8 巡查看守警部補試驗問題と合格準備 宮川寬 昭和7年 附錄﹕受驗法並拜命後の心得 1

505∕9 巡查看守消防手受驗案內 帝國警務講習會 1

505∕10 高等試驗本試驗獨學受驗法(行政科外交科の部) 大明堂編輯部 昭和9年 附錄﹕高等試驗令諸規則・ 近施行問題集 1

505∕11 遞信官吏職員獨學受驗任官就職立身法 箕輪香村 昭和9年 附錄﹕遞信講習所入學受驗案內入學試驗問題集 1

506∕1 近代支那の政治及文化 矢野仁一 大正15年 1

506∕2 京城法學會論集          第一冊 船田享三編 昭和3年 1

507∕1 中學新應用理科 東京開成館編輯所 昭和9年 1

507∕2 財產奉還論 遠藤無水 大正8年 1

507∕3 法制經濟研究者の為に 吉本俊二 大正14年 1

508∕1 小中學校における理科の基礎實驗 三橋達雄譯 昭和26年 光復後日文圖書編目 1

508∕2 科學の教室 久保亮五  等譯 昭和24年 3冊(上、中、下卷)光復後日文圖書編目 3

508∕3 科學のくにへ 宮原誠一 　等譯 昭和25年 光復後日文圖書編目 1

508∕4 科學のくふう 宮原誠一 　等譯 昭和27年 光復後日文圖書編目 1

508∕5 文化生活と科學 小川清彥 大正11年 1

508∕6 生活理化                下卷 山鳥修治 昭和9年 光復後日文圖書編目 1

508∕7 理科年表                第18冊 東京天文台 昭和17年 光復後日文圖書編目 1

508∕8 なぜでしょう科學質問箱 日本放送協會編 昭和36年 光復後日文圖書編目 1

510∕1 數學問題解法辭典 市田朝次郎 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

510∕1 新らしき政治制度の字引 河瀨蘇北 大正13年 1

510∕2 政治原論 浮田和民 1

510∕3 國家主義 田邊壽利譯 大正10年 1

510∕4 憲政新論 森田小六郎 大正2年 1

510∕5 民眾政治 河村又介譯 大正12年 1

510∕5 その頃を語る 刀禰館正雄編 昭和3年 1

510∕6 群眾と政治 大日本文明協會編 大正5年 1

510∕7 憲政の運用 大日本文明協會編 大正6年 1

510∕8 近世民主政治論 森口繁治 大正9年 1

510∕9 現代日本と國家創作 深作安文 大正11年 1

510∕10 新自由主義 關和知譯 大正7年 1

510∕11 日本自由主義發達史 平林初之輔 大正13年 1

510∕12 明治民權史論 中野正剛 大正2年 2冊﹙複本﹚ 2

510∕13 立憲勤王論 尾崎行雄 大正7年 1

510∕14 歐洲政治思想史 高橋清吾 大正10年 1

510∕15 歐洲社會制度發達史 高橋清吾 大正13年 1
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510∕16 輓近英國政治思想論 小島幸治譯 大正13年 3冊﹙複本﹚ 3

510∕17 近代反動思想史 河瀨蘇北 大正13年 1

510∕18 英國政界の煩悶 坂口二郎 大正11年 1

510∕19 歐洲の改造 大日本文明協會編 大正8年 2冊﹙複本﹚ 2

510∕20 日本膨脹論 後藤新平 大正5年 2冊﹙複本﹚ 2

510∕21 日本改造論 島田三郎 大正10年 1

510∕22 新舊一新 1

510∕23 本堂政論集 岸田友治 大正11年 1

510∕24 世界政治へまで 大日本文明協會編 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

510∕26 政局は斯くして動く 定金右源二譯 大正13年 3冊﹙複本﹚ 3

510∕27 岐路に立つ日本 佐藤太平 大正13年 1

510∕28 岐路に立てるヨ―ロツパ(其解決と極東) 森戶辰男譯 大正13年 1

510∕29 政治及社會思想 高木斐川 大正14年 1

510∕30 我等の進むベき道 守屋榮夫 大正14年 1

510∕31 都市計畫圖譜 武居高四郎 大正15年 1

510∕32 政治讀本 尾崎行雄 大正14年 1

510∕33 現代政治の科學觀測 高橋清吾 大正15年 1

510∕35 明治大正政界側面史              上卷 林田龜太郎 大正15年 1

510∕37 實業政治 武藤山治 大正15年 1

510∕38 國民政治の言論戰 帝國政治雄辯協會 大正15年 1

510∕39 日本政黨史 林田龜太郎 昭和2年 2冊(上、下卷) 2

510∕40 立憲政友會史﹙伊藤總裁時代﹚ 小林雄吾 大正13年 第一卷 1

510∕40 立憲政友會史﹙西園寺總裁時代﹚前編 小林雄吾 大正13年 第二卷 1

510∕40 立憲政友會史﹙西園寺總裁時代﹚後編 小林雄吾 大正14年 第三卷 1

510∕40 立憲政友會史﹙原總裁時代﹚ 小林雄吾 大正15年 第四卷 1

510∕43 自助論 內外出版協會 大正11年 1

510∕44 政治教育講座 政治教育協會 昭和4年 10冊﹙第1卷至第5卷各2冊﹚ 10

510∕45 現代政治の社會化及產業化 吉田作彌譯 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

510∕48 歐米政治行脚 山科儀重 昭和4年 1

510∕49 政治の倫理化 後藤新平 大正15年 30冊﹙複本﹚ 30

510∕50 大眾政治讀本 佐々弘雄 昭和7年 1

510∕51 財政經濟二十五年誌﹙政治篇﹙上﹚﹚ 高橋龜吉 昭和7年 第一卷 1

510∕51 財政經濟二十五年誌﹙政治篇﹙中﹚﹚ 高橋龜吉 昭和7年 第二卷 1

510∕51 財政經濟二十五年誌﹙政治篇﹙下﹚﹚ 高橋龜吉 昭和7年 第三卷 1

510∕51 財政經濟二十五年誌﹙政策篇﹙上﹚﹚ 高橋龜吉 昭和7年 第四卷 1

510∕51 財政經濟二十五年誌﹙政策篇﹙下﹚﹚ 高橋龜吉 昭和7年 第五卷 1

510∕51 財政經濟二十五年誌﹙財界篇﹙上﹚﹚ 高橋龜吉 昭和7年 第六卷 1

510∕51 財政經濟二十五年誌﹙財界篇﹙下﹚﹚ 高橋龜吉 昭和7年 第七卷 1

510∕51 財政經濟二十五年誌﹙年誌・年表・索引﹚ 高橋龜吉 昭和7年 第八卷 1

510∕52 踊る政局 鐵假面 昭和8年 1

510∕53 歐洲の危機 新明正道 昭和6年 1

510∕54 時事及政論 中里介山 昭和8年 1

510∕55 議會政治讀本 牧野武夫 昭和9年 1

510∕56 政界夜話 城南隱士 昭和8年 1

510∕58 日本改造の意義及其綱領 鈴木梅四郎 大正8年 1

510∕59 自由黨史 宇田友猪・和田三郎同編 明治43年 2冊(上、下卷) 2

510∕60 明治立憲思想史に於ける英國議會制度の影響 淺井清 昭和10年 1

510∕62 國民的創作の時代 岡實 大正12年 1

510∕66 日本改造法案大綱 北一輝 大正12年 1

510∕69 時務一家言 德富猪一郎 大正3年 1

510∕70 社會教化と政治 財團法人中央教化團體聯合會 昭和6年 1

161/267



510∕71 近の伊太利政治﹙ムッソリ―二の國策﹚ 田烟為彥 昭和10年 1

510∕72 歐洲政治史概觀 小島幸治譯 昭和11年 1

510∕73 時局政治學 關口泰 昭和11年 1

510∕74 轉回期の政治 宮澤俊義 昭和11年 1

510∕75 今日のスペイン﹙革命と反革命﹚ 筑紫明譯 昭和11年 1

510∕82 フアッシズムと其國家理論 五來欣造 昭和12年 附錄﹕獨逸ナチス綱領・伊太利勞働憲章 1

510∕84 行政實務講座 田中喜重郎編 昭和13年 6冊﹙第1至第6冊﹚ 6

510∕84 行政實務講座﹙課外講話﹚ 田中喜重郎編 昭和13年 1

510∕85 英國は沒落する 葦田坦譯 昭和14年 1

510∕87 現代政治の危險 木原通雄・後藤勇同著 昭和14年 1

510∕88 國境の話 松久彌 昭和14年 1

510∕89 戰爭と銃後對策 伊東岩男 昭和15年 1

510∕90 戰時の政治と公法 中野登美雄 昭和15年 1

510∕95 伊太利案內 柏雄達生 昭和15年 1

510∕96 新政治體制の原理 內田繁隆 昭和16年 1

510∕97 日本に還る 金子堅太郎 昭和16年 1

510∕98 現代印度論﹙英國・印・ビルマ關係の再檢討﹚ 伊東敬 昭和17年 1

510∕99 南アジア民族政治論 大岩誠 昭和17年 1

510∕99 東南アジヤ文化圏史 舟越康壽 昭和18年 1

510∕100 印度 金子健二 昭和17年 1

510∕102 印度の統ー 松本慎ー譯 昭和17年 1

510∕103 白阿主義南阿聯邦 上原蕃 昭和17年 1

510∕104 ロシア東方經略史 在石誠彦譯 昭和17年 1

510∕105 南方諸國の統治 深澤政策譯 昭和17年 2冊﹙複本﹚ 2

510∕106 トルコ・政治風土記 大屋久壽雄 昭和17年 1

510∕107 立憲政治小論 楊肇嘉 昭和6年 1

510∕108 倫敦雜記 佐佐木勝三郎 大正12年 1

510∕109 濠洲の政治經濟構造 德增榮太郎 昭和17年 1

510∕111 濠洲政治發達史 本間幸次郎 昭和18年 1

510∕113 印度人の印度 西尾清譯 昭和19年 1

510∕114 政治の知識 喜多狀一郎 昭和9年 1

510∕115 比島の諸問題 藤原文雄譯 昭和19年 1

510∕116 印度復興の理念 吉岡永美 昭和19年 1

510∕118 伊太利問題と地中海 景山哲夫 昭和19年 1

510∕119 佛印華僑の統治政策 成田節男譯 昭和19年 1

510∕120 獨立運動をめくる現代印度の諸情勢 福井慶三 昭和19年 2冊﹙複本﹚ 2

511∕1 算術解法講義 根津千治・橘仁三郎同著 昭和3年 光復後日文圖書編目 1

511∕2 算術辭典 長澤龜之助 大正15年 光復後日文圖書編目 1

511∕3 新撰中等教育算術教科書 國枝元治 大正14年 光復後日文圖書編目 1

511∕3 三重組織の國家責任國家論 大日本文明協會編 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

511∕4 國家之研究                第一卷 筧克彦 大正9年 1

511∕4 算術學び方考ヘ方と解き方う 藤深良藏 大正11年 光復後日文圖書編目 1

511∕5 東洋政治學 濱薰明 昭和8年 1

511∕5 軍人學生二十世紀算術 岡野英太郎編 光復後日文圖書編目 1

511∕6 高一算術教材研究 矢野健治 昭和13年 光復後日文圖書編目 1

511∕6 大日本政治學 佐藤清勝 昭和9年 1

511∕7 政治學 佐藤丑次郎 昭和10年 1

511∕7 (力のつく研究)生きた算術學習書 長田教育研究會編 昭和13年 尋常第六學年      光復後日文圖書編目 1

511∕8 國家法人說の崩壞﹙天皇主權說﹚ 佐治謙讓 昭和10年 1

511∕9 國家構造論 尾高朝雄 昭和11年 1

511∕11 法治國家論﹙法治國家の機能と限界﹚ 原田鋼 昭和14年 1
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511∕12 國家原論 中島重 昭和16年 1

512∕1 女子新代數 園正造 大正12年 光復後日文圖書編目 1

512∕1 國法學第一編憲法篇 清水澄 大正10年 1

512∕2 チャ―ト式代數 橋本純次 昭和38年 光復後日文圖書編目 1

512∕2 憲法原論 松本重敏 大正8年 1

512∕3 帝國憲法集篡 三浦藤作編 大正10年 1

512∕4 憲法講話 美濃部吉達 大正8年 1

512∕5 帝國憲法論 市村光惠 大正5年 1

512∕6 帝國憲法述義 上杉慎吉 大正8年 1

512∕7 日本憲法                第一卷 美濃部吉達 大正10年 1

512∕8 日本憲法論 稻田周之助 大正11年 1

512∕10 歐洲諸國戰後の新憲法 美濃部吉達譯 大正11年 1

512∕11 憲法要覽 尾中勝野 大正9年 1

512∕13 憲法讀本 上杉慎吉 昭和3年 1

512∕14 帝國公法大意        第一分冊憲法 清水澄 昭和5年 2冊﹙複本﹚ 2

512∕16 日本憲法概論 成宮嘉造 昭和8年 1

512∕17 憲法論叢 法治協會 明治36年 1

512∕18 日本憲法學の生誕と發展 鈴木安藏 昭和9年 1

512∕20 國體と憲法 皇典講究所 昭和10年 1

512∕22 日本憲法學論の現實科學的把握 岩崎卯一 昭和10年 1

512∕25 國體憲法學 里見岸雄 昭和10年 1

512∕26 帝國憲法制定の精神歐米各國學者政治家の評論 文部省思想局編 昭和10年 2冊﹙複本﹚ 2

512∕31 獨墺に於ける伊藤博文の憲法取調と日本憲法 清水伸 昭和14年 1

512∕32 北米合眾憲法概說 齋藤敏 昭和15年 1

512∕35 近代ドイツ憲法史 市川米彦 昭和18年 1

513∕2 眾議院議員選舉罰則 司法省刑事局編 附錄﹕選舉訴訟・當選訴訟判決例 1

513∕3 代議士詳覽 廣幡明勇 大正13年 大正13年5月當選 1

513∕4 比例代表制度論 大日本文明協會編 大正14年 3冊﹙複本﹚附錄﹕各國選舉の現狀 3

513∕5 普通選舉法大意 吉川庄一郎 大正14年 1

513∕6 眾議院議員選舉法示解﹙普通選舉法﹚ 市田賢治 大正14年 1

513∕15 二大政黨之活動 菅原牧之助 昭和5年 1

513∕20 政黨通 來間恭 昭和6年 1

513∕21 第95回帝國議會議事錄 三松堂編輯部 昭和6年 4冊﹙貴族院及眾議院一套2冊共2套﹚ 4

513∕28 大日本帝國議會誌﹙第1卷﹚ 大日本帝國議會誌刊行會 大正15年 1至3回 1

513∕28 大日本帝國議會誌﹙第2卷﹚ 大日本帝國議會誌刊行會 昭和2年 4至7回 1

513∕28 大日本帝國議會誌﹙第3卷﹚ 大日本帝國議會誌刊行會 昭和2年 8至9回 1

513∕28 大日本帝國議會誌﹙第4卷﹚ 大日本帝國議會誌刊行會 昭和2年 10至13回 1

513∕28 大日本帝國議會誌﹙第5卷﹚ 大日本帝國議會誌刊行會 昭和2年 14至20回 1

513∕28 大日本帝國議會誌﹙第6卷﹚ 大日本帝國議會誌刊行會 昭和3年 21至23回 1

513∕28 大日本帝國議會誌﹙第7卷﹚ 大日本帝國議會誌刊行會 昭和3年 24至26回 1

513∕28 大日本帝國議會誌﹙第8卷﹚ 大日本帝國議會誌刊行會 昭和3年 27至30回 1

513∕28 大日本帝國議會誌﹙第9卷﹚ 大日本帝國議會誌刊行會 昭和3年 31至36回 1

513∕28 大日本帝國議會誌﹙第10卷﹚ 大日本帝國議會誌刊行會 昭和4年 37至39回 1

513∕28 大日本帝國議會誌﹙第11卷﹚ 大日本帝國議會誌刊行會 昭和4年 40至42回 1

513∕28 大日本帝國議會誌﹙第12卷﹚ 大日本帝國議會誌刊行會 昭和4年 43至44回 1

513∕28 大日本帝國議會誌﹙第13卷﹚ 大日本帝國議會誌刊行會 昭和4年 45回 1

513∕28 大日本帝國議會誌﹙第14卷﹚ 大日本帝國議會誌刊行會 昭和5年 46至47回 1

513∕28 大日本帝國議會誌﹙第15卷﹚ 大日本帝國議會誌刊行會 昭和5年 48至50回 1

513∕28 大日本帝國議會誌﹙第16卷﹚ 大日本帝國議會誌刊行會 昭和5年 51回 1

513∕28 大日本帝國議會誌﹙第17卷﹚ 大日本帝國議會誌刊行會 昭和2年 52至54回 1

513∕28 大日本帝國議會誌﹙總索﹚ 大日本帝國議會誌刊行會 昭和5年 1
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513∕30 中國國民黨通史 波多野乾一 昭和18年 1

5131∕1 新制師範平面幾何學 元田傳 大正14年 光復後日文圖書編目 1

5131∕2 チャ―ト式幾何 橋本純次 昭和38年 光復後日文圖書編目 1

5133∕1 中等教育新立體幾何 園正造 大正14年 光復後日文圖書編目 1

5133∕2 中等教育立體幾何學教科書 國枝元治 大正15年 1

514∕1 新判例と行政法の諸問題 杉村章三郎 昭和18年 1

515∕8 歐米の警察と社會事業とを視て 藤田傊治郎 大正15年 1

515∕10 防火知識 緒方惟一郎 大正14年 1

516∕9 地方行政年鑑 帝國地方行政學會 大正11年版 1

516∕17 市制町村制逐條示解 五十嵐鑛三郎等著 大正元年 1

516∕49 東京都制概說 加藤陽三 昭和18年 2冊﹙複本﹚ 2

516∕52 世にも稀なる盲目村長と余土村の自治 石田傳吉 昭和15年 1

517∕1 初等圍分方程式考へ方 藤森良夫 光復後日文圖書編目 1

520∕1 支那の天文學 藪內清 昭和18年 光復後日文圖書編目 1

520∕1 法律大辭典 渡部萬藏編 明治41年 1

520∕10 新法學の基調 高柳賢三 大正12年 1

520∕13 噓の効用 末弘嚴太郎 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

520∕15 債權法律運用損害豫防策 沼田照義・犀利長作同著 大正9年 1

520∕16 法律と實際債權者の顧問 森健堂 1

520∕17 損害賠償と慰藉料は何うして取るか 鈴木啟 大正13年 婚約不履行・無理由離婚・生命身体傷害 1

520∕18 貸付取立と貸倒れ復活策 工藤明 大正13年 1

520∕19 契約の仕方と證文の書方 岩崎徂堂 大正12年 附錄﹕手形取引の注意 1

520∕20 日常法律辯護士いらず 伊藤恪堂 大正13年 1

520∕22 法制上の女子 中村進午 大正14年 1

520∕23 法律小語 穗積重威 大正14年 1

520∕24 法律哲學概論 北川淳一郎・星野通同譯 大正15年 1

520∕26 法窓閑話 末弘嚴太郎 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

520∕27 法學通論 孫田秀春 大正15年 1

520∕28 人事百般の法律知識 岩崎高敏 昭和3年 1

520∕29 法曹紙屑籠 鷺城逸史 大正7年 1

520∕30 通俗法律講話集 奧戶善之助 大正9年 1

520∕31 現行法律語の史的考察 渡部萬藏 昭和5年 1

520∕33 訟庭論草﹙國民大會事件を論ず﹚ 花井卓藏 昭和5年 附錄﹕軍國議會史要 1

520∕33 訟庭論草﹙人肉事件を論ず﹚ 花井卓藏 昭和6年 附錄﹕管蠡鈔 1

520∕33 訟庭論草﹙木內前京都府知事事件を論ず﹚ 花井卓藏 昭和5年 附錄﹕雞肋集 1

520∕34 貞操を蹂躪したうらされたらどうなる? 實田實男 昭和5年 1

520∕35 ケルゼンの純粹法學(並その國家・政治理論) 橫田喜三郎・矢部貞治 昭和7年 黑田覺・清宮四郎・大澤章同著 1

520∕36 證書文例詳解 武內喜代彥 大正5年 1

520∕37 活用法律大鑑(一名六法講義) 法律大鑑編輯所 大正4年 1

520∕38 法學入門 末弘嚴太郎 昭和9年 1

520∕39 親族家庭間に起るべき法律實際問題の解決 岩崎高敏 昭和9年 1

520∕40 法律より見たる日本文學 勝本正晃 昭和9年 1

520∕41 法史瑣談 瀧川政次郎 昭和9年 1

520∕42 法律における倫理と技術 牧野英― 昭和9年 1

520∕43 法官餘談 三宅正太郎 昭和10年 1

520∕44 法學通論 武市春男 昭和10年 1

520∕45 祭祀及禮と法律 穗積陳重 昭和4年 法律進化論叢第二冊 1

520∕46 文化と大學 帝國大學新聞社 昭和10年 1

520∕47 法律と輿論との關係 清水金二郎譯 昭和10年 第十九世紀のイギリスに於ける 1

520∕48 公法と私法 美濃部達吉 昭和10年 1

520∕49 法律哲學原理 三谷隆正 昭和10年 1
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520∕50 法律の約舊 小林喜一 昭和6年 1

520∕51 國民法律大觀 法制經濟研究會 昭和11年 1

520∕52 政學科研究年報﹙第一部法律政治篇﹚ 臺北帝國大學文政學部 昭和11年 第三輯 1

520∕52 政學科研究年報﹙第一部法律政治篇﹚ 臺北帝國大學文政學部 昭和12年 第四輯 1

520∕52 政學科研究年報﹙第一部法律政治篇﹚ 臺北帝國大學文政學部 昭和14年 第五輯 1

520∕52 政學科研究年報﹙公法篇﹚ 臺北帝國大學文政學部 昭和16年 第七輯 1

520∕53 法窓夜話 穗積陳重 大正13年 1

520∕53 法窓夜話 穗積陳重 大正11年 1

520∕54 家庭法律講座 草薙晉 昭和14年 1

520∕55 理窟物語 牧野英― 昭和15年 1

520∕56 國防國家の法律﹙現代法律思想再構成の考察﹚ 石橋信 昭和17年 1

520∕57 法律善と法律惡 宮城五郎 昭和16年 1

520∕58 英法研究 宮本英雄 大正13年 1

520∕59 英米法の精神 山口喬藏譯 大正14年 1

520∕60 法學餘錄 末川博 昭和9年 1

520∕62 法律年鑑 高窪靜江 大正14年 第一卷 1

520∕62 法律年鑑 高窪靜江 大正15年 第二卷 1

520∕62 法律年鑑 高窪靜江 昭和2年 第三卷 1

520∕62 法律年鑑 高窪靜江 昭和4年 第四卷 1

520∕62 法律年鑑 高窪靜江 昭和5年 第五卷 1

520∕62 法律年鑑 高窪靜江 昭和6年 第六卷 1

520∕62 法律年鑑 高窪靜江 昭和6年 第七卷 1

520∕62 法律年鑑 高窪靜江 昭和7年 第八卷 1

520∕62 法律年鑑 高窪靜江 昭和8年 第九卷 1

520∕62 法律年鑑 高窪靜江 昭和9年 第十卷 1

520∕63 法律學說判例要旨集 高窪宗吉 大正9年 第一卷 1

520∕63 法律學說判例要旨集 高窪宗吉 大正9年 第二卷 1

520∕63 法律學說判例要旨集 高窪宗吉 大正14年 第三卷 1

520∕63 法律學說判例要旨集 高窪宗吉 大正14年 第四卷 1

520∕63 法律學說判例評論全集 高窪喜八郎 3冊(1、2、3卷) 3

520∕63 法律學說判例評論全集 高窪喜八郎 16冊(4至11卷各上、下卷) 16

520∕63 法律學說判例評論全集 高窪喜八郎 12卷館藏上卷 1

520∕63 法律學說判例評論全集 高窪喜八郎 14冊(13至19卷各上、下卷) 14

521∕0334 教科書歷史﹙教科書と日本人の形成﹚ 唐澤富太郎 昭和55年 光復後日文圖書編目 1

522∕1 刑法典 帝國成法會編 明治44年 法典便覽全書第一卷 1

522∕2 法律に於ける正義と公平 牧野英― 大正9年 1

522∕2 法律・裁判及實生活 牧野英― 大正11年 1

522∕2 刑事學の新思潮と新刑法 牧野英― 大正8年 1

522∕2 現代の文化の法律 牧野英― 大正10年 1

522∕2 刑法研究 牧野英― 大正10年 2冊(1、2卷) 2

522∕2 罪刑法定主義と犯罪徵表說 牧野英― 大正10年 1

522∕2 法律に於ける矛盾と調和 牧野英― 大正10年 1

522∕2 刑法と社會思潮 牧野英― 大正10年 1

522∕2 行為の違法・不作為の違法性 黑田誠・牧野英―同著 大正9年 1

522∕3 犯罪の時及び所 小野清一郎 大正12年 附錄﹕ドイツの陪審制度 1

522∕5 刑法大要 泉二新熊 大正8年 1

522∕7 刑法新釋義 梶康郎 大正13年 1

522∕8 比較刑法 小齋慎次郎編 大正12年 1

522∕9 日本刑法論(上編) 泉二新熊 大正10年 總論 1

522∕9 日本刑法論(下編) 泉二新熊 大正10年 各論 1

522∕10 日本刑法 牧野英― 大正7年 2冊﹙複本﹚ 2
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522∕11 改正日本刑法論 泉二新熊 明治44年 1

522∕12 採證學 設樂勇雄・向軍治同譯 大正5年 1

522∕14 刑法要覽 尾中勝野 大正9年 1

522∕15 刑法大意 山岡萬之助 昭和4年 3冊﹙複本﹚ 3

522∕16 暴力行為處罰法・治安維持法・治安警察法釋義 泉風浪 昭和2年 1

522∕17 刑法原理研究書 梶康郎編 大正6年 1

522∕18 刑法要綱 梶康郎 昭和2年 附錄﹕警察犯要綱 1

522∕19 刑法讀本 瀧川幸辰 昭和7年 1

522∕20 改正刑法要義 小川市太郎 明治40年 1

522∕21 刑事博物圖錄 明治大學刑事博物館編 昭和8年 上卷 1

522∕23 刑法施行法參考書 司法省民刑局編 明治41年 1

522∕24 貴眾兩院刑法改正案審議集 膳所祥之助 明治40年 附錄﹕刑法正文 1

522∕25 實習刑事判決集﹙文書偽造行使詐欺篇﹚ 上田操編 大正14年 1

522∕26 佛國刑法講義 高窪喜八郎監修 明治12年 41冊(第一號至40號另25號增1冊附錄) 41

522∕26 佛國刑法講義 高窪喜八郎監修 明治14年 4冊(第41號至42號各1複本) 4

522∕26 佛國刑法講義 高窪喜八郎監修 明治14年 7冊(第43號至56號2號1冊) 7

522∕27 現行刑法質疑錄 明治16年 1

522∕28 草案比照刑法 明治19年 1

522∕29 治罪法註解 立野胤政 明治13年 1

522∕30 治罪法草案註釋 森順正譯 1

522∕30 治罪法草案註釋                 第二篇 小班田銓太郎譯 1

522∕31 大審院刑事判決錄總括目錄 9冊(大正2年至大正10年) 9

522∕31 大審院刑事判決錄總括目錄 1冊(明治45年及大正元年) 1

522∕31 大審院刑事判決錄總括目錄 8冊(明治37年明治44年) 8

522∕32 大審院判決例刑事集裁判粹誌 增島六一郎編 明治21年 6冊(1、2、4、5、6、7卷) 6

523∕1 近大審院民法判決批評 瞱道文藝 大正12年 1

523∕1 天文と氣象の図鑑 古畑正秋等 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

523∕2 民事法規集 末弘嚴太郎 大正13年 1

523∕3 民法親族編相續編實用詳解 金田謙 大正8年 1

523∕4 民法原論第二卷          物權 富井政章 大正7年 1

523∕5 民法總論 仁井田益太郎講述 1

523∕7 改正民法正義 梶康郎 大正11年 總則・物權・債權・親族・相續編 1

523∕8 民法釋義             卷一 中島玉吉 大正7年 總則 1

523∕8 民法釋義             卷二上 中島玉吉 大正7年 物權篇上         2冊﹙複本﹚ 2

523∕8 民法釋義             卷二下 中島玉吉 大正7年 物權篇下          2冊﹙複本﹚ 2

523∕8 民法釋義             卷三上 中島玉吉 大正7年 債權總論上 1

523∕9 民法・商法・民事訴訟法新釋義 梶康郎 大正13年 1

523∕10 改篡民法研究 石坂音四郎 大正8年 1

523∕11 日本民法                第三編 石坂音四郎 大正10年 債權總論上卷      2冊﹙複本﹚ 2

523∕11 日本民法                第三編 石坂音四郎 大正8年 債權總論下卷      2冊﹙複本﹚ 2

523∕11 日本民法                第三編 石坂音四郎 大正10年 債權總論中卷 1

523∕13 日本民法總論       上卷 鳩山秀夫 大正12年 1

523∕14 日本民法論           第一卷總則 菅原眷二 大正11年 第一分冊                2冊﹙複本﹚ 2

523∕15 民法研究 瞱道文藝 大正11年 1

523∕16 民法の基本問題 牧野英― 大正13年 1

523∕17 無過失損害賠償責任論 岡松參太郎 大正11年 1

523∕18 物權法論 橫田秀雄 大正10年 1

523∕19 物權法 末弘嚴太郎 大正10年 2冊(上、下卷) 2

523∕20 法律學說判例總覽第二卷民法物權編   高窪喜八郎 大正10年 上卷 1

523∕21 物權法提要﹙物權總論・所有權﹚ 三潴信三 大正11年 第一冊 1

523∕21 物權法提要﹙地上權・永小作權・地役權・占有權﹚ 三潴信三 大正11年 第二冊 1
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523∕22 支那物權慣習論 田中忠夫 大正14年 1

523∕23 債權法大綱 石坂音四郎 大正6年 1

523∕24 債權法總論 橫田秀雄 大正10年 1

523∕25 日本債權法﹙總論﹚ 鳩山秀夫 大正10年 1

523∕26 日本債權法﹙各論﹚ 鳩山秀夫 大正10年 3冊(上、中、下卷) 3

523∕27 債權法各論 橫田秀雄 大正10年 1

523∕28 債權各論 末弘嚴太郎 大正8年 1

523∕29 親族法大意 穗積重遠 大正10年 1

523∕30 法律學說判例總覽民法親族編 高窪喜八郎 大正11年 1

523∕31 借家法及借地法 三潴信三 大正11年 1

523∕32 しつかりせよ借家人借地人地主家主對抗策 佐藤鶴城 大正12年 1

523∕33 民事法規集 1

523∕34 金錢物品土地建物賣買貸借契約法律の智識 岩崎高敏 昭和3年 1

523∕35 民法原論第一卷          總論上 富井政章 大正9年 1

523∕36 民法原論第一卷          總論下 富井政章 大正5年 1

523∕37 日本債權法                總論 鳩山秀夫 大正8年 1

523∕38 擔保物權法 三潴信三 大正15年 1

523∕39 民事訴訟法原論 岩田一郎 明治42年 上卷 1

523∕40 抵擋權實行の手續 谷井辰藏 昭和4年 1

523∕41 法律學說判例總覽第一卷民法總則編 高窪喜八郎 昭和3年 2冊(上、下卷) 2

523∕42 入會權論 奈良正路 昭和6年 1

523∕43 地代論研究 向坂逸郎 昭和8年 1

523∕44 民法講義 梅謙次郎 明治34年 1

523∕45 仲裁と調停 池田寅二郎 昭和7年 1

523∕46 金錢物件貸付取立日々の貸借賣買顧問 若山初尊・高橋茂同著 大正2年 附錄﹕家主と借家人の損害豫防 1

523∕47 女性の法律 片山哲 昭和9年 1

523∕48 抵擋權の設定より實行迄 吉丸儀六 昭和8年 1

523∕50 大審院民事判決錄總括目錄 明治35年 1

523∕50 大審院民事判決錄總括目錄 9冊(大正2年至大正10年) 9

523∕50 大審院民事判決錄總括目錄 1冊(明治45年及大正元年) 1

523∕50 大審院民事判決錄總括目錄 8冊(明治37年明治44年) 8

523∕51 現行民法人事篇 市岡正一 明治14年 1

523∕52 民事證據論 松岡義正 大正15年 1

523∕53 不法行為論                 第一卷 入江真太郎 大正13年 1

523∕54 民法と社會主義 岡村司 大正12年 1

523∕55 信託讀本 青木徹二 大正15年 附錄﹕信託法令集 1

5231∕1 宇宙線 竹內時男 昭和12年 光復後日文圖書編目 1

5231∕2 改訂天文講話 橫山又次郎 大正8年 光復後日文圖書編目 1

5237∕1 太陽の誕生と死 白井俊明譯 昭和26年 光復後日文圖書編目 1

524∕1 商法實用詳解 金田謙 大正7年 2冊﹙複本﹚ 2

524∕2 日本商法總則 松波仁一郎 大正12年 1

524∕3 商法總論 青木徹二 明治37年 1

524∕4 商法總論 松本烝治 大正12年 1

524∕5 商法論綱 柳川勝二 大正8年 1

524∕6 法律學說判例總覽第九卷商業行為編 高窪喜八郎 大正10年 2冊(上、下卷) 2

524∕7 商行為法 松本烝治 大正10年 1

524∕8 商行為論 青木徹二 明治39年 1

524∕9 會社法論 青木徹二 明治37年 1

524∕10 會社法講義 松本烝治 大正11年 1

524∕11 銀行法論 青木得三 大正6年 1

524∕12 手形法論 青木徹二 明治38年 1
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524∕13 模範手形法講話 平尾廉平 大正10年 1

524∕14 手形の智識 室岡四郎 大正11年 1

524∕15 手形取引はこう注意すれば安全だ 新井小一郎 大正13年 1

524∕16 海商法論 青木徹二 明治38年 附錄﹕ヨ―クアントワ―規則 1

524∕17 海商法 湯河元臣 1

524∕18 海法研究 加藤正治 明治42年 2冊﹙複本﹚另1冊大正11年 2

524∕18 海法研究 加藤正治 大正5年 1

524∕19 法律學說判例總覽第十二卷商法海商編 高窪喜八郎 大正11年 1

524∕20 共同海損論 勝山勝司 大正11年 1

524∕21 海損論 馬淵得三郎譯 大正12年 1

524∕22 傭船契約論 佳田正一 大正9年 2冊﹙複本﹚另1冊大正10年 2

524∕23 運送及運送契約論        第2分冊 三輪清一郎 大正10年 1

524∕24 船荷證券 寺井久信 大正10年 1

524∕25 船舶及び積荷と海上保險 阪元毅 大正11年 1

524∕26 船舶衝突保險 北澤宥勝 大正12年 1

524∕27 保險法 松本烝治 大正10年 1

524∕28 法律學說判例總覽第十卷商法保險編 高窪喜八郎 大正10年 1

524∕29 獨逸瑞西保險契約法 水口吉藏譯 大正10年 1

524∕30 海上保險 加藤正道譯 大正11年 1

524∕31 一般保險原理 都築直三 大正12年 1

524∕32 生命保險保險 原島茂 大正12年 1

524∕33 破產法 遠藤武治 大正10年 1

524∕34 破產法講話 竹野竹三郎 大正13年 1

524∕35 各國破產豫防和議法 齋藤常三郎 大正9年 1

524∕36 倉庫法釋義 齊藤助堯 大正13年 1

524∕37 商法判例批評                   第一卷 竹田省 大正14年 大審院民事判決錄﹙第21、22輯﹚ 1

524∕38 手形取引の安全と不渡り救濟冊 沼田照義・犀利長作同著 大正14年 割引・裏書・引受・保證・擔保・償還 1

524∕39 註釋商法要覽 梶康郎 大正15年 1

524∕40 實例破產手續詳解 金井正夫 昭和2年 1

524∕41 改訂增補船荷證券 寺井久信 大正15年 1

524∕42 簡易保險事業要覽 簡易保險局 昭和3年 1

524∕43 實用手形法釋義 湊三郎 昭和3年 1

524∕44 人買ひ船 嶋静也 昭和4年 1

524∕45 財產保險の理論と實際 田中德次郎 大正15年 1

524∕46 實用商法釋義 湊三郎 昭和3年 1

524∕47 手形法要論 水口吉藏 昭和2年 1

524∕48 新舊手形法異同辯要領 岩井尊文 昭和7年 1

524∕49 手形法 松本烝治 大正7年 1

524∕50 會社法論 片山義勝 大正7年 1

524∕51 改正日本商行為法 松波仁一郎 大正3年 1

524∕52 會社法 松波仁一郎 大正8年 1

524∕53 改正日本商法 松波仁一郎 大正5年 1

524∕54 改正日本會社法 松波仁一郎 大正5年 1

524∕55 株式會社法論 片山義勝 大正7年 1

524∕56 新小切手法 伊澤孝平 昭和9年 1

524∕57 改正法に據る手形と小切手の書き方と見方 宮崎直二 昭和9年 1

524∕58 英國手形法要論 大野義昌 昭和5年 1

524∕59 改正商法正義 梶康郎 大正2年 總則編・會社編・商行為編・手形編・海商編 1

524∕60 商法講義總則 竹田省 1

524∕61 新舊商法對照 巖松堂書店編輯部 明治44年 1

524∕62 海商法研究                       第一卷 小町谷操三 大正10年 1
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524∕63 船荷證券論 住田正一 大正14年 1

524∕64 日本海商法 松波仁一郎 大正6年 1

524∕65 共同海損法論 今村有譯 大正14年 1

524∕66 ウイリアムがウ博士海上保險 推名幾三郎譯 大正12年 1

524∕67 船荷證券の研究 矢野岡 大正10年 1

524∕68 小切手法說明書 司法省民事局 昭和8年 附錄﹕小切手法、手形法及現行商法對照 1

524∕69 小切手法案特別委員會議事速記錄 松華堂編輯部 昭和8年 1

524∕70 手形法案說明書 司法省民事局 昭和8年 附錄﹕手形法案及商法手形對照 1

525∕1 天文地學講話 橫山又次郎 明治42年 光復後日文圖書編目 1

525∕1 註釋訴訟記錄              第一審手續 齋藤常三郎 大正15年 2冊﹙複本﹚另1冊大正8年 2

525∕2 海と人 日高孝次 昭和18年 光復後日文圖書編目 11

525∕2 判例批評錄                  第二 卷 雉本朗造 大正10年 1

525∕3 地球の圖鑑 三宅泰雄等 昭和34年 光復後日文圖書編目 1

525∕4 民事訴訟法                 岩田一郎 2冊(1、2編) 2

525∕5 民事訴訟法   山田正三 大正10年 4冊(1、2卷各2冊) 4

525∕7 民事訴訟法通義 佐伯兼次郎 大正6年 1

525∕8 實例民事訴訟手續總攬 田山卓爾 大正8年 1

525∕9 刑事訴訟法原論 岡田庄作 大正10年 1

525∕10 新刑事訴訟法要論 平沼騏一郎 大正13年 1

525∕11 刑事訴訟法 牧野英― 大正7年 1

525∕12 實例競賽法手續 山崎有信・小竹森治同著 大正11年 1

525∕13 刑事訴訟法新釋義 梶康郎 大正13年 附錄﹕陪審新釋義 1

525∕14 破產法和議法概論 岩本勇次郎 大正15年 1

525∕15 改正刑事訴訟法要覽 星野武雄 大正13年 1

525∕17 實際的研究刑事訴訟法 南波杢三郎 大正9年 1

525∕18 刑事訴訟法論 林賴三郎 大正8年 1

525∕19 強制執行 阿部文二郎 昭和2年 1

525∕20 刑事訴訟記錄             第一審 大山春章 大正15年 1

525∕21 實例刑事訴訟法要義 田山卓爾 大正2年 1

525∕22 刑事訴訟法要綱 梶康郎 昭和2年 1

525∕24 刑事訴訟法解義 金田謙 大正7年 1

525∕25 改正刑事訴訟法 井上圓三 大正11年 1

525∕26 民事訴訟法 ・人事訴訟手續法 中村宗雄 昭和17年 1

525∕27 民事訴訟法要義               第二 卷 細野長良 昭和3年 1

525∕28 執行事務決議類篡 大阪區裁判所編篡 大正13年 1

525∕29 刑事訴訟法質議回答錄 大原昇 大正13年 1

525∕30 刑事訴訟法案理由書 留月良彥 大正11年 1

525∕31 民事訴訟法大綱 仁井田益太郎 大正14年 1

525∕32 評釋新民事訴訟法 中尾芳助・板倉松太郎同著 昭和3年 1

525∕33 民事訴訟法中改正法律案理由書 司法省編 昭和4年 1

526∕1 世界政局の諸斷層 圓地與四松 昭和7年 1

526∕3 列國は日本をどう見る 志賀哲郎 昭和7年 2冊﹙複本﹚不穩事件に對する列國の輿論 2

526∕4 新國際法建設の理論 田村德治 昭和19年 1

526∕5 判例批評民事訴訟法               第一 卷 山田正三 大正12年 1

5261∕1 國際法提要 遠藤源六 大正7年 1

5261∕2 國際私法論﹙日獨對照﹚ 館田謙吉 大正10年 ﹙第一卷比較法制上冊﹚ 1

5261∕8 さればロシヤは敗れたり﹙極東外交秘錄﹚ 荒川實藏譯 昭和5年 1

5262∕30 近十年世界外交史 三好貞雄 昭和18年 1

5263∕1 國際社會史論 大日本文明協會編 大正11年 1

5263∕14 日米國際紀要 大日本文明協會編 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

5263∕29 北米遊說記 鶴見祐輔 昭和2年 附錄﹕米國山莊記 1
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5263∕30 國際聯盟年鑑 青木節一 昭和4年 1

5263∕37 ロンドン會議・統帥權問題 第一線同盟 昭和5年 2冊﹙複本﹚ 2

5263∕38 東西よりロシヤを觀る 近藤義晴 昭和7年 2冊﹙複本﹚ 2

5263∕50 大戰の審判 土屋泰次郎譯 大正6年 1

5263∕51 英米現勢論﹙米國の勃興と英國の沒落﹚ 池崎忠孝 昭和7年 1

5263∕52 國際軍備縮少問題 三枝茂智 昭和7年 1

5263∕61 日本の威脅武裝の赤露 佐々木一雄 昭和8年 1

5263∕83 軍縮比率の崩壞﹙英米主腦部の軍縮觀﹚ 貴島桃隆編 昭和9年 1

5263∕109 解り易き國際講話 近世界の大勢 栗原寅治郎 昭和2年 1

5263∕110 果して強國は醒めたリや 杉村陽太郎 大正11年 1

5263∕111 日本の侵略 大日本文明協會編 大正9年 1

5263∕113 戰爭か平和か 野澤源之丞編 大正10年 1

5263∕115 再び太平洋問題を論ず 海軍省海軍軍事普及部 昭和9年 2冊﹙複本﹚ 2

5263∕118 歐洲政局の不安﹙ヴュルサイユ平和の破壞﹚ 熊田克郎 昭和10年 1

5263∕119 大戰後の國際對立 宮地健三譯 昭和10年 1

5263∕120 國論の展望 野村雪堂 昭和9年 1

5263∕121 風雲の坩堝エチオピア! 鶴見祐輔・駒井重次同著 昭和10年 1

5263∕122 黑人帝國エチオピア 土田豐 昭和10年 1

5263∕123 三國干涉以後 滿川龜太郎 昭和10年 1

5263∕124 世界は動く 岡本鶴松 昭和10年 1

5263∕125 太平洋を繞る國々 小野鐵二・別技篤彥同著 昭和10年 1

5263∕130 初步國際讀本 平野等 昭和11年 1

5263∕131 赤軍の新研究 三島康夫 昭和11年 附錄﹕日ン戰の再吟味 1

5263∕142 ン聯の現狀とその批判 清澤洌 昭和12年 1

5263∕143 時局解說百科要覽 下村彌三郎 昭和12年 1

5263∕144 真相ン聯 新居格譯 昭和12年 1

5263∕146 財團法人暹羅協會々報      第十號 財團法人暹羅協會 昭和12年 1

5263∕151 ユダヤ問題と日本 宇都宮希洋 昭和14年 1

5263∕152歐歐洲の內幕 大江專一譯 昭和14年 1

5263∕157 日本へ寄せる書 相馬基編 昭和14年 1

5263∕158 次の戰爭を豫想する 齋藤直幹 昭和14年 1

5263∕160 原料爭奪の世界戰 下位春吉譯 昭和15年 1

5263∕161 一九四〇年の世界展望 山本三生編 昭和14年 1

5263∕162 國際宣傳戰 同盟通殯社調查部 昭和15年 1

5263∕163 地中海 國松久彌 昭和15年 1

5263∕165 太平洋二千六百年史 財團法人海軍有終會 昭和15年 1

5263∕165 太平洋二千六百年史 財團法人海軍有終會 昭和15年 附圖第一﹕太平洋要圖 1

5263∕165 太平洋二千六百年史 財團法人海軍有終會 昭和15年 附圖第二﹕太平洋諸島圖 1

5263∕167 近世日本外交史研究 松本忠雄 昭和17年 1

5263∕168 近代日本外交史 信夫清三郎 昭和17年 1

5263∕169 太平洋に於ける英帝國の衰亡 角田順 昭和17年 國際政治的概觀 1

5263∕171 近世國際關係史論集 大村作次郎 昭和19年 1

5264∕1 支那關係特種條約彙篡 東亞同文會調查編篡部 大正6年 1

5264∕4 第三革命後の支那 吉野作造 大正10年 1

5264∕6 歐米人の支那觀 東亞同文會調查編篡部 大正7年 1

5264∕8 歐戰後の支那經濟と教育 徐世昌 大正10年 楢崎桂園譯 1

5264∕10 太平洋會議と支那 東方通信社調查部 大正10年 1

5264∕11 日本乎英國乎﹙楊子江流域と日英の勢力﹚ 日高進 大正7年 1

5264∕13 回教民族の活動と亞細亞の將來 渡邊巳之次郎 大正12年 1

5264∕16 支那研究 教育學術研究會 大正5年 1

5264∕17 改造「現代支那號」 山本三生編 大正15年 大正15年夏季增刊 1
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5264∕18 武漢乎南京乎 高山謙介 昭和2年 1

5264∕19 支那觀 內田良平 大正2年 1

5264∕20 支那關稅特別會議の經過 臺灣總督官房調查課 昭和2年 1

5264∕21 し一ニンのロシアと孫文の支那 布施勝治 昭和2年 1

5264∕22 支那の國民革命と國民政府 臺灣總督官房調查課 昭和3年 第一編 1

5264∕23 太平洋問題﹙一九二七年ホノル丶會議﹚ 井上準之助 昭和2年 1

5264∕24 支那內國關稅制度 臺灣總督官房調查課 昭和4年 1

5264∕25 支那 近の工業竝に財政 臺灣總督官房調查課 昭和4年 1

5264∕27 支那の國民革命と國民政府 臺灣總督官房調查課 昭和3年 第二編 1

5264∕28 支那に於ける列強の利權運動 臺灣總督官房調查課 昭和4年 1

5264∕29 支那 近の時局と貿易關係 臺灣總督官房調查課 昭和4年 1

5264∕30 日本はどうなる 室伏高信 昭和4年 1

5264∕33 太平洋問題 米田實 昭和4年 1

5264∕35 支那現狀の解剖 植原悅二郎 昭和3年 1

5264∕37 滿蒙の重大化と實力發動 細野繁勝 昭和6年 1

5264∕40 滿蒙問題を中心とする日支關係 佐藤安之助 昭和6年 共存共榮か?共亡共枯か? 1

5264∕44 帝制運動始末記 東方雜誌社編 民國14年 1

5264∕44 辛亥革命 東方雜誌社編 民國14年 1

5264∕45 滿蒙權益要錄 布勢信平編 昭和7年 1

5264∕48 リッン報告書(和文) 牧野武夫 昭和7年 中央公論第47年第42號附錄 1

5264∕54 農業昆蟲學 高橋獎 昭和8年 1

5264∕58 何を語つたか(滯京中の宇垣總督) 矢部周 昭和9年 1

5264∕59 支那及び滿洲關係條約及公文集 半澤玉城 昭和9年 1

5264∕64 近世露滿蒙關係史 川田秀雄譯 昭和10年 1

5264∕68 赤化線上の蒙古と新疆﹙支那邊境の諸問題﹚ 村田孜郎 昭和10年 1

5264∕79 風雲蒙古 村田孜郎 昭和11年 1

5264∕82 フアッシヨの偶像 高津正道 昭和11年 1

5264∕92 青年亞細亞の勝利 印度志士・ポ一ス 昭和12年 1

5264∕107 現代支那の政治と人物 波多野乾一 昭和12年 1

5264∕113 日支交涉史研究 秋山謙藏 昭和14年 1

5264∕116 太平洋問題﹙第六回太平洋會議報告﹚ 赤松祐之 昭和12年 1

5264∕117 樂土激土 野依秀市 昭和13年 1

5264∕126 比律賓獨立と東亞問題 野本靜一譯 昭和17年 1

5264∕127 現代の南海﹙太平洋諸島﹚ 原田禎正譯 昭和17年 1

5264∕128 大東亞交史研究 田村幸策 昭和17年 1

5264∕129 アジア外交の展望(侵略よリ解放ヘ) 春木猛譯 昭和17年 1

5264∕131 印度洋問題 伊東敬 昭和17年 2冊﹙複本﹚ 2

5264∕133 太平洋の島々 山辻正文 昭和18年 1

527∕1 陪審法述義 三上英雄 大正10年 1

527∕2 陪審法模範釋義 岩崎高敏 大正12年 1

527∕3 少年裁判及監視制度 姊崎正治 大正11年 1

527∕4 日本陪審法義解 林賴三郎 大正15年 1

527∕5 明治文化史としての日本陪審史 尾佐竹猛 大正15年 1

527∕6 陪審法詳論 國分丸治 昭和2年 1

527∕7 陪審講座 刀禰正雄編 昭和3年 1

527∕8 陪審と證據法 岩野稔 昭和3年 1

527∕10 執達吏事務協議會決議要旨類篡 昭和7年 大阪地方裁判所管內 1

528∕1 書式大全 自治館編輯局 大正8年 1

528∕3 現行法令輯覽 內閣書記官室記錄課 大正7年 下卷 1

528∕7 願屆書式總覽 五鬼上堅磐 大正13年 1

528∕9 書式一切と其手續解 岩崎高敏 大正13年 學說判例決議實例 1
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528∕9 現行六法全書 6冊﹙憲法・法院編制法・民法・商法・刑法訴訟法﹚ 6

528∕10 現行法令大全 14冊﹙官制・官規・地方制度・公文程式・・・﹚ 14

528∕11 民眾本位登記の實際 鈴木留吉 昭和4年 2冊﹙複本﹚附錄﹕家庭實用法律心得 2

528∕12 新法令﹙商事調停法健康保險法・・・﹚理由 中央社編輯部 大正15年 1

528∕13 戶籍寄留新書式全集 新井正三郎 昭和5年 1

528∕16 中華六法﹙六﹚民事訴訟律 商務印書館 民國12年 1

528∕18 模範六法全書 帝國法律研究會編輯部 昭和6年 1

528∕19 判例學說要旨參照條文事項索引 柴田義彥 昭和6年 附柴田分冊記入用六法憲法編 1

528∕19 判例學說要旨參照條文事項索引 柴田義彥 昭和6年 附柴田分冊記入用六法刑法編 1

528∕21 帝國新法典 中島三郎編 明治36年 1

528∕22 特輯六法全書﹙現行法令條約集﹚ 小野清一郎・佐藤龍馬同編 1

528∕25 加除自在表解六法大全書 松平久松編 昭和12年 1

528∕26 事變下ニ於ケル物質非長管理法令集 商工經營研究編 昭和13年 第二輯 1

528∕27 第七十五帝國議會新法律の解說 我妻榮 昭和15年 附錄﹕新法律條文 1

528∕28 新獨逸法令集 荒木時次譯 昭和17年 1

528∕29 統制六法﹙昭和18年版﹚ 伊藤由三郎編 昭和18年 1

529∕1 曆﹙こよみ﹚ 渡邊敏夫 昭和12年 光復後日文圖書編目 1

529∕1 民法總則 日沖憲郎編 昭和10年 日本判例大成第1卷 1

529∕1 民法物權 日沖憲郎編 昭和10年 日本判例大成第2卷 1

529∕1 債權總論 日沖憲郎編 昭和11年 日本判例大成第3卷 1

529∕1 債權各論Ⅰ 日沖憲郎編 昭和11年 日本判例大成第4卷 1

529∕1 債權各論Ⅱ 日沖憲郎編 昭和12年 日本判例大成第5卷 1

529∕1 親族・相續Ⅰ 日沖憲郎編 昭和10年 日本判例大成第6卷 1

529∕1 親族・相續Ⅱ 日沖憲郎編 昭和11年 日本判例大成第7卷 1

529∕1 總則・商行為 日沖憲郎編 昭和11年 日本判例大成第8卷﹙商法﹚ 1

529∕1 商法・會社 日沖憲郎編 昭和11年 日本判例大成第9卷 1

529∕1 海商・手形及小切手 日沖憲郎編 昭和11年 日本判例大成第10卷 1

529∕1 民事訴訟法Ⅰ 日沖憲郎編 昭和11年 日本判例大成第11卷 1

529∕1 民事訴訟法Ⅱ 日沖憲郎編 昭和11年 日本判例大成第12卷 1

529∕1 刑法總則 日沖憲郎編 昭和11年 日本判例大成第13卷 1

529∕1 刑法各論Ⅰ 日沖憲郎編 昭和11年 日本判例大成第14卷 1

529∕1 刑法各論Ⅱ 日沖憲郎編 昭和12年 日本判例大成第15卷A 1

529∕1 刑法各論Ⅲ 日沖憲郎編 昭和12年 日本判例大成第15卷B 1

529∕1 刑事訴訟法 日沖憲郎編 昭和11年 日本判例大成第16卷 1

529∕1 私法關係法規 日沖憲郎編 昭和12年 日本判例大成第17卷 1

529∕1 訴訟關係法規 日沖憲郎編 昭和11年 日本判例大成第18卷 1

529∕1 產業法規・無體財產法規 日沖憲郎編 昭和12年 日本判例大成第19卷 1

529∕1 選舉關係法規 日沖憲郎編 昭和12年 日本判例大成第20卷 1

529∕1 特殊制裁法規Ⅰ 日沖憲郎編 昭和12年 日本判例大成第21卷 1

529∕1 特殊制裁法規Ⅱ 日沖憲郎編 昭和12年 日本判例大成第22卷 1

529∕1 公法關係法規 日沖憲郎編 昭和12年 日本判例大成第23卷 1

529∕1 總索引 日沖憲郎編 昭和12年 日本判例大成第24卷 1

529∕1 追錄Ⅰ 日沖憲郎編 昭和12年 日本判例大成 1

529∕2 珍らしい裁判實話 友次壽太郎 昭和19年 1

529∕2 曆と迷信 鈴木敬信 昭和10年 光復後日文圖書編目 1

529∕3 迷信の解剖 日野九思 昭和13年 光復後日文圖書編目 1

529∕3 比付援引新律綱領改定律例增加條例註譯合卷 志賀郎編 明治11年 1

529∕4 國家總動員法判例全集 庵公平・神宮加壽美 昭和17年 友寄喜仁同編 1

530∕1 新制師範物理 高田信佐 昭和6年 光復後日文圖書編目 1

530∕1 沖繩法制史 新垣清輝編 昭和8年 附錄﹕土地整理法及施行法・沖繩地割制度 1

530∕2 日用物理學講義﹙前編﹚ 近藤耕藏 大正14年 光復後日文圖書編目 1
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530∕2 日本固有法の展開 細川龜市 昭和14年 1

530∕3 新制物理學實驗書 河野通匡 昭和4年 光復後日文圖書編目 1

530∕5 朝夕の理學界 野口秀敏 明治44年 光復後日文圖書編目 1

530∕6 物理學精義 大正4年 光復後日文圖書編目 1

530∕7 理科實驗の圖鑑 相賀徹夫編 昭和38年 光復後日文圖書編目 1

531∕1 實驗及ビ理論物理學重學及ビ物性論 森總之助編 大正14年 光復後日文圖書編目 1

532∕1 江戶時代制度の研究 松平太郎 大正8年 上卷 1

532∕2 鎌倉幕府と江戸幕府 日本放送協會編 昭和16年 1

533∕1 修訂官職要解 和田英松 大正15年 1

533∕29 名作落雨集﹙探偵白浪編・劎俠武勇編﹚ 名作落雨集刊行會 昭和7年 1

534∕1 實驗及ビ理論物理學音響學 森總之助編 光復後日文圖書編目 1

534∕2 增訂有職故實辭典 加藤貞次郎 大正13年 1

534∕4 民間風俗中行事 早川純三郎編 大正5年 1

535∕1 實驗及ビ理論物理學光學 森總之助編 大正15年 光復後日文圖書編目 1

536∕1 實驗及ビ理論物理學熱學 森總之助編 大正15年 光復後日文圖書編目 1

537∕1 實驗及ビ理論物理學電氣及磁氣學 森總之助編 大正15年 光復後日文圖書編目 1

537∕1 ユスチ―ニア一ヌス帝欽定羅馬法學提要 末松謙澄 大正5年 1

537∕2 詳解テしビジョン受像機 鈴木昇 昭和32年 2冊(上、下卷)光復後日文圖書編目 2

537∕2 ユ帝欽定羅馬法學說彙篡﹙總論及諸官職﹚ 千賀鶴太郎 大正10年 第一卷 1

537∕3 テしビジョン技術教科書 日本放送協會編 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

540∕1 新制の化學 北島美雄・橋村博同著 昭和10年 光復後日文圖書編目 1

540∕2 經濟學原論 小田勇二譯 大正11年 1

540∕3 經濟原論 山崎覺次郎 大正8年 2冊﹙複本﹚ 2

540∕3 全訂改版經濟原論 山崎覺次郎 昭和6年 2冊﹙複本﹚ 2

540∕4 經濟原論 田邊忠勇譯 大正13年 1

540∕6 經濟學概說 隈部征夫譯 大正12年 1

540∕7 新經濟學 鈴木貫一郎譯 大正13年 3冊﹙複本﹚ 3

540∕8 富國論 竹內謙二譯 大正10年 第一卷 1

540∕9 公民教育經濟學研究 三木正一 大正13年 1

540∕10 經濟の話 早坂二郎 大正13年 1

540∕11 小さい經濟學 志方克巳 大正13年 1

540∕12 經濟學論攷 福田德三 大正10年 1

540∕13 經濟學の知識 小林鶯里 大正13年 1

540∕14 國民經濟講話﹙乾﹚ 福田德三 大正8年 1

540∕15 改訂增補國民經濟講話﹙完﹚ 福田德三 大正10年 1

540∕15 改訂增補國民經濟講話人名件名索引 福田德三 大正10年 1

540∕16 財政經濟講話 添田壽一 大正13年 1

540∕17 法律及經濟の文化史得觀察 中村萬吉譯 大正11年 1

540∕18 國民經濟の話 堀江歸一 大正14年 1

540∕19 經濟讀本 太田正孝 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

540∕20 改訂經濟學大意 津村秀松 大正4年 3冊﹙複本﹚ 3

540∕20 補訂經濟學大意 津村秀松 大正11年 4冊﹙複本﹚ 4

540∕21 經濟學原論﹙分配論﹚ 鷲野隼太郎 大正15年 1

540∕23 經濟團體 野田豐 昭和2年 附錄﹕トラストとカルテル 1

540∕25 經濟學要義 河田嗣郎 昭和3年 1

540∕28 補訂改版經濟大意 田尻稻次郎 大正5年 1

540∕29 日本經濟研究 土方成美 昭和3年 2冊(上、下卷) 2

540∕29 日本經濟研究 土方成美 昭和3年 附錄 1

540∕30 經濟學大綱 河上肇 昭和3年 經濟學全集第1卷 1

540∕30 經濟學原理﹙總論及生產篇﹚ 福田德三 昭和3年 2冊﹙複本﹚經濟學全集第2卷 2

540∕30 經濟學原理﹙流通篇﹚上卷 福田德三 昭和5年 經濟學全集第3卷 1
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540∕30 經濟學原理﹙流通篇﹚下卷 福田德三 昭和5年 經濟學全集第4卷 1

540∕30 經濟學の基礎理論 高田保馬等 昭和7年 經濟學全集第5卷 1

540∕30 經濟學特殊理論            上卷 內田廉吉等 昭和5年 經濟學全集第6卷 1

540∕30 經濟學特殊理論            下卷 田中金司等 昭和4年 2冊﹙複本﹚經濟學全集第7卷 2

540∕30 經濟哲學 二木保幾等 昭和8年 經濟學全集第9卷 1

540∕30 部門經濟學 小林行昌等 昭和6年 經濟學全集第13卷 1

540∕30 經濟政策                         上卷 河津暹等 昭和6年 經濟學全集第15卷 1

540∕30 經濟政策                         下卷 竹內謙二等 昭和5年 經濟學全集第16卷 1

540∕30 協同組合と農業問題 那須皓・東畑精一同著 昭和7年 經濟學全集第17卷 1

540∕30 社會政策 波多野鼎等 昭和4年 2冊﹙複本﹚經濟學全集第18卷 2

540∕30 財政學                             上卷 阿部賢一等 昭和5年 經濟學全集第19卷 1

540∕30 財政學                           下卷 阿部賢一等 昭和4年 2冊﹙複本﹚經濟學全集第20卷 2

540∕30 租稅論 神戶正雄 昭和4年 經濟學全集第21卷 1

540∕30 日本財政論﹙公債篇﹚ 大內兵衛 昭和7年 經濟學全集第22卷 1

540∕30 經濟學前史 高橋誠一郎 昭和4年 2冊﹙複本﹚經濟學全集第23卷 2

540∕30 滿蒙政治經濟提要 東亞經濟調查局編 昭和7年 經濟學全集第25卷 1

540∕30 各國經濟史 野村兼太郎等 昭和4年 經濟學全集第29卷 1

540∕30 日本社會經濟史 本庄榮治郎 昭和3年 2冊﹙複本﹚經濟學全集第30卷 2

540∕30 經營經濟學 增地庸治郎等 昭和4年 2冊﹙複本﹚經濟學全集第36卷 2

540∕30 商業學 向井鹿松等 昭和4年 經濟學全集第37卷 1

540∕30 產業革命史 上田貞次郎 昭和5年 經濟學全集第39卷 1

540∕30 特殊問題 渡邊銕藏等 昭和5年 經濟學全集第40卷 1

540∕30 現代日本經濟の研究              上卷 河津暹等 昭和4年 經濟學全集第41卷 1

540∕30 世界經濟學 作田莊一 昭和8年 經濟學全集第60卷 1

540∕38 續經濟小言 武藤山治 昭和6年 2冊﹙複本﹚ 2

540∕42 政學科研究年報﹙第三輯第二部經濟篇﹚ 臺北帝國大學文政學部 昭和11年 1

540∕42 政學科研究年報﹙第四輯第二部經濟篇﹚ 臺北帝國大學文政學部 昭和12年 1

540∕42 政學科研究年報﹙第七輯經濟篇﹚ 臺北帝國大學文政學部 昭和16年 1

540∕57 日本帝國政治年表 坂本辰之助 昭和5年 1

541∕1 日用重寶致富要義 小池澄三 大正6年 1

541∕2 財界用語辭書 野田澤軍治 昭和3年 1

541∕3 經濟大辭書 大日本百科辭書編輯所編 大正10年 5冊(1至5卷) 5

541∕7 新經濟語辭典 荒木利一郎 昭和7年 附錄﹕日本經濟の常識 1

541∕42 經濟メモ(新聞語解説) 佐藤淺五郎編 昭和9年 附錄﹕相場用語 1

542∕1 師範化學生徒實驗書 龜高德平 昭和7年 光復後日文圖書編目 1

542∕2 新制師範化學 高田德佐 昭和6年 光復後日文圖書編目 1

542∕3 改訂實驗併用新制中等化學 東京中等教育理化學研究會 昭和10年 光復後日文圖書編目 1

542∕4 經濟學史研究 高橋誠一郎 大正10年 1

542∕8 日本經濟史の研究 內田銀藏 大正10年 2冊(上、下卷) 2

542∕11 理論經濟問題 神戶正雄 大正10年 1

542∕12 實際經濟問題 神戶正雄 大正10年 1

542∕13 續實際經濟問題 神戶正雄 大正10年 1

542∕14 經濟學考證 福田德三 大正8年 1

542∕17 日本國際經濟論 神戶正雄 大正11年 1

542∕18 進列強經濟政策綜攬 寺田雄資 大正10年 1

542∕19 經濟的經國論 大日本文明協會編 大正8年 1

542∕20 活動寫真經濟論 石卷良夫 大正12年 1

542∕23 富の創造 大日本文明協會編 大正6年 1

542∕24 英國產業革命史論 上田貞次郎 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

542∕25 資本主義經濟學の史的發展 河上肇 大正12年 1

542∕26 經濟的道德主義 大日本文明協會編 大正7年 1
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542∕27 國際財話 牧野輝智 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

542∕28 綜合經濟論 佐野學譯 大正13年 1

542∕29 通俗財話 東京朝日新聞社經濟部 大正12年 1

542∕30 經濟眼 財部靜治 大正8年 1

542∕31 經濟一家言 瀧本誠一 大正9年 2冊﹙複本﹚ 2

542∕32 經濟と消費 稻葉文四郎 大正13年 1

542∕33 社會の經濟的基礎 大日本文明協會編 大正9年 1

542∕34 獨人の觀太る日本及聯合國の對獨經濟戰 外務省臨時調查部譯 大正8年 1

542∕35 戰後の事業 東方經濟調查會 大正7年 1

542∕36 戰時及戰後の經濟 大日本文明協會編 大正5年 1

542∕38 混沌裡の歐洲經濟界 池田龍藏 大正12年 1

542∕39 經濟危機と經濟恢復 福田德三 大正12年 1

542∕40 世界の經濟は如何に動くか 堀江歸一 大正10年 1

542∕41 續編世界の經濟は如何に動くか 堀江歸一 大正11年 1

542∕42 震災と財界前途 勝田貞次 大正12年 1

542∕43 財界うらおもて 倫愚曼 大正14年 1

542∕47 シユミツト世界經濟史概論 川西正鑑譯 大正14年 1

542∕48 國際資本戰 東京朝日新聞社經濟部 大正14年 1

542∕49 支那經濟の見方 竹內文彬 大正14年 1

542∕50 住宅組合法解釋 里見馬城夫 大正14年 附錄﹕諸手續一般及模範設計圖 1

542∕51 カツヤル社會經濟學原理 大野信三譯 大正15年 1

542∕52 國民經濟講話﹙坤前冊﹚﹙勞働經濟講話﹚ 福田德三 大正8年 1

542∕55 經濟思想の史的展開 北澤新次郎 昭和2年 社會問題を中心として見たる 1

542∕56 經濟隨想 東京朝日新聞社經濟部 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

542∕57 卓を圍んで 東京朝日新聞社經濟部 昭和3年 1

542∕58 金融經濟一斑 堀江歸一 大正15年 1

542∕59 國際經濟會議と其問題 上田貞次郎編 昭和2年 1

542∕60 此の 後の者にも 石田憲次譯 昭和3年 1

542∕61 明治維新經濟史 猪谷善一 昭和3年 1

542∕62 近世社會經濟叢書 本庄榮治郎等編 大正15年 12冊﹙1至12卷﹚ 12

542∕63 朝日經濟年史 朝日新聞社經濟部 昭和10年 6冊﹙昭和3、4、6、7、9、10年﹚ 6

542∕64 經濟學 高田保馬 昭和3年 1

542∕65 社會經濟體系 鈴木利貞編 37冊﹙1至18卷除12、13、15、16、18外皆有複本﹚ 37

542∕66 經濟記事の基礎知識 石山寶吉編 昭和3年 1

542∕67 日本經濟典籍考 瀧本誠一 昭和3年 1

542∕69 歐米經濟界の喜悲劇﹙一名財界失敗史譚﹚ 本多精一 昭和3年 1

542∕70 經濟史研究                     第一卷 野村兼太郎 大正15年 1

542∕71 經濟史考 本庄榮治郎 大正10年 1

542∕72 世界經濟の革新運動 下田將美 昭和3年 1

542∕73 經濟國策の提唱﹙國民繁榮への道﹚ 山本条太郎 昭和5年 1

542∕74 經濟受難時代の路 川崎克 昭和5年 8冊﹙複本﹚ 8

542∕75 財閥盛衰記﹙地方中堅財閥の卷﹚ エコノミスト編 昭和5年 1

542∕76 經濟學說の相對性 猪谷善一 昭和2年 1

542∕77 近東經濟事情 外務省通商局 昭和2年 1

542∕78 景氣變動の研究 勝田貞次 昭和5年 1

542∕79 國產の愛用 大谷光瑞 昭和6年 1

542∕80 國民は叫ぶ 保山雄三編 1

542∕81 圖譜日本經濟變遷大系 日本經濟研究所 昭和6年 1

542∕82 世界經濟年表 塚本三吉譯 昭和6年 1

542∕83 第二貧乏物語 河上肇 昭和5年 1

542∕84 第四十七回東京支部座談會 全國經濟調查機關聯合會 昭和6年 1
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542∕85 經濟財政橫義 堀江歸一 大正2年 1

542∕86 世界と日本 下村安 昭和7年 1

542∕87 富の分布か新平價か?﹙米國再禁止の影響﹚ 勝田貞次 昭和7年 1

542∕88 外人に映る日本 時事新報經濟部 昭和7年 1

542∕90 不景氣からファッショへ 鈴木憲久 昭和7年 1

542∕91 積極的に消費せよ(消費なくして人生なし) 熊平源藏 昭和7年 1

542∕92 甦生期の日本に呼びかける 竹本治三郎編 昭和5年 1

542∕96 近世地方經濟史料 小野武夫編 昭和7年 10冊﹙1至10卷﹚ 10

542∕97 テクノクうシイへの挑戰 中島正信編 昭和8年 1

542∕98 現代經濟恐慌と資本主義の將來 岩田百合治譯 昭和8年 1

542∕99 國際經濟要覽 昭和8年 昭和9年每日年鑑別冊附錄 1

542∕100 非常時統制經濟論 小島精一 昭和8年 1

542∕102 頭腦トラスト 四至本八郎 昭和8年 1

542∕103 戰時統制經濟論 森武夫 昭和8年 1

542∕104 近の日本經濟史 高橋龜吉 昭和5年 1

542∕105 景氣の見方 勝田貞次 昭和6年 1

542∕106 世界破局と日本經濟の變革﹙金再禁止とその效果﹚ 高橋龜吉 昭和6年 1

542∕107 井上藏相の錯覺﹙我々不景氣救治實策﹚ 武藤山治 昭和5年 1

542∕108 マルクス死後五十年 小泉信三 昭和8年 1

542∕109 國家改造の原理及其實行﹙主として經濟的觀察﹚ 河合良成 昭和9年 1

542∕110 來るべき世界の姿 茂木惣兵衛 昭和9年 1

542∕111 國際經濟問題の解說 昭和9年 1

542∕112 ソシャル・ダンピング論 高橋龜吉 昭和9年 1

542∕113 天晴地明經濟論 柿花啟正 昭和8年 1

542∕114 岡田內閣と一九三五年 小島精一 昭和9年 1

542∕115 不景氣はどうなる? 時事新報社編 昭和5年 1

542∕116 經濟學說史 鷲野隼太郎譯 昭和5年 1

542∕117 日本財閥の實質を語る﹙安田、住友兩財閥解剖﹚ 三宮維信 昭和9年 1

542∕117 日本財閥の實質を語る﹙三井、三菱兩財閥解剖﹚ 三宮維信 昭和10年 附錄﹕四大財閥の資本的勢力の分布と比較 1

542∕118 米國に好景氣來る 松澤寬譯 昭和10年 1

542∕120 資本主義的經濟制度下に於ける國民生活 三宮維信 昭和10年 1

542∕121 戰爭と經濟關係 大日本文明協會編 大正8年 1

542∕123 世界經濟の常識 小島精一 昭和10年 1

542∕124 我が國財政經濟の現在及將來 三田村一郎 昭和8年 1

542∕125 マルクス主義の理論と其の批判 川合貞一 昭和4年 1

542∕126 消費組織としての家族經濟の成立 松平女子 昭和5年 1

542∕127 列強軍需資源論 小濱重雄・門多榮男同編 昭和10年 1

542∕128 日本經濟史 竹越與三郎 昭和9年 12冊﹙1至12卷﹚ 12

542∕129 價值論と社會主義 小泉信三 大正14年 1

542∕130 南方經綸 利野斗南 昭和11年 1

542∕132 電力國營の急務 賴母木桂吉 昭和11年 1

542∕133 高橋是清經濟論 上塚司 昭和11年 1

542∕137 戰後の經濟に備へよ 勝田貞次 昭和12年 1

542∕138 戰時經濟の基礎知識 岩井良太郎 昭和12年 1

542∕141 戰時下の經濟生活 賀屋興宣 昭和13年 1

542∕142 獨逸の戰時經濟 西村雄三譯 昭和13年 1

542∕143 日本戰時經濟政策 今原賢之助 昭和13年 1

542∕144 フランス社會經濟史 大淵彰三 昭和14年 1

542∕145 革新經濟講話 鈴木憲久 昭和14年 1

542∕146 ドイツ經濟の驚異 加倉井肅之譯 昭和13年 1

542∕150 日本の經濟はどうなるか 相馬基編 昭和14年 1
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542∕152 アメリカ經濟史 岡本廣作譯 昭和14年 1

542∕153 ナチス經濟建設 長守善 昭和14年 1

542∕154 日本經濟年報 神原周平編 昭和14年 第三十九輯 1

542∕155 轉換期日本の財政と經濟 賀屋興宣 昭和15年 1

542∕156 獨逸の經濟體制及國防資源 外務省調查部 昭和15年 獨逸經濟體制の樣相と現實並に國防資源及び軍需工業 1

542∕157 日本經濟史 本庄榮治郎 昭和15年 1

542∕158 新體制の經濟 高木友三郎 昭和15年 1

542∕159 生活經濟學 齋藤榮三郎 昭和15年 1

542∕160 百萬人の經濟學 元野義勝譯 昭和15年 1

542∕161 新經濟體制研究 高橋龜吉 昭和15年 1

542∕162 開戰後の英獨經濟體制 村山公三 昭和15年 1

542∕163 ナチス統制濟體讀本﹙新體制版﹚ 小島精一 昭和15年 1

542∕164 戰時經濟と新經濟體制 高橋龜吉 昭和16年 1

542∕165 列強の經濟體制 今村武雄 昭和15年 1

542∕166 獨逸の日本經濟戰爭經濟 獨逸文化研究會譯 昭和16年 1

542∕167 戰ふ日本經濟 西谷彌兵衛 昭和15年 1

542∕168 日本戰時經濟讀本﹙封鎖經濟と日本經濟の前途﹚ 小島精一 昭和16年 1

542∕169 國際經濟の理論と問題 谷口吉彥 昭和16年 1

542∕170 佛領印度支那經濟發達史 浦部清治譯 昭和16年 1

542∕171 南方經濟の進路 大形太郎 昭和17年 1

542∕172 泰國資源經濟論 吉田榮太郎 昭和17年 1

542∕174 南方經濟の指標 相馬基編 昭和17年 1

542∕175 南方資源と日本經濟 金子鷹之助 昭和17年 1

542∕177 現代英吉利經濟の分析 大河內一男・橫山正彥同譯 昭和18年 1

542∕178 印度の經濟構造 綜合インド研究室譯 昭和18年 1

542∕181 イソドネシア經濟使概說 岩隈博譯 昭和18年 1

542∕182 マライの經濟資源 大谷敏治 昭和18年 南方經濟資源總攬第六卷 1

542∕182 ビルマの經濟資源 蒲池清 昭和18年 南方經濟資源總攬第七卷 1

542∕182 フィリッピンの經濟資源 大谷喜光 昭和18年 南方經濟資源總攬第九卷 1

542∕182 オ―ストラリア・ニュ―ジ一ランドの經濟資源 金子鷹之助・清川正二同著 昭和18年 南方經濟資源總攬第十二卷 1

542∕184 廣東之現狀 平野健 昭和18年 1

542∕187 マライ經濟の諸問題 大谷敏治 昭和18年 1

542∕188 東亞廣域經濟論 楢崎敏雄 昭和15年 1

542∕189 南洋經濟研究 淺香末起 昭和17年 1

542∕190 朝鮮經濟の新構想 鈴木武雄 昭和17年 1

542∕191 壕洲の戰時經濟 中島正信譯 昭和18年 1

542∕192 日本經濟の強力性 岩田耕作 昭和18年 三好元明﹙華文翻譯﹚ 1

542∕193 壕洲經濟史研究 市川泰治郎 昭和19年 1

542∕195 東印度の經濟建設 目崎憲司 昭和18年 1

543∕31 國際經濟統計表 肥沼淺五郎 昭和3年 1

543∕3 經濟統計研究 汐見三郎 大正12年 1

543∕4 生體論 大日本文明協會編 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

543∕5 中部支那經濟調查 東則正編 大正4年 上卷 1

543∕6 支那經濟通說 東亞經濟研究會編 大正13年 1

543∕7 教育的測定統計法概要 佐藤良一郎 大正15年 1

543∕8 經濟統計學 小林新 昭和3年 1

543∕9 世界經濟年報﹙一九二七年下半期に於ける﹚ 冬木圭譯 昭和3年 第2輯 1

543∕10 朝日經濟年史 大道弘雄 昭和5年 1

543∕10 支那農民の經濟狀態 臺灣總督官房調查課 1

543∕11 現地調查滿蒙經濟の實相 大阪每日新聞社 昭和7年 1

543∕13 波斯灣沿岸諸國經濟事情調查報告書 大阪商船株式會社 昭和11年 1
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543∕14 支那經濟事情講話 東京商工會議所編 昭和11年 1

543∕15 1936支那經濟年報 玉木英夫譯 昭和12年 1

543∕16 新興ナチス經濟通信 黑岩貞雄 昭和12年 1

543∕17 躍進ソヴェト經濟讀本 直井武夫 昭和12年 1

543∕18 比律賓經濟事情 高雄州商工獎勵館編 昭和12年 1

543∕19 暹羅國民經濟の特徵 臺灣總督府臺北高等商業學校 昭和13年 1

543∕20 驀進途上のサウェ―ト・ロシセ 高橋利雄 昭和6年 1

543∕22 泰・佛印の研究﹙現地調查報告﹚ 國際經濟學會編 昭和17年 1

544∕1 應用優生學 大日本文明協會編 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

544∕4 稅の見方 森田久 大正13年 通俗財政經濟大系第四編 1

544∕4 資本主義の精髄 大日本文明協會編 大正6年 1

544∕5 利益分配の理論と實際 板橋卓一譯 大正8年 1

544∕6 富の形成と分配 原田光三郎譯 大正13年 1

544∕7 無資產者の資金調達法 樋口破魔二 大正11年 1

544∕8 企業論 增地庸治郎譯 大正10年 1

544∕9 企業形態論 增地庸治郎・槇原覺同譯 大正11年 1

544∕10 投資及經營 田尻稻次郎 大正8年 1

544∕12 投資物の比較研究 小川鐵堂 大正7年 1

544∕13 資本利子及企業利得論 高畠素之・安倍浩同譯 大正12年 1

544∕14 土地國有論﹙勞資問題解決﹚ 秋守常太郎 大正10年

544∕17 キセナン分配論 渡邊一郎譯 大正15年 1

544∕18 蘭領東印度に於ける外國人の投資 南洋協會台灣支部 昭和2年 1

544∕19 蘭領東印度に於ける各種會社利益配當率一覽 臺灣總督官房調查課 2冊﹙複本﹚ 2

544∕20 英領馬來に於ける各種會社利益配當率一覽 臺灣總督官房調查課 1

544∕21 暹羅に於ける各種會社利益配當率一覽 臺灣總督官房調查課 1

544∕22 我國の資本家團体 森田良雄 大正15年 1

544∕25 日本資本主義發達史 高橋龜吉 昭和3年 1

544∕26 新經營者學 向井鹿松 昭和4年 2冊﹙複本﹚ 2

544∕30 中・小商工農業者は沒落か?更生か? 檜六郎 昭和5年 1

544∕31 企業地としての上海 大阪市役所產業部調查課 昭和6年 1

544∕34 投資の仕方 勝田貞次 昭和6年 1

544∕35 不景氣時代の投資法 勝田貞次 昭和5年 1

544∕36 投資相談 勝田貞次 昭和5年 1

544∕37 日本財閥の解剖 高橋龜吉 昭和5年 1

544∕38 資本主義頹廢の諸相 高橋龜吉 昭和4年 1

544∕39 第四大每投資相談 大阪每日新聞經濟部編 昭和9年 第二次インフしの見究めと投資方針 1

544∕41 日本獨占資本の解剖 鈴木茂三郎 昭和10年 1

544∕42 資本主義組織と社會思想 昭和5年 1

544∕43 我國會社企業の實績 安田與四郎 昭和4年 1

544∕44 世界資源論 延兼數之助 昭和16年 1

544∕45 タイ篇 小林碧 昭和17年 南方圈の資源第二卷 1

544∕46 企業集中論 高宮晉 昭和17年 1

544∕48 列國資源動員の現勢 日本國際問題調查會編 昭和17年 1

544∕48 列國資源圖 日本國際問題調查會編 昭和17年 列國資源動員の現勢﹙別冊附圖﹚ 1

544∕50 支那民族資本概觀 山口省三編 昭和16年 1

544∕52 決戰企業整備の全貌 國策研究會 昭和18年 1

545∕1 貨幣論 堀江歸一 大正11年 1

545∕2 貨幣國定學說 宮田喜代藏譯 大正11年 1

545∕3 支那の漁會 臺灣總督官房調查課 南支那及南洋調查第九十四輯 1

545∕3 スうバヤ金融事情・香港之金融機關・廣東之金融事情 臺灣總督府 大正5年 4冊﹙複本﹚南支那及南洋調查第七輯 4

545∕4 價值及價格論 高畠素之・安倍浩同譯 大正13年 2冊(上、下卷) 2
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545∕5 物價の見方 下田將美 大正13年 通俗財政經濟大系第一編 1

545∕6 利子步合論 高城仙次郎 大正8年 1

545∕7 國際金融論 安井辰衛 大正12年 1

545∕9 金融の見方 西野喜與作 大正13年 通俗財政經濟大系第六編 1

545∕10 支那の金融と通債 井村薰雄 大正13年 1

545∕11 貨幣と金融 松崎壽 大正9年 1

545∕12 銀行及金融 松崎壽 大正12年 1

545∕13 大正十年調金融事項參考書 大藏省理財局 大正10年 1

545∕15 支那為替の建方及取引方法 吉矢吉雄 大正12年 1

545∕16 支那の為替と金融 井村薰雄 大正13年 1

545∕17 日本及南支南洋の為替 水野純 大正14年 1

545∕18 支那の貨幣と度量衡 井村薰雄 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

545∕19 我國金融事情の解說 榊原二郎 大正15年 1

545∕20 我國際金融の現狀及改善策 井上準之助 大正15年 1

545∕21 一元銀貨之歷史 教義鹿山 大正16年 1

545∕23 庶民金融 前田繁一 昭和2年 1

545∕24 貨幣理論 橋爪明男 昭和3年 1

545∕25 貨幣と價值﹙論理的一研究﹚ 左右田喜一郎 昭和3年 1

545∕26 戰爭と硬貨 上山滿之進 昭和4年 1

545∕27 新撰古錢大鑑 中橋掬泉編 昭和3年 1

545∕28 金解禁﹙全日本に叫ぶ﹚ 井上準之助 昭和4年 1

545∕29 金解禁說と其影響及對策 三俣淺治郎 昭和4年 1

545∕30 國民經濟の立直と金解禁 井上準之助 昭和4年 附錄﹕金解禁問題の解說 1

545∕31 物價安定論 財團法人文明協會編 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

545∕32 金再禁止と日本經濟の大轉換 山崎靖純 昭和6年 1

545∕33 經濟記事の讀み方 長谷光太郎 昭和6年 1

545∕34 貨幣論 青木得三 大正5年 1

545∕35 為替貯金讀本 貯金局 昭和8年 1

545∕36 アメリカ株式恐慌と其後の發展 金原賢之助・小高泰雄同譯 昭和7年 1

545∕37 インフレ一ションの理論と實際 石橋湛山 昭和7年 1

545∕38 金融亡國論 斯波武 昭和7年 1

545∕39 人の貨幣價值 井關孝雄譯 昭和7年 1

545∕42 外國為替講話 棗田藤吉 昭和7年 1

545∕46 金銀貨幣論 濱村榮三郎 昭和8年 1

545∕47 不大景氣襲來及其の對策 高橋龜吉 昭和5年 1

545∕48 金輸出再禁止論﹙不景氣打開の基本對策﹚ 高橋龜吉 昭和5年 1

545∕49 上代貨幣經濟史 細川龜市 昭和9年 1

545∕50 金・貨幣・紙幣﹙貨幣問題の批判﹚ 笠信太郎 昭和10年 1

545∕51 支那貨幣史錢莊攷 廣烟茂 昭和8年 1

545∕53 支那貨幣研究 吉田虎雄 昭和8年 1

545∕54 金融辭典 銀行研究社編 昭和7年 1

545∕57 圓・弗・磅法の話(各國通貨の基礎知識) 木村禧八郎 昭和9年 1

545∕58 國際銀塊取引と其原價計算 有本邦造 昭和9年 1

545∕59 荷為替信用狀論 伊藤和雄 大正13年 1

545∕60 外國為替新讀本 山崎靖純 昭和9年 1

545∕62 物價・收入・生活 岩井良太郎 昭和12年 1

545∕63 物の經濟 太田正孝 昭和12年 1

545∕75 金融講話 波多野鼎 昭和16年 1

545∕76 金・物・心 岡野清豪 昭和16年 1

545∕79 物價要覽 商工省物價局 編 昭和18年 1

545∕81 フィリッピンン・マライ貨幣史 大內兵衛譯 昭和18年 1
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545∕82 制錢通考 1

545∕84 貨幣の話 中田房雄 昭和17年 1

545∕85 貨幣と利子の動態﹙貨幣經濟の性格﹚ 鬼頭仁三郎 昭和18年 1

546∕1 無機化學﹙後篇﹚金屬部 丹波敬三 明治35年 光復後日文圖書編目 1

546∕1 新工業經濟學 三木正一 大正13年 1

546∕2 資金經濟工業財務論 興梠杢太郎 大正8年 1

546∕4 日本工業政策論 石本惠吉 大正12年 1

546∕5 賃銀論 高畠素之・安倍浩同譯 大正12年 1

546∕6 賃銀論 松村光三 明治45年 1

546∕7 勞動賃銀論 貴島憲譯 大正11年 1

547∕1 蠟燭の科學 矢島祐利譯 昭和18年 光復後日文圖書編目 1

547∕2 支那の同業組合と商慣習 上海出版協會調查部 大正14年 1

547∕3 產業組合法解說 濱田道之助 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

547∕4 產業組合經營要論 青木一己 昭和12年 1

547∕5 產業組合金融要論 山本謙治 昭和15年 1

547∕6 產業組合讀本 宮城孝治 昭和15年 1

548∕3 勞働保險研究 森莊三郎 大正10年 1

548∕4 誰にも出來る壹萬元貯蓄法 赤川菊村編 大正11年 附錄﹕債券利用法 1

548∕8 預金吸收政策の研究 荒木秀一譯 大正15年 1

548∕9 預金部秘史 中津海知方 昭和3年 1

548∕10 簡易生命保險創始十周年記念講演集 簡易保險局 昭和3年 3冊(上、中、下卷) 3

548∕11 金儲實話 杉一郎 昭和4年 1

548∕14 火災保險勸誘の手引 高森昇一郎 昭和9年 1

548∕15 保險革新の烽火﹙國營即行論を提唱す﹚ 荒木都一 昭和9年 1

548∕16 生命保險醫學 高田他家雄 昭和10年 1

548∕17 簡易保險事業の知識 簡易保險局 昭和11年 1

548∕18 貯金實話集 貯金局 昭和14年 1

548∕23 銀行の窓口より(街頭貯蓄百態) 五十嵐章二 昭和18年 1

548∕24 社會保險入門 近藤文二 昭和18年 1

549∕1 鑛物學精義 金子勇 昭和12年 光復後日文圖書編目 1

549∕2 研究自在鑛物實驗室 神戶伊三郎 大正13年 光復後日文圖書編目 1

549∕3 鑛物界新教科書 門倉三能 光復後日文圖書編目 1

550∕4 總言・財政機關・會計法規① 明治財政史編篡會 昭和2至3年 明治財政史第一卷 1

550∕4 會計法規② 明治財政史編篡會 昭和2至3年 明治財政史第二卷 1

550∕4 會計法規③・豫算決算 明治財政史編篡會 昭和2至3年 明治財政史第三卷 1

550∕4 國庫出納 明治財政史編篡會 昭和2至3年 明治財政史第四卷 1

550∕4 租稅① 明治財政史編篡會 昭和2至3年 明治財政史第五卷 1

550∕4 租稅② 明治財政史編篡會 昭和2至3年 明治財政史第六卷 1

550∕4 租稅③・葉煙草專賣 明治財政史編篡會 昭和2至3年 明治財政史第七卷 1

550∕4 國債① 明治財政史編篡會 昭和2至3年 明治財政史第八卷 1

550∕4 國債②・準備金 明治財政史編篡會 昭和2至3年 明治財政史第九卷 1

550∕4 預金・恩賞諸祿・罹災救助 明治財政史編篡會 昭和2至3年 明治財政史第十卷 1

550∕4 通貨① 明治財政史編篡會 昭和2至3年 明治財政史第十一卷 1

550∕4 通貨②・銀行① 明治財政史編篡會 昭和2至3年 明治財政史第十二卷 1

550∕4 銀行② 明治財政史編篡會 昭和2至3年 明治財政史第十三卷 1

550∕4 銀行③ 明治財政史編篡會 昭和2至3年 明治財政史第十四卷 1

550∕4 索引・總目錄・凡例 明治財政史編篡會 昭和2至3年 明治財政史第十五卷 1

550∕4 總說・財政機關 大藏省編篡 昭和14至15年 明治大正財政史第一卷 1

550∕4 會計制度 大藏省編篡 昭和14至15年 明治大正財政史第二卷 1

550∕4 歲計㊤ 大藏省編篡 昭和14至15年 明治大正財政史第三卷 1

550∕4 歲計㊥ 大藏省編篡 昭和14至15年 明治大正財政史第四卷 1
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550∕4 歲計㊦ 大藏省編篡 昭和14至15年 明治大正財政史第五卷 1

550∕4 關稅 大藏省編篡 昭和14至15年 明治大正財政史第八卷 1

550∕4 專賣㊤ 大藏省編篡 昭和14至15年 明治大正財政史第九卷 1

550∕4 專賣㊦ 大藏省編篡 昭和14至15年 明治大正財政史第十卷 1

550∕4 國債㊤ 大藏省編篡 昭和14至15年 明治大正財政史第十一卷 1

550∕4 國債㊦ 大藏省編篡 昭和14至15年 明治大正財政史第十二卷 1

550∕4 通貨・豫金部資金 大藏省編篡 昭和14至15年 明治大正財政史第十三卷 1

550∕4 銀行㊤ 大藏省編篡 昭和14至15年 明治大正財政史第十四卷 1

550∕4 銀行㊥ 大藏省編篡 昭和14至15年 明治大正財政史第十五卷 1

550∕4 銀行㊦ 大藏省編篡 昭和14至15年 明治大正財政史第十六卷 1

550∕4 金融 大藏省編篡 昭和14至15年 明治大正財政史第十七卷 1

550∕4 外地財政㊤ 大藏省編篡 昭和14至15年 明治大正財政史第十八卷 1

550∕4 外地財政㊦ 大藏省編篡 昭和14至15年 明治大正財政史第十九卷 1

550∕4 雜篡 大藏省編篡 昭和14至15年 明治大正財政史第二十卷 1

551∕1 地文學講義 石川成章 大正9年 2冊(上、下卷)光復後日文圖書編目 1

551∕2 實驗を主としたる自然地理學概論 石原初太郎 大正14年 光復後日文圖書編目 1

551∕8482 ラッ力一・プラン(成果配分の原理と適用) 今坂朔久編 昭和38年 光復後日文圖書編目 1

5512∕1 昭和16年12月17日嘉義地方烈震報告 臺灣總督府氣象台 昭和17年 光復後日文圖書編目 1

5515∕1 阿里山高山觀測所概報 阿里山高山觀測所 昭和10年 4冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 4

5515∕2 ラヂオによる素人天氣豫報術 中村左衛門太郎 昭和6年 光復後日文圖書編目 1

5515∕3 氣象感觸 藤原咲平 昭和17年 光復後日文圖書編目 1

5515∕4 雲・雨・風(自然界の話第四編) 芳澤喜久 大正13年 光復後日文圖書編目 1

552∕4 租稅研究 神戶正雄 大正12年 2冊(四、五卷) 2

552∕6 財政學の基礎概念(經濟社會と財政現象) 土方成美 大正12年 1

552∕10 ヒユ一・ダルトン財政學 楠井隆三譯 昭和2年 1

552∕18 戰爭と戰費 齋藤直幹 昭和12年 1

552∕19 銃後の財政經濟(臨時資金調整法解説) 岡村信吉編 昭和12年 1

552∕20 戰時體制讀本 昭和12年 1

552∕22 財政學大綱 神戶正雄 昭和14年 1

552∕23 財政學原理 青木得三 昭和16年 1

552∕24 財政學講話 田沼征 昭和16年 1

552∕25 現代財政論 野田澤軍治 昭和17年 1

552∕26 財政整理 大口喜六 昭和5年 1

552∕27 財界三十年譜 野依秀市編 昭和13年 3冊(上、中、下卷) 3

552∕30 財政學要論 神戶正雄 大正14年 1

552∕0832 台灣ヘの御案內(投資と觀光) 施宗獻 昭和45年 光復後日文圖書編目 1

552∕1314 変貌する台湾経済 三宅武雄 昭和49年 光復後日文圖書編目 1

552∕4182 台湾﹙国際協業化時代の戰略的拠点﹚ 埼玉銀行調查部調查課 昭和40年 光復後日文圖書編目 1

552∕4344 九州経済の現狀と問題点 九州地域経済振興委員會 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

553∕1 豫算の見方 森田久 大正13年 通俗財政經濟大系第三編 1

553∕2 豫算の話 中津海知方 昭和5年 1

553∕4470 会社の発展計画 加藤勝康 昭和34年 光復後日文圖書編目 1

553∕5094 設備更新の経済理論﹙その分析と進め方﹚ 秦恒雄 昭和35年 3冊(1、2、3編)光復後日文圖書編目 3

553∕5983 中小企業の経営指標 中小企業庁 昭和34年 光復後日文圖書編目 1

553∕6361 会社をつぶすな﹙経営打開策と経営戰略﹚ 田辺昇一 昭和40年 光復後日文圖書編目 1

553∕6361 成長する会社 田辺昇一 昭和41年 光復後日文圖書編目 1

553∕6520 生產性の理論と実際 日本生產性本部編 昭和31年 4冊(1、2、3、4編)光復後日文圖書編目 4

554∕1 租稅論 高畠素之・安倍浩同譯 大正13年 1

554∕2 帝國稅法論 鈴木繁 大正8年 1

554∕3 租稅研究                       第三卷 神戶正雄 大正11年 1

554∕5 租稅轉嫁論 關口健一郎譯 明治42年 2冊﹙複本﹚ 2
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554∕6 稅制整理論 小川鄉太郎 大正12年 1

554∕7 社會政策より見たる稅制問題 社會政策學會編 大正5年 1

554∕8 THE IMPORT TARIFF OF JAPAN 1921 大藏省編 大正10年 附錄﹕商業便覽 1

554∕8 THE IMPORT TARIFF OF JAPAN 1931 大藏省編 昭和6年 附錄﹕商業便覽 1

554∕9 自由貿易及保護關稅 高畠素之・安倍浩同譯 大正13年 1

554∕10 支那改訂關稅定率表詳解 外務省臨時調查部編 大正10年 1

554∕11 近支那の關稅と關手續 上海出版協會調查部編 大正13年 1

554∕12 所得稅法講義 渡邊善藏 大正11年 附錄﹕所得稅計算表 1

554∕13 第三種所得稅法詳解 藤澤弘 大正10年 1

554∕14 新所得稅の計算と書式 藤澤弘 大正12年 1

554∕15 現行國稅、地方稅總覽 藤澤弘 大正14年 1

554∕16 改正相續稅法釋譯 矢島慶次郎 大正11年 1

554∕17 現行租稅法規集 藤澤弘 大正12年 1

554∕18 本邦稅關及關稅詳解 安河內升 大正14年 1

554∕19 新稅法の要領﹙並新舊對照稅法﹚ 同交會法制研究部編 大正15年 1

554∕20 會社と株主、社員の所得稅 藤澤弘 大正15年 附錄﹕第二種所得稅と資本利子稅 1

554∕21 支那特別關稅會議の研究 根岸佶 大正15年 1

554∕22 支那關稅改正問題 臺灣總督官房調查課 大正15年 1

554∕23 會社、個人納稅鑑 大平熊太 昭和2年 1

554∕24 關稅行政論 太田正孝 昭和2年 1

554∕25 新國稅、地方稅要覽 藤澤弘 昭和2年 1

554∕26 地租委讓と教育費國庫負擔研究 松田雪堂 昭和3年 1

554∕27 支那內國關稅制度                其二 臺灣總督官房調查課 昭和5年 1

554∕29 蘭領印度關稅定率法及關係法規 臺灣總督官房調查課 昭和5年 1

554∕30 土耳其關稅定率表 大阪市役所產業部調查課 昭和6年 1

554∕31 中國釐金問題 王振先編 民國6年 1

554∕34 支那內國關稅制度                其三 臺灣總督官房調查課 昭和7年 1

554∕35 佛領殖民地の關稅政策 有久清安譯 昭和6年 1

554∕36 滿洲國稅關輸入稅稅則 滿洲書院編 附錄﹕統稅規程 1

554∕37 蘭領印度主要租稅關係法規 臺灣總督官房調查課 昭和8年 1

554∕38 支那關稅制度 の由來 臺灣總督官房調查課 昭和9年 1

554∕39 支那內國關稅制度                其四﹙完﹚ 臺灣總督官房調查課 昭和9年 1

554∕40 個人納稅讀本 片岡正一 昭和9年 1

554∕41 支那稅關と其關手續 東則正編 大正2年 1

554∕42 國稅徵收法精義・地方稅徵收法解說 鹽田權吉・中西登幾繼同著 昭和10年 1

554∕43 廣田稅制の核心を語る 中村繼男 昭和12年 附錄﹕改正關稅新定率表 1

554∕44 大藏省原案逐條解釋改正稅法早わかり 中村繼男編 昭和11年 1

554∕45 良く解る稅の問答 大藏財務協會編 昭和14年 1

554∕46 稅制再編成と大增稅の方向 神原周平編 昭和14年 1

554∕47 今日の租稅﹙事變下の納稅早わかり﹚ 能勢貞治 昭和14年 1

554∕48 地方稅制讀本 三好重夫 昭和15年 1

554∕49 所得稅及法人稅 勝正憲 昭和17年 1

554∕50 稅 勝正憲 昭和18年 1

555∕1 公社債方資の研究 太田垣士 大正12年 1

555∕2 國債整理 小川鄉太郎 昭和5年 1

555∕1715 工場建築﹙工場管理と建築計画﹚ 平岡正夫 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

555∕3352 流通技術 日本生產性本部編 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

555∕4613 大田區工業名鑑 大田工業連合會編 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

555∕6253 工業における官能檢查ハンドブック 日科技連官能檢查委員會 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

556∕1 國有財產法輯覽 政治教育協會編 昭和13年 3冊(第1章至13章、第14章至25章、第26章至38章) 3

556∕8139 労使共栄への道われわれはこう思ろ 日本生產性本部編 昭和33年 光復後日文圖書編目 1
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558∕1 日本會計法規義解 平山慶次郎 大正8年 1

558∕2 會計法論 工藤重義 大正6年 1

558∕3 新舊對照會計法規 大葉久吉 大正11年 1

558∕4 改訂增補旅費法規の研究 濱垣恒 大正14年 1

558∕1111 外國貿易と國際收支(近代經濟理論による分析) 建元正弘 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

559∕1 地方財政補給金制度詳解 三好重夫 昭和13年 1

559∕2 地方債概論 奧田孝一 昭和13年 1

559∕3 地方財政改革問題 高砂恒三郎・山根守道同著 昭和14年 1

559∕4 地方債讀本 小林千秋 昭和17年 1

560∕1 社會學原論 川邊喜三郎 大正13年 1

560∕2 社會學 井上吉次郎譯 大正11年 1

560∕3 新社會學講話 納武津 大正10年 1

560∕4 社會の話 納武津 大正11年 1

560∕5 現代社會の諸研究 高田保馬 大正9年 1

560∕6 タルド社會法則論 長岡保太郎譯 大正12年 1

560∕7 社會進化論 大日本文明協會編 大正7年 1

560∕8 財產進化論 高畠素之譯 大正10年 1

560∕9 財產起源論 貴島克己譯 大正10年 1

560∕10 財產とは何ぞや 新明正道譯 大正10年 1

560∕11 社會讀本 永井亨 大正15年 1

560∕12 社會學入門 丸山岩吉 大正14年 1

560∕13 誰にも解かる社會學の知識 綾河武次 大正15年 1

560∕14 小さい社會學 野崎泰秀 大正15年 1

560∕15 社會問題綱要 河田嗣郎 大正15年 1

560∕16 社會科學の話 木村毅 昭和6年 1

560∕17 社會科學小辭典 鵜沼直 昭和5年 1

560∕18 文化社會學 社會學研究會 昭和7年 1

560∕19 團體學 黑川純一譯 昭和8年 1

560∕20 マン・クヰ一ン社會病理學 高津正道・新保民八同譯 昭和15年 1

560∕21 支那社會の研究﹙社會學的考察﹚ 清水盛光 昭和14年 1

560∕22 濠洲の社會と經濟 岡倉古志郎 昭和18年 1

560∕23 現代社會學說研究 松本潤一郎 昭和18年 1

561∕1 古代社會 高畠素之・村尾曻一同譯 大正13年 上卷 1

561∕2 政黨社會學 大日本文明協會編 大正2年 1

561∕3 世界國家論 大畑達雄譯 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

561∕4 マル・クス歷史社會國家學說 河野密譯 大正13年 上卷 1

561∕5 心理學的社會學 宮崎市八譯 大正12年 1

561∕6 社會思想史研究           第一卷 河合榮治郎 大正12年 4冊﹙複本﹚ 4

561∕7 近世社會思想史 波多野鼎 大正12年 1

561∕8 支那社會史研究 稻葉君山 大正11年 1

561∕9 日本社會史 本庄榮治郎 大正13年 1

561∕10 第一原理 澤田謙譯 大正12年 2冊(上、下卷) 2

561∕11 有閑階級論 大野信三譯 大正13年 1

561∕12 階級考 高田保馬 大正12年 1

561∕13 模倣の法則 風早八十二譯 大正13年 1

561∕14 社會創作への道 深作安文 大正13年 1

561∕15 社會遺傳 大日本文明協會編 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

561∕16 相互扶助論﹙進化の一要素﹚ 大杉榮譯 大正8年 1

561∕17 社會主義者の社會觀 山川均 大正8年 1

561∕18 社會主義社會觀 千葉雄次郎譯 大正11年 1

561∕19 吾輩の社會觀 大隈重信 大正11年 1
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561∕20 幻滅者の社會觀 高畠素之 大正11年 1

561∕21 日本に於ける社會政策の基礎 鈴木梅四郎 大正8年 2冊﹙複本﹚ 2

561∕22 新社會の原則 杉森孝次郎 大正10年 1

561∕23 關稅問題と社會政策 社會政策學會編 明治42年 1

561∕24 ラツセル論集 松木悟朗譯 大正10年 1

561∕25 インティェリゲンツィヤ 大日本文明協會編 大正13年 3冊﹙複本﹚ 3

561∕26 何處へ往く 河田嗣郎 大正11年 1

561∕27 次の三戰爭 小原正樹譯 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

561∕28 世界に於ける中心勢力の移動 世界思潮研究會譯 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

561∕29 勞農露國の真相 世界思潮研究會譯 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

561∕30 今日の常識 下中芳岳・岡成志同著 大正13年 1

561∕31 印象と倾向 室伏高信 大正12年 1

561∕32 新興國ウクライナ 世界思潮研究會譯 大正10年 2冊﹙複本﹚附錄﹕チエック・スログック 2

561∕33 過激派の獄中より 高瀨毅譯 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

561∕34 ルッソウよりトルストイまで 木村毅 大正11年 1

561∕35 弱者の為に 杉村廣太郎 大正8年 1

561∕36 現實を直視して 中野正剛 大正10年 1

561∕37 奢侈と資本主義 田中九一譯 大正14年 1

561∕38 兒童の社會問題 增田抱村 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

561∕40 來るべき時代の為た 本間久雄譯 大正11年 全譯 1

561∕41 現代日本論 澤田謙譯 昭和2年 鶴見祐輔原著 1

561∕42 中道を步む心﹙新自由主義論﹚ 鶴見祐輔 昭和2年 1

561∕43 歐洲文化の印象と批判 稻毛詛風 昭和3年 1

561∕46 社會思想史概說 波多野鼎 昭和3年 1

561∕47 サン・シモン及びサン・シモ二ズム 大岩誠譯 昭和3年 1

561∕49 第二の世界大戰﹙英米の爭霸﹚ 高津正道 昭和5年 1

561∕50 京阪食べある記 松崎天民 昭和5年 1

561∕52 京阪神盛り場風景 岸本水府 昭和6年 1

561∕54 合法的汽車電車安乘り法 松川二郎 昭和5年 1

561∕54 私刑類篡 宮武外骨編 昭和4年 1

561∕55 強肉弱食 前島天狼 昭和6年 1

561∕60 各國の社會政策 中込本治郎編 昭和5年 1

561∕62 巒洲遺稿 西崎すと子編 昭和6年 2冊﹙複本﹚ 2

561∕63 明治文化叢說 尾佐竹猛 昭和9年 1

561∕64 一讀ヲ乞フ 若宮卯之助 大正3年 1

561∕66 社會政策 戶田貞三 昭和6年 1

561∕67 社會と新聞 美土路昌一 昭和4年 第二朝日常識講座第三卷 1

561∕67 地方自治の話 前田多門 昭和5年 第二朝日常識講座第六卷 1

561∕67 新科學の話 石川六郎 昭和5年 第二朝日常識講座第七卷 1

561∕67 政黨の話 野材秀雄 昭和5年 第二朝日常識講座第五卷 1

561∕67 美術の話 坂崎坦・仲田勝之助同著 昭和4年 第二朝日常識講座第二卷 1

561∕67 スポ一ツの話 小高吉三郎 昭和5年 第二朝日常識講座第八卷 1

561∕67 太平洋問題 米田實 昭和4年 第二朝日常識講座第一卷 1

561∕67 勞働問題講話 關口泰 昭和4年 朝日常識講座第五卷 1

561∕67 議會の話 緒方竹虎 昭和4年 朝日常識講座第四卷 1

561∕67 支那の現狀 大西齋 昭和3年 朝日常識講座第三卷 1

561∕67 世界の大勢 米田實 昭和3年 朝日常識講座第二卷 1

561∕67 人口問題講話 下村宏 昭和3年 2冊﹙複本﹚朝日常識講座第一卷 2

561∕67 都市と農村 柳田國男 昭和4年 朝日常識講座第六卷 1

561∕67 新聞の話 杉材廣太郎 昭和4年 朝日常識講座第十卷 1

561∕67 婦人問題の話 鈴木文四郎 昭和4年 朝日常識講座第九卷 1
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561∕67 物價の話 牧野輝智 昭和4年 朝日常識講座 1

561∕68 發展する社會 神近市子 昭和9年 1

561∕69 社會政策新原理 林癸未夫 大正15年 1

561∕70 廣義の特權全廢﹙禍根は內にあリ﹚ 秋守常太郎 昭和9年 1

561∕71 社會改良史論 田川大吉郎 昭和6年 1

561∕72 現代社會思想講話 臘山政道 昭和12年 1

561∕73 時局と自由主義 河合榮治郎 昭和12年 1

561∕74 ナチス社會政策の研究 中川與之助 昭和14年 1

561∕75 組織の條件 清水幾太郎 昭和15年 1

561∕76 現代文化の考察 高橋廣江 昭和16年 1

561∕79 ナチス社會の基本構造の研究 中川與之助 昭和19年 1

562∕1 社會主義批判 大日本文明協會編 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

562∕2 輓近社會思想の研究 米田庄太郎 大正9年 上卷 1

562∕2 輓近社會思想の研究 米田庄太郎 大正9年 中卷﹙革命的サンヂ力リズムの研究前篇﹚ 1

562∕3 近代英國社會主義史 大日本文明協會編 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

562∕4 近世社會主義論 河上清譯 大正8年 1

562∕5 近世社會主義 安倍浩譯 大正12年 1

562∕7 社會主義と進化論 高畠素之 大正10年 1

562∕10 ガンヂと真理の把持 鹿子木貝信・饒平名智太郎同著 大正11年 1

562∕13 國家思想の研究 口田康信 昭和元年 1

562∕14 平等思想の社會學考察 本田喜代治・木村健助同譯 昭和2年 附錄﹕分業論 1

562∕15 支那の社會組織 長野朗 大正15年 1

562∕16 東洋社會黨考 田中惣五郎 昭和5年 1

562∕17 宗教と社會主義と資本主義 野依秀一 昭和2年 1

562∕18 無政府主義の話 室伏高信 昭和6年 1

562∕19 社會主義の話 麻生久 昭和5年 1

562∕20 共產主義の話 室伏高信 昭和6年 1

562∕21 獨逸革命とその後 齋藤茂譯 昭和5年 1

562∕22 國家社會主義論策 林癸未夫 昭和8年 1

562∕23 ﹙ロシアに於ける﹚共產主義と其實相 ヨハネス・ラウしス 昭和7年 1

562∕24 思想讀本 土田杏村 昭和8年 1

562∕25 ﹙歐洲大戰みやば﹚改造物語 二荒芳德 大正9年 1

562∕26 社會主義及社會運動 池田龍藏譯 大正12年 1

562∕27 無產階級の新政策 高野清八郎 昭和3年 普選實施後に要求す可き大多數國民の政治的信念 1

562∕28 社會主義新批判 川邊喜三郎 大正12年 1

562∕30 ソヴ工ト・ロしヤ今日の生活 勝野今政 昭和10年 1

562∕31 社會主義論 高島佐一郎・南亮三郎同編 昭和2年 大西猪之介經濟學全集第十卷 1

562∕33 赤露の戰慄﹙反革命陰謀公判記錄﹚ 時事新報社譯 昭和11年 1

562∕34 裏切られた革命 荒寒村譯 昭和12年 リヴイエツト同盟とは何ぞやそれは何處に往くか 1

562∕35 裏切られた革命 レオン・トロツキイ 昭和12年 1

562∕36 コミンテルンは挑戰する 高谷覺藏 昭和12年 1

562∕37 嵐を蒔くソ聯共產主義の禍亂 吉森悟市 昭和13年 1

562∕38 思想戰と國際祕密結社 北條清一 昭和18年 1

563∕1 社會問題總覽 高畠素之編 大正9年 1

563∕3 社會問題 大日本文明協會編 大正8年 1

563∕5 社會問題の研究 山田準次郎 大正12年 1

563∕6 新社會問題十二講 生田長江・本間久雄同著 大正13年 1

563∕7 國史上の社會問題 三浦周行 大正9年 1

563∕8 社會問題の改造的解釋 姊崎正治編 大正9年 1

563∕9 民眾娛樂問題 權田保之助 大正10年 1

563∕10 食糧と社會 河田嗣郎 大正10年 1
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563∕11 改造思想十二講 宮田新三郎・相田隆太郎同著 大正13年 1

563∕12 平易なる思想論 宮澤裕 大正12年 1

563∕13 社會改造の八大思想家 生田長江・本間久雄同著 大正11年 1

563∕14 現代三大思潮批判 佐々木吉三郎 大正8年 1

563∕15 世界大戰の教訓と現代思潮批判 淺賀辰次郎 大正10年 1

563∕16 現代社會心理 大日本文明協會編 大正5年 1

563∕17 社會心理的解剖 大日本文明協會編 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

563∕18 日本社會及都市問題 田尻稻次郎 大正8年 1

563∕19 社會保護事業講話 山岡萬之助 大正10年 1

563∕20 官業及保護會社問題 社會政策學會編 大正6年 1

563∕21 學校寺院を原動力とする社會改良 田子一民 大正9年 1

563∕22 生計費問題 社會政策學會編 大正2年 1

563∕23 生活改善調查決定事項 生活改善同盟會 1

563∕24 餘暇生活の研究 大阪市社會部調查課 大正13年 1

563∕25 人口論 高畠素之・安倍浩同譯 大正13年 1

563∕27 現代人口問題 米田庄太郎 大正13年 1

563∕28 文化生活と人間改造 帆足理一郎 大正13年 1

563∕29 現代文化人の心理 米田庄太郎 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

563∕30 猶太民族の世界的活動 渡邊巳之次郎 大正11年 1

563∕31 猶太民族の大陰謀 酒井勝軍 大正13年 1

563∕32 產兒制限論 安部磯雄 大正11年 1

563∕33 產兒調節論 奧俊貞譯 大正10年 1

563∕34 社會勞働問題と產兒制限論 瀧本二郎 大正10年 1

563∕35 消費組合論 黑川小六編 大正13年 1

563∕36 消費組合發達史論﹙英國協同組合運動﹚ 久留間鲛造譯 大正10年 1

563∕37 民本主義の真髓 稻毛詛風 大正8年 1

563∕38 小作料はいくらが相當か 橫田英夫 大正11年 1

563∕39 行脚調查小作問題の真相 松本寬 大正12年 1

563∕40 新思想の解剖 高木八太郎 大正11年 2冊(上、下卷) 2

563∕41 食糧問題 建部遯吾 大正14年 1

563∕43 有色民族の檯頭と其發展 長谷川善雄 大正14年 1

563∕44 社會心理學 福島經 大正15年 1

563∕45 人口問題 食持福雄譯 大正15年 1

563∕46 無抵抗篇 高田雄種譯 昭和2年 ガソヂ一全集 2 1

563∕47 人間復興 本位田祥男 大正15年 1

563∕49 亞細亞主義﹙第二冊王道の思想﹚ 室伏高信 昭和2年 1

563∕50 蠻人物語 松山思水 昭和2年 1

563∕51 社會思想史﹙古代より現代まて﹚ 笠田長繼譯 昭和2年 1

563∕52 詩集民主々義の方へ 富田碎花譯 大正5年 1

563∕55 封建社會の統制と鬪爭 黑正巖 昭和3年 1

563∕56 婦人公民權の話 刀禰館正雄 昭和4年 1

563∕57 社會問題講話 平沼淑郎 大正9年 1

563∕58 業佃資料 木內勘治 昭和4年 1

563∕59 學生思想問題雜話﹙彼等はとうして左傾したか﹚ 藤村一雄 昭和5年 1

563∕60 社會傳統論 岡島龜次郎譯 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

563∕61 日本社會問題史觀 渡邊幾治郎 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

563∕62 失業都市東京﹙太陽のない街第二部﹚ 德永直 昭和5年 1

563∕63 現代人の生活指導 林恒彥 昭和5年 1

563∕64 民族心理と文化の由來 好富正臣 大正11年 1

563∕65 ユ一モア性典 菱苅實雄 昭和6年 1

563∕66 產兒調節と避妊 馬島間 昭和6年 1
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563∕69 フアツシヨの嵐 伊達龍城 昭和7年 1

563∕71 日本民族の將來 下村宏 昭和7年 1

563∕72 社會問題の建設的解釋 姊崎正治編 大正6年 1

563∕74 集約主義 西村文則 昭和6年 1

563∕75 社會問題と社會事業 安井誠一郎 昭和8年 1

563∕76 飲酒と犯罪及び禁酒 小南又一郎・土屋榮及吉同著 昭和5年 1

563∕78 絕對避妊法 濱田謙一 昭和8年 1

563∕80 フアシズムの脅威 山上峯夫譯 昭和9年 1

563∕82 生活篇 木田開 昭和9年 非常時國民全集 1

563∕83 生活文化の東西 鼓常良 昭和10年 1

563∕85 日常生活の合理化 棚橋源太郎 昭和6年 1

563∕86 猶太禍問題の檢討 滿川龜太郎 昭和7年 1

563∕87 共同生活觀念の確立 穗積重遠 昭和4年 1

563∕88 東京府郡部不良住宅地區調查概說 東京府學務部社會課 昭和3年 1

563∕89 文明人種の沒落 森正治譯 昭和11年 1

563∕90 酒と人生 國谷秀 昭和11年 1

563∕91 ファッシズムの社會觀 新明正道 昭和11年 1

563∕92 食糧問題の解決として產兒制限の價值 財團法人文明協會編 大正15年 山杉重義述 1

563∕93 支那今日の社會相と文化 財團法人文明協會編 昭和2年 後藤朝太郎述 1

563∕94 思想問題年表 河村只雄編 昭和11年 1

563∕95 有色民族の復興と其經濟的自決 宮田光雄 昭和12年 1

563∕96 醫療經營と其社會化 鶴岡操 昭和12年 1

563∕98 禁酒の國を見る 杉本良 昭和3年 2冊﹙複本﹚ 2

563∕99 白色人種を敵として﹙戰はねばならぬ理由﹚ 櫻澤如一 昭和14年 1

563∕100 アジア民族運動史 立花士郎譯 昭和14年 1

563∕102 轉換期の日本社會運動 赤松克磨 大正15年 1

563∕103 猶太と反猶太 長售吉 昭和15年 1

563∕104 北京の支那家族生活 福武直譯 昭和15年 1

563∕106 人口問題 美濃口時次郎 昭和16年 1

563∕107 ナチスの優生政策 橋本文夫譯 昭和17年 1

563∕108 南方民族運動史 片山真吉 昭和17年 1

563∕109 學問と人生 三木清 昭和17年 1

563∕110 熱帶の生活事典 大內恒 昭和17年 1

563∕111 南方建設と民族問題 竹井十郎 昭和17年 1

563∕112 南方民族の生態 清野謙次 昭和17年 1

563∕114 國民食糧 福田敬太郎 昭和17年 1

563∕115 戰ふ國の生活 石井良一 昭和17年 1

563∕118 大東亞民族問題 松岡壽八 昭和17年 1

563∕119 ビルマ民族誌 國本嘉平次・今永要同譯 昭和18年 1

563∕120 漂海民族﹙マウケン族研究﹚ 松田銑譯 昭和18年 1

563∕121 低生活研究 長沼弘毅譯 昭和18年 1

563∕122 南支那民族史 徐松石 昭和16年 井出季太和譯 1

563∕123 働く者の生活設計 鈴木舜一 昭和18年 1

563∕125 スマトラ研究 清野謙次 昭和18年 1

563∕126 全體主義下の生活態度 工藤直太郎 昭和13年 1

563∕127 煙草通 石川欣一 昭和5年 1

563∕130 アジア民族興亡史觀 松本君平 昭和19年 1

564∕1 社會事業 田子一民 大正11年 1

564∕2 市營事業 社會政策學會編 明治44年 1

564∕3 社會事業と方面委員制度 小河滋次郎 大正13年 1

564∕4 社會事業綱要 生江孝之 大正13年 1
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564∕5 日本佛教と社會事業 橋川正 大正14年 1

564∕6 日本社會事業年鑑﹙大正14年版﹚ 大原社會問題研究所 大正14年 1

564∕7 神戶市社會事業概況 神戶市役所社會課 大正14年 1

564∕8 共勵會事業 阿部義宗譯 昭和3年 2冊﹙複本﹚ 2

564∕9 社會事業の友 臺灣社會事業協會 昭和4年 3冊﹙第9、10、11號﹚ 3

564∕10 貧兒寮無限の熱血 塘林虎五郎 明治38年 1

564∕12 職業紹介事業の國際的研究 鈴木僊吉譯 昭和11年 1

565∕2 犯罪社會學 山田吉彥譯 大正12年 上卷 1

565∕6 新犯罪搜查法 南波杢三郎 1

565∕10 イカモノ 三太郎 大正15年 1

565∕17 思想犯罪搜查提要 中川矩方 昭和9年 1

565∕20 少年と惡の研究 近藤修博 昭和16年 1

567∕9 婦人勞働問題 社會政策學會編 大正8年 1

567∕14 世界の變遷と勞働 大日本文明協會編 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

567∕15 人と人 大日本文明協會編 大正10年 1

567∕22 能率增進工場設備 勝田一 大正8年 1

567∕23 無駄骨を折らぬ心得﹙一名﹕能率增進法﹚ 枠本乙吉 大正13年 3冊﹙複本﹚ 3

567∕24 職業指導 文部省 大正13年 2冊(上、下卷) 2

567∕25 月給生活者の副業 小山義孝 大正8年 1

567∕26 現代生活職業之研究﹙一名﹕ 新職業案內﹚ 東京職業研究所 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

567∕30 失業經濟 今村源三郎譯 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

567∕33 容易く出來る利益の多い副業 野中正 大正14年 1

567∕35 日本勞働年鑑﹙昭和2年版﹚ 大原社會問題研究所 昭和2年 1

567∕35 日本勞働年鑑﹙大正14年版﹚ 大原社會問題研究所 大正14年 1

567∕42 工業技術者たらむには 岸本信英譯 大正13年 4冊﹙複本﹚ 4

567∕43 一官吏の生活から 戶水昇 大正13年 1

567∕57 能率增進工場經營 皆川豐作 昭和4年 1

567∕73 愛兒の適職を選ぶには 杉原勇 昭和7年 1

567∕80 職長讀本 大內經雄 昭和17年 1

567∕87 戰時勞働政策の諸問題 增田富夫 昭和18年 1

567∕88 東南アジアに於ける勞働事情 大橋靜市 昭和17年 1

567∕89 職業指導と職場配置の手引 阿部利雄 昭和18年 1

567∕90 工場寄宿舍管理 佐々木正制 昭和19年 1

567∕91 太平洋諸島の勞働事情 楊井克巳譯 昭和17年 1

567∕92 印度・マレ一・東印度に於ける勞働問題 酒井榮三譯 昭和17年 1

567∕94 女子の職場配置 狩野廣之 昭和19年 1

567∕95 南方未開社會の文化 勝谷透 昭和18年 1

567∕97 勞働法總論 孫田秀春 大正13年 1

567∕2634 中国稅制史 吳兆莘 昭和54年 2冊﹙複本﹚光復後日文圖書編目 2

568∕5 婦人運動 大日本文明協會編 大正7年 1

568∕6 工レソケイ思想問題の真髓 本間久雄 大正10年 1

568∕7 過渡時代の婦人 大日本文明協會編 大正元年 1

568∕8 性的知識 大日本文明協會編 大正8年 1

568∕9 婦人の生涯 高島平三郎 大正8年 1

568∕10 婦人生活の創造 三角錫子 大正10年 1

568∕11 婦人職業問題 增井光藏 大正10年 1

568∕12 婦人哀話 野村一義編 大正10年 1

568∕13 若き男女へ 本間久雄・原田實同譯 大正9年 工レン・ケイ選集 1

568∕14 結婚之革命 大日本文明協會編 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

568∕14 惱みに答へる 石井滿 昭和9年 1

568∕15 婚姻の基調 宮本英雄 大正13年 1
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568∕16 カアぺンタ一戀愛論 山川菊榮譯 大正10年 1

568∕17 哲人文豪と戀愛觀 後藤亮一編 大正12年 1

568∕18 近代の戀愛觀 廚川白村 大正13年 1

568∕19 戀愛と人間愛 米田庄太郎 大正12年 1

568∕20 日本家族制度史研究 砂川寬榮 大正14年 1

568∕21 夫婦讀本 越智真逸 大正14年 1

568∕24 結婚のしをり 甫守謹吾 昭和2年 1

568∕25 若き姊妹に寄す 羽仁もと子 昭和3年 羽仁もと子著作集第11卷 1

568∕25 夫婦論・靜子の卷・花子の卷 羽仁もと子 昭和2年 羽仁もと子著作集第7卷 1

568∕25 思想しつゝ生活しつゝ 羽仁もと子 昭和2年 2冊(上、下卷)羽仁もと子著作集第2、3卷 2

568∕25 家事家計篇 羽仁もと子 昭和2年 羽仁もと子著作集第6卷 1

568∕25 子供讀本 羽仁もと子 昭和2年 羽仁もと子著作集第8卷 1

568∕25 家庭教育篇                              羽仁もと子 昭和3年 2冊(上、下卷)羽仁もと子著作集第9、10卷 2

568∕25 惱める友のために 羽仁もと子 昭和3年 2冊(上、下卷)羽仁もと子著作集第4、5卷 2

568∕25 續惱める友のために 羽仁もと子 昭和3年 羽仁もと子著作集第14卷 1

568∕25 半生を語る 羽仁もと子 昭和3年 羽仁もと子著作集第12卷 1

568∕26 日本婚禮式 小平久馬 昭和2年 附錄﹕一般禮式 1

568∕27 現代の兩性觀 小島春江 昭和4年 1

568∕28 統性術 高田義一郎 昭和3年 1

568∕29 結婚禮式一切の智識 家庭圖書刊行會 昭和3年 1

568∕30 友愛結婚 原田實譯 昭和5年 1

568∕31 友愛結婚の語 原田實 昭和6年 1

568∕32 性と文明 荒川芳三譯 昭和6年 1

568∕33 子は寶なりや 北村兼子 昭和6年 1

568∕34 戀愛と色情狂研究 澤田順次郎 昭和3年 性の知識 1

568∕34 神秘な同性愛研究 澤田順次郎 昭和3年 性の知識 1

568∕34 性慾と性病の研究 澤田順次郎 昭和3年 性の知識 1

568∕34 傳說と賣淫の研究 澤田順次郎 昭和3年 性の知識 1

568∕35 性的解放時代 小泉鐵譯 昭和5年 1

568∕36 綵房綺言 尾崎久彌 昭和2年 1

568∕37 新時代緣談と婚禮一式并結婚生活 新井兵吾編 昭和5年 1

568∕38 結婚前後の女性と語る(其の訴へと其の解決) 市川源三 昭和7年 1

568∕39 趣味醫學の機微談語 昭和7年 1

568∕42 嫉妒論 石田孫太郎 大正2年 1

568∕43 戀愛の文豪 川上峨山 明治42年 1

568∕45 現代婦人の生涯 塚本ハマ子 昭和10年 1

568∕46 家族制度の將來 穗積重遠述 昭和3年 1

568∕47 近代婦人の世界觀る 內海幽水 昭和11年 1

568∕48 女性 近藤正夫譯 昭和2年 1

568∕49 支那の家族と村落の特質 清水泰次述 昭和2年 1

568∕50 日本女性讀本﹙現代娘讀本・現代人妻讀本﹚ 菊池寬 昭和12年 1

568∕51 新戀愛論 杉山平助 昭和12年 1

568∕52 新女大學 菊池寬 昭和13年 1

568∕53 女性讚美と母性崇拜 賀川豐彥 昭和12年 1

568∕54 支那に於ける婚姻及び家庭史 天野元之助譯 昭和14年 陶希聖原著 1

568∕55 ナチス女性の生活 アン・マリ一・キ一フア一 昭和15年 1

568∕56 結婚新體制 石田博英・高野善一郎同著 昭和16年 1

568∕57 新結婚讀本 高野六郎 昭和17年 1

568∕58 結婚と性格 大槻憲二 昭和18年 1

569∕1 婦人問題講演集           第三輯 石川六郎 大正10年 1

569∕2 婦人問題十二講 本間久雄 大正12年 1
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569∕3 增補現代の婦人問題 本間久雄 大正12年 1

569∕4 婦人問題と教育 鰺坂國芳 大正10年 1

569∕5 婦人解放と性の壞滅 大日本文明協會編 大正11年 3冊﹙複本﹚ 3

569∕6 地方の婦人へ 天野藤男 大正9年 1

569∕7 柳橋新誌 成島柳北 大正14年 附錄﹕京猫一斑・紀行文集 1

569∕8 女の權利義務 武井羽二郎 大正13年 1

569∕9 東西女性發達史 池田林儀 大正15年 1

569∕11 歐米避姙方法批判 瀧本二郎 昭和2年 1

569∕13 カフェ・女給の裏おもて 小松直人 昭和6年 1

569∕14 日本遊里史 上村行彰編 昭和4年 1

569∕17 女性五十講 山川菊榮 昭和8年 1

569∕18 明日に生きる女性 河崎なつ 昭和9年 1

569∕19 女性は動く 小泉郁子 昭和10年 1

569∕20 婦人と世相 山川菊榮 昭和12年 評論集 1

570∕1 日本風俗志 加藤咄堂 大正8年 6冊(上、中、下卷各2冊) 6

570∕1 生物學 井上清恒 昭和18年 光復後日文圖書編目 1

570∕2 生物概論 鏑木外岐雄 昭和16年 光復後日文圖書編目 1

570∕3 分り易い博物學問題通解 畠山久重編 大正11年 光復後日文圖書編目 1

570∕4 理科觀察の圖鑑 本田正次・井上勤・両角亮治同著 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

571∕1 地球と人類が生れるまで 島村福太郎等編 昭和14年 光復後日文圖書編目 1

571∕1 風俗史の研究 櫻井秀 昭和4年 1

571∕2 明治風俗史 藤澤衛彥 昭和4年 1

572∕1 民族 志村義雄譯 昭和26年 光復後日文圖書編目 1

572∕2 日本風俗史綱(容儀服飾篇) 江馬務 大正13年 2冊(上、中卷) 2

572∕6 民俗斷篇 西村真次 昭和2年 日本民俗叢書 1

572∕6 民俗と建築(平民工藝論) 今和次郎 昭和2年 日本民俗叢書 1

572∕6 江戶情調 笹川種郎 昭和2年 日本民俗叢書 1

572∕6 染織史考 明石染人 昭和2年 日本民俗叢書 1

572∕6 島國の唄と踊 田邊尚雄 昭和2年 日本民俗叢書 1

572∕6 民俗怪異篇 磯清 昭和2年 日本民俗叢書 1

572∕6 繪文字及源始文字 田崎仁義 昭和3年 日本民俗叢書 1

572∕6 かくれさと雜考(賣女值段考) 上林豐明 昭和2年 日本民俗叢書 1

572∕7 日本風俗史講座 長坂金雄 昭和2年 11冊(1、3、4、5、6、7、8、9、11、16、17號) 11

572∕7 日本風俗史講座 長坂金雄 昭和2年 10冊(18、19、20、21、22、23、24、25、26、26號) 10

572∕9 鄉土史話 清水文彌 昭和2年 1

572∕10 日本服飾史 櫻井秀 大正13年 1

572∕11 昭和・大成新歲修時記 宮田戊子 昭和9年 1

572∕12 江戶遊里風俗篇 蘇武綠郎 昭和6年 花街風俗叢書第一卷 1

572∕12 諸國遊里風俗篇                 上卷 蘇武綠郎 昭和6年 花街風俗叢書第五卷 1

572∕12 若眾風俗篇                        上卷 山本勇夫編 昭和6年 花街風俗叢書第七卷 1

572∕13 民間傳承論 柳田國男 昭和9年 1

572∕14 江戶時代風俗史 江馬務 昭和10年 1

572∕15 日本年中行事講話 高橋梵仙 昭和11年 1

572∕16 日本風俗學入門 柳田國男・關敬吾同著 昭和17年 1

572∕17 民間曆 宮本常一 昭和17年 1

574∕2 支那各地風俗叢談 井上紅梅 大正13年 1

574∕5 隣邦支那 後藤朝太郎 昭和12年 1

574∕7 趣味の支那叢談 上田恭輔 昭和4年 1

574∕8 支那のはらわた 安藤盛 昭和12年 1

574∕9 滿蒙の風俗習慣 川瀨偲郎 昭和14年 1

574∕10 滿支習俗考 井岡咀芳 昭和17年 1
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574∕11 北滿民貝採訪手記 染木煦 昭和16年 1

574∕12 支那年中行事 支那派遣軍總司令部報道部 昭和15年 1

575∕1 西洋中毒 遠藤吉三郎 大正13年 1

575∕2 あめりか百態 佐藤夜牛 昭和4年 2冊﹙複本﹚西半球遍路第一輯 2

575∕3 世界風俗奇聞大觀 1

575∕4 花嫁オン・バレ一ド 南龍一 昭和6年 1

575∕6 西洋文化の悲哀 關伊右衛門 大正14年 1

575∕7 東印度諸島怪奇と藝術 宮武振夫 1

575∕8 印度の民俗と生活 岡崎文規 昭和17年 1

575∕9 南洋の民族                        上卷 水田信秀・佐藤秀男 昭和17年 常岡悟郎同著 1

575∕10 トルコ民族の風俗 內藤智秀 昭和17年 1

5757∕1 自然に於ける退化 石川千代松 明治41年 光復後日文圖書編目 1

576∕1 安南の民俗 水谷乙吉 昭和17年 1

577∕1 人性論 永井潜 光復後日文圖書編目 1

580∕1 統計學概論 森數樹 大正13年 1

580∕1 植物和漢異名辭林 杉本唯三 昭和4年 光復後日文圖書編目 1

580∕2 原色高山植物 山川默編 昭和15年 光復後日文圖書編目 1

580∕2 一般統計論 森數樹 大正9年 1

580∕3 統計通論 橫山雅男 大正10年 1

580∕3 臺灣の植物 堀川安市 昭和18年 光復後日文圖書編目 1

580∕4 大正七年度通信統計要覽 遞信省通信局 大正9年 1

580∕4 藥用植物事典 村越三千男 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

580∕5 統計月報﹙大正十年十月分﹚ 東京鐵道局 1

580∕5 植物の圖鑑 佐竹義輔 昭和38年 光復後日文圖書編目 1

580∕6 園藝植物圖鑑 北隆館編集部 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

580∕6 列國國勢要覽 國勢院編 大正10年 1

580∕6 列國國勢要覽 內閣統計局編 昭和9年 1

580∕7 國勢調查速報﹙世帶及人口﹚ 臨時國勢調查局 大正9年 1

580∕8 國勢院統計講習會講演錄 國勢院第一部編 大正10年 1

580∕9 日本帝國第三十八統計年鑑 國勢院編 大正9年 1

580∕9 日本帝國第三十九統計年鑑 國勢院編 大正10年 1

580∕9 日本帝國第三十七統計年鑑 內閣統計局編 大正7年 1

580∕9 第四十三回日本帝國統計年鑑 內閣統計局編 大正13年 1

580∕9 日本帝國第四十統計年鑑 國勢院編 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

580∕9 日本帝國第四十六統計年鑑 國勢院編 昭和2年 1

580∕10 國民年鑑 株式會社國民新聞社 昭和7年 昭和8年 1

580∕11 每日年鑑 大阪每日新聞社・東京日日新聞同編 昭和14年 昭和15年度 1

580∕11 每日年鑑 大阪每日新聞社・東京日日新聞同編 昭和15年 昭和16年度 1

580∕11 每日年鑑 大阪每日新聞社・東京日日新聞同編 昭和16年 昭和17年度 1

580∕11 每日年鑑 大阪每日新聞社・東京日日新聞同編 昭和18年 昭和19年度 1

580∕12 同盟時事年鑑 同盟通信社編 昭和15年版 1

580∕12 時事年鑑 時事新報社調查部 昭和9年版 1

580∕12 時事年鑑 時事新報社調查部 昭和13年版 1

580∕13 朝日年鑑 株式會社朝日新聞社 昭和13年 昭和14年度 1

580∕13 朝日年鑑 株式會社朝日新聞社 昭和14年 昭和15年度 1

580∕13 朝日年鑑 株式會社朝日新聞社 昭和15年 昭和16年度 1

580∕13 朝日年鑑 株式會社朝日新聞社 昭和16年 昭和17年度 1

580∕14 ホウチネンカソ 大正13年 1

580∕15 統計學講義 郡菊之助 大正15年 1

580∕16 統計讀本 綱野繁莊 大正15年 1

580∕17 事業年鑑 事業之日本社 大正15年 1
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580∕18 社會萬般番附大集 近藤蕉雨 昭和2年 1

580∕19 純正統計學 吳文聰 大正4年 1

580∕20 日本國勢圖會 矢野恒太・白岐亨一同編 昭和8年 昭和8年版 1

580∕20 日本國勢圖會 矢野恒太・白岐亨一同編 昭和10年 昭和10年版 1

580∕20 日本國勢圖會 矢野恒太・白岐亨一同編 昭和16年 昭和16年版 1

580∕21 日本帝國統計全書 東京統計協會編 昭和3年 東京統計協會創立五十年記念 1

580∕22 日本經濟統計總覽 大道弘雄編 昭和5年 朝日新聞創刊五十周年記念 1

580∕23 日本帝國國勢一斑        第五十二回 內務大臣官房文書課編 昭和11年 1

580∕24 第三十四次農商務統計表 農商務大臣官房文書課編 大正8年 1

580∕24 第三十七次農商務統計表 農商務大臣官房文書課編 大正11年 1

580∕24 第三十五次農商務統計表 農商務大臣官房文書課編 大正9年 1

580∕25 工業年鑑 倉橋藤治郎 大正15年 大正16年下卷 1

580∕26 昭和四年京都市第貳拾壹回統計書 京都市役所 昭和6年 1

580∕28 昭和五年國勢調查報告 樺太廳 昭和9年 附錄﹕圖表 1

580∕29 昭和五年國勢調查結果表 樺太廳 昭和9年 1

580∕30 明治三十七年世界年鑑 伊東祐穀 明治37年 1

580∕32 昭和十年國勢調查中間報﹙世帶及人口﹚ 樺太廳 昭和11年 1

580∕33 昭和十年國勢調查結果報告 樺太廳 昭和12年 1

580∕34 統計學概論 保田榮 昭和12年 1

580∕35 昭和十二年人口動態統計 內閣統計局編 1

580∕36 統計學發達史 郡菊之助 昭和14年 1

580∕37 國民保健ニ關スル統計資料 日本學術振興會 昭和12年 附錄﹕統計圖表 1

580∕38 佛印統計書 國際日本協會編 昭和17年 大東亞統計叢書第1部Ⅲ 1

580∕38 泰國統計書 國際日本協會編 昭和17年 大東亞統計叢書第1部Ⅴ 1

580∕38 比律賓統計書 法貴三郎・鈴木修二等著 昭和17年 1

580∕38 蘭印統計書 大江恒太郎・中原善男同譯 昭和17年 大東亞統計叢書Ⅰ 1

580∕38 ビルマ統計書 日本ビルマ協會編 昭和17年 大東亞統計叢書第1部Ⅵ 1

580∕38 馬來統計書 國際日本協會編 昭和17年 大東亞統計叢書第1部Ⅳ 1

580∕38 印度統計書 國際日本協會編 昭和18年 大東亞統計叢書第1部Ⅶ 1

580∕39 新支那年鑑 一官房治郎 昭和17年 第七回 1

580∕40 日露年鑑﹙昭和19年版﹚ 歐亞通信社編 昭和18年 1

589∕1 海そう圖鑑 北隆館編集部 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

590∕1 新編動物學 澤村真 大正4年 光復後日文圖書編目 1

590∕2 昆蟲記 林達夫・山田吉彥同譯 昭和17年 3冊﹙第1、10、17分冊﹚光復後日文圖書編目 3

590∕2 新世界植民史 大鹽龜雄 大正12年 1

590∕3 世界の動物の圖鑑 林壽郎編 昭和38年 光復後日文圖書編目 1

590∕3 植民地統治論 泉哲 大正13年 1

590∕4 殖民地財政論 小林丑三郎 大正2年 1

590∕5 殖民地要覽 1

590∕5 植民地財政制度 明治38年 2冊﹙複本﹚ 2

590∕6 移民問題 社會政策學會編 明治43年 1

590∕7 植民政策研究 山本美越乃 大正10年 1

590∕8 社會問題と植民問題 永井柳太郎 大正元年 1

590∕9 植民夜話 東鄉實 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

590∕10 第二 近移植民研究           上卷 日本移民協會調查部編 1

590∕12 海外渡航成功策 藤田秀雄 大正10年 1

590∕13 日本人の海外發展 大日本文明協會編 大正5年 1

590∕14 近の在米同胞 加藤文護 大正10年 1

590∕15 吾人の開拓すべき海外有望の富源 山田佐太郎 大正14年 1

590∕16 南洋各植民地立法制度 原口竹次郎編 大正13年 1

590∕18 植民及移民の見方 松岡正男 大正15年 1
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590∕22 南船北馬﹙海外發展のしるべ﹚ 森永太一郎 大正14年 1

590∕23 植民問題 稻田周之助・綾川武治同著 昭和2年 1

590∕24 植民政策 稻田周之助 明治45年 1

590∕25 サラワク王國在留邦人の狀況 臺灣總督官房調查課 昭和3年 1

590∕26 海外の開拓 臺南州共榮會焉 昭和4年 1

590∕28 海外邦人の事業及人物 民天時報社編輯局編 大正6年 第壹輯第一版 1

590∕29 昭和8年朝鮮要覽 朝鮮總都府編 昭和7年 1

590∕30 聯盟脫退と南洋委任統治 海軍省海軍軍事普及部 昭和8年 1

590∕31 拓務要覽 拓務大臣官房調查課 5冊﹙昭和9、10、11、12、13年版﹚ 5

590∕32 拓務統計 拓務大臣官房文書課 5冊﹙昭和8、9、10、11、112年版﹚ 5

590∕33 朝鮮總督府施政年報 朝鮮總督府 昭和10年 昭和8年度 1

590∕36 世界殖民史 山內正瞭 明治43年 1

590∕37 日本人の斧鉞を待つ暹羅と墨西哥 文明協會編 大正15年 1

590∕38 海外各地在留本邦人人口表 外務省調查部編 昭和11年 昭和10年10月現在 1

590∕39 各國植民史及植民地の研究 大鹽龜雄 昭和14年 1

590∕40 植民政策入門 天澤不二 昭和14年 1

590∕41 現在の植民政策 加田哲二 昭和14年 1

590∕43 蘭印統計書 大江恒太郎・中原善男同譯 昭和16年 1

590∕46 南方問題十講 古野清人 昭和17年 1

590∕47 開拓者の指標﹙南米移民の體驗を基として﹚ 古關德彌 昭和17年 1

590∕48 華僑 井出季和太 昭和17年 1

590∕51 南方新渡航法 永田稠 昭和17年 1

590∕62 世界の華僑 東京商工會議所譯 昭和18年 黃澤蒼著 1

590∕63 列國の植民地教育政策 鈴木福一・西原茂正同譯 昭和18年 1

590∕64 ジャワ村落論 奧田彧・高橋安親・山岸祐一同譯 昭和18年 1

590∕65 植民專制史論 百々巳之助 昭和18年 1

590∕67 佛印行政制度概說 滿鐵東亞經濟調查局編 昭和18年 1

591∕1 動物實驗 岡田彌一郎 昭和14年 光復後日文圖書編目 1

592∕1 昆虫 岩波書店編集部編 光復後日文圖書編目 1

592∕2 蝶の一生 岩波書店編集部編 光復後日文圖書編目 1

5942∕1 朝鮮統治論 青柳綱太郎 大正12年 4冊﹙複本﹚ 4

5944∕2 膠州灣論 江木翼 明治40年 1

5944∕9 南洋年鑑                   第二回版 臺灣總督官房調查課編 昭和7年 第二回版 1

5944∕9 南洋年鑑                  第四回版 臺灣總督外事部編 昭和18年 2冊(上、下卷)附錄﹕大東亞共榮圈方廣域圈要圖 2

595∕1 英國と其領土 大日本文明協會編 大正10年 . 1

595∕8 濠洲の產業 臺灣總督官房調查課編 大正13年 1

595∕9 第一回海外學事視察團復命書 小野正雄編 大正15年 2冊﹙複本﹚南支那、香港及比律賓に關するもの 2

595∕14 英領馬來事情 臺灣總督官房調查課編 昭和2年 1

595∕16 英領馬來事情 南洋協會臺灣支部 昭和2年 4冊﹙複本﹚ 4

597∕1 普魯西內國殖民制度 高岡熊雄君 明治39年 2冊﹙複本﹚ 2

597∕2 瓜哇ト和蘭 臺灣總督府民政部文書課編 大正元年 3冊﹙複本﹚ 3

597∕5 和蘭東印度會社の行政 臺灣總督官房調查課編 大正12年 1

597∕6 蘭領ニウ・ギニアの研究 臺灣總督官房調查課編 大正12年 1

597∕18 蘭領印度の政治竝に其批評 南洋協會臺灣支部 昭和5年 1

597∕21 蘭領印度の教育制度 田中秀雄譯 大正9年 1

598∕1 比律賓と日本 松波仁一郎 大正10年 1

598∕6 比律賓統計要覽 臺灣總督官房調查課編 大正12年 1

599∕1 臺灣產哺乳類の檢索及び明彙 王雨卿 光復後日文圖書編目 1

599∕1 總南米 朝日胤一 大正10年 1

599∕2 南米航渡案內 結城朝八 大正13年 1

600∕1 科學概論 田邊元 大正8年 2冊﹙複本﹚ 2
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600∕2 科學概論 平林初之輔 大正11年 1

600∕3 驚異の科學 山田豐彥譯 大正11年 1

600∕4 科學 煤木光太郎譯 大正11年 1

600∕5 珍らしき科學の話 秋山增人 大正13年 1

600∕6 近代科學の諸問題 大日本文明協會編 大正13年 3冊﹙複本﹚ 3

600∕7 現代科學之基礎 大日本文明協會編 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

600∕8 日本の科學界 大日本文明協會編 大正6年 1

600∕9 科學を基礎とした文化生活 枝元長夫 大正12年 3冊﹙Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ﹚ 3

600∕10 今日の科學思想 大日本文明協會編 大正2年 1

600∕11 自然科學と宗教 伏島孔次編 大正11年 第一卷 1

600∕12 科學と思想 大町芳文 大正13年 1

600∕13 自然界の話 大畑德太郎 大正12年 1

600∕15 宇宙・生物及人類創成 石井重美 大正10年 1

600∕16 萬有の神秘 栗原古城譯 大正5年 1

600∕17 科學世界空中之自然 堀七藏 大正7年 1

600∕18 宇宙・物質・太陽熱の話 柳井和助 大正13年 第一編 1

600∕19 天象と地象 長谷川折夫 大正13年 婦人知識叢書 1

600∕21 日用理科學の常識 中村俊治 1

600∕22 理科百話 菊池武剛 大正11年 1

600∕24 新理科辭典 中島吉太郎 1

600∕25 朝夕の自然界 小林鶯里 大正14年 1

600∕26 科學雜話 阿部良夫 大正15年 1

600∕27 自然から人生へ 渡邊萬次郎 大正15年 1

600∕29 大自然の神秘と技巧 岡田建文 昭和3年 1

600∕30 人間と地球の生命 堺利彦 昭和2年 1

600∕33 自然科學の諸問題 木村德藏 昭和3年 1

600∕34 發明界の探見 松平道夫 昭和3年 上卷 1

600∕35 萬有科學大系 仲摩照久編 昭和6年 11冊(1至10卷加上索引) 11

600∕35 萬有科學大系                 續編 仲摩照久編 昭和6年 7冊(1至6卷加上索引) 7

600∕36 科學世界宇宙之構造 古川龍城 大正13年 1

600∕38 科學大系 高木二郎・原田三夫等譯 昭和9年 2冊(上、下卷) 2

600∕39 トムソン科學物語                第一卷 松平道夫 昭和11年 宇宙・生物・人類の進化 1

600∕39 トムソン科學物語                第二卷 松平道夫 昭和11年 人體機械・動物の驚異 1

600∕39 トムソン科學物語                第三卷 松平道夫 昭和11年 植物の驚異・物理學物語 1

600∕39 トムソン科學物語                第四卷 松平道夫 昭和11年 化學物語・岩石・氣象の話 1

600∕40 天然記念物を探る 大阪每日新聞社學藝部等編 昭和11年 1

600∕41 自然科學概說 向坂道治 昭和14年 1

600∕42 百萬人の科學 竹內時男 昭和15年 1

600∕43 科學・技術・思想 松前重義 昭和16年 1

600∕44 デイ一ツ科學物語 竹內時男・佐藤益治同譯 昭和16年 1

600∕45 國を守る科學 淺田常三郎 昭和16年 1

600∕46 蟲・人・自然 大町文衛 昭和17年 1

600∕47 文明を築いた人々 江口芳樹 昭和17年 1

600∕48 科學の家 百瀨文雄 昭和17年 1

600∕49 日本發明科學者傳 瀨戶口寅雄 昭和17年 1

600∕50 雨夜夢話 荒木俊馬 昭和17年 1

600∕51 科學の歷史 永野為武 昭和18年 1

600∕52 科學の發展 伊藤至郎 昭和18年 1

610∕1 通俗家庭醫學大典 鋤柄直也・左近允上彥同著 1

610∕1 高等數學概要(解析幾何、微分積分及ビ微分方程式) 掛谷宗一 大正12年 光復後日文圖書編目 1

610∕2 新しい診療1960 昭和35年 光復後日文圖書編目 1
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610∕2 高等專門學校數學入試問題標準解答と著眼點 健文社編輯部 大正14年 大正十四年度 1

610∕3 數學問題解答 吉田淺之助 大正14年 1

610∕4 數學大全 林茂增 大正15年 1

610∕5 ラツグ・クラ一ク初等數學の基礎 新宮恒次郎譯 昭和2年 1

610∕8 數學史物語 清水英一 昭和9年 1

610∕10 趣味の世界數學史物語 鏡渕稔 昭和14年 2冊﹙複本﹚ 2

610∕11 高等數學(工業數學) 奧野保 昭和15年 1

610∕12 高等數學概論 稻田貞俊 昭和16年 1

610∕14 新中等數學                          上卷 清水辰次郎 昭和17年 1

610∕15 遞試參考高等數學 門一郎 昭和12年 1

610∕23 常識之基礎 加藤熊一郎 大正9年 1

61073∕1 傷病應急手當法講義 東京府教育會 明治36年 光復後日文圖書編目 1

61073∕2 看護學教程 日本赤十字社 明治42年 光復後日文圖書編目 1

611∕1 初等幾何學定量問題 林鶴一・中島宗治同著 大正9年 數學叢書第二十六編 1

611∕1 初等微分方程式 林鶴一・蓮池良太郎同著 大正9年 2冊﹙複本﹚數學叢書第二十五編 2

611∕1 行列式 林鶴一 大正10年 數學叢書第七編 1

611∕1 順列論 林鶴一 大正11年 數學叢書第十三編 1

611∕1 初等方程式論 林鶴一・小野藤太同著 大正11年 數學叢書第二十二編 1

611∕1 微積分學の基礎 林鶴一譯 大正10年 數學叢書第八編 1

611∕1 初等幾何學極大極小問題 林鶴一 大正9年 數學叢書第九編 1

611∕1 算數四則問題               第一 林鶴一 大正9年 數學叢書第十一編 1

611∕1 算數四則問題               第二の一 林鶴一 大正9年 數學叢書第十六編 1

611∕1 算數四則問題               第二の二 林鶴一 大正9年 數學叢書第十七編 1

611∕1 おいれる代數學不定解析論(整數論ノ一部) 林鶴一・小野藤太同著 大正10年 數學叢書第十八編 1

611∕1 數學史 林鶴一譯 大正10年 數學叢書第十九編 1

611∕1 射影幾何學 林鶴一・西村秀雄同著 大正7年 數學叢書第二十三編 1

611∕1 三角方程式 林鶴一・蓮池良太郎同著 大正11年 數學叢書第二十一編 1

611∕1 初等幾何學作圖法 林鶴一譯 大正9年 數學叢書第二十編 1

611∕1 數ノ概念 林鶴一・柴山本彌同著 大正9年 數學叢書第十二編 1

611∕1 級數概論 林鶴一・小倉金之助同著 大正10年 數學叢書第十四編 1

611∕1 初等幾何學作圖不能問題 林鶴一 大正8年 數學叢書第二編 1

611∕1 不等式 林鶴一・刈屋他人次郎同著 大正9年 數學叢書第三編 1

611∕1 初等幾何學軌跡問題 林鶴一 大正9年 數學叢書第四編 1

611∕1 幾何學原理 林鶴一・小野藤太同譯 大正9年 數學叢書第十五編 1

611∕1 方程式                          第一 林鶴一・國枝元治同著 大正14年 數學叢書第一編 1

611∕1 方程式                          第二 林鶴一・國枝元治同著 大正9年 數學叢書第五編 1

611∕1 公算論(「確力ラシサ」ノ理論) 林鶴一・刈屋他人次郎同著 大正11年 數學叢書第六編 1

611∕1 方程式應用問題 林鶴一・國枝元治同著 大正9年 數學叢書第十編 1

611∕2 數のユ一モア 吉岡修一郎 昭和14年 1

611∕2 人體解剖圖譜 坂本貢 光復後日文圖書編目 1

611∕3 百萬人の數學 今野武雄・山崎三郎同譯 昭和15年 2冊(上、下卷) 2

611∕4 百萬人の數學 竹內時男 昭和14年 1

611∕5 數學史新講 原種行・清水英一同著 昭和15年 1

611∕6 數とロマンス 吉岡修一郎 昭和15年 1

611∕7 李儼支那數學史 島本一男・藪內清同譯 昭和15年 1

611∕8 數學千一夜 吉岡修一郎 昭和16年 1

613∕1 何うすれげ長命出來るか 糸左近 明治40年 光復後日文圖書編目 1

613∕1 珠算自由自在 石上錄之助 大正8年 1

613∕2 二桁掛算新九九 森田則高 大正8年 1

613∕3 新珠算正解の研究 石橋梅吉 大正11年 1

613∕4 自習で上手になる珠算覺え方 珠算研究會 大正13年 1
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613∕5 前人未知の珠算法 貝原治夫 昭和3年 手算に芽生へ定位算に伸び革算で實る 1

613∕6 珠算精義 玉置哲二・石橋梅吉同著 大正13年 1

613∕7 も簡便なる理想の珠算 石上錄之助 大正6年 2冊(前、後編) 2

613∕8 一番分リやすい珠算獨學 高山佐武郎 昭和6年 1

613∕9 直ぐ出來る珠算の手解 數學研究會編 昭和7年 1

613∕10 一目で分る頭を使はぬ珠算增進のこつ 齋藤仁右衛門 1

6113∕11 珠算通解 石橋梅吉 大正13年 1

613∕12 數とソロバン 安部元章 昭和17年 1

613∕12 續・數とソロバン 安部元章 昭和18年 1

613∕13 女子珠算要訣 竹內乙彥 昭和19年 1

613∕14 珠算解說 商業實踐講習所編 昭和18年 1

6132∕1 二大榮養としてのヴィタミン及蛋白質の研究 妹尾太郎 大正12年 光復後日文圖書編目 1

614∕1 算術小辭典 常澤龜之助 大正6年 附錄﹕索引對照表 1

614∕2 算術難問正解 吉岡斗松 明治45年 1

614∕3 新算術講義 福原宅治 大正11年 1

614∕5 中學算術の話 荒井常一 明治45年 1

614∕6 問題分類 新算術正解の研究 東京數學院編 大正11年 1

614∕7 研究的算術 常澤龜之助 大正10年 1

614∕8 笑ひたがら覺えられる中等算術 中村八郎 大正7年 2冊(上、下卷) 2

614∕9 試驗に出さうな算術の解法 石上錄之助 大正8年 1

614∕10 新式算術模範獨習書 崎田喜太郎・松本小七郎同著 大正10年 1

614∕11 わかり易きを基としたる算術問題通解 東京數學研究會編 大正14年 1

614∕12 算術標準問題詳解 長竿慎 大正14年 1

614∕13 問題分類 新算術問題通解 東京數學院編 大正14年 1

614∕14 覺へ易い算術の講義 根津千治 大正10年 1

614∕15 算術誤リ昜き問題(重要難問詳解) 川島隼彥 明治43年 2冊﹙複本﹚ 2

614∕16 合格算術問題集成 野籟陸得編 昭和2年 1

614∕17 新式實用算術教科書 林鶴一 大正9年 1

614∕18 算術教科書 齋藤治七 大正8年 1

614∕19 算術問題解き方と其着眼點 武田建清 昭和5年 1

614∕20 新算術講義 磯野正登 昭和2年 1

614∕21 考へ・解き方詳解算術 山內太一 昭和8年 1

614∕22 算術圖式解法(一名千葉の圖式算術) 千葉茂 昭和10年 1

614∕23 算術(重要問題、受驗問題解法之真髓) 吉田金造 昭和10年 1

614∕24 もつとも分り易き算術 更谷龜太郎 昭和11年 1

6143∕1 衛生試驗灋 小山哉編 明治35年 光復後日文圖書編目 1

615∕1 代數學小辭典 常澤龜之助 大正9年 附錄﹕索引對照表 1

615∕2 新編高等代數學 渡邊孫一郎 大正12年 1

615∕3 クリスタル氏代數學                 上卷 田村義太郎譯 大正10年 1

615∕4 中學教科代數 寺尾壽・吉田好九郎同編 大正5年 4冊(上、下卷各複本) 4

615∕5 林氏中等教育代數學教科書通解 中等數學研究所編 大正10年 1

615∕6 中等教育代數學教科書 1

615∕7 代數學二次方程式重要問題考へ方・解き方 山崎猛一 大正9年 1

615∕8 大代數學講義 上野清 大正14年 1

615∕9 代數學解法講義 根津千治・藤森良藏同著 1

615∕10 代數の講義                            上卷 天野一之丞 昭和2年 3冊﹙複本﹚ 3

615∕11 代數學知識の整理 森田幸次郎・岩田九吉同著 大正13年 1

615∕12 新代數學講義 福原宅治 大正11年 1

615∕13 受驗界に於ける活用的代數學 伊藤豐十 大正10年 2冊(上、下卷) 2

615∕15 中學代數の話 荒井常一 大正10年 1

615∕16 代數學知識の整理﹙問題解答﹚ 1
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615∕16 問題分類 新代數正解の研究 東京數學院編 大正10年 1

615∕17 受驗豫備代數學學ビ方考へ方・解き方 藤森良藏 大正3年 3冊﹙複本﹚ 3

615∕17 代數學學び方考へ方・解き方    下卷 藤森良藏 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

615∕18 基礎的副教科書・受驗準備新々代數學 晴山酉松 大正12年 1

615∕19 誤リ易き代數學難問解き方 白井義督 大正12年 1

615∕20 代數學正しき解き方 佐久間謙 大正13年 1

615∕22 新式代數學﹙見當のつけ方、模範答案、類似題﹚ 岡田剛 大正13年 上卷 1

615∕23 徹底せる代數の研究            上卷 永野末治 大正14年 1

615∕24 代數學初步學び方考へ方と解き方 藤森良藏 大正12年 1

615∕24 代數學初步學び方考へ方と解き方 講義 藤森良夫・藤森良藏同著 昭和18年 1

615∕25 模範答案代數文化粹 山本宏一 大正13年 1

615∕26 代數解キ方髓                   上卷 丸山正雄 大正14年 1

615∕27 代數學の鍵 後藤定吉 大正14年 1

615∕28 よくわかる代數學講義 志賀勝之助 大正14年 上の卷 1

615∕29 代數學問題解き方と其着眼點 武田建清 大正14年 4冊(上、下卷各複本) 4

615∕30 問題分類 新代數問題通解 東京數學院編 大正14年 1

615∕31 覺エ易イ代數學の講義 1

615∕32 代數學問題集 初等數學研究會 大正14年 1

615∕33 代數學エネルギ一 山崎猛一 大正14年 1

615∕34 學生代數學の研究 中等教育會編 大正14年 1

615∕35 手にふりて解義せる代數學 真邊仙一 大正14年 1

615∕36 代數準備の虎の卷 松村定次郎 大正14年 2冊(上、下卷) 2

615∕37 代數學重要問題の解き方 本多吉雄 大正14年 1

615∕38 代數學問題集 中村慶次郎 大正14年 1

615∕39 入學試驗代數學問題集 中村慶次郎 大正14年 1

615∕40 新代數學經義 岩切晴二 大正15年 2冊(上、下卷) 2

615∕41 中學代數の補習と仕上げ[問題の正し解き方] 鍋島信太郎・龍澤信二同著 大正15年 1

615∕42 代數學問題明解 門田傳三 昭和2年 1

615∕43 明解代數學 小倉隆 大正15年 1

615∕44 代數學問題と解答 小野新太郎・豐崎清一郎同著 昭和3年 1

615∕45 代數學問題集 帝國學術部編 昭和5年 1

615∕46 分り易く・覺え易い代數の研究 三省堂編輯部編 昭和4年 2冊(上、下卷) 2

615∕47 學習受驗代數 寶文堂編輯部編 昭和5年 1

615∕48 問題詳解代數學 中島宗治 1

615∕49 代數學自由                            上卷 岩切晴二 昭和5年 1

615∕50 新代數學教科書 常澤龜之助 大正7年 1

615∕51 代數學教科書 樺正董 明治44年 3冊(上、中、下卷) 3

615∕52 代數基本三千題考へ方 山田常憲 昭和6年 2冊(上、下卷) 2

615∕53 代數は斯の如く解義せよ(解義之部) 真邊仙一 大正8年 下卷 1

615∕55 チセ一ト式代數學 星野華水 昭和9年 1

615∕56 代數學新研究 紫村次雄 昭和13年 1

615∕57 初級の代數講義 岩間綠郎 昭和10年 1

615∕58 登龍代數學 松室隆光 昭和10年 2冊(上、下卷) 2

615∕59 三段式實力本位代數の權威 柴田信太郎 昭和10年 2冊(上、下卷) 2

615∕60 上級の代數(問題の仕譯及び解法) 奈良善雄 昭和9年 1

615∕62 代數學演習 大上茂喬 下卷 1

615∕63 代數學精解 富山國之助 昭和11年 1

615∕65 初めより分數までの代數學 本多葵堂 大正14年 1

6151∕1 囯民醫藥品集解 南江堂編輯部編 昭和34年 第二改正   光復後日文圖書編目 1

6151∕2 今日の藥劑指針 田坂定孝・野上寿同修 昭和36年 光復後日文圖書編目 1

6155∕1 臨床の藥理學 田坂定孝 昭和35年 光復後日文圖書編目 1
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6155∕8 病氣にならぬ光線 黑田保次郎 昭和29年 光復後日文圖書編目 1

616∕1 家庭醫學と其療法 畑守平 昭和3年 附錄﹕藥草の研究　光復後日文圖書編目 1

616∕1 幾何學辭典 常澤龜之助 昭和13年 1

616∕2 腎臟炎と其養生法 額田豐 大正8年 光復後日文圖書編目 1

616∕2 癌と長寿(がソは征服できる) 田崎勇三 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

616∕2 新式實用幾何學教科書通解 中等數學研究所編 大正10年 1

616∕3 受驗界に於ける活用的幾何學 伊藤豐十 大正10年 2冊(上、下卷) 2

616∕3 分類的平面解析幾何學解法の研究 山岡清正 昭和3年 1

616∕5 幾何學講義(平面之部) 松村定次郎 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

616∕6 幾何學つれづれ草 秋山武太郎 大正8年 1

616∕7 立體幾何の話 荒井常一 大正9年 1

616∕8 圓錐曲線解析幾何學 小倉金之助 大正10年 1

616∕9 幾何學學ビ方考へ方と解き方 藤森良藏 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

616∕9 幾何考へ方と解き方  續編 藤森良藏 大正10年 1

616∕10 誤リ易き幾何學計算問の解き方 白井義督 大正12年 1

616∕11 幾何學重要問題・受驗問題解方の新研究 吉岡斗松 大正12年 上卷 1

616∕11 幾何學重要問題・受驗問題解方の新研究 吉岡斗松 1

616∕12 立體幾何學三角法 晴山酉松・青木勇藏同著 大正13年 1

616∕13 平面幾何學知識の整理 森田幸次郎・岩田九吉同著 大正13年 1

616∕14 幾何學初步學ビ方考へ方と解き方講義 藤森良藏 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

616∕15 幾何學解き方の講義 藤野了祐 大正13年 1

616∕17 受驗者の為めに説かれたる平面幾何學 小野新太郎 大正12年 1

616∕18 わかる幾何學 秋山武太郎 大正13年 1

616∕20 幾何學研究の道しるべ 永野末治 大正13年 3冊(上、中、下卷) 3

616∕21 幾何學問題集 山田常憲 大正14年 1

616∕22 幾何の實力 石野勝五郎 大正13年 1

616∕23 よくわかる幾何の講義 高橋喜太郎 大正14年 上卷 1

616∕24 幾何學計算問題の講法 中島宗治 大正14年 1

616∕25 整頓せる幾何の學習 土屋直人・今井迀郎同著 大正14年 1

616∕26 分り易ィ幾何學問題通解 大正14年 1

616∕27 平面幾何の講義 天野一之丞 大正14年 上卷 1

616∕28 覺え易い幾何學の講義 根津千治 大正13年 1

616∕29 平面幾何學エネルギ一 山崎猛一 大正14年 1

616∕30 幾何學の根柢 中島秀次郎 大正14年 1

616∕31 幾何學自發的學び方 宗敬 大正14年 上卷 1

616∕33 幾何學問題と解答 小野新太郎・豐崎清一郎同著 昭和3年 1

616∕34 幾何學重要問題・受驗問題の正しき解き方 佐久間謙 昭和16年 2冊﹙複本﹚ 2

616∕36 學習受驗幾何 1

616∕37 問題詳解幾何學 中島宗治 昭和5年 1

616∕38 幾何學問題集 帝國學術部編 昭和5年 昭和五年度の入學問題ヲ主トしタル 近 1

616∕39 幾何學の要點 中等理學會編 昭和4年 1

616∕40 新式實用幾何學教科書 林鶴一 大正9年 1

616∕41 中等幾何畫教科書﹙投影画﹚ 武田五一 大正4年 2冊(上、下卷) 2

616∕41 中等幾何畫教科書﹙平面幾何画﹚ 武田五一 大正4年 1

616∕42 幾何問題解き方と其着眼點 武田建清 昭和8年 1

616∕43 近傾向根柢となる幾何學 大石喬一 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

616∕43 近傾向根柢となる幾何學﹙續編﹚ 大石喬一 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

616∕44 系統的幾何學問題解法 佐藤三郎 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

616∕45 諸官立學校入學試驗其他重要幾何學問題集 大正10年 明治41年度 1

616∕47 チセ一ト式幾何學 星野華水 昭和9年 1

616∕48 受驗の幾何學 笹部貞市郎 昭和9年 1
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616∕49 秀才の幾何學 林茂增・松室隆光同著 昭和10年 1

616∕50 平面幾何の第一步 山崎猛一 昭和10年 1

616∕51 登龍幾何學 松室隆光 昭和10年 1

616∕52 新幾何學精義 岩切晴二 昭和10年 1

616∕53 上級の幾何學(問題の仕譯及び解法) 奈良善雄 昭和8年 1

616∕54 高等立體幾何學 高須鶴三郎・加藤平左工門同著 昭和8年 1

616∕55 高等教育(座標幾何學篇) 柴田寬・大石橋一 昭和5年 田中保房市原哲治同著 1

616∕56 中等教育新制平面幾何學 東京中等教育數學研究會編 昭和2年 1

616∕57 受驗幾何學の綜合的研究 高津巖 昭和14年 1

616∕58 幾何重要問題の研究 增田語郎 昭和15年 1

616∕59 立體解析微分幾何學 松室隆光譯 昭和18年 1

616∕60 幾何學の準備 伊藤政治 昭和2年 1

6163∕1 蛔虫 岩波書店編集部編 昭和26年 光復後日文圖書編目 1

6166∕1 男性診斷(20歲から70歲まで醫學的SEX強化法) 增田豐 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

617∕1 診斷と処方漢方療法 大塚敬節 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

617∕1 平面三角解法 長澤龜之助譯 大正6年 2冊﹙複本﹚ 1

617∕2 三角法解法講義 根津千治 大正12年 1

617∕2 漢方醫學﹙特質と治療﹚ 大塚敬節 昭和31年 光復後日文圖書編目 1

617∕3 新三角術講義 藥師寺公平 大正11年 1

617∕4 誤リ易き三角法難問の解き方 白井義督 1

617∕5 わかる三角法 秋山武太郎 大正13年 1

617∕6 初め學ぶ人の三角法 根津千治 大正14年 1

617∕7 球面三角法 新宮恒次郎 昭和2年 1

617∕8 中等教育平面三角法教科書 林鶴一 大正7年 1

617∕9 三角問題解き方と其着眼點 武田建清 昭和8年 1

617∕10 銳角三角法 西東社編輯部編 昭和10年 1

617∕11 金龍三角法 1

617∕12 平面三角法講義 高村勘 昭和12年 1

617∕13 高等三角法 高須鶴三郎・加藤平左工門同著 昭和8年 1

617∕13 高等三角法附表 高須鶴三郎・加藤平左工門同著 昭和8年 1

617∕14 新三角法精義 岩切晴二 昭和14年 1

618∕1 神經系疾患﹙內科﹚ 坂本秀夫 昭和34年 光復後日文圖書編目 1

618∕1 平面解析幾何學 菊池大麓 大正2年 1

618∕4 解析幾何學講義 寺澤寬一 大正15年 1

618∕5 試驗によく出る幾何代數融合問題の正しき解き方 佐久間謙 昭和9年 1

618∕6 解析幾何學演習 大上茂喬・松室隆光同著 昭和8年 3冊(1、2、3卷) 3

618∕7 立體解析幾何學 齋藤吉之助 昭和11年 1

6189∕1 若き母の醫學﹙小兒病の早期発見と正しい手当﹚ 森重靜夫 昭和25年 光復後日文圖書編目 1

6189∕2 妊娠・出產と赤ちやんの育て方 原田常治編 昭和38年 光復後日文圖書編目 1

619∕1 高等積分學 竹內端三 大正12年 1

619∕4 高等微分學 竹內端三 大正12年 1

619∕5 微分學演習 大上茂喬 昭和2年 1

619∕6 新微分學講義 根津千治 昭和5年 1

619∕7 初等數學てる微分積分の講義 嚨村良一 昭和7年 1

619∕8 積分學演習 大上茂喬 昭和10年 2冊(普及版上、下卷) 2

619∕9 微分學演習 大上茂喬 昭和10年 1

619∕10 積分學要論 藤岡茂 昭和7年 1

619∕11 微積分學概論 藤岡茂 昭和8年 1

619∕13 積分演習の指導 清野耕治 昭和16年 1

620∕1 土木工學ポケツトブツク(JR版) 土木工學ポケツトブツク委員會編 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

620∕1 日常生活界之理化智囊 倉林源四郎・大森乙五郎同著 昭和3年 2冊﹙複本﹚ 2
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620∕1 自然界之理化智囊 倉林源四郎・大森乙五郎同著 大正13年 1

620∕2 土木工學ポケツトブツク          上卷 土木工學ポケツトブツク委員會編 昭和27年 光復後日文圖書編目 1

620∕3 答案式中學四年修了程度物理學化學粹 中學教育會編 大正10年 1

620∕4 物理化學問題解答 田中豐吉 大正14年 1

620∕5 新制準據學生の一般理科 三省堂編輯部編 昭和7年 1

621∕1 瓦斯及石油機關 內丸 一郎 大正15年 光復後日文圖書編目 1

621∕1 物理學汎論 日下部四郎太 大正9年 2冊(上、下卷) 2

621∕2 マックスヱル物理學原理 一戶直藏譯 大正8年 1

621∕3 物理學大觀 日下部四郎太 大正11年 1

621∕3 物理學大觀 1

621∕4 問題詳說物理學解法講義 高垣雷太郎 大正9年 1

621∕6 書換へられたる物理學 竹内時男 大正10年 1

621∕7 創作自在物理實驗室 及川久太郎 大正10年 1

621∕9 相對性原理 石原純 大正10年 1

621∕10 エ一テルと相對性原理の話 石原純 大正10年 1

621∕11 アインスタインの相對性原理解説 大日本文明協會編 大正11年 1

621∕13 量子論 竹内時男 大正11年 附錄﹕マックス・ブランク 1

621∕16 アイソスタイン全集 石原純譯 大正11年 4冊(1、2、3、4卷) 4

621∕17 物理學の威力 中學教育會編 大正10年 1

621∕19 物理學の基礎的諸問題 石原純 大正12年 1

621∕21 新選物理學提要 川邊要之助 大正12年 1

621∕22 物理學の要點 中等理學會編 昭和4年 2冊﹙複本﹚ 2

621∕24 教科摘要學生の物理學 龜井忠一 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

621∕25 物理學の講義と問題の正しき解き方 藤木源吾 大正14年 3冊﹙複本﹚ 3

621∕26 光與電 1

621∕27 女學生の物理 堀七藏 大正15年 1

621∕28 物理學精義 西澤勇志智・多田靜夫同著 大正13年 1

621∕29 物理學夜話 竹內時男 昭和2年 1

621∕30 物理學精義 西澤勇志智・多田靜夫同著 大正15年 增補改版 1

621∕31 物理學精義 谷口基一 昭和2年 1

621∕32 物理學粹 山田董編 大正14年 1

621∕33 理論實驗物理學講義 高垣雷太郎 大正15年 1

621∕34 新制中等物理學教科書 森總之助 大正10年 1

621∕35 實業學校物理新教科書 近藤耕藏 大正5年 1

621∕36 新制物理學教科書 野田貞 大正9年 2冊﹙複本﹚ 2

621∕38 新定物理學教科書 板橋盛俊 大正10年 1

621∕41 物理學精解 山崎猛一 昭和6年 1

621∕42 物理學講義 田中三四郎 大正5年 1

621∕43 物理學 中等教育會編 昭和6年 上卷 1

621∕44 物理學自由 內藤卯三郎 昭和14年 2冊﹙複本﹚ 2

621∕45 中等物理學補習 內藤卯三郎・堺俊郎同著 昭和8年 1

621∕47 新制準據學生の物理 三省堂編輯部編 昭和8年 1

621∕48 物理學の權威 更谷晉策 昭和11年 1

621∕49 物理學演習 若桑光雄 昭和10年 4冊(上、下卷各複本) 4

621∕52 高等物理學 竹內潔編 昭和10年 下卷 1

621∕53 物理實驗三十題 柏木好三郎 昭和10年 1

621∕54 高等物理學補習 竹內潔 昭和10年 1

621∕55 印象派繪畵史 柳澤健譯 昭和5年 光復後日文圖書編目 1

621∕56 新講物理學 森本彌三八 昭和14年 1

621∕57 文化の物理學 庄司彥六 昭和14年 1

621∕59 國民の物理學 元野義勝譯 昭和16年 1
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621∕60 物理學綱領 1

621∕60 物理學綱領 松永義明 昭和17年 1

6213∕1 音響・電話及電氣鐵道 電機學校編 昭和5年 光復後日文圖書編目(初等電氣工學叢書第七卷 ) 1

6213∕2 電氣工學大意 岩山虎雄 昭和3年 1

6213∕3 ラジオ故障修理事典 寺沢春潮 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

62138∕1 無線科學大系 中上豐吉 昭和3年 光復後日文圖書編目 1

62138∕2 ラヂオの原理 澁田市郎編 昭和6年 光復後日文圖書編目 1

62138∕4 ラジオ修理ハンドブック 坂井忠義・加茂英博同著 光復後日文圖書編目 1

6214∕1 オ一トバイ・モ一タ一バイクの構造と修理 浜田俊一 昭和34年 光復後日文圖書編目 1

6219∕1 理化學器械目錄 山越工作所編 光復後日文圖書編目 1

622∕1 實驗及ビ理論物理學﹙光學﹚ 森總之助編 大正11年 1

622∕1 臺灣炭業論 竹本篁處 大正10年 光復後日文圖書編目 1

622∕2 實驗及ビ理論物理學﹙重學及び物性論﹚ 森總之助編 1

622∕3 實驗及ビ理論物理學﹙熱學﹚ 森總之助編 1

622∕4 音響學 1

622∕5 電氣磁氣學 1

622∕6 電子說から觀た世界 中澤臨川 1

622∕8 電子の自敘傳 愛知敬一 大正12年 1

622∕9 も正しき物理學問題詳解 淺田忠順 大正14年 1

622∕10 物理實驗 市原用 昭和3年 1

622∕12 變形する物體の力學 1

622∕13 一般力學 1

622∕14 熱力學と熱機關サイクル論 大賀悳二 昭和8年 1

622∕15 物體の征服 松野木俊雄 昭和10年 1

622∕16 明說物理學 三浦幸平 昭和10年 1

622∕17 力學演習 若桑光雄 昭和9年 2冊(上、下卷) 2

622∕18 音響科學 八木秀次編 1

622∕19 力學 友近晉 昭和15年 物理學問題集 1

622∕19 物性・熱學 友近晉 昭和15年 物理學問題集 1

622∕19 振動・波動・音響學・幾何學・物理學 友近晉 昭和15年 物理學問題集 1

622∕19 電磁氣學・原子物理學 友近晉 昭和15年 物理學問題集 1

623∕2 科學思想史﹙化學篇﹚ 小西英一 大正12年 1

623∕3 問題詳說化學解法講義 池田清 大正9年 2冊﹙複本﹚ 2

623∕5 新選化學提要 川邊要之助 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

623∕7 化學計算問題講義 高田德佐 大正11年 1

623∕8 理論實驗化學講義 高田德佐 大正13年 1

623∕8 答案式化學粹 中學教育會編 大正11年 1

623∕9 教科摘要學生の化學 龜井忠一 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

623∕10 應用電氣化學實驗 野原彝夫 明治43年 1

623∕11 適應自在化學實驗室 及川久太郎 大正11年 1

623∕12 化學の話 大久保昶彥 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

623∕13 化學の講義と問題の正しき解き方 藤木源吾 昭和11年 2冊﹙複本﹚ 2

623∕14 化學粹 大正11年 1

623∕15 化學精義 三田主市 大正13年 1

623∕16 女學生の化理 川崎喜一 大正14年 1

623∕17 星の科學 原田三夫 大正13年 1

623∕18 化學の要點 中等理學會編 大正14年 1

623∕19 新研究化學問題の解法 東辰藏 大正14年 1

623∕20 化學の講義 小山寅 大正14年 1

623∕21 化學問題詳解 淺田忠順 大正14年 1

623∕22 理論を附說せる化學實驗法講義 倉林源四郎 大正15年 1
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623∕23 化學講義 森金次郎 1

623∕24 化學講義 清水清 大正15年 1

623∕25 化學精義 多田靜夫 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

623∕26 新制化學講義 中等理學會編 大正13年 2冊(上、下卷) 2

623∕27 徹底せる化學研究 岡邦雄・渡部金次郎同著 大正15年 1

623∕28 化學精義 多田靜夫 大正15年 1

623∕29 化學方程式辭典﹙無機篇﹚ 津川福一 昭和2年 1

623∕30 明解化學 今泉善夫 昭和2年 1

623∕34 小學校中心化學教材の實驗と應用 澤口正三 昭和3年 1

623∕36 化學 寶文堂編輯部編 昭和4年 1

623∕38 新制化學教科書﹙師範學校中學校化學科用﹚ 龜高德平 大正10年 上卷 1

623∕39 新制化學教科書﹙中學校化學科用﹚ 龜高德平 大正14年 2冊(上、下卷) 2

623∕40 新制化學教科書﹙師範學校中學校化學科用﹚ 龜高德平 大正9年 1

623∕41 中等教育化學教科書﹙師範學校中學校化學科用﹚ 龜高德平 大正6年 1

623∕42 中等教育化學實驗案內 倉林源四郎・近藤耕藏同著 大正7年 1

623∕43 中等化學教科書 大幸勇吉 大正6年 2冊(上、下卷) 2

623∕44 化學實驗教科書 堀鉞之丞・菅沼市藏同著 大正10年 1

623∕45 化學 中等教育研究會編 昭和6年 上卷 1

623∕46 女子理科新編化學 近藤耕藏・竹島茂郎同著 大正7年 1

623∕47 化學の第一步 藤村與市 昭和9年 1

623∕49 化學の講義と著眼點 渡部金次郎 昭和9年 1

623∕50 化學自由 岩永源作 昭和9年 1

623∕51 綜合補習化學 今泉善夫・中島直一同著 昭和10年 1

623∕52 化學のあたま 江見節男 昭和10年 1

623∕53 甲表乙表準據化學粹 高田德佐 昭和11年 1

623∕54 化學の綜合準備 渡部金次郎 昭和11年 1

623∕55 學習受驗の粹標準化學精義 古川重太郎 昭和7年 1

623∕56 化學實驗法 久保田勉之助編 昭和7年 1

623∕59 化學之基礎 永海佐一郎 昭和8年 1

623∕61 必勝の化學 藤木源吾 昭和15年 1

623∕62 化學自由 岩永源作 1

623∕63 化學綱要 南種康博・武市一孝同著 昭和15年 1

623∕64 化學方程式の學び方 劉主安 昭和17年 前篇 1

624∕1 新說無機化學 石田安治・湯田重太郎同譯 大正7年 1

624∕2 近世化學講義﹙無機之部﹚ 塚本又三郎 大正8年 1

624∕3 無機化學概論各論 山名寧雄 昭和5年 1

624∕4 要說無機化學 飯島俊一郎 昭和4年 1

624∕5 高等教科無機化學 菊池末太郎等著 昭和12年 1

624∕6 無機製法化學 木村愿 昭和14年 1

624∕7 基礎無機化學 津田榮 昭和15年 1

624∕8 新編無機化學 長田捷二 昭和17年 1

625∕1 有機化學 龜高德平 1

625∕2 新有機化學 吉田彥六郎・足立震太郎同著 大正6年 2冊(上、下卷) 2

625∕3 近世化學講義﹙有機之部﹚ 加納清三 大正8年 1

625∕5 橫觀有機化學 岩永源作編 昭和8年 1

625∕6 理論應用實驗有機化學提要 末次又二・植田高三同著 昭和12年 1

626∕1 分析化學 松井元興 大正14年 2冊(上、下卷) 2

629∕1 原子核工學 杉本朝雄譯 昭和31年 光復後日文圖書編目 1

62917∕1 新模型飛行機の作リ方 山田徹 昭和8年 光復後日文圖書編目 1

630∕1 天變地異 石井重美 大正13年 1

630∕1 アメリカの農業 岩波書店編集部編 昭和26年 光復後日文圖書編目 1
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630∕2 公學校高等科農業書                 卷一 臺灣總督府 昭和10年 光復後日文圖書編目 1

6301∕1 世界の農民﹙各國農民の生活向上と農業改革﹚ 恒川真譯 昭和23年 光復後日文圖書編目 1

631∕1 天文學叢說 木村定次郎編 明治41年 1

631∕2 天文學六講 一戶直藏 大正10年 1

631∕3 天文學精義 一戶直藏 大正11年 1

631∕4 星辰天文學 一戶直藏譯 大正10年 1

631∕5 趣味の天文學 一戶直藏 大正10年 1

631∕6 宇宙創成史 一戶直藏譯 大正10年 1

631∕7 近の宇宙觀 一戶直藏譯 大正10年 1

631∕8 宇宙の話 淺野利三郎 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

631∕9 月 一戶直藏 大正10年 1

631∕11 宇宙建築と其居住者 山本一清述 大正12年 1

631∕12 遊星とりどり 山本一清 大正11年 1

631∕13 火星の研究 山本一清 大正13年 1

631∕14 月の科學 古川龍城 大正13年 1

631∕15 世界の終り 石井重美 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

631∕16 宇宙の旅 大沼十太郎譯 大正13年 1

631∕17 宇宙の見方 淺野利三郎等編 大正14年 1

631∕18 火星の生物 古川龍城 大正13年 1

631∕19 宇宙之進化 蘆野敬三郎 大正2年 1

631∕21 天文地學講話 橫山又次郎 大正12年 1

631∕22 通俗講義天文學 一戶直藏 大正10年 2冊(上、下卷) 2

631∕23 星座行脚 仲摩照久編 昭和7年 1

631∕24 日・月蝕及掩蔽(蝕現象の數理計算法) 福本正人編 昭和7年 1

631∕25 宇宙(古代宇宙觀から膨脹宇宙說まで) 鈴木敬信 昭和10年 1

631∕26 流星の研究 小楨孝二郎 昭和10年 1

631∕27 我等をめぐる宇宙 賀川豐彥・鑓田研一同譯 昭和9年 1

631∕28 日食と月食 鈴木敬信 昭和11年 1

631∕29 星空遍路 武者金吉譯 昭和2年 1

631∕30 星座の親しみ 山本一清 昭和14年 1

631∕31 星と東西文學 野尻抱影 昭和15年 1

631∕32 星と人生 田中宗愛 昭和17年 1

632∕1 誰にも分かる曆の話 一戶直藏 大正10年 附錄﹕ 近三百餘年舊新曆對照表 1

632∕1 原色圖解稻の病害虫及び防除法 堀正侃・湯淺啟溫同著 昭和27年 光復後日文圖書編目 1

632∕2 天文概說 清水半吾 大正14年 1

632∕2 昆虫の圖鑑 野村健一等著 昭和38年 光復後日文圖書編目 1

632∕3 天文學通論 關口鯉吉・鈴木敬信同著 昭和10年 1

632∕4 曆と迷信 鈴木敬信 昭和10年 1

632∕5 天文や氣象の話 藤原咲平 昭和10年 1

632∕6 東洋天文學史研究 新城新藏 昭和10年 1

632∕7 天文と宇宙 荒木俊馬 昭和14年 1

632∕8 太陽 村上忠敬 昭和17年 1

632∕10 曆の本質とその改良 能田忠亮 昭和18年 1

633∕1 重要問題地文地理解說 工藤暢須 大正13年 附錄﹕自第一回至第四十回文檢試驗問題集 1

63318∕1 米 岩波書店編集部編 昭和27年 光復後日文圖書編目 1

633∕2 海洋の研究 宮原知久編 大正11年 1

633∕3 山の科學 原田三夫 大正13年 1

633∕4 海の科學 原田三夫 大正13年 1

633∕5 重要問題人文地理解說 工藤暢須 大正14年 附錄﹕文檢地理科試驗委員談文檢地理科試驗問題の傾向 1

633∕6 風景の科學 渡邊十千郎 大正13年 1

633∕7 海洋學講話 橫山又次郎 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2
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633∕8 地球と太陽 武者金吉譯 大正13年 3冊﹙複本﹚ 3

633∕9 地形學 辻村太郎 昭和2年 1

633∕10 新地文學精義 小林房太郎 大正14年 1

633∕11 新地文地理集成 高橋純一 大正13年 1

633∕12 地文學講義 石川成章 大正13年 上卷 1

633∕13 地球 坪井忠二 昭和8年 1

633∕14 海陸の神秘 大日本文明協會編 大正11年 1

633∕15 海の探究史 宇田道隆 昭和16年 1

634∕1 天候と人生 關衛 大正8年 1

634∕1 圖說接木繁殖法 小野陽太郎 昭和29年 光復後日文圖書編目 1

634∕2 氣象學一斑 國富信一 昭和2年 1

634∕3 ラヂオによる素人天氣豫報術 中村左衛門太郎 昭和18年 2冊﹙複本﹚ 2

634∕4 暴風講話 岡田武松 1

634∕5 氣象觀測法講話 三浦榮五郎 昭和15年 1

634∕6 雪 田口龍雄 昭和15年 1

634∕7 氣象の話 加藤藤吉 昭和17年 1

634∕8 南方圈の氣候 福井英一郎 昭和17年 1

634∕9 歐米氣象學史話 田口龍雄 昭和17年 1

634∕10 氣象の四季 畠山久尚 昭和18年 1

6349∕1 大日本山林大會山林講演集 伊藤太右衛門編 昭和5年 光復後日文圖書編目 1

635∕1 臺灣ニ於ケル內地及西洋蔬菜 臺灣總督府農事試驗場 大正2年 光復後日文圖書編目 1

635∕2 花卉園藝綜典 淺山英一 昭和30年 光復後日文圖書編目 1

635∕3 誰にも出來る蔬菜栽培法秘傳 東京園藝研究會編 光復後日文圖書編目 1

6358∕1 原色版日本菌類圖說 川村清一 昭和5年 光復後日文圖書編目 1

636∕1 地震學 今村明恒 明治39年 地學叢書第四卷 1

636∕2 寫生圖解大震記 信定瀧太郎 大正12年 1

636∕3 誰にも必要なる地震の智識 諏訪德太郎 大正12年 1

636∕4 大正大震火災誌 山本美編 大正13年 1

636∕5 地震の科學 原田三夫 大正12年 1

636∕6 徒步者の為めの趣味の登山 朝枝利勇 大正12年 1

636∕8 大正震災志寫真帖 內務省社會局編 大正14年 1

636∕8 大正震災志附圖 內務省社會局編 大正15年 1

636∕9 大正大震災大火災 大日本雄辯會講談社編 大正12年 噫！悲絕淒絕空前の大慘事！！ 1

636∕10 地震とその研究 石本巳四雄 昭和10年 1

636∕11 大地震を探る 中村左衛門太郎 昭和17年 1

636∕12 日本學術振興會第14小委員會報告第1號 日本學術振興會 昭和12年 1

6361∕1 馬 岩波書店編集部編 昭和26年 光復後日文圖書編目 1

6366∕1 鶉及諸鳥の飼養 今村猛雄編 大正7年 光復後日文圖書編目 1

639∕1 南冰洋の補鯨 岩波書店編集部編 昭和25年 光復後日文圖書編目 1

639∕2 鰻鱉の養殖法 稻葉俊・青木三雄・松井魁等著 昭和36年 光復後日文圖書編目 1

640∕1 地理を基礎とせる世界主要博物詳說 黑木福松 大正14年 1

640∕1 修訂新時代家事教本指導書         上編 越智キヨ 光復後日文圖書編目 1

640∕2 博物通論の講義 水野彌作 大正15年 1

640∕3 水 納富重雄 昭和2年 1

640∕4 火 納富重雄 昭和2年 1

640∕5 中學博物通論教科書 安東伊三次郎 大正5年 1

640∕6 實業教育輓近理科標科書﹙博物篇﹚ 藤井健次郎等著 大正7年 1

640∕7 火と燈 岸田蒔夫 大正10年 1

640∕8 近世博物通論 大島正滿 昭和6年 1

640∕9 新博物通論 廣島高師附屬博物研究會編 昭和4年 1

641∕1 科學世界天體美觀 堀尾實善 大正15年 1
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641∕1 料理篇 東佐與子 昭和4年 嫁人叢書    光復後日文圖書編目 1

641∕2 博物志 民國元年 1

642∕1 野外植物標本の作リ方 深山晃 昭和8年 博物標本叢書第一編 1

642∕1 高山植物標本の作リ方 深山晃 昭和8年 博物標本叢書第二編 1

642∕2 博物標本實驗提要 佐々木信次 昭和10年 1

643∕1 生命論 永井潛 大正6年 1

643∕2 生物學講話 丘淺次郎 大正4年 附錄﹕生物學に關する外國書 1

643∕3 生物學精義 岡村周諦 大正13年 1

643∕4 生物界と人生 大日本文明協會編 大正7年 1

643∕5 生物の世界 大日本文明協會編 大正2年 1

643∕6 生の神秘 大日本文明協會編 大正10年 1

643∕7 性の決定 大日本文明協會編 大正13年 3冊﹙複本﹚ 3

643∕8 生物學的人生觀 大日本文明協會編 大正2年 1

643∕9 小さい生物學 神谷辰三郎 大正14年 1

643∕10 ウエルズ生命の科學 小野俊一譯 昭和7年 11冊(1、2、8、8、10、11、12、13、14、15、16卷) 11

643∕11 動物と比較したる人間 中澤毅一 大正9年 1

643∕12 男女の由來及分化法 澤田順次郎 明治45年 1

643∕13 生とは何か(生命の機構) 湯淺明 昭和14年 1

643∕14 多足類 ・ 蜘蛛類 江崎悌三 昭和7年 岩波講座生物學第一回﹙動物學﹚ 1

643∕14 植物の分類と系統 池野成一郎 昭和7年 岩波講座生物學第 一回﹙植物學﹚ 1

643∕14 兩棲類 岡田彌一郎 昭和7年 岩波講座生物學第二回﹙動物學﹚ 1

643∕14 實驗發生學 岡田要 昭和7年 岩波講座生物學第二回﹙動物學﹚ 1

643∕14 植物の發生生長及び器官形成 邵場寬 昭和7年 岩波講座生物學第二回﹙植物學﹚ 1

643∕14 腫瘍、特に癌腫の病理 藤浪鑑 昭和7年 岩波講座生物學第二回﹙古生物學、人類學、醫學﹚ 1

643∕14 藥用植物 刈米達夫 昭和7年 岩波講座生物學第二回﹙實際問題﹚ 1

643∕14 生物學史傳・生物學讀書指針・學界雜誌 昭和7年 岩波講座生物學第二回﹙別項﹚ 1

643∕14 苔蘚類 岡村周諦 昭和7年 岩波講座生物學第三回﹙植物學﹚ 1

643∕14 腔腸類 駒井卓 昭和7年 岩波講座生物學第三回﹙動物學﹚ 1

643∕14 生物學讀書指針 昭和7年 岩波講座生物學第三回﹙別項﹚ 1

643∕14 原形質 坂村徹 昭和7年 岩波講座生物學第三回﹙通論﹚ 1

643∕14 生態寫真﹙動物﹚ 下村兼二 昭和7年 岩波講座生物學第三回﹙研究技術及び施設﹚ 1

643∕14 牡蠣の生理 畑井新喜司 昭和7年 岩波講座生物學第三回﹙特殊問題﹚ 1

643∕14 滿洲の植生狀態と植物分布 大賀郎一郎 昭和7年 岩波講座生物學第三回﹙特殊問題﹚ 1

643∕14 鳥類 鷹司信輔 昭和7年 岩波講座生物學第四回﹙動物學﹚ 1

643∕14 水の吸收・蒸散及び通導 纐纈理一郎 昭和7年 岩波講座生物學第四回﹙動物學﹚ 1

643∕14 變形菌 江本義數 昭和7年 岩波講座生物學第四回﹙植物學﹚ 1

643∕14 進化要因論 小泉丹 昭和7年 岩波講座生物學第四回﹙通論﹚ 1

643∕14 生物學讀書指針・生物學實習手引 昭和7年 岩波講座生物學第四回﹙別項﹚ 1

643∕14 天然紀念物 三好學 昭和7年 岩波講座生物學第四回﹙實際問題﹚ 1

643∕14 古の人類と文化 松村瞭・赤堀英三同著 昭和7年 岩波講座生物學第四回﹙人類學﹚ 1

643∕14 環蟲類 野村益太郎 昭和7年 岩波講座生物學第五回﹙動物學﹚ 1

643∕14 植物系統解剖學 小倉謙 昭和7年 岩波講座生物學第五回﹙植物學﹚ 1

643∕14 生物學史 谷津直秀 昭和7年 岩波講座生物學第五回﹙通論﹚ 1

643∕14 日本石器時代人類 清野謙次 昭和7年 岩波講座生物學第五回﹙古生物學、人類學、醫學﹚ 1

643∕14 復構術 岡嶋敬治 昭和7年 岩波講座生物學第五回﹙研究技術及び施設﹚ 1

643∕14 生物學讀書指針・生物學實習手引 昭和7年 岩波講座生物學第五回﹙別項﹚ 1

643∕14 魚類、圓口類、頭索類 內田惠太郎 昭和7年 岩波講座生物學第六回﹙動物學﹚ 1

643∕14 神經系統 高橋堅 昭和7年 岩波講座生物學第六回﹙動物學﹚ 1

643∕14 羊齒植物 早田文藏 昭和7年 岩波講座生物學第 六回﹙植物學﹚ 1

643∕14 生物學實習手引 昭和7年 岩波講座生物學第 六回﹙別項﹚ 1

643∕14 食用菌及び有毒菌 川村清一 昭和7年 岩波講座生物學第六回﹙實際問題﹚ 1
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643∕14 ミクロテクニック 蓑內收 昭和7年 岩波講座生物學第六回﹙研究技術及び施設﹚ 1

643∕14 呼吸及び醱酵(附:エネルギ一の變轉) 柴田桂太・田宮博同著 昭和7年 岩波講座生物學第七回﹙植物學﹚ 1

643∕14 棘皮類 大島廣 昭和7年 岩波講座生物學第七回﹙動物學﹚ 1

643∕14 比較消化生理 篠田統 昭和7年 岩波講座生物學第七回﹙動物學﹚ 1

643∕14 毛の生物學 阿部余四男 昭和7年 岩波講座生物學第七回﹙特殊問題﹚ 11

643∕14 原石文化問題 大山柏 昭和7年 岩波講座生物學第七回﹙特殊問題﹚ 1

643∕14 生物學史傳・學界雜誌 昭和7年 岩波講座生物學第七回﹙別項﹚ 1

643∕14 古地文學 辻村太郎 昭和7年 岩波講座生物學第七回﹙古生物學、人類學、醫學﹚ 1

643∕14 原蟲類 宮下義信 昭和7年 岩波講座生物學第九回﹙動物學﹚ 1

643∕14 植物の生殖 田原正人 昭和7年 岩波講座生物學第九回﹙植物學﹚ 1

643∕14 生物學概論 丘英通 昭和7年 岩波講座生物學第九回﹙通論﹚ 1

643∕14 生物の電氣發生 橋田邦彥 昭和7年 岩波講座生物學第九回﹙古生物學、人類學、醫學﹚ 1

643∕14 鳥獸保護 內田清之助 昭和7年 岩波講座生物學第九回﹙實際問題﹚ 1

643∕14 あさくさ海苔 岡村金太郎 昭和7年 岩波講座生物學第九回﹙特殊問題﹚ 1

643∕14 生物學史傳・生物學實習手引 昭和7年 岩波講座生物學第九回﹙別項﹚ 1

643∕14 地衣類 朝比奈泰彥 昭和8年 岩波講座生物學第十回﹙植物學﹚ 1

643∕14 動物の呼吸 小久保清治 昭和8年 岩波講座生物學第十回﹙動物學﹚ 1

643∕14 吸蟲類 福井玉夫 昭和8年 岩波講座生物學第十回﹙動物學﹚ 1

643∕14 生物學史傳 昭和8年 岩波講座生物學第十回﹙別項﹚ 1

643∕14 海洋調查探險 相川廣秋 昭和8年 岩波講座生物學第十回﹙特殊問題﹚ 1

643∕14 支那及日本本草學の沿革及本草家の傳記 白井光太郎 昭和8年 岩波講座生物學第十回﹙特殊問題﹚ 1

643∕14 害蟲及び益蟲 矢野宗幹 昭和8年 岩波講座生物學第十回﹙實際問題﹚ 1

643∕14 發生學 八田三郎 昭和8年 岩波講座生物學第十一回﹙動物學﹚ 1

643∕14 哺乳類 岸田久吉 昭和8年 岩波講座生物學第十一回﹙動物學﹚ 1

643∕14 植物の運動 山口彌輔 昭和8年 岩波講座生物學第十一回﹙植物學﹚ 1

643∕14 浮游生物學概說 赤塚孝三 昭和8年 岩波講座生物學第十一回﹙實際問題﹚ 1

643∕14 動物命名規約 江崎悌三 昭和8年 岩波講座生物學第十一回﹙特殊問題﹚ 1

643∕14 生物學史傳 昭和8年 岩波講座生物學第十一回﹙別項﹚ 1

643∕15 人生生物學の基礎 和田八重造・島地威雄同譯 昭和17年 1

643∕16 自然科學生物概論 鏑木外岐雄 昭和7年 1

644∕2 進化論講話 丘淺次郎 大正8年 1

644∕3 進化の話﹙人類篇﹚ 大久保昶彥 大正11年 1

644∕4 小さい進化論 神谷辰三郎 大正13年 1

644∕5 進化の意義 大日本文明協會編 大正7年 1

644∕7 人類進化の歸趨 寺尾新譯 大正13年 3冊﹙複本﹚ 3

644∕8 自然界に於ける人間の位置 平林初之輔譯 大正11年 1

644∕9 種の源起 松平道夫譯 大正13年 1

644∕10 進化の話 荒畑寒村・堺利彦同譯 昭和2年 1

644∕11 進化論とそれ以前 弓削達勝譯 昭和14年 1

644∕12 生物の進化 石田周三 昭和17年 1

645∕1 池坊流花道指南 角野由之助・杉本文太郎同著 大正8年 光復後日文圖書編目 1

645∕1 ZIKKEN一IDENGAKU 池野成一郎 大正7年 1

645∕2 遺傳の話 大久保昶彥 大正12年 1

645∕3 純系分離法 松田秀雄 大正11年 1

645∕4 細胞と遺傳 山內繁雄 大正10年 1

645∕5 遺傳の實驗と品種の改良 野原茂六 大正8年 1

645∕6 遺傳と境遇 大日本文明協會編 大正5年 1

645∕7 進化と遺傳 山內繁雄 大正12年 1

645∕8 進化と遺傳 大久保昶彥 大正13年 1

645∕9 遺傳と結婚 三宅驥一 大正13年 1

645∕10 遺傳學原理 松浦一 昭和2年 1
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645∕11 優先と結婚 大島正滿 昭和12年 1

645∕12 日本人を主とした人間の遺傳 駒井卓 昭和17年 1

646∕1 蘭領印度諸島に關する人種學的研究の沿革 1

646∕1 家庭染色手藝法 東京手藝染色協會 昭和11年 光復後日文圖書編目 1

646∕2 世界人種物語 津田敬武譯 大正13年 1

646∕2 染色のしをり 上田りろ子 昭和7年 光復後日文圖書編目 1

646∕3 人間の由來 大畑達雄譯 大正13年 1

646∕4 精神科學人間奇話全集 文化普及會 大正13年 1

646∕5 人類學及人種學上より北見たる東亞細亞 鳥居龍藏 大正13年 西伯利亞、北滿、樺太 1

646∕6 體質人類學 西村真次 大正15年 1

646∕7 形貌學講義 石龍子 昭和2年 1

646∕8 人類の運命 浮田和民・佐藤惣三同譯 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

646∕9 人類協同史 西村真次 昭和5年 1

646∕10 人間の歷史 石川千代松・中目上義同譯 昭和10年 1

646∕11 人種學概論 小山榮三 昭和14年 1

646∕12 人類生活史 湯村真太郎譯 昭和16年 1

646∕13 人間の歷史 八佳利雄譯 昭和17年 1

646∕14 東洋民族と體質 谷口虎年 昭和17年 1

646∕15 印度支那民族誌 中島宗一 昭和18年 1

646∕16 歐洲族類考略 王樹枏 1

646∕17 太平洋に於ける民族文化の交流 清野謙次 昭和19年 1

6462∕1 和洋裁縫手藝全集 都河竜編 昭和5年 光復後日文圖書編目 1

648∕1 動物・植物顯微鏡實習摘要 市村塘 大正10年 1

648∕2 動物解剖鏡檢手引 福井玉夫 昭和11年 1

650∕1 動物學提要 飯島魁 大正9年 1

650∕2 動物學講義 阿部余四男 大正13年 1

650∕3 動物分類表 谷津直秀 大正9年 2冊﹙複本﹚ 2

650∕4 生物界之智囊﹙動物篇﹚ 松山亮藏 大正7年 1

650∕5 日本產魚類圖說 田中茂穗 明治44年 10冊(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10卷) 10

650∕6 日本有用魚介藻類圖說 妹尾秀實・鐘ケ江東作 東道太郎同著 1

650∕7 科學世界鳥學講話 內田清之助 大正11年 1

650∕8 昆蟲學研究要義 三宅恒方 大正11年 1

650∕9 學生の動物界 龜井忠一 大正10年 5冊﹙複本﹚ 5

650∕10 生物ロ一マンス(海の巻) 能澤捨次 大正13年 1

650∕11 蟻の社會生活 石井重美 大正13年 1

650∕12 鳴く蟲の觀察 西村真次 大正13年 1

650∕13 詩の昆蟲 林柾木君譯 大正14年 1

650∕14 參考動物學 秋山蓮三 大正14年 1

650∕15 天然紀念物調查報告(動物之部) 內田清之助・黑田長禮同著 大正14年 第一輯 1

650∕16 四季樣々の鳥の研究 內田清之助 大正14年 1

650∕17 食用魚類 田中茂穗 大正15年 1

650∕18 動物學綱要 加藤新市 昭和2年 1

650∕19 日本動物圖鑑 內田清之助等著 昭和2年 1

650∕20 昆蟲學汎論 三宅恒方 大正14年 4冊(上、下卷各複本) 4

650∕21 面白き蟲界の教材 松村松年 昭和3年 1

650∕22 動物 寶文堂編輯部編 昭和5年 1

650∕23 動物學用語新辭典 川上三郎 昭和5年 和・英・獨 1

650∕24 圖案動物選集 1

650∕25 中學動物教科書 安東伊三次郎 大正7年 2冊﹙複本﹚ 2

650∕26 蟲類畫譜 森本東閣 明治43年 1

650∕27 日本毒蛇圖說 大島正滿 大正10年 1
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650∕28 鳥獸略畫式 蕙齋朱生 1

650∕29 近昆蟲學 松村松年 大正8年 1

650∕31 採集必攜通俗蝶類圖說 岡崎常太郎 大正9年 1

650∕32 普通動物の觀察 博物研究所 明治41年 1

650∕33 動物剝製及標本製作法 坂本喜一 昭和6年 1

650∕34 フアブル昆蟲記 小林龍雄 昭和5年 第二卷 1

650∕35 原色鳥類圖譜 內田清之助・下村兼二同著 昭和7年 1

650∕37 動物學 中等教育研究會編 昭和6年 1

650∕38 日本蛇類大觀 高橋精一 昭和5年 1

650∕39 實驗動物學 篠原雄譯 昭和3年 1

650∕42 野鳥の生活 竹野家立 昭和8年 1

650∕43 動物談叢 黑川義太郎 昭和9年 1

650∕44 蟲の社會生活 松村松年 昭和8年 1

650∕45 原色貝類圖 山川默 昭和9年 1

650∕46 女子理科動物學教科書 竹島茂雄・近藤耕藏同著 大正10年 1

650∕47 原色千種昆蟲圖譜 平山修次郎 昭和8年 1

650∕47 原色蝶類圖 山川默 昭和8年 1

650∕48 動物と暮して四十年 黑川義太郎 昭和9年 1

650∕48 輓近動物分類學 清水傳吉 昭和9年 1

650∕51 日本昆蟲大圖鑑 松村松年 昭和10年 1

650∕52 昆蟲插話 丸毛信勝・織田富士夫同著 昭和10年 1

650∕53 野鳥と共に 中西悟堂 昭和10年 1

650∕54 もつをも分リ易き動物學 西山熊夫 昭和10年 1

650∕55 聖書動物考 別所梅之助 大正9年 1

650∕56 コセウドツバメの構巢竝びに習性に就て 王雨卿 昭和11年 1

650∕58 昆蟲讀本 中西悟堂 昭和11年 1

650∕59 昆蟲記 林達夫・山田吉彥同譯 昭和5年 1

650∕62 螢 原志免太郎 昭和15年 1

650∕63 武藏野昆蟲記 石井悌 昭和15年 1

650∕64 白蟻談義﹙原名﹕白蟻の心﹚ 永野為武・谷田專治同譯 昭和16年 1

650∕65 博物學者の手記 伊集院哲譯 昭和16年 1

650∕66 南方の生態 高橋敬三・松崎直枝 昭和17年 兼松四郎・堀田武信・高嶋春雄同著 1

650∕67 南洋動物誌 三吉朋十 昭和17年 1

650∕68 昆蟲ガイド 神谷一郎 昭和17年 1

650∕69 野鳥を訪ねて 中西悟堂 昭和17年 1

650∕70 日本昆虫記 大町文衛 昭和16年 1

650∕71 南方動物の話 池田嘉平 昭和18年 1

650∕72 日本の鳥 內田清之助 昭和18年 1

650∕73 戰線の博物學者﹙北支・蒙古篇﹚ 常木勝次 昭和18年 1

650∕74 南方昆蟲紀行 石井悌 昭和17年 1

650∕75 動物の情愛 松下真幸 昭和10年 1

650∕77 大阪の動物園 上田長太郎 昭和19年 1

650∕78 佛法僧鳥の研究 大田成和 昭和6年 附錄﹕大山椒魚・鰻の研究 1

650∕79 原色日本哺乳類圖說 黑田長禮 昭和15年 1

651∕50 新集全動物圖鑑 日本動物研究學會編 昭和9年 1

657∕1 英文簿記教科書 田尻常雄・古館市太郎同著 明治39年 光復後日文圖書編目 1

657∕2 會計學概論 太田哲三 昭和7年 光復後日文圖書編目 1

658∕1 能率と青年 上野陽一 昭和18年 光復後日文圖書編目 1

660∕1 新圖說內外植物誌 齋田功太郎・佐藤禮介同編 大正9年 1

660∕1 通俗工業化學講習錄 工業化學講習會 大正3年 2冊(1、2號)     光復後日文圖書編目 2

660∕2 大日本普通植物誌 齋田功太郎 明治30年 1
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660∕3 實驗觀察植物學講義 神田正悌・神野淺治郎同著 大正7年 4冊(上、中卷各複本) 4

660∕3 實驗觀察植物學講義中卷補遺 神田正悌・神野淺治郎同著 大正12年 1

660∕4 新植物學講義 三好學 大正9年 3冊(上、中、下卷) 3

660∕5 植物名彙 松村任三 明治39年 1

660∕6 改訂植物名彙﹙前編漢名之部﹚ 松村任三 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

660∕7 普通植物檢索表 文部省 明治44年 1

660∕8 新撰植物圖編 松村任三 大正9年 第一編第一集 1

660∕8 新撰植物圖編 松村任三 大正9年 第一編第三集 1

660∕8 新撰植物圖編 松村任三 大正9年 第二編第四集 1

660∕8 新撰植物圖編 松村任三 大正10年 第四編第六集 1

660∕9 植物圖鑑 東京博物學研究會編 大正10年 1

660∕10 新編植物圖說 阪庭清一郎・萱場柔壽郎同著 明治44年 1

660∕11 人生植物學 三好學 大正7年 2冊﹙複本﹚ 2

660∕12 中等教育植物學教科書 三好學 明治23年 上卷 1

660∕13 生物界之智囊﹙植物篇﹚ 松山亮藏 大正9年 1

660∕14 教科摘要學生の植物界 龜井忠一 大正8年 3冊﹙複本﹚ 3

660∕15 坪井竹類圖譜解說 坪井伊助 大正5年 1

660∕16 日本有用樹木分類學 工藤祐舜 大正11年 1

660∕17 植物の構造と生殖 石川光春 大正10年 1

660∕18 高山植物の話 武田久吉 大正13年 1

660∕19 植物實驗室 神戶伊三郎 大正14年 1

660∕20 天然紀念物調查報告(植物之部第一輯) 三好學・吉井義次 大正14年 中野治房同著 1

660∕21 大植物圖鑑 村越三千男 大正14年 1

660∕22 參考植物學 秋山蓮三 大正15年 1

660∕23 萬花圖鑑 辻永 昭和5年 8冊﹙1、2、3、4、5、6、7、8卷﹚ 8

660∕24 植物 寶文堂編輯部編 昭和4年 1

660∕25 滿蒙有用植物名彙 佐藤潤平 昭和5年 1

660∕26 植物系統學 池野成一郎 大正7年 2冊﹙複本﹚ 2

660∕27 內外普通植物誌﹙下等植物篇﹚ 齋田功太郎 明治43年 1

660∕28 野外植物の觀察 博物研究所 明治41年 1

660∕29 改版參考植物學講義 齋田功太郎・佐藤禮介同著 大正6年 1

660∕30 近植物病理學 白井光太郎 大正5年 1

660∕31 大日本植物圖彙 伊藤篤太郎 明治44年 第一輯第一卷 1

660∕31 大日本植物圖彙 伊藤篤太郎 明治44年 第二輯第一卷 1

660∕31 大日本植物圖彙 伊藤篤太郎 明治45年 第三輯第一卷 1

660∕31 大日本植物圖彙 伊藤篤太郎 大正元年 第四輯第一卷 1

660∕31 大日本植物圖彙 伊藤篤太郎 大正2年 第五輯第一卷 1

660∕32 圖案若菜集 深澤生 大正5年 1

660∕33 新撰植物學教科書 岡村周諦 大正7年 1

660∕34 中學植物教科書 安東伊三次郎 大正4年 1

660∕35 色彩圖版全植物辭典 本田正次 昭和6年 1

660∕36 植物採集と標本製作法 本田正次・久內清孝同著 昭和6年 1

660∕37 植物學 中等教育研究會編 昭和6年 1

660∕38 圖解植物名鑑 東京博物學研究會編 昭和7年 1

660∕39 原色野外植物圖譜 牧野富太郎 昭和8年 4冊﹙1、2、3、4卷﹚ 4

660∕40 本邦原色茸類辭典 松浦勇 昭和8年 1

660∕41 生物突然變異說 相馬春雄譯 昭和8年 1

660∕42 植物の生活 石井有幸譯 昭和9年 1

660∕43 女子理科植物教科書 藤井健次郎 大正6年 1

660∕44 新撰女子植物學教科書 岡村周諦 大正10年 1

660∕45 沖繩植物總目錄 坂口總一郎 大正13年 1
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660∕46 煙草 宇賀田為吉譯 昭和9年 1

660∕47 醫學煙草考 宇賀田為吉 昭和9年 1

660∕48 趣味の植物採集 牧野富太郎 昭和10年 1

660∕49 マキシモフ植物と水﹙水分平衡と耐旱性の研究﹚ 大賀一郎譯 昭和10年 1

660∕50 もつをも分リ易き植物學 西山熊夫 昭和10年 1

660∕51 植物學の講義 鈴木豐 昭和10年 1

660∕52 聖書植物考 別所梅之助 大正10年 1

660∕53 植物學の講義 水野彌作 昭和10年 1

660∕54 顯微鏡的植物學實驗法 見波定治 昭和9年 1

660∕55 日本植物圖譜 寺崎留吉 昭和8年 1

660∕56 內外植物原色大圖鑑 村越三千男 昭和12年 5冊﹙1、3、4、5、6卷﹚ 5

660∕56 內外植物原色大圖鑑總覽 村越三千男 昭和12年 1

660∕57 新植物學粹 柳川福一 昭和15年 1

660∕58 救荒植物圖譜 森川肇 昭和17年 1

660∕59 高山の植物 武田久吉 昭和16年 1

660∕60 食用野生植物と其の調理法 岩本熊吉 昭和17年 1

660∕61 植物學用語新辭典 三輪知雄・池田康同著 昭和17年 英和・獨和對譯 1

660∕62 南の植物 佐々木尚友・上原梓同著 昭和18年 1

660∕63 大綱日本植物分類學 本田正次・向坂道治同著 昭和19年 1

660∕64 植物・動物の採集と標本の製作法 佐谷文範 昭和17年 1

661∕1 製藥化學 下山順一郎 明治21年 1

661∕2 化學藥品便覽 岸真三郎編 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

664∕1 醬油 岩波書店編集部編 昭和26年 光復後日文圖書編目 1

664∕2 實驗和洋菓子製造法 梅田竹次郎 昭和38年 光復後日文圖書編目 1

664∕3 食品化學 鷲見瑞穗・松岡等同著 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

6644∕1 布袋食鹽專賣史 石永久熊編 昭和18年 1

670∕1 地球發達史 石川成章 大正10年 1

670∕68 臺灣島之現在 大谷光瑞 昭和10年 1

671∕1 写真製版術 鎌田彌壽治 昭和31年 光復後日文圖書編目 1

671∕1 木工便覽 木工便覽編集委員會編 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

671∕1 普通地質學講義 橫山又次郎 大正12年 1

671∕2 金になる土の話 秋木長次 大正8年 1

671∕3 蘭領東印度諸島西半分に關する地質學的研究 臺灣總督官房調查課 大正13年 1

671∕3 蘭領東印度諸島に關する地質學的研究の沿革 臺灣總督官房調查課 大正13年 1

671∕4 支那地質調查報告類集 臺灣總督官房調查課 大正14年 3冊﹙1、2、3卷﹚ 3

671∕5 石油地質學 駒田亥久雄 大正10年 訂正增補第貳版 1

671∕6 病氣によく効く溫泉 松川二郎 昭和5年 1

671∕7 蘭領東印度群島地質論 臺灣總督官房調查課 昭和5年 1

671∕8 東印度群島地質論 早坂一郎譯 昭和18年 1

671∕9 隨筆地質學 早坂一郎 昭和18年 1

674∕1 實用鑛物學講義 岩崎重三 大正8年 1

674∕2 鑛物實驗室 神戶伊三郎 大正13年 1

674∕3 教科摘要學生の鑛物界 株式會社三省堂編 大正8年 1

674∕5 鑛物岩石鑑定分析及地質表 岩崎重三 大正8年 1

674∕7 提要實驗鑛物學 高橋純一 大正9年 1

674∕8 日本鑛石學第四卷﹙銅篇﹚ 岩崎重三 大正7年 1

674∕9 受驗と學習の要点を摑める鑛物學 中等教育研究會編 昭和6年 1

674∕10 寶石の話 西岡薰祐 昭和7年 1

674∕12 女子鑛物界教科書 加藤武夫 大正13年 1

674∕13 金銀讀本 渡邊萬次郎 昭和9年 1

674∕14 鑛物學精義 金子勇 昭和12年 1
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674∕15 元素原料鑛物 鈴木廉三九 昭和14年 1

674∕16 鑛物學通論 岩崎重三 昭和15年 1

676∕1 紙 岩波書店編集部編 昭和24年 光復後日文圖書編目 1

676∕3 造花﹙その技術と応用﹚ 飯田深雪 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

677∕4430 臺灣教育沿革誌 財團法人教育會 昭和14年 光復後日文圖書編目 1

677∕5048 臺灣習俗 東方孝義 昭和17年 光復後日文圖書編目 1

6774∕1 支那共產軍の現勢 深田悠藏 昭和14年 光復後日文圖書編目 1

678∕1 岩石地質學 佐藤傳藏 昭和4年 1

678∕2 工業鑛物岩石學 內田義信 昭和9年 1

678∕17 初めて學ぶ人の鑛物學 佐々木信次・有馬純次同著 大正15年 1

681∕1 醫學大辭書 大日本百科辭書編輯所 明治43年 1

681∕3 羅獨和譯醫學字典 川村正治・宮地良治同譯 明治31年 1

681∕4 一般診斷 醫學業績研究會編 昭和3年 醫學輯覽 1

681∕4 一般療法 醫學業績研究會編 昭和3年 醫學輯覽 1

681∕4 綜說編 醫學業績研究會編 昭和3年 醫學輯覽 1

681∕4 新藥編 醫學業績研究會編 昭和3年 2冊﹙複本﹚醫學輯覽 2

681∕4 神經疾患 醫學業績研究會編 昭和3年 2冊﹙複本﹚醫學輯覽第一卷 2

681∕4 呼吸器疾患 醫學業績研究會編 昭和3年 醫學輯覽第二卷 1

681∕4 消化器疾患 醫學業績研究會編 昭和4年 醫學輯覽第三卷 1

681∕4 內分泌疾患 醫學業績研究會編 昭和3年 醫學輯覽第四卷 1

681∕4 泌尿器疾患 醫學業績研究會編 昭和3年 醫學輯覽第五卷 1

681∕4 血液及新陳代謝疾患 醫學業績研究會編 昭和4年 醫學輯覽第六卷 1

681∕4 循環器疾患 醫學業績研究會編 昭和3年 醫學輯覽第七卷 1

681∕4 傳染病・中毒 醫學業績研究會編 昭和3年 醫學輯覽第八卷 1

681∕4 神經疾患 醫學業績研究會編 大正14年 醫學輯覽內科編第一卷 1

683∕1 支那中世醫學史 廖溫仁 昭和7年 1

683∕2 少年醫學史 山崎祐久 昭和8年 1

683∕3 西洋醫學史・東洋醫學史 巴陵宣祐・大塚敬師同著 昭和16年 1

684∕1 臺灣內地醫事藥事法典 只野典男 昭和3年 附錄﹕關係法令、限地開業醫師及藥種商試驗案內其他 1

684∕2 現行日本衛生・醫藥法規全書 醫藥法規調查會編 昭和7年 1

684∕3 醫法 會田俊一 昭和2年 1

684∕4 醫事法令全集 佐々木英光篡 明治42年 附錄﹕檢索・鑑定診斷書例 1

684∕5 日本藥制註解 下山順一郎・池口慶三同著 大正6年 1

684∕6 藥事法規全集 安東忠次郎 大正3年 1

685∕1 法醫學 高田義一郎 大正7年 1

685∕2 法醫學教室の窓から 淺田一 大正15年 1

685∕3 法醫學講義 田中祐吉 大正7年 2冊(上、下卷) 2

685∕5 法醫學提要 土井十二・大村得三同著 昭和9年 1

685∕7 新法醫學講義﹙總論﹚ 片山國嘉 明治44年 1

685∕8 法醫學的鑑定實例 吉山順吉 明治44年 下卷 1

686∕1 看護婦養成の實際 西尾幾治 昭和14年 1

686∕1 知識と趣味人體に關する面白き話 田中香涯 大正9年 1

686∕2 新看護學試驗問題答案集 木村仁 昭和18年 附錄﹕合格者受驗記 1

689∕2 身體檢查法 清水秀夫 大正13年 1

689∕3 世相表裏の醫學的研究 高田義一郎 昭和3年 1

689∕4 人體の神秘科學百話 橋爪檳榔子 昭和9年 1

689∕5 獨和對譯病歷文選 野田政治 大正3年 1

689∕6 解剖臺に凭りて 森於莵 昭和11年 1

690∕17 科學世界空中之自然 堀七藏 大正7年 1

691∕1 生理學講義 糸左近 大正9年 2冊﹙複本﹚ 2

691∕2 人體系統解剖學 鈴木文太郎 大正9年 2冊(卷一、卷二) 2
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691∕3 解剖學名彙 鈴木文太郎 大正9年 1

691∕3 解剖學名彙 鈴木文太郎 增補索引 1

691∕4 人體生理解剖實驗室 宮崎三郎 大正12年 1

691∕5 生理と榮養 橫山敏夫 大正13年 1

691∕6 學生の生理衛生 龜井忠一 大正9年 2冊﹙複本﹚ 2

691∕7 不老長壽の科學研究 岩城清士 大正15年 1

691∕9 性 石渡登喜 大正9年 1

691∕10 生理學解說 越智真逸 大正11年 1

691∕12 中學生理衛生教科書 安東伊三次郎 大正4年 1

691∕13 讀心術 大泉黑石 昭和5年 1

691∕14 生理衛生學 中等教育研究會編 1

691∕16 新撰女子生理衛生教科書 岡村周諦 大正10年 1

691∕17 刺戟 林髞 昭和10年 1

691∕18 屍室斷想 森於莵 昭和10年 1

691∕19 通俗科學血液の話 佐々木信次 昭和11年 1

691∕20 生理衛生學の講義 水野彌作 昭和10年 1

691∕21 生理衛生學精義 山家鉄五郎 昭和11年 1

691∕22 百萬人の生理學 林髞 昭和14年 1

691∕23 胎兒 藤松馨 昭和16年 1

691∕24 人體名所遊覽記 高田義一郎 昭和18年 1

692∕1 病理解剖學提綱 田中祐吉 明治40年 上卷 1

692∕1 各種建物構造設計實例 石井勇 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

692∕2 現代建築の詳細﹙一般詳細篇1﹚ 中善寺登喜次 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

692∕2 現代建築の詳細﹙一般詳細篇2﹚ 中善寺登喜次 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

692∕2 現代建築の詳細﹙特種詳細篇﹚ 中善寺登喜次 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

692∕3 建築設計資料集成   1 日本建築學會編 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

692∕3 建築設計資料集成   2 日本建築學會編 昭和35年 光復後日文圖書編目 1

692∕4 建築積算法(圖表でわかる) 渡邊耕策 昭和33年 光復後日文圖書編目 1

693∕1 精神病學樞機 荒木蒼太郎 大正6年 1

693∕1 神經病學樞機 荒木蒼太郎 大正8年 1

693∕2 學齡より丁年まで精神發育研究 榊保三郎 大正11年 1

693∕3 內科治療手技 長尾美知 大正8年 附錄﹕理學的療法 1

693∕4 肺病の合理的聯結療法 川村六郎 大正10年 1

693∕5 肺ヂストマの研究 橫川定 臺灣ニ於グル內臟寄生蟲病の研究(第三回報告) 1

693∕6 惡性感冒 高野六郎 大正10年 1

693∕7 頭腦明快記憶力增進法 檜山銳 大正13年 1

693∕8 結核征服 茂野吉之助 大正13年 1

693∕9 呼吸器科 伊藤尚賢 大正14年 1

693∕10 神經衰弱科 伊藤尚賢 大正14年 1

693∕11 泌尿生殖科 伊藤尚賢 大正14年 1

693∕12 天然痘ニ關スル研究 板澤庄五郎 1

693∕13 腦背髓神經科 伊藤尚賢 大正14年 1

693∕14 強肺及自療法 中尾文一郎 大正14年 1

693∕15 小さい精神病學 雨宮保衛 大正14年 1

693∕16 漢方醫學結核の新研究 中山忠直 昭和2年 1

693∕17 腎臟炎と糖尿病 菊池林作 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

693∕18 神經衰弱と眼 前田珍男子 昭和3年 1

693∕19 民疫新療法 兒玉豐治郎 昭和4年 1

693∕21 結核征服の新路 田村弘隆 昭和5年 1

693∕22 生理と病理﹙五官の卷﹚ 糸左近 大正7年 1

693∕22 生理と病理﹙皮膚の卷﹚ 糸左近 大正10年 1
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693∕22 生理と病理﹙循環器の卷﹚ 糸左近 大正7年 1

693∕22 生理と病理﹙筋骨の卷﹚ 糸左近 大正10年 1

693∕22 生理と病理﹙呼吸器の卷﹚ 糸左近 大正9年 1

693∕22 生理と病理﹙消化器の卷﹚ 糸左近 大正9年 1

693∕22 生理と病理﹙泌尿生殖器の卷﹚ 糸左近 大正8年 1

693∕23 兒童の疑問人の身體 堀七藏 大正9年 2冊﹙複本﹚ 2

693∕24 淋病の話 長濱繁 昭和6年 1

693∕25 梅毒の話 朝岡稻太郎 昭和6年 1

693∕26 近世內科全書 橋本節齋 明治38年 2冊﹙複本﹚ 2

693∕27 花柳病の知識 陳文元 昭和7年 1

693∕28 內科讀本 人澤達吉 1

693∕29 文明傳染病の話 木村秀繼・加藤洽三同著 昭和10年 1

693∕30 內科類症鑑別 寺尾國平篡 明治40年 1

693∕31 流行性腦炎 梅澤彥太郎編 昭和10年 1

693∕32 傳染病の知識 內田次郎 昭和12年 1

693∕33 神經質と神經衰弱 高良武久 昭和13年 1

693∕34 腎臟病食養學 大森憲太 昭和13年 1

693∕35 漫談輸血學﹙大眾的簡易輸血法﹚ 前川雄 昭和7年 1

693∕36 肺病は必ず治ず結核讀本 前川雄 昭和13年 1

693∕38 滿洲の地方病と傳染病 宇留野勝彌 昭和18年 1

693∕39 デング熱讀本 宮原初男 昭和19年 1

694∕1 屈氏外科總論 桂秀馬 明治33年 下卷 1

694∕2 皮膚及花柳病科 伊藤尚賢 大正14年 1

694∕4 皮膚科學 土肥慶藏 明治43年 上卷 1

695∕1 眼科診療指針 小柳美三 大正13 年 1

695∕2 耳鼻咽喉科 伊藤尚賢 大正14年 1

695∕3 產科 伊藤尚賢 大正14年 1

695∕4 齒科治療學 佐藤運雄 1

695∕5 齒科技工學・齒冠繼續及架工術 奧村鶴吉等著 1

695∕6 口腔細菌學・齒科病理學・口腔外科學 小川勝一等著 1

695∕8 齒科材料學・齒科藥物學 水野寬爾等著 1

695∕9 新齒科法規便覽 熊谷真編 大正11年 1

695∕10 眼科學 美甘光太郎輯 明治34年 1

695∕12 無醫村と齒 山崎清 昭和18年 1

695∕13 耳鼻咽喉科止血 中島賢二郎 昭和18年 1

696∕1 婦人科 伊藤尚賢 大正14年 1

696∕2 小兒科 伊藤尚賢 大正14年 1

696∕3 小兒看護學 長尾美知 大正14年 1

696∕4 豫備論﹙解剖生理消毒﹚ 佐久間兼信 昭和7年 產婆學教科書第一卷 1

696∕4 正規妊娠 佐久間兼信 昭和7年 產婆學教科書第二卷 1

696∕4 正規分娩 佐久間兼信 昭和7年 產婆學教科書第三卷 1

696∕4 正規產褥 佐久間兼信 昭和7年 產婆學教科書第四卷 1

696∕4 異常妊娠 佐久間兼信 昭和7年 產婆學教科書第五卷 1

696∕4 異常分娩 佐久間兼信 昭和7年 產婆學教科書第六卷 1

696∕4 異常產褥・補足論 佐久間兼信 昭和7年 產婆學教科書第七卷 1

696∕6 婦人科夜話 保坂孝雄 昭和9年 1

696∕7 產科婦人科讀本 木下正中 昭和9年 1

696∕8 產婆開業術 久保五百吉 昭和9年 1

696∕9 產婆學 榊順次郎 明治43年 2冊(上、下卷) 2

696∕10 實用產科學 佐藤勤也編 明治40年 1

696∕12 新助產婦學 木村仁 昭和18年 1
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697∕1 健康論 杉江董・澤田順次郎同著 大正2年 1

697∕3 滋養經濟安全食療法 高橋潤二 大正8年 1

697∕5 先哲呼吸強健術 1

697∕6 基礎健康法 日比野寬 大正5年 1

697∕7 心身強健體格改造法 肥田春充 大正7年 1

697∕8 間違だらけの衛生 田中祐吉 大正10年 1

697∕9 心身修養岡田式靜坐法 實業之日本社編 大正10年 1

697∕11 人類の生存に無くてならぬヴイタミン﹙食物の選擇﹚ 高橋克己 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

697∕12 生理衛生界之智囊 森川勉 大正9年 2冊﹙複本﹚ 2

697∕15 實用食品辭典 澤村真 大正10年 1

697∕16 家庭食物論 赤堀峰吉・中井治平同著 大正3年 1

697∕17 食物彙篡 相模嘉作 大正8年 1

697∕18 食品化學 田所哲太郎 大正12年 2冊(前、後編) 2

697∕19 營養化學 田所哲太郎 大正13年 1

697∕20 胃腸病と其の食餌健康法 村井政善 大正14年 1

697∕21 食方問題ベ 宮入慶之助 大正12年 1

697∕23 食餌療養病人食物の調理法 手塚敏子 大正13年 1

697∕24 疲勞回復間十分間體操 白井規矩郎 1

697∕25 治病保健 新健康法 原道活 大正14年 1

697∕26 水を飲むべし 大阪每日新聞社編 大正14年 1

697∕28 業務衛生 吉田章信 大正14年 1

697∕31 藥物不用諸病食餌療法 井上正賀 大正14年 1

697∕32 鬪病術 小酒井不木 大正15年 1

697∕33 細菌學概論 小川政修 昭和2年 1

697∕34 鬪病問答 小酒井不木 昭和2年 1

697∕35 肺病の無錢療法 江口有 昭和元年 1

697∕36 病人食物調理法並ニ糖尿病其他治病料理 宇野彌太郎 大正14年 1

697∕37 保健叢書                    第一集 簡易保險局 昭和3年 1

697∕38 健康增進のために家庭生活を如何に改善すべきか 簡易保險局 昭和3年 1

697∕39 鍛鍊篇 木下東作 昭和4年 2冊﹙複本﹚健康增進叢書 2

697∕39 育兒篇 瀨川昌世・木下正中同著 昭和4年 2冊﹙複本﹚健康增進叢書 2

697∕39 美容篇 石原忍・旭憲吉等著 昭和4年 2冊﹙複本﹚健康增進叢書 2

697∕39 性篇 杉田直樹・土肥慶藏等著 昭和4年 2冊﹙複本﹚健康增進叢書 2

697∕39 征病篇 三浦謹之助 昭和4年 2冊﹙複本﹚健康增進叢書 2

697∕39 生活篇 戶田正三・石原久等著 昭和4年 2冊﹙複本﹚健康增進叢書 2

697∕39 保健篇 三田定則・長與又郎等著 昭和5年 2冊﹙複本﹚健康增進叢書 2

697∕39 強狀篇 木下東作・東龍太郎同著 昭和4年 2冊﹙複本﹚健康增進叢書 2

697∕40 衛生讀本 氏原佐藏・谷文一同著 昭和4年 1

697∕41 スポ一ツ衛生 岡田道一 昭和4年 1

697∕42 病氣の豫防 東京中央放送局編 昭和4年 1

697∕45 西式強健術と觸手療法 西勝造 昭和5年 1

697∕47 榮養保健食の衛生 藤原九十郎 昭和5年 1

697∕48 一人で出來る健康法 石墨憲輔 昭和4年 1

697∕49 科學世界飲食物の話 澤村真 大正9年 1

697∕50 スタイナハ氏『若返リ法』研究 榊保三郎・諸岡存同著 大正11年 1

697∕52 衛生試驗灋 小山哉編 昭和2年 2冊(前、後編) 2

697∕53 病弱を轉じて健康へ(結核の豫防と 新療養法) 額田豐 大正9年 1

697∕54 六大強健術比較研究 西川勉 昭和5年 1

697∕56 強肺健康法 西川義方 昭和6年 1

697∕58 渡滿と衛生 豐田秀造 昭和8年 1

697∕59 國民保健讀本(一人一生の榮養と不老長壽法) 織戶正滿 昭和9年 1
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697∕60 獨特なる胃腸の強健法 肥田春充 大正11年 1

697∕61 標準病人料理 高山菊次編 昭和9年 1

697∕62 無醫無病健康法 高田義一郎 昭和9年 1

697∕64 新通俗衛生大鑑 齋藤清君編 大正4年 附錄﹕衛生ニ關スル法令竝統計全集 1

697∕65 藤田式調和法前傳略解 藤田靈齋 大正13年 1

697∕66 國民保健論 內田嘉吉 大正3年 1

697∕67 新營養論 宮人慶之助 昭和6年 1

697∕68 抵抗養生論 高野太吉 大正3年 1

697∕69 臨床寶典病人料理食養生 松本百之助 大正3年 1

697∕70 食養道 飯田彬 大正11年 1

697∕71 湯水療法 糸左近 大正6年 1

697∕73 新榮養講話 高木真一 昭和12年 1

697∕74 長生きの科學 井上兼雄 昭和12年 1

697∕75 衛生讀本 高野六郎 昭和12年 1

697∕76 一生無病のプラン 小田部莊三郎 昭和13年 1

697∕77 食物による健康と幸福 櫻澤如一 昭和14年 1

697∕78 完成健康長壽法百二十歲まで生きらるゝ祕訣 平賀臨 昭和14年 附錄﹕國民體位向上の要諦・一指救急即治の妙術圖解 1

697∕80 健康と長壽 小澤修造 昭和14年 1

697∕81 如何にして日本人の體格を改善すべきか 入澤達吉 昭和14年 1

697∕82 長生きの研究 伊藤千代藏 昭和15年 1

697∕84 正食・正眠・正排 高田鄰德 昭和17年 1

697∕85 ヴィタミンABC 筋師清譯 昭和17年 1

697∕86 細菌への鬪爭 福島伴次 1

697∕87 豫防醫學ノ一ト 高野六郎 昭和17年 1

697∕88 体位向上とビタミンの科學 竹廣登 昭和17年 1

697∕89 安眠の研究三十年と新安眠法 增田靜夫 昭和17年 1

697∕90 防疫事物撮要 吉川學 昭和17年 1

697∕92 日本斈術振興會第八小(結核豫防)委員會研究報告 井上善十郎 昭和13年 1

697∕93 生食の卓效 及川曉明 1

697∕94 國民新榮養讀本 森川規矩 昭和18年 1

697∕96 百歲不老 1

697∕97 現代日本の代表的十大健康法 大野俊一 1

698∕1 日本藥局方註解(第四、第五改正) 2冊(第四、第五改正) 2

698∕2 藥治學講義 林春雄 大正8年 1

698∕4 難病の治療法 村上弦齋 1

698∕5 不思議によく效く藥草藥木療法 松島種美 大正10年 1

698∕6 間違だらけの治療 田中祐吉 大正11年 1

698∕7 素人診斷病氣の特徵調べ 伊藤尚賢 大正13年 1

698∕9 實驗藥用及食用植物總覽 松島種美 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

698∕10 國際阿片問題 野波靜雄 大正14年 1

698∕12 小斷食法 吉村九作 大正13年 1

698∕13 處方添註醫家用第四改正日本藥局方 長尾折三編 大正13年 1

698∕14 實驗注射療法 賀川哲夫 大正13年 1

698∕15 實驗醫學 廣瀨憙六 大正14年 1

698∕17 無病長壽健康增進法 大澤昌壽 大正14年 1

698∕18 藥になる食物と藥用植物 伊藤尚賢 大正15年 1

698∕19 消化器病の 新療法 小田俊三 昭和2年 附錄﹕營養學と胃腸の強健法 1

698∕21 民間療法と民間藥 野村瑞城 昭和2年 1

698∕23 神經衰弱及強迫觀念の根治法 森田正馬 大正15年 1

698∕25 看護要義 鍾茂芳 民國2年 1

698∕27 肺病患者は如何に養生すべきか 原榮 昭和3年 1
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698∕28 慢性病治療術 小酒井不木 昭和2年 1

698∕29 圖解灸點新療法 阪井松梁 昭和5年 1

698∕30 藥用動製造學 沖田秀秋 大正10年 1

698∕31 衛生相談 都新聞・峰島尚志編 昭和6年 1

698∕33 諸病治療藥用植物圖鑑 青木信一 昭和5年 1

698∕34 處方學 1

698∕35 體育運動傷害の應急手當法 竹內一 昭和7年 1

698∕36 效能と作り方黑燒療法五百種 主婦之友社編輯局 昭和7年 1

698∕37 溫灸醫學講義錄 坂本貢編 昭和5年 1

698∕38 萬病根治不老長壽法 浦添為宗 昭和8年 1

698∕40 藥用植物の新療法 藥草研究會 昭和7年 1

698∕42 病氣の自己診斷法 寺澤榮一編 昭和8年 附錄﹕新食餌療法 1

698∕43 姙娠の神秘 1

698∕44 神經痛とリウマチスの新療法 中井龍彥 昭和9年 1

698∕45 胃腸病の新療法 日野三郎 昭和9年 1

698∕48 石原式乾浴療法﹙保健長生術﹚ 石原保秀 1

698∕49 薄荷及除蟲菊の製法 古谷謙 昭和9年 1

698∕50 新らしい醫學療法 杉田平十郎 昭和9年 1

698∕51 西式血壓病療法 西勝造 昭和8年 1

698∕52 食は藥也 村木鬼空 昭和4年 1

698∕53 本草辭典 清水藤太郎 昭和10年 1

698∕54 中氣・中風の豫防根治療法と誰にも出來る無量活力通入術 久保田真種 昭和10年 1

698∕55 肺病は斯くすれば治る 中村善雄 昭和9年 1

698∕56 萬病診斷新術仙掌療法 柿坂茂 昭和10年 1

698∕57 療養讀本 和田勤一郎 昭和11年 1

698∕58 實用日本藥草學 栗原廣三 昭和13年 1

698∕59 藥學大辭典 藥學大辭典編輯所編 昭和14年 9冊﹙1、3、4、5、6、7、8、9、10卷﹚ 9

698∕60 食物だけで病氣が癒る新食物療法 櫻澤如一 昭和14年 1

698∕62 難病を治した經濟療法三百種 八代登編 昭和14年 1

698∕64 藥草手帖 大橋進一 昭和16年 1

698∕66 療養求真 橫尾秋夫 昭和16年 1

698∕68 高原療養所 正本不如丘 昭和18年 1

698∕69 無量長壽弘法大師の名灸 坂井末雄 昭和5年 1

698∕70 箆麻讀本 高橋秀三郎 昭和17年 1

698∕72 作業災害と救急處置 若月俊一 昭和18年 1

698∕73 漢方醫藥處方全書 川端勇男 附錄﹕和漢藥效便覽 1

698∕74 精神病の新療法 足立常雄 昭和18年 1

698∕75 病氣の治る光線 黑田保次郎 昭和11年 1

698∕76 鍼灸術秘傳書 澤田治津夫 昭和16年 1

698∕78 戰時下救護の實際 佐々木孝治 昭和19年 1

699∕1 家畜疾病學 松葉重雄 昭和10年 1

700∕1 工業大辭書 同文館編輯部編 大正2年 10冊﹙1至4及索引各複本﹚ 10

700∕2 大戰後の工業界 西田博太郎 大正10年 1

700∕3 工業調查彙報 商工省工務局編  大正13年 第2卷第2號 1

700∕3 工業調查彙報 商工省工務局編  大正13年 第2卷第3號 1

700∕3 工業調查彙報 商工省工務局編  大正14年 第2卷第4號 1

700∕3 工業調查彙報 商工省工務局編  第3卷第1號 1

700∕3 工業調查彙報 商工省工務局編  大正15年 第3卷第4號 1

700∕3 工業調查彙報 商工省工務局編  大正15年 第4卷第1號 1

700∕3 工業調查彙報 商工省工務局編  大正15年 第4卷第2號 1

700∕3 工業調查彙報 商工省工務局編  大正15年 第4卷第3號 1
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700∕3 工業調查彙報 商工省工務局編  大正15年 第4卷第4號 1

700∕3 工業調查彙報 商工省工務局編  昭和2年 第4卷第5號 1

700∕3 工業調查彙報 商工省工務局編  昭和2年 第4卷第6號 1

700∕5 機械用語新辭典 伊藤榮三郎 昭和8年 英和・和英對譯 1

700∕6 JES日本標準規格(縮版)合本第一卷 商工省臨時產業合理局  昭和8年 1

700∕8 ソヴイ工トの重工業 小島精一 昭和12年 1

700∕9 日本發明發見物語 豐澤豐雄 昭和12年 1

701∕1 美の本體 岸田劉生 昭和16年 光復後日文圖書編目 1

701∕3 高等立體圖學(緒說、投象圖) 久保田圭右 大正10年 上卷 1

701∕3 高等立體圖學(投象圖) 久保田圭右 大正9年 中卷 1

701∕3 高等立體圖學(透視圖、補遺) 久保田圭右 大正10年 下卷 1

701∕3 實用鐵筋コンクリ一ト構法 原田碧編 大正9年 1

701∕4 君嶋大測量學 君嶋八郎 大正9年 4冊(上、下卷各複本) 4

701∕5 測量學講話 野村鉦太郎 大正12年 1

701∕6 鐵筋混凝土之設計及施工法 小川敬次郎 大正13年 1

701∕8 機械建築並に電氣青寫真の作り方及製圖便覽 桐淵勘 大正13年 1

701∕9 新撰用器画法詳解講義 大村周二 大正14年 1

701∕10 用器畵の講義と其原理 根津千治・齋川吾朗同著 大正15年 1

701∕11 土木設計便覽 戶倉英一郎 大正15年 1

701∕12 わかリ易くした用器畵法詳解 紀太藤一 大正15年 1

701∕13 單徑間無鉸橋鐵筋混凝土ア一チの設計法 栗岡薰 昭和5年 1

701∕14 工業力學 木多三雄 昭和5年 1

701∕15 測量 土屋紋藏・太田誠一郎同著 昭和6年 1

701∕16 鐵筋コンクリ一ト建築構造 小林政一・橘節男同著 昭和5年 1

701∕17 鐵筋コンクリ一ト講話 山田嘉一 昭和6年 2冊﹙複本﹚ 2

701∕18 鐵筋コンクリ一ト結構と耐震的計算法 八木幸次郎 昭和4年 1

701∕19 作業要諦(木工工作) 木檜恕一 昭和7年 1

701∕20 地形圖の讀方と其利用 鈴木猶吉 昭和7年 1

701∕23 木材の加入及仕上 木檜恕一 大正13年 1

701∕24 瀝青乳劑(木工建築工事材料) 西川榮三 昭和11年 1

701∕25 實用機械製圖設計法 奧田薰 昭和12年 1

701∕26 製圖の手ほどき 關口守次 昭和15年 1

701∕26 製圖の手ほどき(別冊) 關口守次 昭和15年 1

701∕28 實用田烟・山林測量法 內田繁太郎 昭和8年 1

701∕29 實用基本測量學 小林清八 昭和16年 1

701∕30 教科用木工製圖集 越村敏雄 昭和18年 1

704∕1 美について 高村光太郎 昭和16年 光復後日文圖書編目 1

710∕1 土木學講話 秋山匡 昭和3年 3冊﹙複本﹚ 3

710∕1 とんねる 田邊朔郎 大正11年 1

710∕2 河海工學(氣象) 君嶋八郎 大正11年 第一編 1

710∕2 河海工學(地下水及地表水) 君嶋八郎 大正9年 第二編 1

710∕2 河海工學(河工) 君嶋八郎 大正10年 第三編 1

710∕4 大阪市水道擴張誌 大阪市役所編 大正4年 1

710∕4 大阪市水道擴張誌圖譜 大阪市役所編 大正4年 2冊﹙複本﹚ 2

710∕5 神戶市水道擴張誌 神戶市役所編 大正11年 2冊(上、下卷) 2

710∕5 神戶市水道擴張誌(附圖) 神戶市役所編 大正11年 1

710∕6 築港 廣井勇 大正13年 前編 1

710∕7 近下水道 森慶三郎 大正13年 1

710∕8 近上水道 森慶三郎 大正13年 1

710∕8 東京市上水道擴張事業報告 東京市役所水道擴張課編 大正12年 1

710∕9 神戶市水道擴張計畫概要 神戶市水道擴張部編 大正3年 附錄﹕起工以來の經過 1
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710∕10 改訂下水道 鶴見一之 大正14年 1

710∕11 近歐米都市の發達 橋本清之助 大正14年 1

710∕12 歐米都市鋪道の技術的觀察 山本亨 大正13年 1

710∕13 近上水道詳論 森慶三郎 大正14年 1

710∕14 大阪市第一回下水道改良誌 1

710∕15 市町村の水道 龜井重麿 大正15年 1

710∕16 名古屋市下水道誌 名古屋市役所編 大正8年 1

710∕17 大阪市下水處理計畫 大阪市役所水道部編 大正12年 1

710∕18 大水道計畫調查報告書 大阪市役所水道部編 大正12年 1

710∕21 新工事請負實務 畑中健三 昭和6年 1

710∕22 福建水利分局第一期報告書 5冊﹙1、5、6、7、8冊﹚ 5

710∕22 福建水利分局第二期報告書 10冊﹙1、1、1、2、2、3、3、3、4、4冊﹚ 10

710∕23 道路學及都市計畫 良本正勝 昭和12年 1

710∕24 砂防工學 蒲孚 昭和12年 1

710∕25 水理と水源 齋藤美代司 昭和14年 1

710∕26 新道路工學及都市計畫 櫻井盛男 昭和17年 1

710∕27 トンネルの話 平山復二郎譯 昭和14年 1

710∕28 明治以後本邦土木と外人 中村孫一編 昭和17年 1

710∕29 航空港 新田亮 昭和18年 1

710∕30 も實用的なる港灣構造物の設計 若月喜三郎 昭和18年 1

710∕31 波と防波堤 松尾春雄・新妻幸雄同著 昭和18年 1

710∕32 下水道及下水處理 田中寅男 昭和17年 1

710∕33 水道物語 梶原二郎 昭和18年 2冊﹙複本﹚ 2

710∕34 黃河治水に関する資料 福田秀夫・橫田周平同著 昭和16年 1

711∕41 隊軍るあ翼 山本政喜譯 昭和16年 1

715∕2 古今世界大陸戰史 春藤與市郎 昭和3年 1

720∕1 發動機講話 秋山匡 大正12年 1

720∕2 蒸汽機關學講話 野村鉦太郎 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

720∕3 機關車檢修法 武井明通・小森芳太郎同著 大正12年 1

720∕4 蒸汽機關 內丸 一郎 大正9年 2冊﹙複本﹚ 2

720∕5 水力機械學 關盛治 大正8年 1

720∕6 能率增進動力の利用 東京博物館編 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

720∕7 發動機大意 吉田賢吉編 大正13年 1

720∕8 反射爐 岡田播陽 大正16年 1

720∕9 化學工業用機械 佐藤榮吉 大正9年 1

720∕10 工作機械一般 備藤三郎・池田長之助同著 大正14年 上卷 1

720∕11 水力タ一ビン理論構造及設計 小野信雄 大正14年 1

720∕12 水力タ一ビン 內丸 一郎 大正13年 2冊(前、後編) 2

720∕13 瓦斯及石油機關 內丸 一郎 大正9年 2冊(前、後編) 2

720∕14 蒸汽罐 內丸 一郎 大正13年 1

720∕15 機械設計法 坂駒雄 昭和5年 1

720∕16 初步研究の蒸汽機關學 野村鉦太郎 昭和6年 1

720∕17 實用渦卷ポンプ 上田富三郎 昭和8年 1

720∕18 JES日本標準規格(縮版)機械製圖解說 商工省臨時產業合理局 昭和9年 1

720∕19 圖解捷徑普通規矩術 山下太作 大正13年 一名﹕大工さしがねづかひ 1

720∕20 齒車 成瀨政男 昭和9年 1

720∕21 時計の歷史 玉城肇譯 昭和10年 1

720∕22 ガス 大島義清 昭和10年 1

720∕23 型鍛造﹙ド口ツブ・フオ一ヅング﹚ 雲野陶藏 昭和12年 1

720∕24 機械設計學 鈴木德藏 昭和13年 1

720∕25 機械工學一般 1
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720∕26 標準機械大觀 全德信治編 昭和13年 昭和14年版 1

720∕27 機械工業講話 東京商工會議所譯 昭和14年 1

720∕28 工場機械設備 吉田正 昭和14年 1

720∕29 運搬機械 南大路謙一 昭和14年 1

720∕30 機械の不思議 瀨戶保 昭和15年 1

720∕31 機械工作工員技術讀本 小谷部久治郎 昭和15年 1

720∕32 機械工學年鑑 財團法人日本機械學會編 4冊﹙昭和14年至17年﹚ 4

720∕33 實用機械工學全講 佐藤榮祐編 昭和16年 1

720∕34 時と時計 富成喜馬平譯 昭和17年 1

720∕35 日本の時計﹙德川時代の和時計の研究﹚ 山口隆二 昭和17年 1

720∕36 兵器生產基本教程﹙第13卷﹚發動機其の一 陸軍兵器學校編 昭和19年 1

720∕36 新實驗電氣講話 關口定伸 大正14年 1

7221∕1 日本建築史 藤島亥治郎 昭和5年 光復後日文圖書編目 1

730∕1 電氣大辭典 大日本電氣研究所 大正6年 2冊(上、下卷) 2

730∕1 電氣大辭典索引 大日本電氣研究所 大正6年 1

730∕2 荒川電氣工學 荒川文六 大正10年 6冊(上、中、下卷各複本) 6

730∕3 應用電氣工學 佐伯順太郎 明治40年 1

730∕4 理論電氣學 水野敏之丞 大正10年 第一卷 1

730∕5 電氣學講話 野村鉦太郎 大正11年 1

730∕6 電氣の威力 堀七藏 大正14年 1

730∕7 無線の知識 伊藤賢治 大正14年 1

730∕7 新電磁氣學精義 桑田敬治 大正10年 上卷 1

730∕8 特別高壓送電線路の研究 太刀川平治 大正10年 1

730∕9 高壓絕緣論階梯 鳳秀太郎 大正9年 1

730∕10 電氣機械及器具圖解 吉原米次郎編 大正3年 1

730∕11 新圖說電氣の話 袴田集義 大正11年 1

730∕12 電氣の世界 堀七藏 大正8年 1

730∕13 交通論第三卷都市及電氣鐵道 坂本陶一 大正4年 1

730∕14 電燈電力電鐵及屎尿(公營に關する新研究) 石井賚三 大正10年 1

730∕15 電燈及照明 藤井隣次 大正11年 1

730∕16 無線電信電話概論 門岡速雄 大正9年 1

730∕17 新無線電話と其原理 關口定伸 大正12年 1

730∕18 無線電話 安藤博 大正11年 1

730∕19 無線とアマチユア 大沼十太郎譯 大正13年 1

730∕21 小型發電機製作設計及取扱法 入船勝治 大正14年 1

730∕22 放送無線電話 中上豐吉 大正14年 1

730∕23 無線電話機部分品製作及組立法 苦米地貢 大正14年 1

730∕24 電氣の知識 楨尾年正 大正15年 1

730∕25 現代日用電氣學講話 關口定伸 大正14年 1

730∕26 放送ラヂオ 安藤博 大正14年 1

730∕28 ラヂオの實地製作法 松平道夫・酒井忠愨同著 昭和8年 1

730∕29 無線電信電話講話 野村鉦太郎 大正14年 附錄﹕放送無電取扱規則 1

730∕32 電氣讀本 寶來勇四郎 大正15年 1

730∕35 蓄電池及充電器の作り方並修繕と取扱法 入船勝治 昭和2年 附錄﹕ラヂオ用乾電池の作り方 1

730∕37 蓄電池及其取扱法 吉川龜次郎 大正13年 1

730∕38 誘導電動機大要 礒野達一郎 大正13年 誘導電動機解說第一卷 1

730∕39 過渡現象 春名由己譯 昭和3年 ア一ノルド電氣工學叢書 1

730∕40 實驗電氣工學(直流機篇) 野田清一郎・大槻喬 昭和2年 中富葆造・石橋渡・十合基一同著 1

730∕41 輓近ノ水力電氣 岡崎文吉 大正9年 1

730∕42 初等電氣工學                 第一卷 電機學校編 昭和4年 電氣磁氣及測定 1

730∕43 土木建築工事用機械 志水直彥 昭和4年 下卷 1
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730∕44 電氣理論(靜電氣及磁氣) 橋田慶藏 昭和2年 1

730∕47 電氣新辭典 電陽會編 昭和6年 英和・和英對譯 1

730∕48 電氣工學 及問答 東京工業研究會編 昭和6年 1

730∕49 ラヂオ配線圖集 文英堂ラヂオ部 昭和7年 高能率一九三二年型 1

730∕50 ラヂオ受信機(故障の發現と修理) 鈴木四郎 昭和7年 1

730∕51 電氣學精義 關口定伸 昭和3年 1

730∕52 新水力發電所 原部勝馬 昭和7年 1

730∕53 ラヂオ受信機組立と修繕法 金山秀一 昭和7年 1

730∕54 性能の良い圖解ラヂオ受信機の解說と作り方 川野義雄 昭和6年 1

730∕56 新ラヂオ組立修繕取扱の知識 奧中恒一 昭和7年 1

730∕56 新ラヂオ設計計算圖表 奧中恒一 昭和7年 1

730∕57 テしヴ井ジヨンの原理と受影機の製作 金山秀一 昭和7年 1

730∕58 大阪市電氣使用條例 大阪市電氣局 昭和5年 附錄﹕施行細則 1

730∕59 ラヂオ受信機と自働受信裝置の原理と製作 志水真一 昭和7年 1

730∕60 電氣需要者は何を望んでゐるか 松下電氣製作所 昭和8年 1

730∕61 高聲器の理論と設計 真下明 昭和9年 2冊﹙複本﹚ 2

730∕62 電氣鎔接六講 府立東京商工獎勵館編 昭和8年 1

730∕63 電弧鎔接の實際 山中秀男 昭和8年 1

730∕66 電機器工作法 澤莊平・宮崎長藏同著 昭和12年 1

730∕67 電熱工業化學 向山幹夫 昭和12年 1

730∕68 無線寫真電送 丹羽保次郎 昭和12年 1

730∕69 家庭電氣讀本 大阪市電氣局・電氣普及會同編 昭和12年 1

730∕70 ラヂオ技術知識 財團法人日本放送學會編 昭和14年 1

730∕71 配電用變電所設計基準 1

730∕72 新編ラヂオ讀本 溝上銈・根岸巖同著 昭和14年 1

730∕73 實用放送工學 財團法人日本放送學會編 昭和14年 上卷 1

730∕74 無線受信裝置及送信裝置 宮崎正香 昭和15年 1

730∕75 無線工學の基礎 半澤正夫 昭和15年 1

730∕76 電氣機械の故障と對策法 大川堅三 昭和16年 1

730∕77 電氣工業講話 東京商工會議所 昭和16年 1

730∕78 中等電氣實驗工學 酒井永治・山口修廣 昭和16年 石川好郎同著 1

730∕79 電氣工學 長澤三四郎 昭和16年 1

730∕80 日常の電氣學 伊賀秀雄 昭和16年 1

730∕81 新編電氣工事教科書 社團法人電氣協會關東支部 昭和16年 1

730∕82 誰でも出來るやさしいラヂオの組立圖解 平田潤雄 昭和11年 1

730∕83 ラヂオ技術新講 溝上銈・杉本哲同著 昭和17年 1

730∕84 ラヂオ受信機工作法 ラヂオ科學社 昭和17年 1

730∕85 ラヂオの修理と其の測定 吉澤匡四郎 昭和9年 1

730∕86 私設短波實驗局出願の手引 無線と實驗編輯局 昭和10年 1

730∕87 高級エリミネ一タ一受信機の設計と組立 川野義雄 昭和10年 1

730∕88 ト一キ一 門岡速雄 昭和10年 1

730∕89 ラヂオ商に必要な故障修理の知識 大井修三 昭和12年 一般家庭用受信機編 1

730∕90 ス一パ一へテロダイン 福島辰・茨男木悟・川野義雄同著 昭和12年 1

730∕91 家庭實用品の作り方 本間清人 昭和9年 少年技師ハソドブック第五編 1

730∕91 やさしいラヂオの作り方 古澤恭一郎 昭和9年 少年技師ハソドブック第九編 1

730∕91 高級ラヂオの作り方 古澤恭一郎 昭和9年 少年技師ハソドブック第十編 1

730∕91 電氣器具と電池の作り方 山北藤一郎 昭和9年 少年技師ハソドブック第廾編 1

730∕92 船舶無線電信電話裝置蓄電池及電動發電機 大岡茂 昭和18年 1

7316∕4425 日本の地理 矢田俊文・奧藤恭弥同著 昭和52年 光復後日文圖書編目 1

738∕1 東洋古陶磁(橫河民輔氏寄贈) 東京国立博物館 昭和28年 光復後日文圖書編目 1

738∕2 MUSEUM　　　N0，38，MaY，1954 東京国立博物館 光復後日文圖書編目 1
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740∕1 日本建築辭彙 中村達太郎 明治39年 1

740∕2 改訂增補大建築學 大熊喜邦等 大正12年 3冊(一、二、四卷)原著者﹕三橋四郎 3

740∕3 實用石工學 石川勝志 大正12年 1

740∕4 建築二十講 大熊喜邦 大正12年 1

740∕6 建築の話 大澤秀二郎 大正13年 1

740∕8 通俗圖解家屋設計の仕方 浦田竹次郎 大正10年 1

740∕9 圖解本位新住家の設計 橫山信 大正12年 1

740∕10 新圖說模範日本住宅 近間佐吉 大正8年 1

740∕11 日本化したる洋風小住宅 岡勝也 大正13年 1

740∕12 小さい市街建築の圖案集 商店建築研究會 大正11年 1

740∕13 誰にもわかる市街地建築物法圖解 鈴川孫三郎 大正13年 1

740∕14 參千圓以下で出來る趣味の住宅 納谷松藏 大正8年 1

740∕15 報懸知賞住家設計圖案 佐藤功一編 大正8年 1

740∕16 木造耐震家屋構造法 鈴川孫三郎 大正13年 附錄﹕準防火設備 1

740∕17 耐震耐火家屋 伊藤為吉 大正13年 前卷 1

740∕18 建築と趣味生活 黑田鵬心 大正13年 1

740∕21 建築構造の知識 橫山信 大正14年 1

740∕22 現代日本家具圖案百種 池田伸治郎 大正14年 1

740∕23 平和記念東京博覽會出品文化村住宅設計圖說 高橋仁 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

740∕24 各種貸家建築圖案及利迴の計算 近間佐吉 大正14年 1

740∕25 新撰欄間圖案百種 伊藤虎三 大正14年 1

740∕26 素人にわかる住心地よき住宅と庭園 菊地修一郎 大正14年 1

740∕28 既設建物內の配線法 小澤省吾譯 大正15年 實用電氣工學叢書第一編 1

740∕29 各種商店建築圖案 伊奈文太郎・金子清吉同著 大正15年 1

740∕30 新編圖解住居の設計 笹治庄次郎 昭和16年 1

740∕31 家を住みよくすろ法 時事新報家庭部編 昭和2年 1

740∕32 近代住宅の樣式 大野貞三 大正15年 1

740∕33 日本人に適する衣食住 中山忠直 昭和2年 1

740∕34 朝日住宅圖案集(懸賞中小住宅八十五案) 刀禰館正雄編 昭和4年 1

740∕35 新式和洋建築の門及塀設計圖案百圖 佐藤巳之吉 昭和3年 1

740∕36 新意匠の小住家 芹澤英二 昭和4年 1

740∕38 建築設備(煖房・換氣)(衛生・水道) 柳町政之助・曾根田又雄同著 昭和4年 1

740∕39 新建具雛形大成 岡田太三郎 昭和4年 1

740∕40 住宅(休息・家具一室一建築) 野村茂治 昭和5年 1

740∕41 生活 小限の住宅 柘植芳男譯 昭和5年 1

740∕42 近世日本建築史 高橋仁 昭和5年 1

740∕43 日本家具圖案と製作法 小室信藏・宮本忠平同著 明治44年 1

740∕44 建築土木材料學 堀口甚吉 昭和5年 1

740∕45 商店の平面計畫 十代田三郎 昭和6年 1

740∕47 吾等の住宅 宮田莊七郎 昭和6年 1

740∕48 千圓以下出來る理想の住宅 鎌田賢三 大正14年 1

740∕49 家を建てる費用の計算 須藤貫一 昭和6年 1

740∕50 橫濱市立復興小學校建築圖集 橫濱市建築課編 昭和6年 1

740∕51 橫濱市中央卸賣市場建築圖集 橫濱市役所建築課設計 昭和6年 1

740∕52 建築の見方(建築に必要なる原則と資格の分解研究) 本間乙彥譯 大正15年 1

740∕53 建具雛形三っ組手全集 岡田太三郎 昭和4年 1

740∕54 五室以內の新住宅設計 宮澤小五郎編 昭和7年 1

740∕55 便所の設計と設備 大澤一郎 昭和7年 1

740∕56 御襖引手之栞 1

740∕57 中流和洋住宅集 主婦之友社編輯局 昭和4年 1

740∕58 支那建築細部集(小題及目次) 藏田周忠 1
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740∕59 新和洋木工具の使ひ方及び木工機械製作 佐藤巳之吉 昭和8年 1

740∕60 耐震構造汎論 佐野利器・谷口忠同著 昭和9年 1

740∕61 模範日本箪笥の意匠と其製作の仕上法 松本朝之助 昭和9年 1

740∕62 日本住宅建築圖案百種 金子清吉 昭和9年 1

740∕63 和洋住宅間取實例圖集 鵜飼長三郎 昭和9年 1

740∕64 商店建築設計と店內設備圖(實例百六十詳細說明) 清水正巳 大正13年 1

740∕65 新らしい建築の和洋建具圖案と附屬金具 佐藤巳之吉 昭和5年 1

740∕66 左宮技法壁の作り方 森規矩郎 昭和10年 1

740∕67 ビルディングの經營と管理 增田健三 昭和11年 1

740∕68 住宅の考究 前田松韻 昭和14年 1

740∕69 保健住宅 山田醇 昭和14年 1

740∕70 日本建築史 足立康 昭和15年 1

740∕71 日本建築雜作圖集(床棚之部) 金子清吉 大正15年 上卷 1

740∕72 日本建築の性格 田邊泰 昭和17年 1

741∕1 規矩術詳解 小島淳吉 大正15年 1

744∕1 中學圖法 美育振興會編 昭和11年 光復後日文圖書編目 1

744∕2 中等美育新梯(圖法一般卷三) 美育振興會編 昭和5年 光復後日文圖書編目 1

744∕3 中等美育新梯(圖法一般卷一) 美育振興會編 昭和5年 光復後日文圖書編目 1

745∕1 新訂女子標準圖 光復後日文圖書編目 1

745∕2 模樣編・デサイソ・刺繡5000集 宮下太郎 昭和37年 光復後日文圖書編目 1

750∕1 美育新梯(鑑賞一般) 美育振興會編 昭和5年 光復後日文圖書編目 1

750∕1 鑛石と探鑛法 鑛山協會編 大正7年 1

750∕2 參考法條插入鑛業法令集 中村喜元 大正9年 1

750∕2 昭和十一年文部省美術展覽會輯錄 文部省 光復後日文圖書編目 1

750∕3 鑛床學 山口義勝 大正9年 1

750∕3 書画大觀 書画大觀刊行會編 大正6年 2冊(2、4冊)光復後日文圖書編目 2

750∕4 三川採炭學 三川一一 大正10年 3冊(上、中、下卷) 3

750∕5 支那鑛產地 小山一郎 大正8年 1

750∕6 蘭領東印度に於ける石油の生產取引狀況 原石寬譯 大正13年 2冊﹙複本﹚附錄﹕サラワク王國の油田 2

750∕7 鑛山物語 渡邊十千郎 大正13年 1

750∕8 採鑛學 山口義勝 大正9年 2冊(上、下卷) 2

750∕9 本邦鑛床及探鑛 上野景明 大正12年 1

750∕10 極東の鑛產業 嘉治隆一 昭和3年 經濟資料第十四卷第六號 1

750∕12 東洋鍊金術 近重真澄 昭和4年 1

750∕13 燃料問題 海軍省海軍軍事普及部 昭和9年 2冊﹙複本﹚ 2

750∕14 鑛產物公業分析法 舩木勝三 大正6年 1

750∕15 日本石油史 日本石油株式會社 大正3年 1

750∕17 新炭礦工學 久保山雄三 昭和15年 1

750∕18 金山發見法 科學畫刊編輯部 昭和15年 1

750∕19 比律賓の鑛物資源 臺灣總督府外事部 昭和17年 1

750∕20 石油國策論集 長谷川尚一編 昭和16年 1

750∕21 燃料國策研究會會報告合輯 長谷川尚一編 昭和16年 石油國策論集附錄 1

750∕22 南支南洋の鑛業 臺灣總督府殖產局鑛物課 昭和10年 1

751∕1 國民繪畫の實習教本 中根孝之助 昭和16年 光復後日文圖書編目 1

751∕2 新圖畫帖﹙高等女學校用﹚卷一 白濱編 大正11年 光復後日文圖書編目 1

753∕1 俳畫講座                  第三卷 伊東月草編 昭和3年 光復後日文圖書編目 1

760∕1 自動車の知識 中原辰二 大正13年 1

760∕3 海のロマンス 米窪太刀雌 大正8年 1

760∕5 新圖解自動車取扱及修理調整法 關口定伸 大正13年 1

760∕7 新選自動車運轉手試驗問題及答案 岡博高 大正14年 1

760∕8 自動車の理工と操縱 黑木蕃樹 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2
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760∕9 世界航空の現勢 安達堅造 大正15年 1

760∕11 石油發動機船及機關の構造と運轉 黑木蕃樹 大正15年 1

760∕11 オ一トバイ各種自動車修繕と運轉 黑木蕃樹 大正13年 1

760∕12 航空の知識 天野修一 大正15年 1

760∕13 新圖解オ一トバイの實際知識 岡博高 昭和2年 1

760∕14 自動車の運轉手タランニハ此一書 橋本精 昭和3年 1

760∕15 空の驚異ツエツペリン 圓地與四松 昭和4年 1

760∕16 飛行隊見學 臺灣日日新報社 昭和5年 1

760∕17 東京石川島造舩所五十年史 新井源水 昭和5年 1

760∕19 もらしい自動車の詳解講義 松本明吉 昭和5年 1

760∕20 航空日本の建設 佐藤喜一郎 昭和6年 1

760∕20 空襲下の日本 1

760∕21 飛行家讀獨學受驗、志願入學立身法 箕輪香村編 昭和6年 陸軍・海軍・民間 1

760∕22 新世界航空大觀 陸軍航空本部第二班編 昭和6年 1

760∕23 飛行機の性能と強度 小川太一郎 昭和7年 1

760∕24 圖解說明自動車故障發見並修理法 小山誠一 昭和7年 1

760∕25 航空讀本 小川太一郎 昭和7年 1

760∕26 近調查自働車運轉手受驗案內 小細銀司 昭和7年 附錄﹕試驗問題例題と解答の仕方 1

760∕30 飛行少年の知識 野口昻 昭和8年 1

760∕31 空軍 大場彌平 昭和8年 1

760∕32 空中時代に於ける極東民族の將來 長谷川龍吾編 昭和8年 1

760∕33 海軍航空の概要 海軍省海軍軍事普及部 昭和9年 2冊﹙複本﹚ 2

760∕35 空襲と國民の生命 松浦剛譯 昭和9年 1

760∕36 航空篇 本田開 昭和9年 非常時國民全集 1

760∕37 新式自動車教本 上坂正雄 昭和10年 1

760∕39 日本航空史 高橋重治 昭和11年 2冊(乾、坤卷) 2

760∕41 空中襲擊に對する國民の準備 宇山熊太郎 昭和12年 2冊﹙複本﹚ 2

760∕42 空中戰 大場彌平 昭和12年 1

760∕44 新圖解飛行機工作法 駒林榮太郎 昭和12年 1

760∕45 グライグ一競技 菊池和夫 昭和12年 1

760∕46 グライグ一 增田正文 昭和10年 1

760∕47 航空隨想 飯沼正明 昭和12年 1

760∕48 木炭自動車讀本 相本清三 昭和13年 1

760∕49 グライグ一講話 澤青鳥 昭和13年 1

760∕50 航空物理學 佐々木達治郎 昭和14年 1

760∕51 朝日航空講座 比佐友香編 昭和14年 2冊(上、下卷) 2

760∕53 航空の技術と精神 木村秀政編 昭和15年 藤田雄藏中佐遺稿 1

760∕54 飛行機操縱の理論と實際 伊藤隆吉 昭和15年 1

760∕55 青年海事讀本 柏野榮一 昭和15年 1

760∕56 飛行機構造 中川守之・品川信次郎同著 昭和15年 1

760∕57 滑空と滑翔﹙グライグ一的知識﹚ 牧野勤檢 昭和16年 1

760∕58 獨逸青少年航空教育の實際 渡部一郎編 昭和16年 1

760∕59 第三戰場﹙空戰は如何に鬪はれるか?﹚ 井原俊夫 昭和16年 1

760∕60 航空輸送の常識 楢崎敏雄 昭和16年 1

760∕61 航空記 佐藤喜一郎 昭和17年 1

760∕62 航空の知識 湯川念三 昭和17年 1

760∕63 空襲と都市 伊藤千代藏 昭和18年 1

760∕64 飛行機の歷史 南波辰夫 昭和18年 1

760∕65 大陸の自動車 岡剛 昭和18年 1

760∕66 新フオ一ド及び各型フオ一ド自動車の操縱と修繕 松平義雄 昭和10年 1

760∕67 世界航空發達史 桑名卓男 昭和18年 1
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760∕68 木造船の話 中出榮三 昭和18年 1

760∕69 誰にも作れる模型グライダ一の作り方 水田敏夫 昭和18年 1

760∕70 燈臺の知識 藤川洋 昭和18年 1

760∕71 「滑空機規則」解說 佐田侃三・川崎忠三同著 昭和18年 1

770∕3 皇國の軍人精神 荒木貞夫 昭和8年 1

770∕4 科學戰爭 小山勝清 昭和8年 1

770∕7 國防と軍制 三宅覺太郎 大正4年 1

770∕8 防空讀本 大場彌平 昭和12年 1

770∕9 國民防空讀本 內務省計畫局編 昭和14年 1

770∕10 家庭防空の手引 情報局編 昭和16年 3冊﹙複本﹚ 3

770∕11 防空壕の實際知識 野澤義朗編 昭和16年 1

770∕12 實際的防空指導 石井作次郎 昭和17年 1

770∕13 防空讀本 菰田康一 昭和18年 1

771∕1 風景寫真の寫し方 真繼不二夫 昭和10年 光復後日文圖書編目 1

771∕1 英和陸海軍兵語辭典 赤司繁太郎 大正12年 1

771∕2 35ミリ力メラの知識 中村泰三 昭和29年 光復後日文圖書編目 1

771∕2 軍人優遇論 武藤山治 大正9年 1

771∕4 獨和兵語新辭典 栗本進 昭和4年 1

771∕13 臺灣の一番槍 枠本乙吉編 昭和7年 1

771∕14 軍事と技術 軍事と技術編輯部 昭和6年 1

771∕19 戰爭 武藤貞一 昭和11年 1

771∕20 戰機は斯して動く﹙次の戰爭の原因﹚ 石丸藤太譯 昭和2年 1

771∕34 世界の空軍﹙その現勢及び將來﹚ 中原稔生 昭和14年 1

771∕36 世界空軍の現勢 朝日新聞社編 昭和14年 1

771∕43 空中戰鬪の話 紫田真三朗 昭和17年 1

771∕48 戰鬪用語辭典 佐々木一雄 昭和18年 1

771∕51 國土防衛の戰 大坪義勢 昭和18年 1

771∕52 航空決戰 筑紫二郎 昭和19年 1

771∕54 寶鏡全圖 1

773∕1 科學軍備と次の戰爭 弓家七郎譯 大正11年 1

773∕3 近列國海軍軍備狀況 海軍省海軍軍事普及部 昭和8年 1

773∕4 米國海軍政策の改訂と其の影響 海軍省海軍軍事普及部 昭和8年 1

773∕5 一九三六年危機は迫る列強の軍備競爭 松下芳男 昭和8年 1

773∕7 世界大戰に於ける米國總動員概說 資源局 昭和9年 1

773∕8 新科學的軍備・戰爭・作戰 橋本虹毅譯 昭和10年 1

773∕9 近代戰と國防 原嘉章 昭和12年 1

773∕11 世界國防の現勢 西垣新七・櫻井昌夫・早川成治同編 昭和14年 3冊﹙乾、乾、坤卷﹚ 3

7753∕1 明治卅七、八年日露戰史 參謀本部編 10冊﹙1至10卷﹚ 10

776∕1 新兵器化學﹙毒ガスとケムリ﹚ 西澤勇志智 大正14年 1

776∕4 空中・化學と非戰鬦市民 荒木武夫譯 昭和8年 1

776∕5 陸、海、空軍兵器の話と未來の科學戰 小林勝男 昭和8年 1

776∕8 防空の科學 保科貞次 昭和10年 1

776∕9 兵器考﹙古代篇﹚ 有坂鉊藏 昭和11年 1

776∕9 兵器考﹙近代篇﹚ 有坂鉊藏 昭和12年 1

776∕9 兵器考﹙砲熕篇﹚ 有坂鉊藏 昭和11年 海軍砲熕・小銃 1

776∕9 兵器考﹙砲熕篇﹚ 有坂鉊藏 昭和11年 一般部 1

776∕10 空襲 片岡稔 昭和12年 1

776∕12 防空化學 奧田久司 昭和17年 1

776∕13 防空大鑑 中澤宇三郎 昭和13年 1

776∕18 戰車 猪間駿三 昭和16年 1

777∕6 刀劍全書 清水橘村 昭和6年 1
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777∕8 刀劍實證鑑定法 清水孝敬 昭和9年 1

777∕9 日本刀辭典﹙新刀篇﹚ 富田正二・藤林芳英同著 昭和10年 1

778∕3 ポケット六韜三略 支那哲學研究會 明治43年 1

778∕4 體育的學校劍道 多湖全 大正12年 1

778∕5 鍊膽護身唐手術 富名腰義珍 大正14年 1

778∕7 體育としての薙刀 新井つた 大正14年 1

778∕18 兵法六韜 北村佳逸 昭和10年 1

778∕22 捕繩術講話 清武玄 昭和11年 2冊﹙複本﹚ 2

778∕24 日本馬術史 財團法人日本乘馬協會編 昭和16年 4冊﹙一、二、三、四卷﹚ 4

778∕26 日本劍道及刀劍 荻尾孝之 昭和19年 1

780∕1 アメリカ音樂の展望 齋藤博之譯 昭和26年 光復後日文圖書編目 1

780∕8 計手志願者用經理教程 陸軍經理學校 大正14年 1

781∕1 現代音樂通論 小笠原良造 昭和4年 光復後日文圖書編目 1

782∕1 歐美名曲集 川村新次郎編 昭和15年 光復後日文圖書編目 1

783∕1 西洋陸戰史講話 木村秀男 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

783∕2 戰術學要綱 高木清壽編 昭和18年 1

786∕2 趣味の乘馬と高等馬術 穴吹弘 大正14年 1

789∕5 軍用犬の飼養ト訓練 陸軍步兵學校將校集會所 昭和9年 1

790∕3 海軍の話 三家信郎 1

790∕13 次の軍艦會議と日・英・米の海軍 益崎綱幸 昭和9年 1

796∕8 ポケツト海軍鑑﹙1935年版﹚ 橋本正雄編 昭和10年 日英米佛伊軍艦集 1

796∕11 航空母艦の話 永村清 1

798∕3 海軍讀本 平田晉策 昭和7年 1

800∕1 立體派未來派表現派 一氏義良 大正13年 1

800∕2 藝術概論 黑田鵬心 大正13年 1

800∕3 モ一リス藝術論 佐藤清譯 大正11年 1

800∕4 民眾藝術 大日本文明協會編 大正7年 1

800∕5 藝術の話 山內房吉 大正13年 1

800∕6 藝術の話 小林鶯里 大正13年 1

800∕8 藝術と道德 西田幾多郎 大正12年 1

800∕11 藝術より生活へ 林久男 大正11年 1

800∕12 藝術創立の心理 園賴三 大正11年 1

800∕13 表現派の映畫 工藤信之助 大正12年 1

800∕14 梧平藝術觀 石丸梧平 大正12年 藝術と生活創造第二分冊 1

800∕15 笑と笑の藝術 住谷穆 大正15年 1

800∕16 伊太利みやげ美術をたづねて 大類仲 昭和2年 1

800∕17 音樂と民眾 小松耕輔 昭和2年 1

800∕19 マネシのABC 飯島正 昭和3年 1

800∕22 美術と工藝の話 柳宗悅 昭和10年 1

800∕7213 大トルストイ全集 原久一郎譯 昭和14年 21冊﹙1至22卷少21卷﹚光復後日文圖書編目 21

801∕1 小泉八雲文學入門 町野靜雄譯 昭和13年 光復後日文圖書編目 1

801∕1 大日本美史      第六卷 黑田鵬心 大正11年 1

801∕2 美術年鑑 大正14年 1

801∕2 大眾文學十六講 木村毅 昭和8年 1

801∕4 東洋美術史 大村西崖 大正14年 1

801∕4 東洋美術史 大村西崖・田邊孝次同著 上卷 1

801∕5 藝術夜話 御園生咲郎 大正14年 1

801∕6 文化史教授資料日本美術の系統的研究 鈴木?雄・大石治吉同著 1

801∕9 印度美術史 岩崎真澄 昭和5年 1

801∕9 後期印象派と立體派繪畫史 久米正雄 昭和5年 1

801∕9 埃及美術史 1
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801∕9 埃及美術史 石山徹郎譯 1

801∕9 日本版畫史 蘇武綠郎 昭和5年 1

801∕9 西洋美術史 石井直三郎 昭和5年 1

801∕9 日本美術史 相良德三 大正14年 飛鳥時代より明治時代まで 1

801∕10 現代佛蘭西の四つの顏 竹內勝太郎 昭和5年 1

802∕1 美の哲學 鵜沼直譯 大正9年 1

802∕2 美學の話 安島健 大正12年 1

802∕4 レムブラント﹙藝術哲學試論﹚ 大西克禮譯 1

802∕4 現代美學思潮 渡邊吉治 昭和2年 1

802∕6 美の教養 相良德三 昭和17年 1

802.3∕0581 完成漢和大字典 新井無二郎 昭和19年 附錄﹕草行字彙       光復後日文圖書編目 1

803∕1 けれども地球は迴つてゐる 八佳利雄譯 昭和2年 1

803∕2 藝術通論 山際靖 昭和15年 1

804∕1 印度の佛教美術 松本文三郎 大正9年 1

804∕1 小說の運命 伊藤整 昭和12年 光復後日文圖書編目 1

804∕2 天平の文化 朝日新聞社編 昭和30年 1

804∕3 先史時代と埃及希臘初期及西方亞細亞 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集第一卷 1

804∕3 希臘と後期埃及先秦時代 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集第二卷 1

804∕3 ヱトルスク・希臘後期・ポムぺイ・印度毱多朝以前 下中彌三郎編 昭和4年 秦朝・日本石器時代 世界美術全集第三卷 1

804∕3 羅馬・印度ガング一ラ・北シリア・三國兩晉時代 下中彌三郎編 昭和5年 樂浪及高勾麗・日本金石併用時代     世界美術全集第四卷 1

804∕3 羅馬・六朝・朝鮮三國時代・日本原史時代 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集第五卷 1

804∕3 初期基督教・印度薩珊朝・中央亞細亞・北齊及隋 下中彌三郎編 昭和3年 三國時代・飛鳥時代 世界美術全集第六卷 1

804∕3 ビザンチン・印度グプタ朝・唐時代・新羅統一時代 下中彌三郎編 昭和2年 白鳳時代   世界美術全集第七卷 1

804∕3 ビザンチン・唐時代・天平時代﹙上﹚ 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集第八卷 1

804∕3 プレ・ロ一マネスク・中央亞細亞・唐朝及天平時代﹙下﹚ 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集第九卷 1

804∕3 プレ・ロ一マネスク・中央亞細亞 下中彌三郎編 昭和5年 南米・晚唐及弘人時代  世界美術全集第十卷 1

804∕3 ロ一マネスク・五代及北宋・高麗時代﹙一﹚ 下中彌三郎編 昭和5年 藤原時代﹙上﹚ 世界美術全集第十一卷 1

804∕3 ロ一マネスク﹙續﹚・チヤム・カンボヂア・南宋 下中彌三郎編 昭和5年 藤原時代﹙下﹚ 世界美術全集第十二卷 1

804∕3 ゴシック﹙上﹚・元朝﹙上﹚・鎌倉時代﹙上﹚ 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集第十三卷 1

804∕3 ゴシック﹙中﹚・波斯・暹羅・元朝﹙中﹚ 下中彌三郎編 昭和5年 鎌倉時代﹙中﹚世界美術全集第十四卷 1

804∕3 ゴシック﹙下﹚西藏・元朝﹙下﹚・鎌倉時代﹙下﹚ 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集第十五卷 1

804∕3 ルネサンスと初期足利時代 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集第十六卷 1

804∕3 ルネサンスと東山時代 下中彌三郎編 昭和2年 世界美術全集第十七卷 1

804∕3 文藝復興期﹙下﹚・明時代初期・初期李朝 下中彌三郎編 昭和3年 末期   世界美術全集第十八卷 1

804∕3 北歐ルネサンス・明中葉・朝鮮﹙宣祖及光海君朝﹚ 下中彌三郎編 昭和3年 印度モグ一ル朝・桃山時代    世界美術全集第十九卷 1

804∕3 ルイ王朝・明朝末期・桃山時代  ﹙下﹚ 下中彌三郎編 昭和4年 世界美術全集第二十卷 1

804∕3 第十七世紀南歐北歐・サラセソ・琉球及び 下中彌三郎編 昭和4年 德川時代﹙一﹚世界美術全集第二十一卷 1

804∕3 フランドル・和蘭流派・サラセン清・德川時代﹙二﹚ 下中彌三郎編 昭和4年 世界美術全集第二十二卷 1

804∕3 ルイ王朝﹙一﹚・清朝初期・德川﹙延寶・元祿﹚時代 下中彌三郎編 昭和3年 世界美術全集第二十三卷 1

804∕3 ルイ王朝﹙二﹚・清朝中期・德川﹙寶永・享保﹚時代 下中彌三郎編 昭和3年 世界美術全集第二十四卷 1

804∕3 ルイ王朝﹙三﹚・乾隆期﹙上﹚・緬甸及琉球 下中彌三郎編 昭和4年 德川﹙寶曆・元文﹚時代世界美術全集第二十五卷 1

804∕3 古典派・浪漫派・印度教及德川﹙明和・寬政﹚時代 下中彌三郎編 昭和4年 ルイ王朝﹙四﹚   世界美術全集第二十六卷 1

804∕3 古典派・浪漫派・バルビン畫派・清朝末期 下中彌三郎編 昭和4年 德川﹙享和・文政﹚時代   世界美術全集第二十七卷 1

804∕3 十九世紀自然派・浪漫派・德川﹙天保・萬延﹚時代 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集第二十八卷 1

804∕3 印象派初期と明治初期・清朝及朝鮮末期 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集第二十九卷 1

804∕3 英國畫派と北歐・清末及明治中期 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集第三十卷 1

804∕3 後期印象派﹙上﹚と清朝及明治末期 下中彌三郎編 昭和3年 世界美術全集第三十一卷 1

804∕3 後期印象派﹙下﹚﹙下﹚新印象派 下中彌三郎編 昭和4年 明治大正﹙文展前期﹚時代   世界美術全集第三十二卷 1

804∕3 歐洲近代﹙未來派・立體派・表現派﹚と 下中彌三郎編 昭和4年 明治大正﹙文展後期院展國展帝展﹚世界美術全集第三三卷 1

804∕3 歐米現代﹙上﹚・支那及日本現代﹙上﹚ 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集第三十四卷 1

804∕3 歐米現代﹙下﹚・支那及日本現代﹙下﹚ 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集第三十五卷 1
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804∕3 年表・總索引 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集第三十六卷 1

804∕3 壁畫篇﹙上﹚ 下中彌三郎編 昭和6年 世界美術全集別卷第一卷 1

804∕3 壁畫篇﹙下﹚ 下中彌三郎編 昭和7年 世界美術全集別卷第二卷 1

804∕3 障屏畫篇 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集別卷第三卷 1

804∕3 繪卷及びミニアチェ一ル篇 下中彌三郎編 昭和6年 世界美術全集別卷第四卷 1

804∕3 宗教圖像篇 下中彌三郎編 昭和6年 世界美術全集別卷第五卷 1

804∕3 素描篇 下中彌三郎編 昭和6年 世界美術全集別卷第六卷 1

804∕3 西洋版畫篇 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集別卷第七卷 1

804∕3 東洋版畫篇 下中彌三郎編 昭和6年 世界美術全集別卷第八卷 1

804∕3 建築裝飾篇 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集別卷第九卷 1

804∕3 家內裝飾及家具篇 下中彌三郎編 昭和6年 世界美術全集別卷第十卷 1

804∕3 圖案篇 下中彌三郎編 昭和7年 世界美術全集別卷第十一卷 1

804∕3 染織及服飾篇 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集別卷第十二卷 1

804∕3 庭園篇 下中彌三郎編 昭和6年 世界美術全集別卷第十三卷 1

804∕3 肖像篇 下中彌三郎編 昭和7年 世界美術全集別卷第十四卷 1

804∕3 民族藝術篇 下中彌三郎編 昭和5年 世界美術全集別卷第十五卷 1

804∕3 陶磁篇 下中彌三郎編 昭和6年 世界美術全集別卷第十六卷 1

804∕3 工藝篇﹙上﹚ 下中彌三郎編 昭和6年 世界美術全集別卷第十七卷 1

804∕4 第 五回朝鮮美術展覽會圖錄 朝鮮美術展覽會 大正15年 1

804∕4 第 七回朝鮮美術展覽會圖錄 朝鮮美術展覽會 昭和3年 1

804∕4 第 九回朝鮮美術展覽會圖錄 朝鮮美術展覽會 昭和5年 1

804∕4 第 十一回朝鮮美術展覽會圖錄 朝鮮美術展覽會 昭和7年 1

804∕4 第 十二回朝鮮美術展覽會圖錄 朝鮮美術展覽會 昭和8年 1

804∕4 第 十三回朝鮮美術展覽會圖錄 朝鮮美術展覽會 昭和9年 1

804∕4 第 十四回朝鮮美術展覽會圖錄 朝鮮美術展覽會 昭和10年 1

804∕4 第 十五回朝鮮美術展覽會圖錄 朝鮮美術展覽會 昭和11年 1

804∕4 第 十六回朝鮮美術展覽會圖錄 朝鮮美術展覽會 昭和12年 1

804∕4 第 十七回朝鮮美術展覽會圖錄 朝鮮美術展覽會 昭和13年 1

804∕4 第十八回朝鮮美術展覽會圖錄 朝鮮美術展覽會 昭和14年 1

804∕4 第 十九回朝鮮美術展覽會圖錄 朝鮮美術展覽會 昭和15年 1

804∕9 印度の古壁畫を探る 杉本哲郎 昭和15年 1

804∕10 綜合美術史要 美育振興會編 昭和13年 1

805∕1 硯墨新語 飯島茂 1

805∕2 骨董太平記 渡邊紅衣 昭和7年 3冊﹙上、中、下篇﹚ 3

805∕7630 英文法要訣 岡田実麿 昭和28年 光復後日文圖書編目 1

811∕1 日本書畫名辭書 杉原子幸編 大正10年 1

811∕1 文章軌範講義 深井鑑一郎編 明治32年 2冊﹙上、下卷﹚  光復後日文圖書編目 2

811∕2 日本名家詩選 三田村熊之介 明治29年 光復後日文圖書編目 1

811∕3 書畫鑑定法 平渡緒川 大正4年 1

811∕3 支那歷朝名媛詩鈔車塵集 佐藤春天譯 昭和4年 光復後日文圖書編目 1

811∕4 唐詩選講義 大田才次郎 明治25年 光復後日文圖書編目 1

811∕4 書畫鑑定法印譜落款集 平渡緒川 1

811∕5 日本書畫苑        第一 早川純三郎 大正3年 1

811∕5 日本書畫苑         第二 早川純三郎 大正4年 1

811∕6 畫題辭典 齋藤隆三 大正14年 1

811∕9 南畫展               第七回 1

811∕10 先賢遺芳 京都府編 昭和3年 1

811∕11 朝鮮寶的遺物及古蹟大全 青柳綱太郎編 昭和2年 1

811∕12 裱具のしをり 山本元 昭和2年 1

811∕13 名寶物語 柴山愛藏 昭和5年 1

811∕15 支那書画人名辭書 大西林五郎 大正8年 4冊﹙一、二、三、四卷﹚ 4
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811∕16 美術の秋 大道弘雄編 7冊﹙昭和5、6、7、8、9、10、11、12年﹚ 7

811∕19 古今趣味の書畫骨董 書畫骨董普及會 昭和14年 1

811∕23 古筆 春名好重 昭和18年 1

812∕1 浮世繪美人大首畫の研究 尾崎久彌 昭和2年 1

812∕1 彩色の研究と其取扱法 宮本幸惠 大正15年 1

812∕1 父と暮せば 中村雅男譯 昭和25年 光復後日文圖書編目 1

812∕3 影繪之研究 北尾春道 昭和7年 1

812∕3 圖畫教科書 圖畫教育研究會 大正3年 卷二 1

812∕3 圖畫教科書 圖畫教育研究會 大正2年 卷三 1

812∕3 圖畫教科書﹙平面幾何畫﹚ 圖畫教育研究會 大正2年 卷二 1

812∕3 圖畫教科書﹙投影畫視畫﹚ 圖畫教育研究會 大正4年 卷二 1

812∕4 中等圖畫教科書 圖畫教育研究會 大正7年 再訂卷一 1

812∕4 中等圖畫教科書 圖畫教育研究會 大正7年 再訂卷四 1

812∕5 黑板畫の畫き方と手本 安東豐作 大正7年 1

812∕6 新圖畫教科書﹙師範學校校用﹚ 阿部七五三吉・谷鐐太郎同著 大正8年 5冊﹙一、二、三、四、五卷﹚ 5

812∕12 配色總鑑﹙概說と其活用﹚ 和田三造編 昭和9年 1

812∕13 配色總鑑﹙B篇﹚ 和田三造編 九月の配色 1

812∕14 和洋繪畵描寫法 川合玉堂・藤島武二同著 昭和8年 1

812∕15 旅人の眼 川島理一郎 昭和12年 1

812∕16 日清・日露戰役回顧錦繪展覽會陳列品解說 市立函館圖書館 昭和13年 1

813∕1 判事ホ一ムズ物語(人とその背景) 鵜飼信成井上庚二郎等同譯 昭和27年 2冊﹙1、2卷﹚光復後日文圖書編目 2

813∕1 日本南畫史 梅澤精一 大正8年 1

813∕2 花ひらくニュ一・イングランド 石川欣一譯 昭和26年 2冊﹙V1、V2﹚光復後日文圖書編目 2

813∕3 誰にも出來る日本畫の描き方 橋本春陵 大正8年 2冊﹙複本﹚ 2

813∕3 私のアント二一ア 浜田政二郎譯 昭和26年 光復後日文圖書編目 1

813∕4 南畫の見方 梅澤和軒 大正13年 1

813∕4 死よ驕るなかれ 中野好夫・矢川德光同譯 昭和27年 光復後日文圖書編目 1

813∕5 人物畫を描く人へ 足立源一郎 大正14年 1

813∕5 ダ一スなら，安くなる 上野陽一・上野一郎 昭和25年 村主ヨシエ同譯    光復後日文圖書編目 1

813∕6 花鳥畫を描く人へ 榊原紫峰 大正14年 1

813∕6 水鄉物語 村上啟夫譯 昭和26年 光復後日文圖書編目 1

813∕7 關雪隨筆 橋本關雪 大正14年 1

813∕8 墨林新語 松島宗衛 大正15年 1

813∕9 映丘畫選 松岡映丘 大正9年 1

813∕10 唐宋元明名畫展號 昭和3年 1

813∕12 俳畫講座                  第三卷 伊東月草編 昭和3年 2冊﹙一、四卷﹚ 2

813∕13 文部省講習會圖畫科講話集 錦巷會 大正14年 1

813∕14 水彩畵の描き方 三宅克己 大正8年 1

813∕14 水彩畵の描き方 南薰造 昭和5年 1

813∕15 子供のための日本美術家物語 栗原登 昭和5年 1

813∕17 大觀画集 1

813∕18 國民畫鑑 東京美術學校 大正5年 1

813∕19 日本畫論大觀 坂崎坦 昭和2年 上卷 1

813∕20 畫人蕪村 河東碧梧桐 昭和5年 1

813∕21 浦上玉堂 矢野橋村 大正15年 1

813∕22 池大雅 人見少華 大正15年 1

813∕23 富岡鐵齋 本田成之 昭和5年- 1

813∕25 日本畫家辭典﹙落款編﹚ 澤田章 昭和2年 1

813∕26 南畫の描き方 松林桂月 昭和11年 1

813∕22 繪卷物の鑑賞 望月信成 昭和15年 1

813∕29 畫論 村上華岳 昭和16年 1
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813∕30 花鳥畫の描き方 西澤笛畝 昭和16年 1

813∕31 東方先生画贊 2冊﹙上、下卷﹚ 2

813∕32 漢畫 2冊﹙上、下卷﹚ 2

813∕33 芥子園書画 1

813∕34 點石齋叢画 10冊﹙一至十卷﹚ 10

814∕1 油画のスケッチ 山本鼎 大正10年 1

814∕2 スケッチの描き方 中澤弘光・森脇忠同著 大正10年 1

814∕3 學校家庭クしヨン畫集と其描き方 岡田三郎・丹羽禮介同著 大正12年 1

814∕4 風景畫を描く人へ 鍋井克之 大正13年 1

814∕6 一平漫畫 岡本一平 大正13年 1

814∕8 自由表現パステル畵とその描き方 橫井曹一編 大正13年 1

814∕10 畫の科學 石井柏亭・西村貞同著 大正14年 1

814∕11 油繪・水彩・素描の描き方 鶴田吾郎・曾宮念同著 大正14年 1

814∕12 油繪の描き方 山本鼎 大正6年 1

814∕13 漫畵の滿洲 池部鈞等著 昭和2年 1

814∕14 泰西の繪畵及び彫刻﹙繪畵篇﹚ 河本龜之助 大正5年 3冊﹙一、二、三卷﹚ 3

814∕14 泰西の繪畵及び彫刻﹙彫刻篇﹚ 河本龜之助 大正5年 1

814∕14 泰西の繪畵及び彫刻﹙上古篇﹚ 河本龜之助 大正7年 第五卷 1

814∕14 泰西の繪畵及び彫刻﹙中世篇の一﹚ 河本龜之助 大正7年 第六卷 1

814∕14 泰西の繪畵及び彫刻﹙中世篇の二﹚ 河本龜之助 大正7年 第七卷 1

814∕16 世界漫畵巡禮 岡本一平 昭和6年 2冊﹙複本﹚ 2

814∕16 一平全集 岡本一平 昭和4年 6冊﹙4、4、5、7、8、9卷﹚ 6

814∕16 一平全集 岡本一平 昭和5年 2冊﹙1、12卷﹚ 2

814∕16 政治漫畵 岡本一平 昭和6年 1

814∕16 漫畵漫遊世界一周 岡本一平 昭和6年 1

814∕16 漫畵の小說 岡本一平 昭和5年 上卷 1

814∕17 川柳漫畫全集 矢野錦浪・川上三太郎同輯 昭和5年 2冊﹙2、5卷﹚ 2

814∕17 川柳漫畫全集 矢野錦浪・川上三太郎同輯 昭和6年 3冊﹙3、4、10卷﹚ 3

814∕18 泰西美術名画集 日本美術鑑賞會 昭和5年 1

814∕19 世界風俗畫全集                    第三卷 鏑木清方・田口鏡次郎同編 昭和6年 十七八世紀西洋篇 1

814∕19 世界風俗畫全集                    第十二卷 鏑木清方・田口鏡次郎同編 昭和6年 日本篇﹙下﹚ 1

814∕25 人物畫の描き方 足立源一郎 昭和15年 1

814∕26 風景畫の描き方 鍋井克之 昭和15年 1

8147∕52 四幕歌劇從軍樂 唐玉貞 民國43年 光復後日文圖書編目 1

815∕1 支那小說史 增田涉 昭和17年 2冊﹙上、下卷﹚光復後日文圖書編目 2

815∕1 諸變體かふ書法 小野鐗之助編 大正4年 1

815∕1 新體手紙文 小野鐗之助編 大正4年 1

815∕1 諸書式 小野鐗之助編 大正5年 1

815∕1 新樣女用文 小野鐗之助編 大正4年 1

815∕1 真行草書法 小野鐗之助編 大正4年 1

815∕2 三體字典﹙草書淵海、隸辨、六書通﹚ 郁文舍編輯所 大正元年 1

815∕3 良寬和尚遺墨集 相馬昌治編 大正8年 1

815∕4 書法正解 龍洲村田鉄太郎 明治43年 5冊﹙1、2、3、4、5卷﹚ 5

815∕5 能筆自在書法三角論 諸井春畦 明治45年 1

815∕6 明治新選十體千字文 橫山越山 明治42年 1

815∕7 國定漢字諺解 高田忠周 大正元年 1

815∕7 科學的火災防禦法 藤野至人譯 大正13年 1

815∕8 說文捷要 高田忠周 1

815∕9 碑碣法帖談 樋口勇夫 明治45年 附錄﹕孫過庭書譜・和漢歷代法書 1

815∕10 新編かなの書き方 齋藤春村 大正10年 1

815∕11 新式ペン習字法 羽田春野 大正12年 1
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815∕13 ペン子規・紅葉・漱石書翰 黑柳勳 大正13年 1

815∕14 ペン習字の意義及練習法教授法 黑柳勳 大正13年 1

815∕15 英文署名の仕方 清水浩 大正13年 附錄﹕漢字署名の仕方 1

815∕17 文字のくづし方 前田德次郎・船越政一郎同著 大正5年 1

815∕18 書道史大觀 川谷賢 昭和3年 1

815∕19 殷・周・秦 下中彌三郎編 昭和5年 書道全集第一卷 1

815∕19 樂浪・後漢・刻石文 下中彌三郎編 昭和5年 書道全集第二卷 1

815∕19 漢晉代木簡・真蹟・瓦當・塼・印璽・封泥 下中彌三郎編 昭和6年 書道全集第三卷 1

815∕19 三國及西晉 下中彌三郎編 昭和6年 書道全集第四卷 1

815∕19 六朝﹙晉・齊﹚ 下中彌三郎編 昭和5年 書道全集第五卷 1

815∕19 東晉・前秦・北涼・宋・梁・北魏﹙一﹚ 下中彌三郎編 昭和6年 書道全集第六卷 1

815∕19 北魏﹙二﹚・東魏・西魏・北齊・陳・隋 下中彌三郎編 昭和5年 書道全集第七卷 1

815∕19 奈良朝﹙一﹚・百濟・新羅・初唐 下中彌三郎編 昭和5年 書道全集第八卷 1

815∕19 奈良朝﹙二﹚・百濟・新羅﹙中﹚・盛唐 下中彌三郎編 昭和5年 書道全集第九卷 1

815∕19 新羅・中唐 下中彌三郎編 昭和5年 書道全集第十卷 1

815∕19 平安朝﹙一﹚・新羅・晚唐 下中彌三郎編 昭和6年 書道全集第十一卷 1

815∕19 平安朝﹙二﹚・高麗・五代 下中彌三郎編 昭和5年 書道全集第十二卷 1

815∕19 平安朝草假名﹙一﹚ 下中彌三郎編 昭和5年 書道全集第十三卷 1

815∕19 平安朝草假名﹙二﹚ 下中彌三郎編 昭和6年 書道全集第十四卷 1

815∕19 平安朝草假名﹙三﹚ 下中彌三郎編 昭和5年 書道全集第十五卷 1

815∕19 平安朝草假名﹙四﹚ 下中彌三郎編 昭和6年 書道全集第十六卷 1

815∕19 平安朝草假名﹙五﹚・鎌倉時代草假名﹙一﹚ 下中彌三郎編 昭和6年 書道全集第十七卷 1

815∕19 平安朝末期・鎌倉時代初期・高麗﹙二﹚ 下中彌三郎編 昭和5年 北宋・南宋﹙上﹚書道全集第十八卷 1

815∕19 鎌倉時代・高麗﹙三﹚・宋・元 下中彌三郎編 昭和6年 書道全集第十九卷 1

815∕19 織豐時代・朝鮮﹙一﹚・明時代 下中彌三郎編 昭和6年 書道全集第二十卷 1

815∕19 江戶時代﹙一﹚・朝鮮﹙二﹚・清朝﹙上﹚ 下中彌三郎編 昭和6年 書道全集第二十一卷 1

815∕19 江戶時代﹙二﹚・朝鮮﹙三﹚・清朝﹙中﹚ 下中彌三郎編 昭和6年 書道全集第二十二卷 1

815∕19 江戶時代﹙三﹚・明治・大正・昭和 下中彌三郎編 昭和7年 朝鮮﹙四﹚・清朝﹙下﹚書道全集第二十三卷 1

815∕19 支那書道史・朝鮮書道史・日本書道史・總索引 下中彌三郎編 昭和7年 書道全集第二十四卷 1

815∕19 鎌倉中期・以後現代に・至る草假名 下中彌三郎編 昭和7年 書道全集第二十五卷 1

815∕19 漢字補遺 下中彌三郎編 昭和7年 書道全集第二十六卷 1

815∕19 印譜篇 下中彌三郎編 昭和7年 書道全集第二十七卷 1

815∕20 支那書道史概說 有ケ谷靜堂 昭和5年 1

815∕21 翰墨談 後藤朝太郎 昭和4年 1

815∕22 改訂新撰習字教本 日高秩父 大正3年 3冊﹙1、2、3卷﹚ 3

815∕23 再訂中等習字教本 香川熊藏 大正元年 卷二 1

815∕24 日高先生書中等習字帖 日高秩父 大正8年 下卷 1

815∕25 文字と文章の研究 物集高量 大正6年 1

815∕29 草體常用漢字 三輪杉根 昭和8年 1

815∕30 近世名流大家真蹟書翰選集 大日本報國會編 昭和4年 2冊﹙天、地卷﹚ 2

815∕32 婦人お習字上達手本 高塚竹堂 昭和12年 1

815∕35 手紙用語一切ペン字上達手本 山田春雪 1

815∕36 日用語手紙語くづ字手本 高塚竹堂 昭和15年 附錄﹕くづし方基本とかな文字四態 1

815∕37 ペン習字教本 平田幹三 1

815∕38 行草松菊帖 長三洲 明治28年 1

815∕39 詠詩帖 賴山陽 明治28年 1

815∕40 圖解式ペン習字書道寶典 井上高太郎 昭和19年 1

815∕41 日本書道隨攷 吉澤義責則 昭和18年 1

815∕42 學書邇言 楊守敬 大正元年 附錄﹕鄰蘇老人年譜 1

8152∕2 漂浪の小洋 陳惠貞 光復後日文圖書編目 1
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8152∕3 乙女心の波 光復後日文圖書編目 1

8152∕4 斷鴻零雁記 飯冢郎 昭和13年 光復後日文圖書編目 1

817∕1 篆刻新解 楠瀨日年 昭和7年 1

817∕1 現代公文及尺牘寫法﹙日文譯註﹚ 國文研究會編 民國35年 光復後日文圖書編目 1

817∕2 印林話說 楠瀨日年 昭和10年 1

817∕3 特殊通信日附印銘鑑 蒲原抱水 昭和4年 1

8183∕1 死滅より新生へ(愛兒の死を通ろして) 韓石泉 昭和5年 光復後日文圖書編目 1

820∕1 彫刻を試る人へ 藤井浩祐 大正14年 1

820∕3 至盛林廟碑目 1

822∕1 英吉利及愛爾蘭戲曲集 北村喜八等譯 昭和3年 光復後日文圖書編目 1

822∕1 現代戲曲名作集 中村吉藏 昭和4年 光復後日文圖書編目 1

823∕1 續生活の探求 島木健作 昭和13年 光復後日文圖書編目 1

823∕2 金のない猶太人 寺田鼎譯 昭和5年 光復後日文圖書編目 1

823∕3 白薔薇の唄 福田正夫 昭和15年 光復後日文圖書編目 1

823∕5 龍山寺の曹老人           第一輯 林熊生 民國34年 光復後日文圖書編目 1

823∕8 講談全集第                    五卷 野間清治 昭和4年 光復後日文圖書編目 1

823∕9 其磧自笑傑作集 株式會社博文館 昭和4年 光復後日文圖書編目 1

823∕10 樋口一葉集・北村透谷集 樋口一葉・北村透谷同著 昭和2年 現代日本文學全集第九編光復後日文圖書編目 1

823∕10 樋口一葉集・北村透谷集 樋口一葉・北村透谷同著 昭和2年 現代日本文學全集第九編光復後日文圖書編目 1

823∕10 永井荷風集 永井狀吉 昭和2年 現代日本文學全集第二十二編光復後日文圖書編目 1

823∕11 明治大正文學全集        第三十一卷 永井狀吉 昭和2年 光復後日文圖書編目 1

823∕11 明治大正文學全集        第一卷 東海散史・矢野龍溪同著 昭和5年 光復後日文圖書編目 1

823∕12 東西童話新選 奧野庄太郎 昭和5年 光復後日文圖書編目 1

823∕13 玄奘三藏 知切光歲 昭和39年 光復後日文圖書編目 1

828∕1 腦室及反射鏡 式場隆三郎 光復後日文圖書編目 1

828∕2 綜合童話大講座    內山一三夫 昭和8年 9冊﹙第二期二至九輯﹚光復後日文圖書編目 9

828∕4 近代日本文藝讀本 芥川龍之介編 大正15年 5冊﹙1至5集﹚光復後日文圖書編目 5

828∕4 日記 林芙美子 昭和17年 光復後日文圖書編目 1

828∕6 校註日本文學大系     中山泰昌 2冊﹙24、25卷﹚光復後日文圖書編目 2

828∕6 校註日本文學大系       中山泰昌 昭和12年 2冊﹙8、9卷﹚光復後日文圖書編目 2

828∕7 發明美談 中西芳朗 昭和14年 光復後日文圖書編目 1

830∕1 ゲ一テ言行錄 荻原藤吉 明治43年 光復後日文圖書編目 1

840∕2 印刷術 矢野道也 大正5年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

840∕3 謄寫版印刷術の秘訣 本山桂川 大正15年 1

840∕4 謄寫版藝術大成 松本壽三 昭和4年 1

840∕5 印刷美學 矢野矢 昭和7年 1

840∕6 標準活版校正の仕方 渡賴孝二 昭和8年 1

840∕7 謄寫印刷とその活用 謝明達 昭和9年 1

840∕8 古版小說插畫史 水谷弓彥 昭和10年 1

840∕9 出版事業とその仕事の仕方 志水松太郎 昭和10年 1

840∕10 新謄寫版印刷術 本山桂川 昭和14年 1

840∕11 繪画と印刷 大宮昇 昭和19年 1

843∕1 感情教育                          上卷 生島遼一譯 昭和15年 光復後日文圖書編目 1

843∕2 エミイル                       第五篇 平林出之輔譯 昭和11年 光復後日文圖書編目 1

843∕3 モン・クリスト伯 山內義雄譯 昭和2年 光復後日文圖書編目 1

851∕1 新實用寫真術講話 森芳太郎 大正11年 上卷 1

851∕2 藝術寫真と夜間攝影 東京寫友會 大正11年 1

851∕3 私の寫真 三宅克己 大正13年 1

851∕4 寫真術の新研究 吉川速男 大正12年 1

851∕5 通俗講話寫真の原理 森芳太郎譯 大正14年 1

851∕6 寫真術五十講 高桑勝雄 大正13年 1
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851∕7 フィルム 高桑勝雄 昭和5年 1

851∕8 寫真印畫の手ほどき 成田隆吉 昭和4年 1

851∕10 中級寫真術 加藤直三郎 大正10年 1

851∕11 寫真原板修整術 上田貞治郎 大正11年 1

851∕12 忽ち上達する實習寫真術 松山思水 大正13年 1

851∕13 地學寫真 田中薰 昭和10年 1

851∕15 寫真の寫し方 吉川速男 昭和11年 1

851∕16 科學寫真撮影法 小川菊松 昭和12年 1

851∕17 カメラの知識と選び方 鈴木八郎 昭和12年 アルス大眾寫真講座第一卷 1

851∕17 カメラを使ひこなすコツ 鈴木八郎 昭和12年 アルス大眾寫真講座第二卷 1

851∕17 正しい露出の決め方 鈴木八郎 昭和12年 アルス大眾寫真講座第三卷 1

851∕17 フィルムとフィルタ一早わかり 鈴木八郎 昭和12年 アルス大眾寫真講座第四卷 1

851∕17 寫し方の第一歩 鈴木八郎 昭和12年 アルス大眾寫真講座第五卷 1

851∕17 寫し方の第二歩 鈴木八郎 昭和12年 アルス大眾寫真講座第六卷 1

851∕17 誰にも出來る現像の要領 鈴木八郎 昭和12年 アルス大眾寫真講座第七卷 1

851∕17 燒付から引伸まで 鈴木八郎 昭和12年 アルス大眾寫真講座第八卷 1

851∕17 四季の寫真術 鈴木八郎 昭和13年 アルス大眾寫真講座第九卷 1

851∕17 私の寫真術 鈴木八郎 昭和13年 アルス大眾寫真講座第十卷 1

851∕18 寫真處方大事典 岡內彰 昭和12年 1

852∕1 日本寫真年鑑﹙大正14年至大正15年﹚ 成澤金兵衛 大正15年 第二年版 1

852∕6 日本新聞寫真年鑑 不動健治 昭和10年 昭和10年版 1

853∕1 泰西近代映畫劇精通 川添利基・菅省三同編 大正13年 1

853∕1 べニスの商人 下城卓二 昭和4年 光復後日文圖書編目 1

853∕2 日本映畫年鑑 1

853∕5 映畫讀本 來島雪夫 昭和10年 1

853∕6 映畫と現實 岩崎昶 昭和14年 1

853∕7 映畫國策の前進 山田英吉 昭和15年 1

853∕8 漫畫映畫論 今村太平 昭和16年 1

853∕9 映画撮影技術便覽 日本映画撮影者協會編 昭和18年 1

860∕1 音樂概論 田邊尚雄 大正14年 1

860∕4 耕筰樂話 山田耕筰 昭和10年 1

860∕5 唱歌法と指揮法 青柳善吾・近森一重同著 昭和9年 1

860∕6 洋樂鑑賞法 湯淺永年 昭和11年 1

860∕6 西洋音樂史 湯淺永年・掘內敬三・鹽入龜輔同著 昭和11年 1

860∕6 ピアノ音樂 野村光一・笈田光吉 昭和11年 近藤柏次郎同著 1

860∕7 音樂と文化 河上徹太郎 昭和13年 1

860∕8 音樂通論 長廣敏雄譯 昭和14年 1

860∕10 音樂と生活 園部三郎 昭和17年 1

860∕11 大東亞の音樂 田邊尚雄 昭和18年 1

861∕1 樂譜の知識﹙本譜早わかり﹚ 白眉出版編輯部 大正11年 音樂講話叢書﹙1﹚ 1

861∕1 聲樂研究法 白眉出版編輯部 大正11年 音樂講話叢書﹙3﹚ 1

861∕1 ピアノの習ひ方 白眉出版編輯部 大正11年 音樂講話叢書﹙4﹚ 1

861∕2 現代人の生活と音樂 田邊尚雄 大正13年 1

861∕4 音樂美學の諸相 小泉洽 昭和4年 1

861∕6 ピアノ曲集﹙Ⅱ﹚ 近衛秀鷹編 昭和5年 世界音樂全集﹙2﹚ 1

861∕6 日本合唱曲集 山田耕作 昭和5年 世界音樂全集﹙9﹚ 1

861∕6 歌劇名曲集﹙Ⅱ﹚﹙重唱曲及合唱曲﹚ 伊庭孝譯 昭和5年 世界音樂全集﹙15﹚ 1

861∕7 讀んで面白い名曲物語 牧野武夫編 昭和8年 和洋音樂の一切が判る 1

861∕8 音樂生活二十年 大田黑元雄 昭和14年 1

861∕9 ストラヴィンスキイ自傳 大田黑元雄 昭和11年 1

861∕10 リムスキイ・コルサコフ自傳 清水脩譯 昭和16年 1
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861∕10 音樂家列傳 真篠俊雄 昭和12年 1

862∕1 音程練習書 松岡敏幸譯 大正11年 1

862∕2 和聲學講話 山田耕作 大正11年 1

862∕3 近代樂典大要 音樂研究會 大正6年 1

862∕4 作曲の入門 田中敬一 大正14年 1

862∕5 ヴァイオリンの名曲とその解釋演奏法 馬場二郎譯 昭和2年 1

862∕6 唱歌法の原理 澤崎定之・高橋均同譯 昭和4年 古代及近代各派の科學分析に基づく生音教養の合理的方法 1

862∕7 音程教本 福井直秋 大正8年 1

862∕8 新樂典教本 伊庭孝 昭和16年 1

863∕1 小學唱歌名曲集                    下卷 東京音樂協會 大正11年 附錄﹕伴奏 1

863∕2 小學新唱歌﹙尋常高等合本﹚ 町田櫻園編 大正11年 1

863∕4 動作のついたやさしい唱歌﹙唱歌と蛹リ﹚ 厚生閣編輯部 大正15年 1

863∕4 動作のついた續やさしい唱歌﹙唱歌と蛹リ﹚ 厚生閣編輯部 大正15年 1

863∕5 小學唱歌集            初編        文部省 明治22年 1

863∕5 小學唱歌集            第二編        文部省 明治18年 1

863∕5 小學唱歌集            第三編        文部省 明治18年 1

863∕7 新らしく選びたる小學唱歌300曲集 日本兒童音樂協會編 昭和8年 1

863∕8 聲樂教科書 澤田孝一 昭和8年 1

863∕9 世界國歌集﹙由來附說﹚ 山本壽編 大正15年 1

864∕1 日本音樂の聽き方 那智俊宣 大正13年 1

864∕2 日本音樂の研究 田邊尚雄 大正15年 1

865∕1 西洋音樂概論 辻莊一 大正13年 1

865∕3 西洋音樂史 柿沼太郎譯 昭和2年 1

865∕4 音樂室內 服部龍太郎 昭和3年 附錄﹕ブゾニ・新音樂美學の草案 1

865∕5 西洋音樂入門 掘內敬三 昭和6年 1

865∕8 西洋音樂史綱 小松耕輔 昭和11年 1

865∕9 管絃樂及び管絃樂法歷史的研究 大田黑元雄 昭和11年 1

867∕3 尺八の樂理と實際 吉田晴風・前田佳風同著 昭和14年 1

867∕4 行進曲〝東京〟﹙總譜﹚ 瀨戶口藤吉作曲 吹奏樂 1

868∕3 ヴァイオリンの奏法 山田耕作編 大正12年 1

868∕4 ハ一モニ力奏法 宮田東峰 大正13年 1

868∕5 ピアノの彈き方 服部龍太郎譯 大正14年 1

868∕8 ヴァイオリン奏法の研究 佐藤謙三 大正14年 1

868∕9 ハ一モニ力の學び方 川口章吾 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

868∕10 樂譜學習の新指導 北村久雄 昭和3年 1

868∕13 レコ―ド名曲解說 鹽入龜輔 昭和6年 1

868∕14 バイ工ル新譯教則本 高折宮次・平田義宗同著 昭和6年 1

868∕15 詳しい樂譜のみ方 小泉洽 昭和8年 1

868∕16 オ一ガンニスタディ一ス 中田章編 昭和4年 1

868∕17 組曲六つの舞踊曲 信時潔 昭和7年 1

868∕18 打樂器教則本 小森宗太郎 昭和8年 1

868∕19 ピッコロ教則本 共益商社書店編輯部 昭和3年 1

868∕21 伴奏の附け方 幾尾純・池尻景順同著 昭和9年 1

868∕22 レコ―ド音樂讀本 野村光一 昭和9年 1

868∕24 母の歌と愛撫の歌 茅野蕭々 昭和9年 1

868∕25 樂典讀本 大塚淳・小宮山繁同著 昭和11年 1

870∕1 運動年鑑 朝日新聞社運動部編 6冊﹙大正11、12、13、14、15、15年﹚ 6

870∕1 運動年鑑 朝日新聞社運動部編 9冊﹙昭和3、3、4、5、5、6、7、8、9年﹚ 9

870∕2 趣味と實益の室內遊びいろく 廣瀨夏數編 大正10年 1

870∕3 娛樂の研究 中田俊造 大正13年 1

870∕4 樂しいグ一ムの遊び方 井上藤藏 大正13年 1
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870∕5 日本遊戲の解說 可兒德・石橋藏五郎・寺岡英吉同著 大正11年 1

870∕6 これからの室內裝飾 森谷延雄 大正16年 1

870∕7 スポ一ツ年鑑 大阪每日新聞社 昭和4年 東京每日新聞社同編 1

870∕8 將棋奇襲作戰讀本 士居市太郎 大正16年 1

870∕11 娛樂教育の研究 權田保之助 昭和18年 1

871∕1 歐米演劇史潮 渡平民 大正10年 1

871∕2 歐洲演劇史 大日本文明協會編 大正2年 1

871∕3 日本演劇史論 吳文炳 大正10年 上卷 1

871∕4 女優生活廿年 森律子 昭和5年 1

872∕1 舞踊と歌劇 大日本文明協會編 大正2年 1

872∕2 文化の中心生命たる新演劇 村田豐秋 大正11年 宗教と教育とを補導すべき 1

872∕3 劇場革命 川添利基譯 大正13年 1

872∕4 家庭踊の踊り方 田邊八重子 大正13年 1

872∕5 日本の演劇の說 伊井蓉峯 大正13年 1

872∕6 演劇年鑑 日本年鑑協會編 大正14年 1

872∕7 支那劇と其名優 波多野乾一 大正14年 1

872∕9 舞踊の美學的研究 小寺融吉 昭和3年 1

872∕10 チャツプリン 尾崎士郎 昭和5年 1

872∕13 尖端を行くレヴユ 川口松太郎 昭和5年 1

872∕14 映畫女優になるには 夏川靜江 昭和5年 1

872∕16 アメリカの尖端喜劇 園義雄譯 昭和6年 1

872∕17 社交舞踏學への序曲 森潤三郎 昭和7年 1

872∕19 體育ダンス 伊藤エイ 昭和6年 1

872∕22 ラヂオ演劇(鑑賞と作方) 佐々健治 昭和9年 1

872∕26 歌劇大觀 大田黑元雄 昭和10年 1

872∕27 演劇研究の方法 飯塚友一郎 昭和11年 1

872∕28 近代劇研究 大日本文明協會編 大正15年 1

872∕30 しろうと芝居ラ 大正14年 1

872∕32 演劇の作り方 園池公功 昭和18年 1

872∕33 現代演劇論 中村吉藏 昭和18年 1

872∕36 大東亞共榮圈の人形劇 小澤愛圀 昭和19年 1

873∕4433 戀の骨折損 坪內逍遙譯 昭和10年 新修シェ一クスピセ全集第一卷 1

873∕4433 間ちがひつゞき 坪內逍遙譯 昭和10年 新修シェ一クスピセ全集第二卷 1

873∕4433 ヱロ一ナの二紳士 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第三卷 1

873∕4433 真夏の夜の夢 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第四卷 1

873∕4433 ヂヨソ王 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第五卷 1

873∕4433 リチヤ一ド二世 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第六卷 1

873∕4433 へンリ一四世第一部 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第七卷 1

873∕4433 へンリ一四世第二部 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第八卷 1

873∕4433 へンリ一五世 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第九卷 1

873∕4433 へンリ一六世第一部 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第十卷 1

873∕4433 へンリ一六世第二部 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第十一卷 1

873∕4433 へンリ一六世第三部 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第十二卷 1

873∕4433 リチヤ一ド三世 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第十三卷 1

873∕4433 へンリ一八世 坪內逍遙譯 昭和10年 新修シェ一クスピセ全集第十四卷 1

873∕4433 ヱニスの商人 坪內逍遙譯 昭和8年 新修シェ一クスピセ全集第十五卷 1

873∕4433 ぢゃく馬馴らし 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第十六卷 1

873∕4433 ウィザ一の陽氣な女房 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第十七卷 1

873∕4433 むだ騒ぎ 坪內逍遙譯 昭和10年 新修シェ一クスピセ全集第十八卷 1

873∕4433 お氣に召すまゝ 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第十九卷 1

873∕4433 十二夜 坪內逍遙譯 昭和8年 新修シェ一クスピセ全集第二十卷 1
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873∕4433 末よければ總てよレ 坪內逍遙譯 昭和10年 新修シェ一クスピセ全集第二十一卷 1

873∕4433 以尺報尺 坪內逍遙譯 昭和8年 新修シェ一クスピセ全集第二十二卷 1

873∕4433 占イラスとクレシダ 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第二十三卷 1

873∕4433 タイタス・アンドロニカス 坪內逍遙譯 昭和8年 新修シェ一クスピセ全集第二十四卷 1

873∕4433 口ミオとヂェリエツト 坪內逍遙譯 昭和8年 新修シェ一クスピセ全集第二十五卷 1

873∕4433 ヂュリセス・シ一ザ一 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第二十六卷 1

873∕4433 ハムレツト 坪內逍遙譯 昭和8年 新修シェ一クスピセ全集第二十七卷 1

873∕4433 オセロ― 坪內逍遙譯 昭和10年 新修シェ一クスピセ全集第二十八卷 1

873∕4433 マクべス 坪內逍遙譯 昭和10年 新修シェ一クスピセ全集第二十九卷 1

873∕4433 リヤ王 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第三十卷 1

873∕4433 アントニーとクレオパトラ 坪內逍遙譯 昭和10年 新修シェ一クスピセ全集第三十一卷 1

873∕4433 口リオレ一ナス 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第三十二卷 1

873∕4433 アセンズのタイ乇ン 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第三十三卷 1

873∕4433 ペリクリ一ズ 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第三十四卷 1

873∕4433 シムべリン 坪內逍遙譯 昭和10年 新修シェ一クスピセ全集第三十五卷 1

873∕4433 冬の夜ばなレ 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第三十六卷 1

873∕4433 颶風(テムぺスト) 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第三十七卷 1

873∕4433 詩篇其一 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第三十八卷 1

873∕4433 詩篇其二 坪內逍遙譯 昭和9年 新修シェ一クスピセ全集第三十九卷 1

873∕4433 シェ一クスピセ研究栞 坪內逍遙譯 昭和10年 新修シェ一クスピセ全集第四十卷 1

874∕2 花の生け方 松平宗圓 大正12年 1

874∕4 風流の友茶道美談 熊田葦城 大正10年 1

874∕5 茶道研究茶器の見方 今泉雄作 大正13年 1

874∕7 お茶のたて方 松平宗圓 大正15年 1

874∕10 生花の急所を語る 角谷綠三 昭和5年 1

874∕12 生花の型と組み方 角谷綠三 昭和5年 1

874∕13 實地圖解現代四季の盛花投入教本 有吉桂舟 昭和7年 1

874∕19 家元公開活け花と茶の湯獨習書 茂木茂編 昭和12年 1

874∕22 茶道辭典 末宗廣 昭和19年 1

876∕1 實戰秘講布陣攻合法 增位九皐 大正14年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

876∕2 碁と將棊の話 松村梢風 大正14年 1

876∕4 聯珠初段になるまで 高木樂山 昭和6年 1

876∕5 將棋はめ手千態 溝呂木光治 昭和6年 1

876∕7 棋道半世紀 關根金次郎 昭和15年 1

876∕9 圍碁大眾講座 加藤信・小野田千代太郎等同著 昭和6年 14冊﹙1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15﹚ 14

877∕1 百人一首かるたの話 東京かるた會編 昭和元年 1

877∕2 誰にもわかる麻雀の遊び方 藤井尚治 昭和2年 1

877∕11 麻雀新戰法 第一麻雀莊 昭和5年 1

878∕4 日本の弓術 柴田治三郎譯 昭和16年 1

879∕1 素人手品一百種 松旭齋天勝 昭和6年 1

880∕2 各種運動競技規則全集 大道弘雄編 昭和4年 附錄﹕運動年鑑 1

880∕2 各種運動競技規則全集 大道弘雄編 昭和5年 2冊﹙複本﹚附錄﹕運動年鑑 2

880∕2 各種運動競技規則全集 大道弘雄編 昭和6年 附錄﹕運動年鑑 1

880∕2 各種運動競技規則全集 大道弘雄編 昭和7年 附錄﹕運動年鑑 1

880∕2 各種運動競技規則全集 大道弘雄編 昭和8年 附錄﹕運動年鑑 1

880∕2 各種運動競技規則全集 大道弘雄編 昭和9年 附錄﹕運動年鑑 1

880∕2 各種運動競技規則全集 大道弘雄編 昭和10年 附錄﹕運動年鑑 1

880∕2 各種運動競技規則全集 大道弘雄編 昭和11年 附錄﹕運動年鑑 1

880∕2 各種運動競技規則全集 大道弘雄編 昭和15年 附錄﹕運動年鑑 1

880∕4 第十囬オリムピック大寫真帖 澤本健三編 昭和7年 1

880∕5 オリムピツク讀本 川本信正 昭和11年 1
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881∕1 テニス 熊谷一彌 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

881∕2 チルデン庭球術 大久保昶彥・伊藤蘭太郎同譯 大正12年 1

881∕3 テニス戰術 橫井春野 1

881∕6 野球 三宅大輔 大正12年 1

881∕7 野球の話 小林鶯里 大正13年 1

881∕8 打擊の秘訣 森秀雄 大正13年 1

881∕9 標準野球規則解說 橫井春野編 大正13年 1

881∕11 たまつき術 1

881∕12 バスケツトボ一ル 藤山快隆 大正13年 1

881∕13 ヴアレ一ボ一ル 川口英明 大正13年 1

881∕14 フツトボ一ル 佐々木等 大正15年 1

881∕15 新庭球術 和田實 大正10年 1

881∕16 ロ一ンテニス 福田雅之助 大正15年 1

881∕18 野球・守備篇 小野三千麿・市岡忠勇 昭和3年 須須一雄同著 1

881∕19 野球の知識と研究 河野安通志 昭和5年 1

881∕20 ラグビ一フットボ一ル 慶應義塾體育會蹴球部 大正13年 1

881∕21 ラ式蹴球 鈴木精一 大正14年 1

881∕22 ラグビ一の見方 宇野庄治 昭和6年 1

881∕25 野球入門 三宅大輔 昭和6年 1

881∕26 投手篇                       上卷 小川菊松 昭和6年 誠文堂野球叢書第一卷 1

881∕26 投手篇                       下卷 小川菊松 昭和6年 誠文堂野球叢書第二卷 1

881∕26 捕手篇 小川菊松 昭和6年 誠文堂野球叢書第三卷 1

881∕26 一壘手篇 小川菊松 昭和6年 誠文堂野球叢書第四卷 1

881∕26 二者壘手篇 小川菊松 昭和6年 誠文堂野球叢書第五卷 1

881∕26 三壘手篇 小川菊松 昭和6年 誠文堂野球叢書第六卷 1

881∕26 游擊手篇 小川菊松 昭和6年 誠文堂野球叢書第七卷 1

881∕26 外野手篇 小川菊松 昭和6年 誠文堂野球叢書第八卷 1

881∕26 打擊篇                       上卷 小川菊松 昭和6年 誠文堂野球叢書第九卷 1

881∕26 打擊篇                       下卷 小川菊松 昭和6年 誠文堂野球叢書第十卷 1

881∕26 走壘篇 小川菊松 昭和6年 誠文堂野球叢書第十一卷 1

881∕26 べンチユ一チ篇 小川菊松 昭和6年 誠文堂野球叢書第十二卷 1

881∕27 野球の見方 松內則三 昭和5年 1

881∕28 早慶野球年史 廣津和郎 昭和5年 1

881∕29 新ゴルフ術 近藤彌一 昭和6年 1

881∕30 水泳する人へ 岸田甫 大正12年 1

881∕32 野球讀本﹙守備及び攻擊の基本﹚ 藤田信男譯 昭和7年 2冊﹙複本﹚ 2

881∕34 新しいゴルフ術 近藤彌一 昭和10年 1

881∕37 近代野球戰術 鈴木惣太郎 昭和14年 1

881∕38 野球清談 飛田穗洲 昭和15年 1

881∕39 日本野球の見方 鈴木惣太郎 昭和16年 1

882∕1 實驗銃獵秘訣 菊地修一郎 大正13年 1

883∕1 相撲 渡樋雋次郎 大正12年 1

883∕3 江戶時代之角力﹙一名日本角力史﹚ 三木貞一 昭和3年 1

883∕6 一味清風 綾川五郎次 大正4年 1

883∕8 國技勸進相撲 木村庄之助 昭和17年 2冊﹙複本﹚ 2

884∕1 大浪小波 松野勝太郎 大正12年 1

884∕2 水泳 梅澤親光 大正12年 1

884∕3 新水泳術 岩田敏 大正13年 1

884∕4 ボ一ト漕法の新研究 盛山智利 大正11年 1

884∕5 游泳と水上競技 中尾保 大正13年 1

884∕6 水上競技 飯田光太郎・杉本傳同著 昭和3年 1
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884∕7 新式水泳術 齋藤六衛 昭和4年 1

884∕8 水泳の新研究 京田武男 昭和7年 1

884∕9 水泳の新研究 京田武男 昭和6年 1

884∕11 國防游泳教本 平野豐 昭和18年 1

885∕1 青年團の適切なる競技とべ一ジ工ント 畠山源三・煤賀儀八郎同著 大正11年 1

885∕2 『オリンピア』への旅 野口源三郎 大正13年 1

885∕3 オリムピツク陸上競技法 野口源三郎 大正13年 1

885∕4 オリムピツクみやげ(第八回巴里大會記念) 荒木利一郎 大正13年 第一輯 1

885∕4 オリムピツクみやげ(第八回巴里大會記念) 荒木利一郎 大正13年 第二輯 1

885∕6 計畫と實際陸上競技會 秋葉祐之 大正13年 1

885∕7 ランニング 明石和衛・金栗四三同著 大正10年 1

885∕8 アスレチックスレコ―ド年鑑 大日本體育協會編 大正13年 1

885∕9 登山 田中薰 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

885∕10 競走指針 文部省 大正13年 1

885∕11 運動競技法 大林惠美四郎 大正15年 1

885∕12 少年・少女運動競技の仕方 橫井春野 大正15年 1

885∕13 陸上競技の教授 佐々木等 大正15年 1

885∕14 僕等のスポ一ツ 寺田瑛 昭和2年 1

885∕15 キャムビングの仕方と其場所 鐵道省 大正15年 1

885∕16 も實際的な陸上競技の粹 高根澤光位・渡部正同著 昭和2年 1

885∕17 運動競技場要覽 文部省 昭和2年 1

885∕18 女子陸上競技の實際 安田弘嗣 大正15年 1

885∕19 陸上競技の練習 出口林次郎譯 昭和2年 附錄﹕現行國際陸上競技規則 1

885∕21 日本陸上競技規則解說 全日本陸上競技聯盟編 昭和4年 1

885∕22 新スポ―ツ用語辭典 スポ―ツ研究會編 昭和6年 1

885∕23 スポ―ツ漫畵漫文筆のホ一ムラン 吉岡鳥平 昭和6年 1

885∕24 山岳旅行案內 大橋進一編 昭和5年 1

885∕25 オリンピツクファンに捧ぐ(見たまゝ感じたまゝを) 山添山治 昭和8年 1

885∕27 夏山登山案內 小島六郎・長島春雄同著 昭和16年 1

885∕28 心身鍛鍊徒步旅行案內 小島六郎・長島春雄同著 昭和16年 1

885∕29 世界山岳初登攀物語 大橋進一編 昭和16年 1

885∕30 日歸へり東京附近の『健康路』 大橋進一編 昭和16年 1

885∕31 女性とハイキング 青木美代 昭和16年 1

885∕32 奧秩父 原全教 昭和17年 1

885∕33 山の犧牲者物語 春日俊吉 昭和17年 1

886∕2 競馬 芝田清吾 大正13年 1

886∕3 ジセムピング 佐々木等 大正13年 1

886∕4 クロス、ワ一ド、パヅル 井上柳滸・森輝久同著 大正14年 新世界的遊戲學生智識競 1

886∕5 スキ―入門 石原次夫 昭和5年 附錄﹕スキ―場案內 1

886∕6 スゲ一ト入門 柴山雄三郎 昭和5年 1

886∕7 競馬必勝法 岡本隆 昭和5年 1

886∕8 馬術 飯村竹次郎 昭和4年 1

886∕9 變態見世物史 藤澤衛彥 昭和2年 1

886∕10 科學的 に見た競馬新戰術 藤田太 昭和9年 附錄﹕今春レ一ス豫想 1

886∕11 競馬と馬券の實際知識 茂木幹夫 昭和13年 1

886∕12 遊佐馬術 遊佐幸平 昭和15年 1

8917∕1 私は自由を選んだ           下卷 井村亮之介譯 昭和20年 光復後日文圖書編目 1

8917∕2 私は何故ソ連を逃げたか(生き殘つた人の記錄) 佐藤亮一譯 昭和24年 光復後日文圖書編目 1

900∕2 日本產業總覽 新居房太郎編 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

900∕3 日本產業の合理化 時事新報經濟部編 昭和5年 1

900∕4 現代事業大觀 澤本孟虎編 昭和5年 上卷 1
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901∕1 商業・交通編 安川雄之助・中川正左等著 昭和4年 現代產業叢書第三卷 1

901∕2 日本全國商工名錄 吉澤雅次 大正14年 1

901∕7 大阪仕入案內 1

901∕8 北京商工名鑑 塚本正巳 大正14年 1

901∕9 日本工業要鑑 谷元二 昭和16年 1

901∕11 產業技能事典 久世正一編 昭和17年 1

902∕1 商品年鑑 東洋經濟新報社編 大正12年 東洋經濟第一回 1

902∕1 商品年鑑 東洋經濟新報社編 大正14年 2冊﹙複本﹚東洋經濟第二回 2

902∕1 模範 新世界年表 三省堂編輯所編 大正10年 光復後日文圖書編目 1

902∕2 支那產業の現況                  第一卷 臺灣總督官房調查課 大正10年 1

902∕2 支那產業の現況                  第二卷 臺灣總督官房調查課 大正12年 1

902∕2 支那產業の現況                  第三卷 臺灣總督官房調查課 大正13年 1

902∕3 通俗產業統計要諦 渡邊亥八 大正11年 1

902∕6 新訂產業組合講話 佐藤寬次 大正14年 1

902∕9 產業經濟理論 馬場敬治 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

902∕10 滿蒙の產業研究 田中末廣 昭和2年 1

902∕11 產業貿易論 佐原貴臣譯 大正12年 1

902∕11 產業改造への途 松永安左衛門 昭和4年 附錄﹕歐米經濟事情 1

902∕12 現代地理教育の主眼帝國產業大資料 廣島高師附小學校地理研究部編 大正15年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

902∕13 新產業政策論﹙各國政黨の主義及び政策﹚ 永井亨 大正15年 1

902∕20 橫濱市商工案內 橫濱市役所勸業課 昭和5年 1

902∕21 神戶市各種組合一覽 神戶市商工課 昭和6年 1

902∕22 橫濱市組合一覽 橫濱市役所勸業課 昭和6年 1

902∕23 京都市產業要覽 京都市產業部勸業課 昭和6年 1

902∕24 產業上より觀たる大名古屋市 名古屋市役所 大正14年 1

902∕25 岡山市勸業要覽 岡山市勸業課 昭和2年 1

902∕26 京都市產業一班 京都市商品陳列館 昭和6年 1

902∕27 產業の橫濱 橫濱市役所勸業課 昭和6年 1

902∕29 產業篇 本田開編 昭和9年 非常時國民全集 1

902∕30 北支那の天然資源 五十字宇平 昭和10年 1

902∕32 產業の人道化 大日本文明協會編 大正10年 1

902∕33 北支產業要覽 東亞問題研究會 昭和13年 1

902∕34 歐洲大戰と日本產業の將來 小島精一 昭和14年 1

902∕35 滿鮮產業の印象 石橋湛山 昭和16年 1

902∕36 產業青年讀本 權田保之助 昭和16年 1

902∕37 支那の產業建設 米田祐太郎 昭和17年 1

902∕38 產業報國とその實踐 深川正夫 昭和17年 1

902∕39 南方の商品 新經濟社南方研究會 昭和17年 1

902∕40 ニユ―・ギネアの原始產業 東亞會譯 昭和18年 1

902∕41 生產力擴充產業讀本 清水元壽 昭和12年 1

902∕42 南方の新事業 水谷乙吉 昭和18年 1

903∕1 產業自治論 浮田和民譯 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

903∕2 興亞產業經濟大觀 佐藤周平編 昭和14年 1

904∕1 個人能率增進法 上中甲堂譯 大正13年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

904∕2 能率增進科學的事務管理法 上中甲堂編 大正13年 1

904∕3 執務能率講話 神長倉真民 大正13年 1

904∕4 能率學講話 神長倉真民 大正13年 1

904∕5 誰にも出來る能率增進法の實際 大正9年 1

904∕6 販路調查の要諦 大阪市役所產業部調查課 昭和6年 1

904∕7 事務必攜 上野陽一編 昭和9年 1

904∕9 能率增進の原理と其應用 太田欽吾 大正15年 1
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905∕1 日本產業地理精說 栗原寅次郎 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

905∕2 全國特產品製造便覽 長瀨仲三郎編 大正13年 1

905∕3 世界產業地理要論 左海猪平 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

905∕4 物產と地理 新貝清三郎 昭和3年 1

905∕5 商業地理提要 坂本陶一 大正11年 3冊﹙複本﹚ 3

905∕6 日本產業大地誌 武居芳成・吉田賴吉同著 大正3年 1

905∕7 經濟地理世界物產誌 野口保興 大正3年 1

905∕8 國產總覽 高橋重治編 昭和6年 1

905∕9 新南方資源論 福澤晁 昭和17年 1

906∕1 鮮滿及北支那之產業 藤本實也 大正15年 1

906∕2 南支那及台灣之產業 藤本實也 大正15年 1

906∕3 シサルへンプ調查復命書 臺灣總督府民政部殖產局編 大正元年 2冊﹙複本﹚ 2

906∕4 產業研究ニ關スル米國大家ノ論文摘錄 日本學術振興會 昭和12年 外國研究要覽﹙1﹚ 1

907∕1 國有鐵道開通記念全國產業博覽會誌 田中七三郎 昭和3年 1

907∕2 山形市主催全國產業博覽會報告 山形市役所 昭和3年 1

907∕4 全國主任者協議會記錄 東北產業博覽會 昭和2年 1

908∕1 誰にも換算の出來る改正メ―トル法早わかり 高橋吉太郎 大正12年 1

908∕2 メ―トル法の栞 伊藤彩抱 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

908∕4 メ―トル法のかゞみ 臺灣總督府度量衡所 昭和3年 1

908∕5 度量衡のメ―トル法統一に就いて 臺南州 昭和4年 1

908∕6 メ―トル法換算一覽表使用說明 右平太郎編 大正13年 1

908∕7 實際家のメ―トル法意見 橫山勝鎮編 昭和9年 1

908∕8 メ―トル法研究 山田惣一郎 昭和9年 1

908∕9 甲―ア一ル換算表 社團法人臺灣技術協會 昭和16年 1

910∕1 經濟地理總論 佐藤弘 昭和8年 經濟學全集第六十二卷光復後日文圖書編目 1

910∕16 PEOPLES  ALL  NATIONS SIR JOHN HAMERTON 2冊﹙1、2卷﹚ 2

9102∕1 支那旅行通 後藤朝太郎 昭和5年 光復後日文圖書編目 1

9108∕1 地理概說附圖 守屋荒美雄 昭和10年 光復後日文圖書編目 1

911∕1 熱帶と其の農業 鈴木力治 大正8年 2冊﹙複本﹚ 2

911∕2 田園文學 渡邊得司郎 大正14年 1

911∕4 農奴社會史考 細川龜市 昭和7年 1

911∕6 篤農家の研究 山路虎吉 昭和10年 1

911∕7 興亞農民讀本 山崎延吉 昭和14年 1

911∕8 銃後農民革新の書 增田亮一 昭和14年 1

911∕9 南洋農業讀本 小田脩 昭和18年 1

912∕1 農業政策綱要 橋本傳左衛門 大正11年 1

912∕2 小農保護問題 社會政策學會編 大正4年 1

912∕2 近調查大日本分縣地圖併地名總覽 日下伊兵衛 昭和10年 1

912∕3 農業經濟學 河田嗣郎 大正12年 1

912∕4 農業經營講話 有元英夫 大正13年 1

912∕5 農業社會主義と組合主義 河田嗣郎 大正12年 1

912∕6 農村の經濟 善生永助 大正13年 1

912∕7 農村問題の對策 河田嗣郎 大正13年 1

912∕8 農村社會問題地主と小作人 天野藤男 大正10年 1

912∕9 農業の社會化 河西太一郎譯 大正12年 1

912∕10 田園の文化 淺井榮次郎 大正12年 1

912∕11 實驗宅地利用法 市川實太郎 大正13年 1

912∕13 農業經營管理の實際 有元英夫・川崎甫同著 大正14年 1

912∕14 農村振興文化經營補習教育の研究 津倉亮一 大正14年 1

912∕15 農村研究講話 小野武夫 大正14年 1

912∕16 成功せる農村振興策 折目六右衛門 大正13年 1
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912∕17 余が見たる丁抹の農村 山田勝伴 大正14年 1

912∕18 內外理想鄉物語 石田傳吉 大正14年 1

912∕19 空地利用と其經濟 新岡仲 大正15年 1

912∕20 馬來半島とスマトラとの栽培企業比較 臺灣總督官房調查課 昭和4年 1

912∕21 日本農業其特質と改善 佐藤寬次 大正15年 1

912∕22 小農に關する研究 橫井時敬 昭和2年 1

912∕24 農業五ケ年計畫﹙新ロシア入門﹚ 產業勞働調查所譯 昭和7年 1

912∕25 農民讀本 橫尾惣三郎 昭和8年 1

912∕26 米高と繭安の見方 澤村克人 昭和9年 1

912∕27 農村經濟の諸問題 近藤康男 昭和9年 1

912∕28 興村活話 增田亮一 昭和10年 1

912∕30 田園生活年中行事 物集高量 大正7年 1

912∕31 農村問題解說 栗原藤七郎 昭和10年 1

912∕32 地方副業案內 通信販賣研究會 昭和9年 2冊﹙複本﹚ 2

912∕33 穀類專賣論 長崎常譯 昭和2年 1

912∕34 新農村の基調 那須皓 昭和12年 1

912∕35 愛鄉愛土土に叫ぶ 松田基次郎 昭和13年 1

912∕35 續土に叫ぶ 松田基次郎 昭和18年 1

912∕36 市場より見たる産米改良(東京市場を中心として) 鈴木直二 昭和13年 1

912∕37 玄米か白米か 國中秀 昭和14年 1

912∕38 戰時農村對策と戰後の經營 富田文雄 昭和13年 1

912∕39 昭和農業發達史 西村健吉編 昭和14年 1

912∕40 新農村の建設﹙大陸ヘ分村大移動﹚ 比佐友香編 昭和14年 2冊﹙複本﹚ 2

912∕41 農家經營の要領 松本喜作 昭和14年 1

912∕42 農民の步みたき道 秀島寅治郎 昭和14年 1

912∕43 農村現地報告 有馬賴寧編 昭和14年 1

912∕44 日本農業の機械化 吉岡金市 昭和14年 1

912∕46 全國一千農家の經濟近況調查 財團法人協調會編 昭和14年 1

912∕47 農業經濟學 松田武雄譯 昭和14年 1

912∕48 時局下に於ける農村經濟法規の解說 田邊勝正 昭和15年 1

912∕49 米穀配給の研究 鈴木直二 昭和16年 1

912∕50 村塾建設の記 松田甚次郎 昭和16年 1

912∕51 蘭印の農業經濟﹙その基礎と發展傾向﹚ 救仁鄉繁譯 昭和16年 1

912∕52 ナチス農業政策 救仁鄉繁・澁川貞樹同譯 昭和16年 1

912∕53 滿洲農業早わかり 三浦悅郎編 1

912∕54 南方農業問題 根岸勉治 昭和17年 1

912∕56 日本農村の文化運動 田村隆治 昭和17年 1

912∕57 滿洲開拓民農業經營と農家生活 安田泰次郎 昭和17年 1

912∕58 米穀需要法則の研究 日本學術振興會 昭和12年 學術部第六小委員會報告第一冊 1

912∕59 米穀配給組織及び配給費 日本學術振興會 昭和12年 學術部第六小委員會報告第四冊 1

912∕60 米價の長期變動 日本學術振興會 昭和12年 學術部第六小委員會報告第三冊 1

912∕61 朝鮮米穀經濟論 日本學術振興會 昭和12年 學術部第六小委員會報告第二冊 1

912∕62 日本農業政策と農地問題 平野力三 昭和18年 1

912∕63 東亞共榮圈の米穀產業 臺灣米穀日報社調查部 昭和17年 2冊﹙複本﹚附錄﹕東亞の食糧資源 2

912∕64 濠洲及新西蘭の農業 田中咲子譯 昭和18年 1

913∕1 本邦に於ける農事電化發達史 松本要編 昭和15年 1

914∕1 農產加工相談 高橋武雄 昭和12年 1

914∕1 東西相觸れて 新渡戶稻造 昭和3年 光復後日文圖書編目 1

914∕2 理論實際農產食品加工法 島田保男 昭和11年 1

915∕1 日本風景論 志賀重昻 昭和15年 1

915∕1 臺南市要覽 臺南州 昭和10年 光復後日文圖書編目 1
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915∕1 土壤學講義 大工原銀太郎 大正14年 3冊﹙上、中、下卷﹚ 3

915∕2 北門郡概況 臺南州北門郡役所 昭和12年 光復後日文圖書編目 1

915∕2 南方農林水產資源總論 近藤康男 昭和19年 南方經濟資源總攬第一卷 1

915∕2 トンドの經濟資源 伊東敬 昭和19年 南方經濟資源總攬第八卷 1

915∕2 南方鑛產資源總論 山根新次 昭和19年 南方經濟資源總攬第二卷 1

915∕2 南方經濟資源開發概論 山田文雄 昭和18年 南方經濟資源總攬第三卷 1

915∕2 佛印の經濟資源 逸見重雄 昭和19年 南方經濟資源總攬第四卷 1

915∕2 高等農藝化學分析 富田文雄 大正9年 1

915∕3 支那游記 芥川龍之介 大正14年 光復後日文圖書編目 1

915∕3 綠肥法 丸尾鈷六・佐藤弘毅同著 大正11年 1

915∕3 南洋諸島の富 吉田梧郎 昭和2年 光復後日文圖書編目 1

915∕4 印度旅行記 中辻正信 昭和17年 光復後日文圖書編目 1

915∕4 新肥料學講義 吉村清尚 大正13年 1

915∕5 學生と日本 河合榮治郎編 昭和16年 光復後日文圖書編目 1

915∕5 農用藥劑學 內田郁太・野口德三同著 大正14年 1

915∕6 農作增收肥料の施し方 加藤友三郎 大正14年 1

915∕7 現代商業辭典 清水正巳 大正14年 1

915∕8 護膜の研究 佐藤定吉森本粂逸同著 大正15年 1

915∕9 化學肥料 石川一郎 昭和9年 1

915∕10 日本窒素肥料事業大觀 日本窒素肥料株式會社文書課 昭和12年 1

915∕11 農業氣象概說 金川治三郎 昭和14年 1

915∕14 增產農事曆 農業世界編輯局 昭和18年 1

9152∕8 臺灣事情 臺灣時報發行所 大正15年 光復後日文圖書編目 1

91543∕2 躍進東臺灣 鍾石若 昭和13年 光復後日文圖書編目 1

91543∕3 臺南市產業要覽   昭和11年版 臺南市役所 昭和12年 1

91543∕4 現在之臺灣 福田廣次編 昭和12年 光復後日文圖書編目 1

91543∕13 南部臺灣誌 村上玉吉編 昭和9年 光復後日文圖書編目 1

916∕2 蔬菜の害虫防除法 大石俊雄 昭和19年 1

917∕1 日本苧麻興業意見 田代安定 大正6年 2冊﹙複本﹚ 2

917∕2 あめりか百態 佐藤吉治郎 昭和4年 西半球遍路第一輯  光復後日文圖書編目 1

917∕3 棉花學 三原新三 大正9年 1

917∕4 栽培學講義 宗正雄 大正12年 1

917∕5 日本稻作講義 永井威三郎 大正15年 1

917∕10 農家副業藥用植物栽培法 岡村猪之助 大正8年 1

917∕11 世界に於ける蓖麻產業 田中秀雄編 昭和8年 1

917∕12 藍の真價 大同藍株式會社 昭和4年 1

917∕14 苧麻 加藤清之助 大正11年 1

917∕17 改良增收穴澤式甘藷栽培法 穴澤松五郎 昭和10年 1

917∕19 甘蔗糖及瓜哇製糖論 草鹿砥祐吉 明治41年 1

917∕21 世界糖業小史 臺灣總督府殖產局 昭和11年 附錄﹕糖業年代記 1

917∕22 棉花と棉花取引 荒尾慶盈 昭和4年 1

917∕24 馬鈴薯の栽培及利用 川上幸治郎 昭和14年 1

917∕25 水田 小池基之 昭和17年 1

917∕27 日本の米 永井威三郎 昭和18年 1

919∕1 世界に於ける珈琲大觀 芳賀鍬五郎 大正12年 1

919∕2 珈琲 臺灣總督府殖產局 昭和4年 1

919∕2 蘭領東印度の茶葉 臺灣總督府殖產局 大正14年 1

919∕6 趣味の商品學茶・コ一ヒ一・ココア 古屋晃 昭和6年 1

919∕13 シサル纖維 臺灣總督官房調查課 昭和9年 1

919∕26 日本棉花栽培法 幡原隆治 昭和9年 1

920∕1 實驗果樹園藝 富樫常治 大正11年 3冊﹙上、中、下卷﹚ 3
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920∕1 立志奮鬪物語 光復後日文圖書編目 1

920∕2 アメリカ八偉人 新思潮社編集部譯 昭和26年 光復後日文圖書編目 1

920∕2 花卉害蟲篇 佐々木忠次郎 大正12年 1

920∕3 獨逸的人間 小堀甚二譯 昭和16年 光復後日文圖書編目 1

920∕3 蔬菜栽培法 盧貞吉 大正10年 1

920∕4 近代偉人物語 野邊地三右衛門 大正14年 光復後日文圖書編目 1

920∕4 實驗苹果栽培法 恩田鐵彌 大正7年 1

920∕6 布哇に於ける木瓜 櫻井芳次郎 大正12年 1

920∕8 パインアツブル 櫻井芳次郎 大正12年 6冊﹙複本﹚附錄﹕鳳梨に關する文獻集 6

920∕9 蘭領東印度に於ける椰子の栽培 臺灣總督官房調查課 大正13年 1

920∕10 國立公園の話 上原敬二 大正13年 1

920∕11 家庭園藝と庭園設計 上原靜子 大正13年 1

920∕12 西洋草花の知識 石井勇義 大正13年 園藝の科學第一篇 1

920∕15 庭園研究庭の造りかた 龍居松之助 大正14年 1

920∕16 草花庭木の作り方 小林素軒 大正14年 1

920∕17 盆栽 宮澤文吾 大正14年 附錄﹕鉢植花卉 1

920∕18 四季新撰草花栽培法 岡竹軒 大正14年 附錄﹕肥培の栞 1

920∕19 誰にも出來る趣味の家庭園藝 坂內又藏 大正15年 1

920∕22 圖解庭造法 本多錦吉郎 大正15年 1

920∕23 盛花と投入の生け方 主婦之友社編輯局 大正15年 1

920∕24 花と鳥 金井紫雲 大正14年 1

920∕25 布哇大學に於けるパインアツブル事業に關する諸講演 安藤信成譯 大正15年 3冊﹙複本﹚﹙1923年﹚ 3

920∕25 布哇大學に於けるパインアツブル事業に關する諸講演 安藤信成譯 大正14年 2冊﹙複本﹚﹙1924年分﹚ 2

920∕26 英領北ボルネオタワオ地方に於ける椰子栽培業 鶴仲壽美編 大正14年 1

920∕27 世界に於けるカカオ 臺灣總督官房調查課 大正14年 1

920∕28 西貢米の調查 臺灣總督官房調查課 大正14年 1

920∕30 南洋各地邦人栽培企業地圖 臺灣總督官房調查課 大正14年 1

920∕31 南洋各地栽培企業可能性比較一覽 臺灣總督官房調查課 大正14年 1

920∕32 英帝國領土內に於ける落花生の生產狀況 臺灣總督官房調查課 大正15年 1

920∕33 南洋各地邦人栽培企業要覽 臺灣總督官房外事課 昭和10年 附錄﹕南洋邦人林・鑛・水產業要覽 1

920∕34 南支那及南洋の園藝 臺灣總督官房調查課 昭和2年 1

920∕35 比律賓の米 臺灣總督官房調查課 昭和2年 1

920∕36 比律賓に於けるコブラ及ココ椰子油の取引 長崎常譯 昭和2年 4冊﹙複本﹚ 4

920∕37 樹木根迴運搬並移植法 上原敬二 昭和2年 1

920∕38 萬年青と蘭の作り方 橋本八重三 昭和2年 1

920∕40 根菜類栽培法 尾崎五平治 昭和2年 1

920∕41 水仙とグラヂオラス 鳥山鑛造 昭和2年 1

920∕42 朝顏 橘蕣一郎 昭和2年 1

920∕43 ダリアとカンナ 鳥山鑛造 昭和2年 1

920∕44 家庭園藝 三木泰治 大正15年 1

920∕45 蔬菜栽培講義 富樫常治 昭和2年 1

920∕46 果樹栽培講義 富樫常治 昭和2年 1

920∕47 花壇庭園の知識 石井勇義 昭和2年 1

920∕48 果菜類栽培法 尾崎五平治 大正15年 1

920∕49 四季の園藝 淺川英一 昭和2年 1

920∕50 草花の副業栽培 石井勇義 昭和2年 1

920∕51 南支南洋鳳梨事業 臺灣總督官房調查課 昭和3年 1

920∕52 實驗蔬菜不時栽培法 恩田鐵彌・喜田茂一郎同著 昭和3年 1

920∕53 新しい花の活け方 近藤正一 昭和3年 1

920∕54 ポケツト造園便覽 上原敬二 大正14年 1

920∕55 ココ椰子 松岡靜雄譯 昭和4年 4冊﹙複本﹚ 4
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920∕56 菊花栽培秘訣 石井勇義編 昭和4年 1

920∕57 果樹栽培講義 高橋久四郎 大正9年 1

920∕58 趣味の觀賞植物 野崎信夫 昭和4年 1

920∕60 南洋各地邦人栽培企業要覽 臺灣總督官房調查課 昭和5年 1

920∕61 比律賓群島に於ける鳳梨事業 岡崎仁平 昭和5年 1

920∕63 蔬菜園藝 渡邊綠園 大正9年 1

920∕65 原色園藝植物圖譜 石井勇義 昭和6年 4冊﹙3、4、5、6卷﹚ 4

920∕67 實用果樹蔬菜草花木竹栽培の仕方 青木信一編 昭和6年 1

920∕68 誰にも出來るやさしい球根草花 安達正博 昭和6年 1

920∕70 花の作り方 1

920∕71 花卉、花木、果樹、蔬菜土に親しむ手引 安達正博 昭和7年 1

920∕72 蘭科培養の要諦 伊集院兼知 昭和4年 1

920∕74 原色四季の草花 中路正義 昭和7年 1

920∕75 原色菊花圖譜 丹羽鼎三 昭和7年 1

920∕76 蘭譜 笹山三次 昭和7年 1

920∕77 實驗作物栽培學 川上三郎 昭和5年 1

920∕78 實地栽培菊と洋菊の作り方 淺川英一 昭和8年 1

920∕79 花卉栽培要覽 野崎信夫 昭和8年 1

920∕80 園藝讀本 青木信一・高野芳雄 昭和8年 齋藤生外・富本光郎同著 1

920∕81 萬年青の種類と培養 渡邊藤村 昭和9年 1

920∕82 蘭の種類と培養 小原榮次郎 昭和9年 1

920∕83 家庭園藝寶典 堀江忞 昭和9年 1

920∕84 英領馬來に於けるタピオ力產業 臺灣總督官房調查課 昭和9年 1

920∕86 趣味の溫室園藝 森口潔 昭和9年 1

920∕87 盆栽流行史 此君園主人 昭和9年 附錄﹕各種培養繁殖法 1

920∕88 多肉植物の培養 長岡行夫 昭和9年 1

920∕89 多く穫れて高く賣れる風味のよい果實栽培法 齋藤容一 大正9年 宅地明地利用收益 1

920∕90 果樹園經營法 恩田鐵彌 大正13年 1

920∕91 栽培と鑑賞東洋蘭 笹山三次 昭和9年 1

920∕93 近世渡來園藝植物 松崎直枝 昭和9年 1

920∕94 原色萬年青圖譜 市野利平・水野淳治郎 昭和9年 榊原純平・鈴木菊三郎同著 1

920∕95 新時代の停園と住宅 西田富三郎 昭和9年 1

920∕96 蘭科植物の栽培 岡見義勇 昭和10年 1

920∕97 蘭栽培の枝折 田邊賀堂 昭和9年 1

920∕98 原色東洋蘭圖譜 石井勇義 昭和10年 1

920∕99 曙山園藝 前田曙山 明治44年 1

920∕100 芝・芝生・芝庭 上原敬二 昭和9年 1

920∕101 實用園藝 山本正英 昭和10年 1

920∕102 接木插木實生の秘訣 石井勇義編 昭和10年 1

920∕104 庭園圖說 近藤正一 明治42年 1

920∕105 培養秘訣盆栽入門 農業世界編輯局 1

920∕107 培養秘訣棕梠竹と觀音竹 農業世界編輯局 1

920∕108 培養秘訣萬年青と蘭 農業世界編輯局 1

920∕109 培養秘訣秋の盆栽 農業世界編輯局 1

920∕110 培養秘訣莓の作り方 農業世界編輯局 1

920∕111 培養秘訣冬の盆栽 農業世界編輯局 1

920∕112 培養秘訣小菊の盆栽 農業世界編輯局 1

920∕113 培養秘訣整枝參考盆栽樹形寫真百鑑 農業世界編輯局 1

920∕114 培養秘訣小品及小物盆栽 農業世界編輯局 1

920∕115 培養秘訣春の盆栽 農業世界編輯局 1

920∕116 培養秘訣朝顏の作り方 農業世界編輯局 1
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920∕117 培養秘訣夏の盆栽 農業世界編輯局 1

920∕118 培養秘訣草花二百種 農業世界編輯局 1

920∕120 自家用販賣用切花の作り方 農業世界編輯局 1

920∕121 培養秘訣トマトと甜瓜 農業世界編輯局 1

920∕122 培養秘訣果樹の作り方﹙續﹚ 農業世界編輯局 1

920∕123 茄子栽培の實際 堀準爾 昭和14年 1

920∕124 培養秘訣皐月の作り方 農業世界編輯局 1

920∕125 花卉及溫室作物の病害 瀧元清透 昭和14年 1

920∕126 趣味と實用 新園藝 岩本熊吉 昭和14年 1

920∕127 培養秘訣中菊の作り方 松濤芳俊 1

920∕128 海南島と椰子 田澤震五 昭和15年 1

920∕129 培養秘訣櫻草の作り方 上原梓・佐々木尚友同著 1

920∕130 培養秘訣花菖蒲の作り方 池田喜兵衛 昭和15年 1

920∕131 日本園藝年鑑 農業世界編輯局 昭和16年 1

920∕132 時局と園藝 千葉高等園藝學校戶定會 昭和16年 1

920∕133 大菊の新しい作り方 尾崎哲之助 昭和15年 1

920∕134 培養秘訣柑橘の作り方 藤田克治 1

920∕135 培養秘訣薔薇の作り方 農業世界編輯局 昭和16年 1

920∕136 培養秘訣野菜の作り方 船串武・小田川賢司同著 昭和16年 1

920∕137 松柏盆栽仕立方 野崎信夫 昭和15年 1

920∕138 培養秘訣石榴の作り方 農業世界編輯局 昭和16年 1

920∕139 培養秘訣漬菜の作り方 農業世界編輯局 昭和16年 1

920∕141 隣組農園必攜 農業世界編輯局 昭和17年 1

920∕142 隣組必攜農作物讀本 神山準一 昭和17年 1

920∕143 春蘭 笹山三次 昭和16年 1

920∕144 近世の庭園 龍居松之助 昭和17年 1

920∕145 隣組農園答應集 神山準一 昭和17年 1

920∕146 南方圈の熱帶果園 中村三八夫 昭和18年 1

920∕147 支那庭園論 岡大路 昭和18年 1

920∕148 代表的花卉とその研究 五十嵐梧樓 昭和17年 1

920∕149 秘傳圖解盛花投入四季の栞 國原南嚴 昭和17年

920∕150 空地利用野菜の家庭栽培法 稻泉智 昭和18年 野菜・棉・麻等の作り方五十種 1

920∕151 家庭菜園﹙野菜の作り方﹚ 加藤行作 昭和19年 庭先・空地利用 1

920∕152 東洋蘭の作り方 朝倉文夫 昭和15年 1

920∕153 野菜自給十坪菜園 岡村猪之助 大正10年 1

9202∕1 中國話題の人物 臺新文化服務社 民國35年 1

9205∕1 日本の友湯恩伯將軍 芳澤謙吉編 1

922∕1 印度の聖者サンダ一・シングの生涯及思想 今井為一郎 大正14年  光復後日文圖書編目 1

922∕2 釋迦牟尼傳 井上哲次郎 明治36年  光復後日文圖書編目 1

923∕1 近米國成功傑 石井白露 明治40年 光復後日文圖書編目 1

923∕2 偉人クロムウェル 遠山凞・山崎梅處同譯 明治42年 附錄﹕ル一ズェルト氏の人物  光復後日文圖書編目 1

925∕1 科學界の英雄を語る 石井悅朗 昭和9年  光復後日文圖書編目 1

925∕2 アメリカの科学者たち 島村道彥譯 昭和29年 避雷針からサイクロトロンまで    光復後日文圖書編目 1

927∕1 ドガに就て(ヴァレリイ)(造型美論) 吉田健一譯 昭和16年  光復後日文圖書編目 1

927∕3 本朝畫人傳     卷三 村松梢風 昭和16年 光復後日文圖書編目 1

927∕4 音樂家物語(小學文庫六年用) 岡本敏明 昭和7年 光復後日文圖書編目 1

928∕1 詩聖ダンテ 中山昌樹 大正10年 光復後日文圖書編目 1

928∕2 アプン・シンクレア評傳 小野忍譯 昭和5年 光復後日文圖書編目 1

930∕1 斯因頓氏萬國史直譯 芳川鉞雄譯 明治21年 光復後日文圖書編目 1

931∕1 實用森林學 本多靜六 明治38年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

931∕2 錫蘭英領印度及蘭領東印度の林業 臺灣總督官房調查課 大正11年 1
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931∕3 暹羅森林 臺灣總督官房調查課 昭和6年 1

931∕4 北支及蒙疆の經濟と林業 淵通義 昭和14年 1

931∕5 南方林業經濟論 福原一雄 昭和17年 1

933∕1 運材及貯木編 時丸文雄 大正7年 森林土木工學全書第四卷 1

934∕2 南洋諸國に於けるヱステ一ト・ゴム及び土人ゴム 南洋協會臺灣支部譯 昭和6年 2冊﹙複本﹚ 2

934∕3 蘭領東印度に於ける土人ゴム栽培 ゴム栽培協會 昭和4年 1

934∕4 山林三重利用收益法 高田功 大正8年 1

934∕5 竹材の性質と其の適應 宇野昌一 昭和15年 1

934∕6 木材乾燥法 松本文三 昭和16年 1

934∕7 戰ふ木材 藤井直衛 昭和19年 1

935∕1 畜產汎論 高見長恒 明治33年 1

935∕2 豚肉加工法 飯田吉英 大正14年 1

935∕3 副業養豚法 芝田清吾 大正14年 1

935∕5 山羊の飼ひ方 中村光義 昭和5年 1

935∕7 實驗養豚全書 千原米松 大正11年 1

935∕8 新犬の飼ひ方と訓練法 日本愛犬俱樂部編 昭和9年 1

935∕9 新養豚全書 高山徹 大正13年 1

935∕10 榨乳衛生 池田錫 昭和9年 1

935∕12 東亞の羊毛 金建寅 昭和14年 若林友康譯 1

935∕13 豚の飼ひ方 永田厚平 1

935∕15 畜産學 三田村健太郎 昭和17年 1

935∕16 フイりツビンの畜産 臺灣總督府外事部 昭和17年 11

935∕17 實踐豚肉加工法 高屋銳 昭和17年 1

936∕1 家禽學 月田藤三郎 明治36年 1

936∕2 松川養鷄法 松川潔 大正7年 1

936∕4 小鳥ノ飼ヒ方 佐伯大太郎編 大正14年 1

936∕5 趣味と實用鴿の飼ひ方 武知彥榮 大正14年 1

936∕7 養鷄の研究 副業養鷄研究會 大正14年 1

936∕8 セキセイインコ 及部辰之助 大正14年 小鳥の飼ひ方叢書第二篇 1

936∕8 カナリセ 石井時彥 大正14年 小鳥の飼ひ方叢書第一篇 1

936∕8 うぐひす 今村久兵衛 大正15年 小鳥の飼ひ方叢書第五篇 1

936∕9 巢引鳥の飼ひ方 佐伯大太郎 大正15年 1

936∕10 飼鳥手ほどきと病氣の手當 白木正光 昭和2年 小鳥の飼ひ方叢書第十一篇 1

936∕11 實驗養鷄及家禽飼養法 相田良太郎 大正15年 1

936∕12 小鳥飼方の實驗 中村八郎 昭和2年 1

936∕13 カナリセの 新式飼養法 大竹悠村 昭和3年 1

936∕17 有利販賣鷄肉の製產法 衣川義雄 昭和9年 1

936∕21 一千羽採卵養鷄經營十二個月 柴田新龍 昭和13年 1

936∕22 農家の副業實用家畜の飼ひ方 衣川義雄 昭和14年 1

936∕24 鷄卵冷凍及乾燥 中原重樹 昭和15年 1

937∕1 蜜蜂﹙產蜜養蜂﹚ 德田義信 昭和3年 第一卷 1

937∕2 利殖秘訣兔を家庭へ 一條仁 大正10年 1

937∕3 趣味副業兔飼ひ方 農業世界編輯局 昭和13年 1

937∕5 養兔二百題 戶松豐洽 1

940∕1 水產學綱要 杉浦保吉 大正12年 1

940∕1 西洋史詳說 內藤智秀 昭和13年 光復後日文圖書編目 1

940∕2 英領馬來の漁業 木村友吉譯 大正15年 3冊﹙複本﹚ 3

940∕3 南支那佛領印度支那漁業試驗報告 臺灣總督官房調查課 大正15年 1

940∕5 水產王國 笹澤三善 大正15年 1

940∕7 南支那漁業試驗報告 臺灣總督官房調查課 昭和4年 附錄﹕漁業資料 1

940∕8 新加坡に於ける漁業狀況 臺灣總督官房調查課 昭和4年 與下一筆同一冊 1
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940∕9 蘭領印度モロツカス群島近海の鰹漁業 臺灣總督官房調查課 昭和3年 並に同地方沖繩縣漁民の狀況 1

940∕10 比律賓群島の水產資源 三島文平譯 昭和4年 1

940∕12 增訂改版水產學綱要 杉浦保吉 大正14年 1

940∕13 日本魚學 田中茂穗 大正10年 上卷 1

940∕14 帝國水產讀本 中澤毅一 昭和7年 1

940∕15 魚と水產業 田中茂穗 昭和10年 1

940∕17 日本の水產業 松井佳一 昭和18年 1

9401∕1 西洋史話 箕作原八 大正4年 光復後日文圖書編目 1

942∕1 海產植物學 遠藤吉三郎 明治44年 2冊﹙複本﹚ 2

942∕2 海產動物學 飯塚啟 大正元年 1

942∕3 趣味から見た海藻と人生 岡村金太郎 大正11年 1

942∕4 分類水產動物圖說 淺野彥太郎 昭和10年 1

942∕5 河豚 水尾徹雄 昭和16年 1

942∕6 魚の常識 田中茂穗 昭和18年 1

943∕1 水產化學 高橋榮治 大正10年 1

943∕2 かつをぶし 東京鰹節問屋組合 昭和13年 1

944∕1 趣味實益 新養鯉法 目黑辰美 大正14年 1

944∕2 實驗圖解金魚の飼養 前田閑亭 大正10年 1

944∕3 真珠の養殖 谷水善左衛門 昭和12年 1

944∕5 稻田養鯉 多田稔 昭和18年 1

944∕6 淡水魚と其の飼ひ方 笠村確 昭和19年 1

945∕1 釣魚十二ケ月 高橋鬼川 大正14年 1

945∕2 釣の話 上田尚 大正12年 1

945∕4 釣り方圖解 上田尚 大正14年 3冊﹙1、2、3集﹚ 3

945∕5 釣魚大全                       第2卷 上田尚 昭和4年 釣百味 1

945∕5 釣魚大全﹙川魚之釣﹚    第4卷 上田尚 昭和4年 1

945∕5 釣魚大全  ﹙海魚之釣﹚  第7卷 上田尚 昭和4年 1

945∕7 北洋日本の危機 江崎利雄 昭和9年 1

945∕8 漁村の更生と漁村の指導 蜷川虎三 昭和9年 1

945∕9 國防上に於ける漁船の使命 屋井宏之編 昭和9年 1

945∕11 釣一年 大道弘雄編 昭和10年 1

945∕12 釣する心 日高基裕 昭和11年 1

945∕13 釣どよみ 益田甫 昭和15年 1

945∕14 海の資源 相川'廣秋 昭和17年 1

945∕15 鯨﹙その科學と捕鯨の實際﹚ 大村秀雄・松浦義雄 昭和17年 宮崎一老同著 1

945∕16 鮭と語る 尾崎木星 昭和17年 1

946∕1 食鹽 淺野巖 昭和17年 1

950∕1 ソ連と極東 直井武夫譯 昭和20年 2冊﹙上、下卷﹚  光復後日文圖書編目 2

951∕1 新撰支那國史                下卷 北村三郎 明治25年 光復後日文圖書編目 1

9512∕1 臺灣事蹟綜覽        第貳卷 大園市藏 大正9年 光復後日文圖書編目 1

9512∕2 臺灣小史 種村保三郎 昭和20年 光復後日文圖書編目 1

9512∕3 臺灣史 山崎繁樹・野上矯不同著 昭和2年 1

9512∕4 評論臺灣之事業 橋本白水 大正9年 1

9512∕5 臺灣社會經濟史全集 平山勳 昭和8年 9冊﹙1、3、6、7、8、9、10、11、17冊﹚ 9

9512∕6 改隸四十年の臺灣 佐藤眠洋氏 昭和10年 光復後日文圖書編目 1

9512∕7 臺灣產業組合史 澁谷平四郎 昭和9年 1

9512∕9 社會教育要覽 臺南州 昭和13年 光復後日文圖書編目 1

9512∕9 社會教育要覽 臺南州 昭和11年 光復後日文圖書編目 1

9512∕10 鄭成功﹙閩海の王者﹚ 林荊南編 昭和17年 光復後日文圖書編目 1

952∕1 日本政記論文講義 河村北溟 明治32年 2冊﹙上、下卷﹚  光復後日文圖書編目 2

952∕1 史記平準書・漢書食貨志 加藤繁譯 昭和17年 光復後日文圖書編目 1
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952∕3 平和への努力 臺灣藝術社編輯部 民國36年 近衛文麿手記     光復後日文圖書編目 1

952∕4 終戰前後に於ける日本陸軍の內爭 藤本弘道 民國35年 光復後日文圖書編目 1

952∕5 日本降伏時の真相 迫水久常氏 民國35年 光復後日文圖書編目 1

952∕6 太平洋戰爭勃發まで 臺灣新生報社 民國35年 近衛文麿手記     光復後日文圖書編目 1

952∕7 終戰前後の上海 甲斐靜馬 民國36年 光復後日文圖書編目 1

952∕8 旋風二十年﹙太平洋戰爭篇﹚ 光復後日文圖書編目 1

952∕9 日本社會史 本庄榮治郎 昭和16年 光復後日文圖書編目 1

952∕10 維新大變革期﹙自文久2年至明治5年﹚ 新聞集成明治編年史編篡會 昭和11年 新聞集成明治編年史第一卷 1

952∕10 民論勃興期﹙自明治6年1月至9年6月﹚ 新聞集成明治編年史編篡會 昭和12年 新聞集成明治編年史第二卷 1

952∕10 西陲擾亂期﹙自明治9年7月至11年﹚ 新聞集成明治編年史編篡會 昭和12年 新聞集成明治編年史第三卷 1

952∕10 國會開設運動期﹙自明治12年至14年﹚ 新聞集成明治編年史編篡會 昭和12年 新聞集成明治編年史第四卷 1

952∕10 民論大彈壓期﹙自明治15年至17年﹚ 新聞集成明治編年史編篡會 昭和12年 新聞集成明治編年史第五卷 1

952∕10 歐化政治期﹙自明治18年至20年﹚ 新聞集成明治編年史編篡會 昭和12年 新聞集成明治編年史第六卷 1

952∕10 憲法發布期﹙自明治21年至23年﹚ 新聞集成明治編年史編篡會 昭和13年 新聞集成明治編年史第七卷 1

952∕10 國會搖籃期﹙自明治24年至26年﹚ 新聞集成明治編年史編篡會 昭和12年 新聞集成明治編年史第八卷 1

952∕10 日清戰爭期﹙自明治27年至29年﹚ 新聞集成明治編年史編篡會 昭和11年 新聞集成明治編年史第九卷 1

952∕10 東洋問題多難期﹙自明治30年至32年﹚ 新聞集成明治編年史編篡會 昭和11年 新聞集成明治編年史第十卷 1

952∕10 北清事變期﹙自明治33年至35年﹚ 新聞集成明治編年史編篡會 昭和11年 新聞集成明治編年史第十一卷 1

952∕10 日露戰爭期﹙自明治36年至38年﹚ 新聞集成明治編年史編篡會 昭和11年 新聞集成明治編年史第十二卷 1

952∕10 戰後國勢膨脹期﹙自明治39年至41年﹚ 新聞集成明治編年史編篡會 昭和11年 新聞集成明治編年史第十三卷 1

952∕10 日韓合邦期﹙自明治42年至45年﹚ 新聞集成明治編年史編篡會 昭和11年 新聞集成明治編年史第十四卷 1

952∕10 明治大索引 新聞集成明治編年史編篡會 昭和11年 新聞集成明治編年史第十五卷 1

954∕1 印度史 北村三郎 明治22年 附錄﹕朝鮮・安南・緬甸・暹羅各國史光復後日文圖書編目 1

958∕1 日支外交六十年史             第二卷 長野勳・波多野乾一同譯 昭和8年 光復後日文圖書編目 1

959∕1 中国のなかのン連(蔣介石回顧錄﹚ 蔣介石 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

960∕1 商業原論 中村茂男 大正9年 1

960∕2 商業學概論 內池廉吉 大正8年 1

960∕3 商業學總論 關野九郎 大正12年 1

960∕4 商業心理學 大野辰見 大正13年 1

960∕5 商業通論 石川文吾 大正11年 1

960∕6 理論實際商業の新知識 田尻敏 大正13年 1

960∕7 輓近商業經營 渡部明 大正14年 1

960∕8 商業學講義 谷部修 1

960∕10 商學通論 武田英一 大正13年 1

960∕11 世界商業史 上原好咲譯 大正15年 1

960∕12 一般商業常識 加賀谷林之助 昭和2年 1

960∕13 參訂 新商事要綱 古館市太郎 大正6年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

960∕14 世界貿易年鑑 齋藤真 昭和4年 1

960∕15 新法商業教科書﹙高等小學學生用﹚ 劉大紳 民國11年 4冊﹙1、2、3、4卷﹚ 4

960∕16 共和教科書新商業﹙高等小學校秋季始業﹚ 樊炳清 民國13年 3冊﹙1、2、3卷﹚ 3

960∕17 甲種程度商業教科書 坂本陶一 大正8年 3冊﹙上、上、下卷﹚ 3

960∕19 世界各國ポス夕一集 北原義雄編 昭和3年 現代商業美術全集第一卷 1

960∕19 實用ポス夕一圖案集 北原義雄編 昭和3年 2冊﹙複本﹚現代商業美術全集第二卷 2

960∕19 世界模範シヨ一ウヰンド一集 北原義雄編 昭和5年 現代商業美術全集第三卷 1

960∕19 各種シヨ一ウヰンド一裝置集 北原義雄編 昭和4年 2冊﹙複本﹚現代商業美術全集第四卷 2

960∕19 各種シヨ一ウヰンド一背景集 北原義雄編 昭和3年 2冊﹙複本﹚現代商業美術全集第五卷 2

960∕19 世界各界看板集 北原義雄編 昭和5年 現代商業美術全集第六卷 1

960∕19 實用看板意匠集 北原義雄編 昭和3年 2冊﹙複本﹚現代商業美術全集第七卷 2

960∕19 店頭店內設備集 北原義雄編 昭和4年 現代商業美術全集第九卷 1

960∕19 賣出し街頭裝飾集 北原義雄編 昭和3年 現代商業美術全集第十卷 1

960∕19 出品陳列裝飾集 北原義雄編 昭和4年 現代商業美術全集第十一卷 1
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960∕19 包紙・容器意匠圖案集 北原義雄編 昭和4年 現代商業美術全集第十二卷 1

960∕19 新聞雜誌廣告作例集 北原義雄編 昭和4年 2冊﹙複本﹚現代商業美術全集第十三卷 2

960∕19 寫真及漫画應用廣告集 北原義雄編 昭和3年 2冊﹙複本﹚現代商業美術全集第十四卷 2

960∕19 實用圖案文字集 北原義雄編 昭和5年 現代商業美術全集第十五卷 1

960∕19 文字の配合と文案集 北原義雄編 昭和5年 現代商業美術全集第十七卷 1

960∕19 チラシ・レッテル圖案集 北原義雄編 昭和3年 2冊﹙複本﹚現代商業美術全集第十八卷 2

960∕19 新案商標・モノグラム集 北原義雄編 昭和4年 現代商業美術全集第十九卷 1

960∕19 小印刷物及型物圖案集 北原義雄編 昭和5年 現代商業美術全集第二十卷 1

960∕19 力タログ・パソフレット表紙圖案集 北原義雄編 昭和4年 現代商業美術全集第二十一卷 1

960∕19 日本趣味廣告物集 北原義雄編 昭和5年 現代商業美術全集第二十二卷 1

960∕19 新傾向廣告集 北原義雄編 昭和5年 現代商業美術全集第二十三卷 1

960∕19 商業美術總論 北原義雄編 昭和5年 現代商業美術全集第二十四卷 1

960∕19 電氣應用廣告集 北原義雄編 昭和5年 現代商業美術全集 1

960∕20 日本小商業史 橫井時冬 昭和7年 1

960∕21 支那商業史 王孝通 昭和14年 平田泰吉譯 1

960∕22 現代商事要項 商業教授同志會 昭和7年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

961∕1 商業大辭書 森山章之丞 明治39年 1

961∕2 商業書式 東京商科大學調查部 大正11年 1

961∕3 商業買賣 小林行昌 大正13年 上卷 1

961∕4 近拾參箇年文部省檢定商業科問題解說 曾田信造 大正13年 1

961∕5 實業青年の涵養 芳川忠雄 大正9年 1

961∕6 實業と商略 蘆川忠雄 大正8年 1

961∕7 商賣の知識 清水正巳 大正11年 1

961∕8 商賣人と商略 清水正巳 大正10年 1

961∕10 實業證券の運用 高橋德太郎 大正11年 1

961∕11 現代商工實務の學び方﹙商業篇﹚ 伊藤正一 大正13年 1

961∕12 科學的經營の原理 山田佐八譯 大正13年 1

961∕13 商店實務と經營 蘆川忠雄 大正11年 1

961∕14 能率的販賣經營法 上忠甲堂編 大正13年 1

961∕16 支那商業事情 臺灣總督官房調查課 1

961∕17 商業から見た歐米都會見物 清水正巳 大正13年 1

961∕18 海陸產食料品の加工及販賣法 佐瀨文哉 大正11年 農家漁家に於ける も有利なる副業 1

961∕19 現代式經營吳服店繁昌策 清水正巳 大正11年 1

961∕20 現代式經營和洋食料品菓子店繁昌策 清水正巳 大正12年 1

961∕21 現代式經營酒醬油電繁昌策 清水正巳 大正12年 1

961∕22 現代商業流行の見方と流行品の賣方 蘆川忠雄 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

961∕24 商店の管理及び經營 清水正巳 大正10年 1

961∕25 商店ハガキの書き方 清水正巳 大正11年 1

961∕26 小店經營法 清水正巳 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

961∕27 店員諸君の立身策 清水正巳 大正12年 1

961∕28 お客樣待遇法 清水正巳 大正13年 2冊﹙複本﹚商店叢書第一篇 2

961∕28 店頭の會計 清水正巳 大正13年 商店叢書第二篇 1

961∕28 店頭の待遇法 清水正巳 大正13年 2冊﹙複本﹚商店叢書第三篇 2

961∕28 陳列窓廣告術 清水正巳 大正13年 商店叢書第四篇 1

961∕28 仕入と商品整理 清水正巳 大正13年 商店叢書第五篇 1

961∕28 賣出しと商略 清水正巳 大正13年 商店叢書第六篇 1

961∕28 商店と經費の節約 清水正巳 大正13年 商店叢書第七篇 1

961∕28 商店の能率增進法 清水正巳 大正13年 商店叢書第八篇 1

961∕28 小賣店廣告法 清水正巳 大正13年 商店叢書第九篇 1

961∕29 クラ一ク丶ハンドブック﹙商人諸君丶店員諸君の金言集﹚ 清水正巳 大正13年 2冊﹙複本﹚クラ一ク叢書第一編 2

961∕29 註文を取る秘訣 清水正巳 大正13年 クラ一ク叢書第二編 1
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961∕29 商店の生活を愉快にする秘訣 清水正巳 大正13年 2冊﹙複本﹚クラ一ク叢書第三編 2

961∕29 販賣が上手になる秘訣 清水正巳 大正13年 クラ一ク叢書第四編 1

961∕29 店員諸君にゼと必要な商業英語 清水正巳 大正13年 2冊﹙複本﹚クラ一ク叢書第五編 2

961∕29 手紙葉書の上手になる秘訣 清水正巳 大正13年 2冊﹙複本﹚クラ一ク叢書第六編 2

961∕29 心得置くべき商事要項 清水正巳 大正13年 2冊﹙複本﹚クラ一ク叢書第七編 2

961∕29 販賣談話と社交談話 清水正巳 大正13年 2冊﹙複本﹚クラ一ク叢書第八編 2

961∕29 開店の準備 清水正巳 大正14年 クラ一ク叢書第九編 1

961∕32 一萬元儲ける迄 實業之日本社編 大正14年 1

961∕33 百貨商店マ一ケツト對抗策中流商店の經營法 清水正巳 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

961∕34 米國の商店と日本の商店 清水正巳 大正10年 1

961∕35 商業信用狀論 松永義雄 大正12年 1

961∕36 商學研究 東京商科大學商學研究所 大正10年 2冊﹙第一卷第一、二號﹚ 2

961∕37 誰にもわかる商人諸君の經濟學 清水正巳 大正14年 1

961∕38 說明扎の書き方 倉木長治 大正14年 1

961∕39 新商業算術精義 商業教育研究會 大正13年 應用問題竝ニ高商入學試驗問題解 1

961∕40 現代式經營小間物化粧品店繁昌策 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

961∕41 新らしい應待の仕方 樋口麗陽 大正14年 1

961∕42 小資本成功法 清水正巳 大正14年 1

961∕43 商店の科學的經營法 岡田伊三郎編 大正14年 1

961∕44 模範商店小賣物語 池田藤四郎 大正14年 1

961∕45 商品取引の見方﹙一般商品篇﹚ 川西正鑑 大正14年 1

961∕46 主人と店員との契約商業家之店則 店則刊行會 大正14年 1

961∕47 農業昆蟲學 高橋獎 大正14年 1

961∕48 商賣うらおもて 大阪朝新聞經濟部 大正14年 1

961∕48 商賣うらおもて﹙續篇﹚ 大阪朝新聞經濟部 大正15年 1

961∕49 新開店の商略 安藤真吾 大正14年 1

961∕50 理髮店繁昌策 安藤真吾 大正14年 1

961∕51 靴店履物店繁昌策 安藤真吾 大正14年 1

961∕52 洋風小賣商店の建てかた 保岡勝也 大正15年 1

961∕53 經營百態 東京朝日新聞社經濟部 大正15年 1

961∕54 ワナメ一力一寶典 井關十二譯 大正15年 1

961∕55 歐米參考店員訓練及待遇法 新山虎治 昭和2年 2冊﹙複本﹚ 2

961∕56 現代商業辭典 清水正巳 大正14年 1

961∕57 新らしい商賣知識商略 和泉明 大正14年 1

961∕58 小資本開業案內 倉木長治編 昭和2年 1

961∕60 小資本運用利殖法 倉木長治編 昭和2年 1

961∕61 新聞廣告の研究 新田宇一郎 昭和3年 1

961∕62 如何にして金を儲けたか 倉木長治 昭和2年 1

961∕63 金儲け實際談岡辰押切り帳 谷孫六 昭和4年 1

961∕64 店員の訓練と待遇 倉木長治 昭和5年 1

961∕65 一日一話小店員に聞かせる話 倉木長治 昭和5年 1

961∕66 商店の管理及經營 伊藤重治郎 昭和5年 1

961∕67 實踐商業提要﹙大正8年度修訂﹚ 坂本陶一 大正8年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

961∕67 實踐商業提要﹙大正9年度修訂﹚ 坂本陶一 大正11年 3冊﹙上、上、下卷﹚ 3

961∕68 すぐ役にたつ月賦販賣法 松波正之 昭和5年 1

961∕69 マ一シヤル・フイ一ルドと世界一の大商店 加藤三郎譯 昭和4年 1

961∕70 連鎖店經營法 大江新吉 昭和6年 1

961∕71 あらゆる商賣ヘの廣告文案集 清水正巳 昭和6年 1

961∕74 變態商賣往來 宮本良 昭和2年 1

961∕75 商賣この呼吸 阿波野才郎 昭和7年 1

961∕76 家庭每日 荒木利一郎 昭和10年 昭和11年每日年鑑別冊 1
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961∕77 百貨店對抗小賣店新戰術 相原壽 昭和7年 1

961∕80 比律賓の天然資源並ニ勞働事情ト商業界現況一班 臺北高等商業學校 昭和8年 1

961∕81 市內商工業者實情調查 東京市商工課 昭和5年 1

961∕82 素人に出來る賣藥の通信販賣法 中原六盃 昭和8年 1

961∕83 販賣手帳 相原壽編 昭和8年 1

961∕84 あらゆる商賣ヘの通信販賣の秘訣 前波仲子 昭和8年 1

961∕85 金と惡魔 德久武治 昭和8年 1

961∕86 商店新經營十二講 古澤常次 昭和9年 1

961∕87 宣傳術・販賣術 清水正巳 昭和9年 1

961∕88 通俗現代商業講話 伊藤正一 大正12年 1

961∕89 商賣世界見物 清水正巳 大正13年 1

961∕90 腕一本を資本に 吉川庄一郎 大正13年 1

961∕91 藥店開業經營備考 篠原清一 大正11年 1

961∕92 マ一ケット式商店繁榮策 新山虎治 大正11年 1

961∕93 商店繁昌の秘訣 佐治敏郎 大正13年 1

961∕94 實例商賣繁榮策 清水正巳 大正12年 1

961∕95 店頭陳列販賣術 清水正巳 大正12年 1

961∕96 流行商品と流行商賣の研究 清水正巳 大正12年 1

961∕97 店頭談話術 清水正巳 大正13年 1

961∕98 洋品雜貨店繁昌策 清水正巳 大正11年 1

961∕99 新販賣工作十講 村本福松 昭和9年 1

961∕100 商況欄の見方 塩清 昭和10年 1

961∕101 外交販賣十則 井上計三 昭和10年 1

961∕102 商店サ一ビス十講 福富恒樹 昭和10年 1

961∕103 賣れる店やり方 福富恒樹 昭和10年 1

961∕104 帝都の制度に關する調查資料 財團法人東京市政調查會編 大正13年 1

961∕105 獨立營業讀本 住友善之助 昭和11年 附錄﹕業務必攜 1

961∕106 帳簿の附方 中西新兵衛 大正13年 1

961∕106 趣味のデパ一卜 石原清 昭和11年 每日年鑑別冊 1

961∕107 店員常識新語解說集 商店界編輯部 昭和12年 1

961∕108 商店界年鑑 商店界編 昭和12年 1

961∕109 店員讀本 上野陽一 昭和12年 1

961∕110 物の見方考ヘ方 鮎川義介 昭和12年 1

961∕111 商人經 上野陽一 昭和12年 1

961∕112 事業と其人生の型 石山賢吉 昭和12年 1

961∕113 商品仕入の理論と實際 西下貞次 昭和12年 1

961∕114 商務便覽 田所稔 昭和12年 1

961∕115 百貨店問題の研究 堀新一 昭和12年 1

961∕116 小賣商の經營改革﹙移り行く商業社會﹚ 平井泰太郎 昭和12年 1

961∕117 商店關係法規集 商店界編輯部 昭和13年 支那事變に關聯する 1

961∕118 戰時・戰後の商店經營 半谷真武 昭和14年 1

961∕120 康德五年度﹙自4月至12月﹚奉天商工會務報告書 1

961∕121 支那で成功する道 柴田賢一譯 昭和15年 1

961∕122 小賣業の再編制 松田慎三 昭和16年 1

961∕123 新體制下の商人讀本 長岡逸郎 昭和16年 1

961∕124 米國見物繁昌する商賣振り 大塚浩一 大正16年 出版年應該是昭和16年 1

961∕125 新金儲談義﹙2﹚巧妙な商略 結城禮一郎 昭和7年 1

961∕126 商業學 內池廉吉 昭和18年 1

961∕2443 英字スタイル 佐藤敬之輔 昭和39年 光復後日文圖書編目 1

962∕1 高等商業數學 小林行昌 大正11年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

962∕2 高等利息算 原口亮平 大正8年 2冊﹙複本﹚ 2
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962∕3 高等金利息計算學 小幡孫二 大正15年 1

962∕4 例解原價計算 魚谷傳太郎 昭和2年 1

962∕5 新編商業算術 小野十郎 大正7年 附錄﹕附屬諸表     2冊﹙複本﹚ 2

962∕6 近商業算術問題詳解 寶文館編輯所 大正13年 1

962∕8 新商業算術教科書               上卷 立花寬藏・塚本文治同著 大正13年 4冊﹙複本﹚ 4

962∕9 商業數學﹙度量衡貨幣及利息算﹚ 橋本戊子郎 大正8年 1

962∕10 新編商業算術教科書 原口亮平 大正8年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

962∕11 利迴計算の仕方 前田梅松 昭和7年 1

963∕1 商業政策 津村秀松 大正8年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

963∕2 國際商業政策 古屋美貞譯 大正12年 1

963∕4 商業政策 二宮丁三 大正12年 1

963∕5 複利增進資金運用論 興梠杢太郎 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

963∕8 新國際商業政策 古屋美貞譯 大正15年 1

963∕9 新しい商業・經濟の字引 河瀨蘇北 大正12年 1

963∕11 南洋見本市報告書 名古屋市產業部勸業課 1

963∕12 大阪市に於ける見本市並商品市 大阪市役所產業部勸業課 昭和7年 1

963∕13 南洋巡回商品見本市報告概要 1

963∕14 非常時金儲戰術 三山珊也 昭和8年 1

963∕15 都會副業案內 東京貯金新聞社編 2冊﹙複本﹚ 2

963∕16 商業經濟統制論 堀新一 昭和14年 1

963∕17 ナチスの商業政策 西谷彌兵衛 昭和15年 1

963∕18 統制經濟下に於ける經營學 增地庸治郎 昭和16年 1

963∕19 臨戰體制下の商業者問題 東京商工會議所 昭和16年 1

963∕20 商業報國讀本﹙商業報國會の組織と運營﹚ 山田正治 昭和17年 1

964∕1 重要商品精義﹙農林水產の卷﹚ 田所哲太郎 大正11年 第一卷 1

964∕2 新重要商品學講義 水口音三郎 大正13年 1

964∕3 實地研究商品取引と商慣習 寺崎定造 大正13年 1

964∕4 大正十四年廣告年鑑 岩橋重道 大正13年 1

964∕5 廣告商略 大塚政晨 大正9年 1

964∕6 廣告と宣傳 中川靜 大正13年 1

964∕7 廣告印刷物の袸らへ方 清水正巳 大正13年 1

964∕9 其儘役に立つ廣告のカツト及び文句集 清水正巳 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

964∕10 廣告文の書き方 倉本長治 大正14年 1

964∕11 商品取引の見方﹙重要商品篇﹚ 清水都代三 大正14年 1

964∕12 陳列窓の飾り方 倉本長治 大正14年 1

964∕13 廣告圖案の描き方 倉本長治 大正14年 1

964∕14 必ず利くチラシの袸らへ方 清水正巳 大正13年 1

964∕15 背景裝飾の袸へ方 倉本長治 大正14年 1

964∕16 店頭廣告圖案 森本古亭 大正14年 1

964∕17 表現主義の廣告術 布川通三郎 大正15年 1

964∕18 商品學概論 上坂酉三 大正15年 1

964∕19 新商品學精義 林重吉 昭和2年 上卷 1

964∕21 商品盛衰記 刀禰館正雄編 昭和4年 1

964∕23 販賣商略と廣告 大塚政晨 昭和5年 1

964∕24 廣告印刷物の知識 郡山幸男 昭和5年 1

964∕28 廣告の戰略 東亞廣告協會 昭和6年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

965∕29 商品自敘傳 大阪朝日新聞社經濟部 昭和6年 1

964∕31 廣告學 金子弘 昭和8年 1

964∕32 子供服の廣告陳列及販賣 清水正巳 大正12年 1

964∕33 新廣告工作論 室田庫造 昭和10年 1

964∕34 圖解商品の科學 白崎享一・佐間哲三郎同著 昭和12年 1
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964∕35 廣告心理學 松宮三郎譯 昭和14年 1

965∕1 近簿記計理學綱要 木村禎橘 大正9年 1

965∕4 會計學概論 大森研造 大正12年 1

965∕6 會計の智識 興梠杢太郎 大正8年 1

965∕7 商店の會計 興梠杢太郎 大正8年 1

965∕8 會計監查 吉田良三 大正10年 1

965∕10 實用鐵道會計 佐藤雄能 大正11年 1

965∕11 株式會社會計 佐藤雄能 大正10年 3冊﹙複本﹚ 3

965∕12 銀行の會計 岩垂至 大正12年 法令對照 1

965∕13 商店・工場・會社會計組織の立て方 兒林百合松 大正10年 1

965∕14 ほ一きんす氏工場會計 原口亮平 大正10年 1

965∕15 小工場の會計 中西新兵衛 大正11年 1

965∕16 甲種商業簿記教科書 吉田良三 大正11年 3冊﹙上、中、下卷﹚ 3

965∕18 新商業簿記 齋藤善三郎 大正3年 1

965∕19 新式平易商業簿記 竹田正巳 大正3年 1

965∕20 官廳簿記法 平山慶次郎 大正10年 1

965∕23 銀行簿記學 森川鎰太郎 明治31年 1

965∕24 工業簿記 吉田良三 大正10年 1

965∕25 債券の計算と理論 石黑武松 大正10年 1

965∕26 複式帳簿の組織と解釋 岡田誠一 大正10年 1

965∕27 貸借對照表論﹙貸借對の解釋と批判﹚ 國松豐 大正10年 私經濟學研究第一卷 1

965∕28 貸借對照表作り方と見方 太田哲三 大正11年 1

965∕30 商業帳簿の法律問題 大住達雄 大正14年 1

965∕31 會計監查要論 中瀨勝太郎 大正15年 1

965∕32 近商業簿記 栗原邦志 大正15年 1

965∕33 會計學原論﹙會計學緒論・簿記論﹚ 蒲生保鄉 昭和2年 1

965∕34 計理士要覽 平井泰太郎・渡部義雄同著 昭和4年 1

965∕35 商業會計研究 東奭五郎 昭和5年 1

965∕36 商業簿記 茂木英雄 大正8年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

965∕38 工業簿記提要 鹿野清次郎 昭和6年 1

965∕39 考課狀の見方 三邊金藏 昭和6年 1

965∕41 工業會計研究 吉田良三 昭和5年 1

965∕42 鐵道會計 佐藤雄能 大正6年 1

965∕43 單複折衷式小賣店の會計 中西新兵衛 大正10年 1

965∕45 商業簿記教科書 武田靜雄 昭和5年 上卷 1

965∕46 實用工業簿記の知識 池田壽太郎 昭和12年 1

965∕47 會計學の常識 吉田良三 昭和13年 1

965∕48 會計通論 野口亮 昭和15年 1

965∕49 會計課員の常識 山野井房一郎 昭和16年 1

965∕50 商業簿記早わかり 米澤靖 昭和11年 1

965∕51 商業簿記の常識 黑澤清 昭和18年 1

965∕52 簿記學綱要 古館市太郎 昭和6年 2冊﹙前、後編﹚ 2

965∕53 町內會の簿記 生駒義清 昭和18年 1

966∕1 銀行原論 服部文四郎 大正10年 1

966∕2 近銀行論 杉程次郎 大正11年 1

966∕3 特殊銀行論 松崎壽 大正12年 1

966∕4 銀行實務誌 田村秀實 大正2年 1

966∕5 銀行實務改良法 水野淳二 大正10年 1

966∕6 銀行預金實務誌 水野淳二 大正13年 1

966∕7 銀行及外國為替 水島鐵也 明治40年 1

966∕8 米國銀行外國為替實務誌 岡上虎三郎 大正13年 1
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966∕9 內國為替實務誌 水野淳二 大正10年 1

966∕10 荷為替信用狀論 伊藤和雄 大正13年 1

966∕11 銀行內の諸規定 藤城敬二 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

966∕12 銀行業とその責務 加藤良平 大正11年 1

966∕13 不良銀行の考究 園顯雄 大正12年 附錄﹕銀行の選擇と預金上の注意 1

966∕14 銀行や會社の破綻を豫知するには 秋元宏 大正9年 1

966∕15 株式會社財政論 橋本良平 大正7年 1

966∕16 株式會社經營論 橋本良平 大正11年 1

966∕17 株式會社經濟論 上田貞次郎 大正10年 1

966∕18 會社の組織及設立と經營 橋本良平 大正13年 1

966∕19 會社法實務篇﹙株式會社之卷﹚ 宮田暢 大正13年 1

966∕20 東洋經濟株式會社鑑﹙大正11年版﹚ 大正13年 1

966∕21 本邦信託會社論 細矢祐治 大正12年 1

966∕22 信託及信託會社 細矢祐治 大正10年 1

966∕23 信託及附隨業務の研究 栗栖赳夫 大正12年 1

966∕24 興信所利害の研究 上田尚 大正11年 1

966∕25 新會社實務提要 春日昇一郎 大正14年 1

966∕26 企業別考課狀の見方 加藤良平 大正15年 1

966∕27 外國郵便講話 中野佳一 大正15年 1

966∕28 會社法講義 松本烝治 大正5年 1

966∕29 經濟常識銀行の話 野田兵一 昭和2年 1

966∕30 信託法の新研究 濱田德海 昭和2年 1

966∕31 支那為替論 內田勝司 大正14年 1

966∕32 日本勸業銀行三十年志 豐田久和保編 昭和2年 1

966∕33 銀行合併の理論と實際手續 馬場友義 昭和3年 1

966∕34 株式會社制度 日本經營學會編 昭和3年 1

966∕35 銀行と信託の話 笹谷貴義 昭和5年 1

966∕36 新銀行法理由 小川鄉太郎 昭和5年 1

966∕37 新會社員學 伊藤重治郎 昭和5年 1

966∕38 現代の株式會社 橋本良平 昭和5年 2冊﹙複本﹚ 2

966∕39 王子製紙株式會社案內 坂部武三郎 大正14年 1

966∕41 會社監查の方法及報告書要式 山內勝雄 昭和6年 1

966∕42 株式會社亡國論 高橋龜吉 昭和5年 1

966∕43 庶民銀行 井關孝雄 昭和6年 1

966∕44 新銀行經營學 大槻為八 大正7年 1

966∕45 朝鮮銀行統計月報﹙昭和3年7月份﹚ 朝鮮銀行 昭和3年 1

966∕47 勞働銀行 井關孝雄譯 昭和6年 1

966∕48 大阪商船株式會社五十年史 神田外茂夫編 昭和9年 1

966∕50 戰後の事業界と會社の內容 大橋敏郎 大正6年 1

966∕51 株式會社の常識 長谷川安兵衛 昭和15年 1

966∕52 銀行員の福利施設 三宅義一郎 昭和14年 1

966∕53 花王石鹼五十年史 小林良正・服部之總同著 昭和15年 1

966∕54 東京電氣株式會社五十年史 安井正太郎編 昭和15年 1

967∕1 株式經濟講話 柴田義久 大正10年 1

967∕2 株式閑話 五十嵐力 大正5年 1

967∕3 米穀投機論 清水吉松 大正8年 1

967∕4 株式市價の經濟的研究 木下茂 大正8年 1

967∕5 株式相場變動論 池田龍藏 大正13年 1

967∕6 相場取引の見方 三浦弘一 大正13年 1

967∕7 重要商品相場の建方﹙單位﹚表 池田龍藏編 大正10年 附錄﹕公債社債利迴早見圖 1

967∕8 紐育株式金融市場 織田昇次郎・河合良成同著 大正12年 1
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967∕9 取引所論 棗田藤吉 大正12年 上卷 1

967∕10 取引所講話 河合良成 大正11年 1

967∕11 取引所投機論 佐野善作 明治37年 1

967∕12 取引の智識 室岡四郎 大正11年 1

967∕13 株式相場物語 丹羽豐 大正5年 1

967∕13 爪哇ニ於ケル本邦品取引狀況 臺灣總督府 大正5年 5冊﹙複本﹚香港上海銀行の支那ニ於ケル活動 5

967∕14 市場組織論 內地廉吉 大正13年 1

967∕15 取引相場の知識 河瀨蘇北 大正14年 1

967∕16 株式往來 佐藤淺五郎 大正15年 1

967∕17 歐米株式活歷史 福澤桃介 大正元年 1

967∕19 誰にも出來る米相場 田丸勝之助 大正6年 1

967∕20 期米讀本 屈伸道人 昭和3年 1

967∕21 實務常識株主と重役 高橋德太郎 昭和3年 1

967∕22 株式期米相場必勝の手引 三神正僚 大正6年 1

967∕23 新研究株式投機 種村延吉・小林善八同著 大正8年 1

967∕25 投資株選擇の基準 安田與四郎 昭和5年 1

967∕26 株式期米相場の知識 富岡林太郎 昭和5年 1

967∕27 小野田セメント製造株式會社創業五十年史 井田幸助編 昭和6年 1

967∕28 投機經濟論﹙株式と米穀﹚ 興梠杢太郎 大正5年 1

967∕29 近の海外新市場 大道弘雄編 昭和7年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

967∕30 株式會社東京株式取引所株主氏名表 昭和7年5月31日現在 1

967∕30 株式會社東京株式取引所株主氏名表 昭和7年11月30日現在 1

967∕31 大阪市內各種組合及市場一覽 大阪市役所產業部 昭和7年 1

967∕32 株式期米蚕絲綿絲循環性原理 岡田六知 大正11年 1

967∕33 相場戰術 勝田貞次 昭和7年 1

967∕34 東京株式取引所五十年史 平賀義典編 昭和3年 1

967∕35 株式讀本東株の新研究 谷崎二三 大正15年 1

967∕36 市場用語辭典 安達太郎 昭和10年 1

967∕37 市場組織論 河原茂太郎譯 昭和11年 1

967∕38 有望株の選擇 阿部留太 昭和12年 1

967∕39 市場制度の研究 秋元博 昭和14年 1

967∕40 生鮮食料品配給統制 福田敬太郎・本田實同著 昭和15年 1

967∕41 新株式取引所論﹙統制經濟と株式取引所﹚ 岡部寬之 昭和15年 1

967∕42 主觀原理羽黑式測定法﹙期米編﹚ 羽黑山人 明治45年 1

968∕1 本邦貿易年鑑 松川俊治編 大正13年 2冊﹙複本﹚大正13年度 2

968∕1 本邦貿易年鑑 田代衛編 大正15年 大正15年度 1

968∕2 朱印船貿易史 川島元次郎 大正10年 1

968∕3 委託貿易の研究 上坂酉三 大正12年 1

968∕4 外國貿易實踐 栗原一平 大正10年 1

968∕5 國際貿易と金融政策論 小倉文吉 大正8年 1

968∕6 米國を中心としたる世界貿易の研究 淺野護譯 大正9年 1

968∕7 支那通商 東京支那調查會編 明治34年 1

968∕8 支那輸出入重要商品研究 田村源四郎・榎米吉同著 大正13年 1

968∕9 支那の砂糖貿易 木村增次郎 大正3年 1

968∕10 支那長江貿易詳覽 伊夫伎孫治郎 大正11年 1

968∕11 南支那重要港の港勢 臺灣總督官防調查課 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

968∕12 香港の港勢と貿易 臺灣總督官防調查課 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

968∕13 上海を中心としたる石油販賣業及其組織 臺灣總督官防調查課 大正12年 1

968∕14 蘭領印度貿易大觀 南洋協會瓜哇支部譯 大正12年 1

968∕15 支那重要貿易品解說 臺灣總督官防調查課 大正15年 第一篇 1

968∕17 外國貿易の見方 野田澤芳郎 大正14年 1
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968∕18 南支那に於ける養豚業と豚肉加工品需給の狀況 臺灣總督官防調查課 昭和2年 1

968∕19 支那の時局と支那貿易の消長 臺灣總督官防調查課 昭和2年 1

968∕20 輓近外國貿易實踐 栗原一平 昭和2年 1

968∕21 支那重要貿易品解說 臺灣總督官防調查課 昭和6年 第二編 1

968∕21 支那重要貿易品解說 臺灣總督官防調查課 昭和9年 第三編 1

968∕22 日本臺灣對南洋貿易統計 臺灣總督官防調查課 昭和5年 附錄﹕南洋各地船舶統計 1

968∕23 南支那の開港場 臺灣總督官防調查課 昭和5年 3冊﹙1、2、3編﹚ 1

968∕24 民國十九年支那貿易年報 大阪市役所產業部調查課 昭和6年 1

968∕25 農業關係重要品輸出入累年對照表 農務省農務局 大正3年 1

968∕27 名古屋市貨物集散概況 名古屋市產業部勸業課 昭和7年 第十回 1

968∕28 貿易統制論﹙現代貿易政策の理論と實際﹚ 竹內謙二 昭和8年 1

968∕29 產業貿易觀 安川雄之助 昭和9年 1

968∕30 日印交涉の一面 渡邊良吉 昭和9年 1

968∕32 勞農ロシアの資源及貿易 堺利彦・上田茂樹同著 大正14年 1

968∕34 北支那の外國貿易と列國の商勢 細見健三 昭和10年 1

968∕35 南支南洋貿易概觀 臺灣總督官防外事課 1

968∕36 日本貿易鳥瞰圖 宮田保郎 昭和10年 1

968∕37 アルゼンチン共和國々勢概況 大阪商船株式會社 昭和10年 附錄﹕日亞貿易統計表・輸出入商品大要 1

968∕38 日本の產業と貿易の發展 三菱經濟研究所編 昭和10年 1

968∕39 德川初期の海外貿易家 川島元次郎 大正6年 1

968∕40 各國通商の動向と日本 赤松祐之編 昭和11年 1

968∕41 國際貿易と金融 財團法人文明協會會編 大正15年 1

968∕43 貿易理論の研究 松井清 昭和13年 1

968∕44 日本戰時貿易論 平尾彌五郎 昭和14年 1

968∕45 日本戰時貿易政策論 中井省三 昭和15年 1

968∕46 貿易讀本 中井省三 昭和16年 1

968∕47 泰國の產業貿易事情 財團法人日本貿易振興協會 昭和17年 1

968∕48 大東亞產業貿易年報 倉林繁 昭和17年 1

968∕49 ヒリッンに於ける資源及貿易 日本貿易振興株式會社企畫部 昭和17年 1

968∕50 南蠻船貿易史 外山卯三郎 昭和18年 1

968∕52 滿支貿易と共榮圈貿易 米谷榮一 昭和18年 1

969∕1 倉庫及稅關﹙倉庫編﹚ 小林行昌 大正7年 1

969∕2 倉庫經營論 內池廉吉 大正9年 1

969∕3 農業倉庫論 河田嗣郎 大正12年 1

969∕4 倉庫講話 棗田藤吉 昭和5年 1

970∕1 運送行政 喜安健次郎 大正14年 1

970∕2 交通政策概論 楢崎敏雄 大正14年 上卷 1

970∕3 都市の交通問題 笠木嘉一 昭和2年 1

970∕4 世界交通史話 三井高陽 昭和16年 1

970∕5 大東亞共榮圈交通綜觀 飯尾禎 昭和17年 1

970∕6 印度ル一ト 真木昌夫譯 昭和17年 1

970∕7 大東亞交通論 楢崎敏雄 昭和18年 1

970∕8 滿洲の交通展望 伊澤道雄 昭和17年 1

970∕51 新臺灣行進曲 北村兼子 昭和5年 光復後日文圖書編目 1

971∕1 昭和十年度通信統計要覽 遞信省編 昭和12年 1

971∕1 昭和十一年度通信統計要覽 遞信省編 昭和13年 1

972∕1 帝國海運政策論 寺島成信 大正12年 1

972∕2 交通論第二卷﹙海運政策﹚ 坂本陶一 大正10年 1

972∕3 海商國の立場から 小島昌太郎 1

972∕4 日本の港灣 內務省土木局編 大正14年 2冊﹙1、2卷﹚ 2

972∕5 海上運送論 國吉省三 昭和2年 第一卷 1
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972∕7 貨物知識と運送保管の實際 橋本武昭 昭和9年 1

972∕8 運河論 矢野剛 昭和10年 1

972∕9 運河 淺也好 昭和10年 1

972∕10 東印度の海運 米田倭文夫 昭和18年 1

972∕11 印度海運史 松葉榮重譯 昭和18年 1

972∕12 馬來半島橫斷運河 渡邊源一郎 昭和18年 1

972∕13 海の交通 植田正次 昭和18年 1

972∕14 泰國及佛印の海運 米田倭文夫 昭和19年 1

973∕1 鐵道部雇員試驗問題及解答集 影井荒吉編 大正14年 自大正元年12月至大正3年12月 1

973∕1 日本降伏当時の米國 林正淳譯 民國35年 光復後日文圖書編目 1

973∕2 鐵道員・船舶員讀學受驗法 大明堂編輯部 大正15年 近試驗問題集 1

973∕3 支那の鐵道 石川順 昭和3年 1

973∕4 本邦鐵道・船舶・港灣貨物運賃諸掛總覽 武澤贇太郎編 昭和6年 1

973∕5 滿洲鐵道運輸總覽 田中鶴吉編 昭和9年 1

973∕6 南滿洲鐵道株式會社第二次十年史 佐田弘治郎 昭和3年 1

973∕8 鐵道用語辭典 大阪鐵道局 昭和10年 1

973∕9 滿鐵を語る 松岡洋右 昭和12年 1

973∕10 日本の鐵道 飯塚信二 昭和19年 1

973∕11 地下鐵の話 增井敏克 昭和18年 1

974∕1 振替貯金の利用法 臺灣總督府交通局遞信部 昭和6年 1

974∕2 郵便の常識﹙利用の仕方﹚ 野中正俊 昭和14年 1

974∕3 郵便切手と文化 高松孝治 昭和15年 1

975∕1 傳書鳩 岩田巖 大正15年 1

975∕2 この一二年 戶水昇 昭和2年 1

976∕1 誰にも分るタイプライタ一の構造と使ひ方 名務忠方 大正13年 1

976∕2 應用速記術の秘訣 本山桂川 大正14年 1

976∕4 邦文タイプライタ一讀本 渡部久子 昭和4年 1

976∕5 日本標準速記術精義 日本速記字會編 昭和6年 1

976∕6 簡易速記法 簡易速記法普及編 昭和13年 1

976∕7 學生速記 武部良明 昭和16年 1

976∕1644 社交ダンスの踊り方 玉墨真吉 昭和40年 光復後日文圖書編目 1

976∕1603 魅惑のダンス入門 西田讓治 昭和39年 光復後日文圖書編目 1

976∕5433 社交ダンスの初步から 青木良郎 附錄﹕スクエア・ダンスの踊り方    光復後日文圖書編目 1

980∕1 美術工藝論 權田保之助 大正10年 1

980∕3 現代商工實務の學び方﹙工業篇﹚ 土田清次 大正13年 1

980∕5 西洋工藝史﹙書き直された人間生活史﹚ 鈴木豐次郎 昭和5年 古代及ど中世篇 1

980∕6 工業常識 中村康之助 大正9年 1

980∕7 現代產業叢書第四卷﹙工業編上卷﹚ 藤山雷太・福烟勝太郎 昭和4年 松永安左衛門・今井五介同著 1

980∕7 現代產業叢書第五卷﹙工業編下卷﹚ 武藤山治・杉浦宗郎三郎 昭和3年 今岡純一郎・河村驍・高山晉同著 1

980∕8 工業日本精神 藤原銀次郎 昭和10年 1

980∕9 日本工業政策 吉野信次 昭和10年 2冊﹙複本﹚ 2

980∕10 技術精神講話 松田政一 昭和14年 1

981∕2 ポスタ一圖案集 1

981∕3 特許局法規集 磯村政富編 大正11年 特許・實用新案・意匠・商標 1

981∕4 改正特許法要論 藤江政太郎 大正11年 1

981∕5 改正特許法外三法 押田翼 大正11年 1

981∕6 特許のかぎ 米田英夫・高島宗三同著 大正10年 1

981∕7 商標法要論 田中鐵二郎 大正9年 1

981∕8 發明と文明 堀七藏 大正8年 1

981∕9 發明はどラすれば出來るか 濱地常康 大正11年 1

981∕10 近趣味の發明界﹙一名現代文明の概觀﹚ 松平道夫 大正13年 1
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981∕11 近趣味の發明界﹙日常機械器具篇﹚ 松平道夫 大正13年 1

981∕13 圖案の意匠資料 小室信藏 大正10年 1

981∕15 實用圖案新聚 1

981∕16 圖案構成と其應用 萬富三 大正14年 1

981∕17 現代廣告字體撰集 本松吳滾 大正15年 1

981∕18 圖案化せる實用文字 藤原太一 大正14年 1

981∕19 圖案文字大觀 矢島週一 大正15年 1

981∕20 現代發明界の驚異 松平道夫 大正15年 1

981∕21 歐美一般應用圖案五百集 圖案研究會 昭和2年 1

981∕22 色彩學 矢野道也 大正6年 1

981∕22 透シ彫刻図案三百種 池田仲治郎 1

981∕23 實用家庭圖案 1

981∕24 圖案新藝術集 1

981∕25 機織及意匠一斑 町原駉 大正9年 1

981∕26 現代の圖案 岡田秀 大正14年 1

981∕31 畫と文字の圖案化資料 野澤秀雄 昭和7年 1

981∕32 繪を配した圖案文字 藤原太一 昭和7年 1

981∕34 萬國圖案辭典 大隅為三編 昭和3至6年 21冊﹙1至20加索引﹚ 21

981∕35 特許局審判記錄﹙商標之部﹚ 蕚優美・毛利倍一同著 昭和9年 1

981∕36 現代商業圖案大觀 上地天逸 大正13年 1

981∕37 出願問答意匠權獨り占め 竹內涉 昭和10年 1

981∕38 美と工藝 柳宗悅 昭和9年 2冊﹙複本﹚ 2

981∕40 外國特許の調べ方を其出願手續 松尾為文 昭和11年 附錄﹕滿洲國商標登錄出願心得及同國辦理士名錄 1

981∕42 自分でできる商標の出願手續と誰にもわかる判例 內藤隆 昭和12年 1

981∕44 新看板圖案工作集 宮山峻 昭和13年 1

981∕44 實用圖案資料大集成 岡登貞治 昭和12年 1

981∕46 發明讀本 財團法人帝國發明協會 昭和16年 1

981∕47 特許法原論 三根繁太 昭和17年 1

981∕48 日本工業構成史 森喜一 昭和18年 1

981∕49 發明物語 蕗澤喜芳譯 昭和18年 1

981∕50 特許出願の手引 峯尾正康編 昭和18年 1

981∕51 新しい發明及發見 赤澤義人 大正13年 1

983∕1 化學工業講話 島田慶一 大正6年 1

983∕2 文化基調を成せる化學工業講話 西川裕 大正13年 1

983∕3 新しき化學工業の話 島田慶一 大正11年 1

983∕4 近趣味の化學工業界 松平道夫 大正13年 1

983∕5 通俗化學工業品製造法 野村鉦太郎 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

983∕6 近化學工業實驗法 田中芳雄・安藤一雄同著 大正9年 4冊﹙上、上、下、下卷﹚ 4

983∕7 有機製造工業化學 田中芳雄・喜多源逸同編 大正9年 3冊﹙上、中、下卷﹚ 3

983∕8 香粧品製造法 平野一貫 大正10年 1

983∕9 ゴム製造化學 山下弘一 大正13年 1

983∕10 甘蔗糖製造法 久保田富一 大正3年 1

983∕11 日本糖業政策 堀宗一 大正元年 1

983∕12 臺灣沖繩糖之市場及糖業政策 河野信治 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

983∕13 世界糖業調查報告 色部米作 大正11年 1

983∕14 陶器製造化學 黑田政憲譯 大正5年 2冊﹙複本﹚ 2

983∕15 鑑定備考支那陶磁全書 大西林五郎編 大正6年 4冊﹙1、2、3、4卷﹚ 4

983∕16 色素製造化學 川口德三 大正5年 1

983∕17 實用染色工藝 富田輝夫 大正11年 1

983∕18 家庭實用染色工藝 富田輝夫 大正7年 1

983∕19 染料驗定法﹙並に顏料及食料著色料の驗定﹚ 佐藤東洋男 大正11年 1
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983∕20 捺染法 青木良吉 大正14年 1

983∕21 木材著色・ワニス・ぺンキ・漆・蒔繪塗物術 岡山秀 大正13年 3冊﹙複本﹚ 3

983∕22 サイザル及龍舌草 加藤清之助 大正12年 2冊﹙複本﹚ 2

983∕23 燃料問題の將來 大日本文明協會編 大正13年 3冊﹙複本﹚ 3

983∕24 亞鉛鍍金法 濱田八之助 大正14年 1

983∕25 陶器を試る人へ 小野賢一郎 大正14年 1

983∕26 家庭で出來る菓子の製法 指原乙子・磯野忠雄同著 大正14年 1

983∕27 砂糖取引年鑑 西郡駿一 大正13年 1

983∕28 染色藝術クレオン染 矢崎好幸 大正14年 1

983∕28 毛絲編の手ほどき 八代登編 昭和7年 1

983∕29 機械材料金屬學初步 中野弘策 昭和2年 1

983∕30 陶磁工藝の研究 塩田力藏 昭和2年 1

983∕31 大日本之化學工業 武藤賴母編 昭和3年 1

983∕33 工業比色化學分析 松野吉松 大正15年 1

983∕34 外國貿易實提要 山田寬 昭和10年 1

983∕34 支那陶磁の時代的研究 上田恭輔 昭和4年 1

983∕35 金屬及び合金の腐蝕と防蝕法 加瀨勉 昭和4年 1

983∕36 李朝風の窯跡と油壺の研究 大宅經三 昭和5年 1

983∕37 陶窯巡り 大森光彥 昭和5年 1

983∕38 曹達工業概論 中原省三 昭和2年 1

983∕39 歐米之製造業 大日本文明協會編 大正4年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

983∕40 無機製造工業化學 田中芳雄・安藤一雄同著 大正11年 2冊﹙中、下卷﹚ 2

983∕41 浸染法 青木良吉 大正13年 1

983∕42 香料製造化學 關根重治・赤井左一郎同著 大正10年 1

983∕43 精練漂白篇 西田博太郎 大正7年 理論應用近世色染法第二編 1

983∕43 整理篇 西田博太郎 大正12年 理論應用近世色染法第五編 1

983∕43 織物原料篇 西田博太郎 大正10年 理論應用近世色染法第一編 1

983∕44 新化學工業概說 川上瀧男編 大正15年 1

983∕45 近工業藥品製造法 喜多源逸 大正9年 1

983∕46 冷藏と冷凍 大島正滿 昭和6年 實用化學工業叢書 1

983∕46 油脂工業 三井嗣喜 昭和6年 實用化學工業叢書 1

983∕46 ゴム工業 波田強一 昭和6年 實用化學工業叢書 1

983∕46 燃料の知識 吉村萬治 昭和6年 實用化學工業叢書 1

983∕46 人絹とセルロイド 山賀益三 昭和6年 實用化學工業叢書 1

983∕46 電池の知識 槙尾年正 昭和6年 實用化學工業叢書 1

983∕46 セメントの理論と施行法 伊木貞雄 昭和6年 實用化學工業叢書 1

983∕47 素人に出來る菓子の拵へ方 春海元子 昭和4年 1

983∕48 醱酵基礎學 駒澤利雄 昭和4年 1

983∕49 通俗染色講話 山田嘉一 大正11年 2冊﹙複本﹚ 2

983∕50 鑑定備考日本陶誌 大西林五郎 大正8年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

983∕51 誰にも出來る樂燒の仕方 高山流月 昭和3年 1

983∕52 陶磁鑑定註釋青瓷說 大西林五郎註釋 大正9年 糞心道人著 1

983∕54 ガッタパ―チャ・バラタ・チックル及其他の護謨 南洋協會台灣支部譯 昭和8年 1

983∕55 ガラス 杉江重誠 昭和8年 1

983∕56 簡易香料及香水の作り方 藤井勇美 昭和8年 1

983∕58 繪の具製造法 矢野道也 明治44年 1

983∕59 和洋紙加工製作法 佐瀨文哉 大正9年 1

983∕60 油脂工業 堀江不器雄・疋田桂太郎同著 大正10年 1

983∕61 硫化染料製造法 西田博太郎・山路信藏同著 大正9年 1

983∕62 ペイント製造級檢查法 大見鐐一・淺川彰三同著 大正9年 1

983∕63 實用家庭絞染法 東京家庭絞染研究所 大正10年 1
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983∕64 家庭實用 新絞染法 小栗逞治 大正13年 1

983∕67 實驗和洋菓子製造法 梅田竹次郎 大正13年 1

983∕69 工業分析法 鈴木恪雄 昭和10年 1

983∕70 ゴム及び工ボナイト配合(押出機篇) 森山藤吉郎 昭和10年 1

983∕71 北平の陶器 倉橋藤治郎 昭和8年 1

983∕72 農村都市廢物利用法 大獄六郎 昭和10年 1

983∕75 醬油釀造法 深井冬史 昭和10年 1

983∕76 繪具・クレオン・墨汁の製法 渡邊忠一 昭和11年 1

983∕77 近世色染學綱要 小川省吾 昭和11年 1

983∕79 家庭染色法及プレツシング講話 大島龜吉 昭和5年 1

983∕80 日本重工業讀本 小島精一 昭和12年 1

983∕81 石鹼製造法 河合誠治 昭和11年 1

983∕84 香料と化粧品製造法 大槻廣 昭和12年 1

983∕85 接着劑の製造法 古橋進三郎 昭和11年 1

983∕86 金屬着色法と鍍金法 福井幸雄 昭和12年 1

983∕87 防水防火劑製造並加工法 藤田龍藏 昭和11年 1

983∕89 罐詰と食料品製造法 星忠太郎 昭和12年 1

983∕90 人造液体燃料工業 鈴木貞雄 昭和12年 1

983∕91 これからの事業これからの經營 中野友禮 昭和13年 1

983∕92 國策の線に沿ふ新興各種代用品の製作法 佐藤巳之吉 昭和13年 1

983∕93 化學工業總論 龜山直人 昭和13年 1

983∕94 新化學工業大系 小川菊松編 昭和14年 14冊﹙1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15﹚ 14

983∕95 菓子研究會十年史 香取任平編 昭和14年 2冊﹙複本﹚ 2

983∕96 菓子研究 江波戶鐵太郎編 昭和13年 第11回 1

983∕96 菓子研究 香取任平編 昭和15年 第13回 1

983∕97 實際に出來る代用品の製造と販賣 三好貢・松川英逸同著 昭和14年 1

983∕98 化學工業講話 東京商工會議所 昭和14年 1

983∕99 明治工業史(電氣篇) 社團法人日本工學會 昭和5年 1

983∕99 明治工業史(土木篇) 社團法人日本工學會 昭和6年 1

983∕99 明治工業史(鐵道篇) 社團法人日本工學會 昭和5年 1

983∕99 明治工業史(火兵篇・鐵鋼篇) 社團法人日本工學會 昭和6年 1

983∕99 明治工業史(建築篇) 社團法人日本工學會 昭和5年 1

983∕99 明治工業史(鑛業篇) 社團法人日本工學會 昭和5年 1

983∕99 明治工業史(化學工業篇) 社團法人日本工學會 昭和5年 1

983∕99 明治工業史(機械篇・地學篇) 社團法人日本工學會 昭和5年 1

983∕99 明治工業史(造船篇) 社團法人日本工學會 昭和6年 1

983∕99 明治工業史(提要・索引) 社團法人日本工學會 昭和6年 1

983∕100 製紙 西濟 昭和16年 1

983∕103 糖業便覽(甘蔗糖工場試驗法) 製糖研究會編 昭和17年 1

983∕104 食品科學研究 香取任平編 昭和16年 第14輯 1

983∕105 清酒釀造法便覽 伊藤定治君 大正2年 1

983∕106 東印度の工業と工業化問題 森澤元三郎 昭和17年 1

983∕107 日本の紙 壽岳文章 昭和19年 1

983∕108 李朝陶磁譜(磁器篇) 田中豐太郎 昭和19年 1

984∕1 工業紡織 齋藤俊吉・米田英夫同著 大正9年 1

984∕2 紡績業の混亂と其の將來 深澤甲子男 大正11年 1

984∕3 支那に於ける紡績業 濱田峯太郎 大正12年 1

984∕4 家具の設計及製作 木檜恕一 大正11年 1

984∕5 科學と創作とを主とせる理工玩具の研究 藤五代策 大正13年 1

984∕6 時計發達史 高林兵衛 大正13年 1

984∕7 家具圖案と構造圖解 永原與藏 大正14年 1
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984∕8 新官廳家具設計圖及仕樣書 佐藤巳之吉 大正15年 1

984∕9 紡績業と綿絲相場 深澤甲子男 大正15年 1

984∕10 西陣研究 本庄榮治郎 昭和5年 1

984∕11 日本毛織三十年史 日本毛織株式會社 昭和6年 1

984∕12 實用機織法(後編) 橫井寅雄 大正8年 1

984∕12 實用機織法(續編) 橫井寅雄 大正7年 1

984∕13 新製本術 赤坂桂棹・庄司淺水同譯 昭和6年 1

984∕14 染織文樣史の研究 明石染人 昭和6年 1

984∕15 日本全國羅紗商大會記念寫真帳 南部光一郎 昭和5年 國產羅紗陳列會 1

984∕16 綿紡織 齋藤俊吉・大住吾八同著 大正10年 1

984∕17 織物仕上法 池田伊介 大正13年 1

984∕18 織物製造法 八木靜一郎 大正11年 1

984∕19 紡織原料學 大住吾八 大正13年 1

984∕20 婦人帽の製作 筒井光康 昭和8年 1

984∕24 織物市場としての蘭領印度 臺灣總督官防外事課 昭和10年 2冊﹙1、2輯﹚ 2

984∕26 廢物利用電氣機械と實用品の作り方 山北藤一郎 昭和15年 1

984∕35 日本・支那・西洋家庭料理 秋穗敏子 大正13年 附錄﹕む菓子の袸へ方 1

990∕1 足袋の裁ち縫いおけいこ 野村福藏 明治42年 1

990∕1 漬物のおけいこ 井上秋江 明治44年 1

990∕1 惣菜料理のおけいこ 嘉悦孝子 明治40年 1

990∕1 裁縫のおけいこ 井上秋江・中岡安台郎等著 大正2年 1

990∕1 洋食のおけいこ 大町禎子 大正2年 1

990∕1 さつま芋お料理 屋中定吉 明治42年 1

990∕1 豆腐のお料理 菊池專吉 明治42年 1

990∕2 育兒の卷 加藤照磨 大正10年 嫁人文庫第一篇 1

990∕2 裁縫の卷 喜多見さき子 大正11年 嫁人文庫第二篇 1

990∕2 禮法の卷 下田歌子 大正10年 2冊﹙複本﹚嫁人文庫第三篇 2

990∕2 料理の卷 赤堀峰吉・赤堀菊子同著 大正11年 嫁人文庫第四篇 1

990∕2 洗濯染色の卷 山下榮藏 大正6年 嫁人文庫第五篇 1

990∕2 編物刺繡の卷 吉田とく子・相川たけ子同著 大正9年 嫁人文庫第六篇 1

990∕2 化粧の卷 古宇田傚太郎・水島幸子同著 大正10年 嫁人文庫第七篇 1

990∕2 娛樂の卷 齋藤鹿山 大正6年 嫁人文庫第八篇 1

990∕2 生花の卷 齋藤鹿山 大正8年 嫁人文庫第九篇 1

990∕2 女中使ひ方の卷 加藤善子 大正6年 嫁人文庫第十篇 1

990∕2 家政の卷 鳩山春子・鳩山薰子同著 大正8年 嫁人文庫第十一篇 1

990∕2 婦人衛生の卷 相馬又二郎 大正10年 嫁人文庫第十二篇 1

990∕3 安產と難產 望月寬一 大正13年 母之友叢書第一編 1

990∕3 母の手藝 津田敏子 大正13年 母之友叢書第二編 1

990∕3 病兒看護の批判 吉田久造 大正12年 母之友叢書第三編 1

990∕3 兒童心理 上野陽一 大正14年 母之友叢書第四編 1

990∕3 母と子の美術 太田三郎 大正13年 母之友叢書第五編 1

990∕3 母と子の科學 深澤幾市 大正13年 母之友叢書第六編 1

990∕3 童話 千葉春村 大正13年 2冊﹙複本﹚母之友叢書第七編 2

990∕3 母の教育 三宅やす子 大正13年 母之友叢書第八編 1

990∕3 礼儀作法 千葉春村 大正14年 母之友叢書第九編 1

990∕3 育兒の實際 太田孝之 大正14年 母之友叢書第十編 1

990∕3 偉人の母 千葉春村 大正14年 母之友叢書第十二編 1

990∕4 生活改善系統的家政講話 甲斐久子 大正11年 上卷 1

990∕5 家庭の栞婦人文庫 內田安藏編 明治43年 1

990∕6 實用一家經濟法 添田壽一 大正14年 1

990∕7 家政篇 井上秀子 昭和4年 嫁人叢書 1
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990∕7 趣味篇 實業之日本社編 昭和5年 嫁人叢書 1

990∕8 家事科 池田ミツ 昭和9年 教科書準據急所を摑む 1

990∕9 女中さんを中心としたる家政讀本 田中法善編 昭和10年 1

990∕10 家庭百科全書 下中彌三郎編 昭和11年 1

990∕12 新實用家事全書 大妻コタカ 昭和12年 1

990∕13 實 踐家政學講義 塚本はま子 明治39年 1

990∕14 新家庭管理 氏家壽子 昭和18年 1

991∕1 婦人の進むべき道 小林鶯里 大正13年 1

991∕2 文化生活に必要な新智識 清水保之 大正13年 1

991∕3 生活改善の研究 文部省普通學務局 大正12年 1

991∕4 生活改善の栞 財團法人生活改善同盟會 大正13年 1

991∕5 婦人の日常生活 山脇房子 大正8年 1

991∕6 日常生活の改造 大田梅子 大正9年 1

991∕7 家事覺書主婦より 三宅やす子 大正11年 1

991∕8 處女より主婦となる迄 山脇房子・嘉悅孝子 大正11年 吉岡彌生同著 1

991∕9 若き主婦の為めに家持ちの秘訣 嘉悅孝子 大正9年 1

991∕10 子供本位の家庭 安部磯雄 大正8年 1

991∕11 農家の細君 阿野仁平 明治35年 1

991∕12 臺所重寶記 村井弦齋 大正10年 1

991∕13 家庭科學日常飲食物の知識 島田慶一 大正10年 1

991∕14 文化生活の基調 小林鶯里 大正13年 2冊﹙複本﹚ 2

991∕15 營養經濟新安價生活法 額田豐 大正15年 1

991∕16 も一っの鏡 太田正孝 大正15年 1

991∕17 人の食物 岸田蒔夫 大正10年 1

991∕18 台所經濟學 宇野木忠 昭和6年 1

991∕19 家庭讀本 丸山鶴吉 昭和11年 1

991∕20 父は何をなすべきか 江原小彌太 昭和11年 1

991∕21 買物讀本 村上正雄 昭和12年 1

991∕22 農業園藝物資活用法集 大橋進一編 昭和17年 1

991∕23 物の活かし方 宮島久 昭和17年 1

991∕24 わが愛する家庭 石川武美 昭和18年 1

992∕1 實用新式戶板裁縫全書 戶板關子 大正11年 1

992∕2 新編裁縫教科書 今村順子 大正2年 3冊﹙上、中、下卷﹚ 3

992∕3 家庭實用武田裁縫書 武田太郎吉 大正10年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

992∕4 裁縫早學び 女子裁縫研究會 大正12年 附錄﹕禮儀作法及びお產の心得 1

992∕5 裁縫の急所 渡邊芳苗・佐伯はま子同著 大正12年 1

992∕6 時代の要求に適應せる兒童服の新研究 東京市小學校裁縫研究會 大正11年 1

992∕7 愛らしい子供服﹙着せ方と裁ち方と縫ひ方と﹚ 西村光惠 大正13年 1

992∕8 ミシン應用小兒服及西洋小物裁縫 結城親學 大正10年 1

992∕10 夏から秋子供服﹙裁ち方縫ひ方着せ方﹚ 佐野末子 大正13年 1

992∕10 冬から春子供服﹙裁ち方縫ひ方着せ方﹚ 佐野末子 大正13年 1

992∕11 男女夏冬子供洋服の裁ち方と縫ひ方 古川辰藏 大正13年 家庭で簡單に出來る 1

992∕12 實用裁縫小物集 東京和服裁縫研究會 大正9年 1

992∕14 運針から袴まで 高山貞子編 大正14年 附錄﹕メ一トル鯨尺對照表 1

992∕15 手ほときから奧儀裁縫の知識 高山貞子 大正14年 附錄﹕メ一トル鯨尺對照表 1

992∕16 模範洋服裁縫全書 本田翠明 大正15年 1

992∕17 家庭向物尺いらず型紙いらず坂井式洋服裁縫 坂井光子 大正15年 小供婦人服の卷 1

992∕18 裁縫學習の根本と其の實際 松尾まきを 昭和3年 1

992∕19 メ一トル鯨尺對照家庭裁縫の仕方 中村茂登子 昭和3年 1

992∕20 時代化せる家庭洋裁の研究 松野傳 昭和3年 1

992∕21 流行新型子供服の縫ひ方 太田安子 昭和7年 1
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992∕22 初步から奧儀まで現代和洋裁縫全書 川島裁縫女學校 昭和4年 1

992∕23 新時代の洋服裁縫 三松八千世 昭和7年 1

992∕24 獨習自在裁縫初步より奧儀まで 結城親學 昭和7年 附錄﹕子供服の仕立方 1

992∕25 冬物の和服裁縫 八代登編 昭和7年 1

992∕26 圖解裁縫編物全書 石神春子 昭和8年 1

992∕27 和服洋服衣類一切の繰迴しと繕ひ方 八代登編 昭和8年 附錄﹕シミ拔きの秘法百種 1

992∕28 和服の仕立方一切 新井兵吳編 昭和8年 1

992∕33 新女性の洋裝 田中千代 昭和8年 1

992∕35 和服裁縫全書 新井兵吾編 昭和9年 1

992∕36 洋裁洋裝事典 今田謹吾 昭和9年 1

992∕37 夏物の和服裁縫 八代登編 昭和9年 1

992∕38 裁縫精義﹙襦袢寢具篇﹚ 米澤光・上田くま 昭和8年 成田チヨウ・稻田しげ同著 1

992∕39 裁縫精義﹙特種物篇﹚ 米澤光・上田くま 昭和9年 成田チヨウ・稻田しげ同著 1

992∕40 裁縫精義﹙羽織袴篇﹚ 米澤光・上田くま 昭和9年 成田チヨウ・稻田しげ同著 1

992∕41 裁縫精義﹙袷綿入帶篇﹚ 米澤光・上田くま 昭和9年 成田チヨウ・稻田しげ同著 1

992∕42 裁縫精義﹙コ一ト篇﹚ 米澤光・上田くま 昭和9年 成田チヨウ・稻田しげ同著 1

992∕43 裁縫精義﹙單衣篇﹚ 米澤光・上田くま 昭和9年 成田チヨウ・稻田しげ同著 1

992∕44 小兒洋服裁縫全書 伊澤峯子 大正13年 1

992∕45 實用ミシン裁縫全書 粟井くま子 大正13年 1

992∕46 新型子供服仕立方 西川靜子・森下絹代同著 大正13年 1

992∕47 和洋裁縫手藝全集 婦女界編輯部 昭和4年 1

992∕48 ス夕イルブツク﹙早春の卷﹚ 鐵村大二編 昭和11年 1

992∕48 ス夕イルブツク﹙夏の卷﹚ 鐵村大二編 昭和11年 1

992∕48 ス夕イルブツク﹙初秋の卷﹚ 鐵村大二編 昭和11年 1

992∕48 ス夕イルブツク﹙秋の卷﹚ 鐵村大二編 昭和11年 2冊﹙複本﹚ 2

992∕48 ス夕イルブツク﹙冬の卷﹚ 鐵村大二編 昭和11年 1

992∕49 新裁縫研究﹙コ一ト篇﹚ 松井和哥 昭和11年 1

992∕50 學校用家庭用系統的洋服和服裁縫新書 松葉オサダ 昭和9年 1

992∕51 おさいく物極意 梶山彬 大正13年 1

992∕52 新洋裁大講座 森川六太郎編 昭和12年 3冊﹙1、4、6輯﹚ 3

992∕55 和服洋服繕ひ物と繰迴しの實驗集 八代登編 昭和12年 1

992∕60 非常時和洋一類の再生法三百種 八代登編 昭和13年 1

992∕62 戰時下日本婦人・子供服裁斷 藤山健一郎 昭和18年 1

992∕63 婦人國民標準服と一般新裁縫書 山口和喜 昭和18年 1

992∕64 婦人標準服の作り方 大妻コタカ 昭和19年 附錄﹕小供用下着と、股引と足袋の縫方 1

992∕4953 観光 日本生產性本部 昭和32年 光復後日文圖書編目 1

993∕1 新しい刺繡の仕方 內藤高子 昭和12年 2冊﹙複本﹚ 2

993∕2 刺繡を應用したる袋物 市橋なみ・上村百代同著 大正9年 前編 1

993∕3 フランス刺繡とタツチング 金澤靜子 大正12年 1

993∕4 編物の新しい編方 小林富美子 大正13年 1

993∕5 新しい編物 岸本朝子 大正13年 1

993∕6 タツチング編物 金澤靜子 大正13年 1

993∕9 毛絲あみもの(子供號) 石本靜枝 大正13年 1

993∕10 新趣味の袋物拵へ方 中村興湖 大正13年 1

993∕11 家庭手藝品の製作法 藤井達吉 大正12年 1

993∕15 新しい刺繡圖案 武井武雄 大正14年 1

993∕16 あみもの後編應用編 足助いゑ 大正14年 1

993∕17 マクラメレ一ス 河野富子 昭和2年 1

993∕18 ドレツスメ―キング割出篇 高木鐸子 大正15年 1

993∕19 新型スピンとリリ―ヤンの編法 寺西綠子 大正15年 1

993∕20 武井武雄手藝圖案集 武井武雄 昭和3年 1
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993∕22 クロッス刺繡とリボン刺繡 稻垣ト一ニ編 昭和6年 1

993∕23 おさいくもの新書 大妻コタカ 昭和6年 1

993∕24 裝飾をかねた實用し一ス編物 鳩山節子 昭和6年 1

993∕25 し一ス編物 高山孝子 昭和5年 1

993∕26 新型毛糸編み物全書 新井兵吾編 昭和7年 附錄﹕基礎編模樣編一切の手引 1

993∕27 子供もの一切の作り方 新井兵吾編 昭和7年 和服・洋服・編物・手藝 1

993∕29 新型毛絲編物百廿種 昭和7年 1

993∕30 新手工藝卵殼モザイクと力ゼツクス工藝 矢崎好幸 昭和5年 1

993∕31 流行新手藝全集 昭和8年 附錄﹕新型毛系編み物・ 1

993∕32 流行新型春向き毛系編み物 新井兵吾編 昭和8年 美しい模樣編百種 1

993∕34 新考案の毛絲模樣編二百種 新井兵吾編 昭和8年 1

993∕35 流行新型毛系編み物全集 新井兵吾編 昭和8年 附錄﹕基礎編の仕方 1

993∕36 春の流行毛系編物・春の新型子供洋服 新井兵吾編 昭和9年 1

993∕37 新しい毛系編物の仕方 內藤高子編 大正13年 1

993∕38 高等女藝おさいく物極意 梶山彬 大正12年 1

993∕39 日本刺繡講話 上村百代 昭和11年 1

993∕45 明日の手工藝 村井武生 昭和7年 1

993∕1283 新ゴルフ入門 水谷準 昭和40年 光復後日文圖書編目 1

994∕1 趣味の家庭料理 北原美佐子 大正12年 1

994∕2 西洋料理法大全 宇野彌太郎 大正10年 1

994∕3 家庭實用西洋料理法 赤堀峰吉 大正10年 2冊﹙複本﹚ 2

994∕4 新らしき研究和洋料理の仕方 村井政善 大正11年 1

994∕5 美味しい洋食の拵へ方 アグネス・アルウヰソ 大正13年 附錄﹕殘り物の利用法 1

994∕8 子供のよろこぶお辨當の拵へ方 村井政善 大正10年 1

994∕9 麵麭の智識と製法 土岐章 大正8年 1

994∕10 果物と蔬菜の調理の仕方と加工法 野間節子 大正10年 1

994∕11 果物の用ひ方と料理法 園田隼二 大正14年 1

994∕12 美味營養經濟的家庭料理日々の献立其調理法 村田三郎 大正13年 1

994∕13 珍しいお鮨の拵へ方 服部茂一 大正14年 賜東久邇宮家御買上之光榮 1

994∕15 食養篇 甲斐久子 大正15年 家事研究大系第一卷 1

994∕16 晚餐獻立家庭料理法全集 主婦之友社編輯局 昭和3年 1

994∕17 ラヂオ放送日日の料理 日本放送協會關東支部 昭和3年 1

994∕18 美味しく經濟的な支那料理の拵へ方 吉田誠一 昭和3年 1

994∕19 小學兒童お辨當百種 小林完 昭和6年 1

994∕21 日々活用お料理辭典 櫻井ちか子 昭和6年 1

994∕22 家庭料理 福山秀賢編 昭和4年 和食・洋食・支那食 1

994∕23 簡單な西洋料理・支那料理 新井兵吾編 昭和6年 附錄﹕食事作法 1

994∕24 調理法さまぐその日くのお惣菜 新井兵吾編 昭和5年 1

994∕25 お台所重寶辭典 八代登編 昭和7年 1

994∕25 和洋料理 村井政善 大正13年 1

994∕28 家庭西洋料理全集 新井兵吾編 昭和8年 附錄﹕食事作法・食品常識・お料理用語辭典 1

994∕29 簡單に出來る家庭向支那料理三百種 新井兵吾編 昭和8年 1

994∕30 一年中の美味しい漬物のつけ方二百種 八代登編 昭和8年 1

994∕31 家庭で出來る東京大阪評判料理の作り方 新井兵吾編 昭和9年 附錄﹕一流料理人公開のお料理秘訣集 1

994∕32 ブけもの類講義錄 大原政助 大正7年 1

994∕33 榮養料理の作方 八代登編 昭和9年 附錄﹕病人料理一切の作方 1

994∕34 食慾をすヽめる夏のお惣菜と漬物 八代登編 昭和9年 1

994∕36 家庭日本料理法 赤堀峰吉・赤堀菊子 大正13年 赤堀みち子同著 1

994∕37 家庭重寶汁と漬物 新井兵吾編 昭和5年 1

994∕40 夏の和洋料理千種の作方 八代登編 昭和12年 1

994∕41 料理讀本 魚谷常吉 昭和11年 1
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994∕42 實驗漬物の加工法 加藤謙一・小熊彥三郎同著 昭和12年 1

994∕43 團体家庭基本料理法 陸軍糧秣本廠編 昭和12年 附錄﹕簡易病人食 1

994∕44 春夏秋冬家庭料理大全集 茂木茂編 昭和13年 1

994∕46 間食物製法 大橋進一編 昭和17年 1

995∕1 衣服と整容法 青木良吉 昭和3年 1

995∕2 人の衣服 岸田蒔夫 大正10年 1

995∕3 鬼臭先生衣裳哲學 土井林吉 明治42年 1

995∕4 衣類更生家庭染色 石井親武 昭和18年 1

995∕9 衣服の變遷 三德四水 昭和18年 1

996∕1 お化粧と髮の結ひ方 三須裕 大正12年 1

996∕2 洋髮の結ひ方と髮の手入 三須裕 大正14年 1

996∕3 衣裳と着附 古田むめ 大正14年 1

996∕4 お化粧と着附と帶の結び方 芳野智惠子 大正14年 姿をしくする寫真圖解 1

996∕5 美容全集 山本久榮 昭和2年 1

996∕6 近代美容法 メイ牛山 昭和3年 1

996∕7 美容師を志す人のために ハリ―牛山・メイ牛山同著 昭和8年 1

996∕10 女性美の創造 山野千枝子 昭和10年 1

996∕11 學校・家庭で出來る化粧品の作り方 柚木卯馬 昭和10年 1

996∕12 近代美しき粧ひ 牛山春子 昭和3年 1

996∕13 正しい化粧と着付 遠藤波津子 大正15年 1

996∕14 美容新書 小幡惠津子 昭和16年 1

997∕1 家庭科學火と水と光の話 近藤耕藏 大正12年 1

997∕2 家庭に於ける實用科學 鈴木京平編 大正14年 1

997∕3 理論と實際女性の化學 大森臺三郎 大正15年 1

997∕4 新の家庭科學 沼畑金四郎 昭和16年 1

997∕5 主婦の臺所科學 沼畑金四郎 昭和17年 1

998∕1 家庭醫學 糸左近 大正10年 1

998∕2 育兒學講話 糸左近 大正10年 1

998∕3 胎教 下田次郎 大正13年 1

998∕4 胎教と幼兒教育 矢野酉雄 大正13年 1

998∕7 どうして小兒を育てるか 中村八郎譯 大正9年 1

998∕8 手輕に儲かる新しい化粧品の作り方と賣り方 三好貢 昭和8年 1

998∕8 不注意から來る小兒の病氣 河合三郎 大正12年 1

998∕9 若き母親の為めに乳兒の哺育と其看護 長尾美知 大正12年 1

998∕10 初生兒より小學時代迄體質による子供の育て方 坂內益藏・天野誠齋同編 大正11年 1

998∕11 親の不注意から小供を不器量に 岡田道一 大正13年 1

998∕12 愛兒が病氣になつたら 中目伊識雄 大正13年 1

998∕13 子供の重い病氣の容体と手當 竹內薰兵 大正13年 1

998∕15 子供を強くする為めに 三田谷 大正14年 1

998∕16 婦人衛生婦人一生の心得 吉岡彌生 大正14年 1

998∕17 小兒の家庭看護と應急手當 長尾美知 大正14年 1

998∕19 家庭の醫書 廣瀨憲六編 大正15年 1

998∕20 續家庭醫學 糸左近 大正14年 1

998∕21 愛育の本﹙幼兒の卷﹚ 赤松靜太編 大正15年 2冊﹙複本﹚ 2

998∕22 愛育の本﹙乳兒の卷﹚ 赤松靜太編 大正14年 2冊﹙複本﹚ 2

998∕23 異常兒の病理と矯正體操 真行寺朗生 大正15年 1

998∕24 家庭看護學 原田隆 大正15年 1

998∕25 新胎教 下澤瑞世 大正15年 1

998∕26 姙娠に伴ひ易い病氣と手當 石崎仲三郎 大正15年 1

998∕27 家庭醫學と治療の實際 正木不如丘 昭和2年 1

998∕28 徹底の家庭看護法 小田俊三 昭和3年 1
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998∕29 產婆・看護婦用語辭典 長尾哲編 大正15年 1

998∕30 家庭醫學と其療法 畑守平 昭和3年 附錄﹕藥草の研究 1

998∕32 四季の小兒病 長尾美知 大正15年 1

998∕33 家庭育兒法 日本放送協會關東支部 昭和3年 1

998∕35 家庭教養父母の愛 小島春江 昭和4年 1

998∕36 胎內教育 服部北溟 大正7年 1

998∕37 家庭醫典 荒木利一郎編 昭和5年 昭和6年每日年鑑附錄 1

998∕38 家庭の醫學と治療法 正木不如丘 昭和5年 1

998∕39 家庭看護法 中村榮代・中村壽松同著 昭和5年 1

998∕40 簡明看護學 名越義信 大正6年 1

998∕41 子供の保健と衛生 岡田道一 昭和5年 1

998∕42 兒童の衛生 1

998∕43 家庭に於ける實際的看護の秘訣 築田多吉 昭和6年 附錄﹕民間療法・物理療法の研究 1

998∕45 姙娠より育兒まで 小林正美 昭和2年 1

998∕46 出產から入學までの育兒法 八代登編 昭和6年 1

998∕47 優れた子美しい子を儲ける法 新井兵吾編 昭和7年 良い子立派な子に育てる法 1

998∕48 家庭醫學應急看護の秘訣 羽太銳治 昭和7年 1

998∕50 小兒病百五十種の手當法 八代登編 昭和7年 1

998∕51 姙娠・出產・婦人の病氣一切の相談 新井兵吾編 昭和8年 附錄﹕安全な姙娠調節法 1

998∕55 家庭治療法全集 八代登編 昭和7年 1

998∕56 家庭治療寶典 八代登編 昭和9年 1

998∕57 家庭醫學全書 家庭醫學全書刊行會 昭和10年 1

998∕58 家庭療法と看護法 八代登編 昭和12年 1

998∕62 お產と育兒 林敏郎 昭和4年 1

998∕63 醫者を待つ間 新應急手當法 石崎仲三郎・荻原良一郎 昭和13年 柿坂茂同著 1

998∕64 母の文庫育兒の實際 婦女界編輯部 昭和14年 1

998∕66 教養としての家庭醫學 神田龍一 昭和15年 1

998∕67 育兒相談母の讀本 大多和顯 昭和15年 1

998∕68 愛育の玩具 牛島義友 昭和18年 1

998∕69 家庭防疫衛生必携 南崎雄七 昭和18年 1

999∕1 布加工製作法 左瀨文哉 大正9年 1

999∕2 玩具の作り方 森規矩郎 大正10年 廢物を利用して子供にも出來る 1

999∕3 家庭て出來る染色と絞り染 小栗逞治 大正13年 1

999∕4 四季おの菓子拵へ方 菊壽堂主人 大正15年 1

999∕5 名古屋市の家庭副業 名古屋市役所 昭和5年 1

999∕6 東京市及其の附近に於ける家內工業の情態 東京商工會議所 昭和4年 1

999∕8 廢品利用の家事 河口愛子 昭和14年 1

999∕9 家庭で出來る簡單家具と作附け家具 清水榮二 昭和17年 1

999∕10 樂しい玩具の作り方 財團法人農山漁村文化協會 昭和18年 1

999∕11 現代のおもちや 山田德兵衛 昭和18年 1

臺灣の產業 三浦淺吉 昭和2年 以下沒編號,放置後面 1

鏨迺花 八木富治 大正8年 1

三つの寶 芥川龍之介 昭和3年 小穴隆一畫 1

明治開化篇 蘇武綠郎 昭和7年 明治文化版畫大鑑第壹卷 1

秘寶珍奇圖鑑 東洋文化協會編 昭和11年 1

女一人大地を行く 白川次郎譯 昭和9年 1

頭註東海道中膝栗毛 出口米吉 大正15年 1

オデツセイ物語 成光館編輯部 大正12年 1

理化應用實驗工業品製造法講義 鴨田脩治 1

算術教科書 齋藤治七 大正8年 1

松田式竹細工法 松田鐵太郎 昭和8年 1
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第二 近移植民研究           上卷 日本移民協會調查部編 1

世界改造の目的と方法 浮田和民 大正9年 1

化學新叢 西澤勇志智 昭和14年 1

兒童の疑問人の身體 堀七藏 大正14年 1

植民及植民政策 矢內原忠雄 大正10年 1

圖書館雜誌 日本圖書館協會 20冊﹙昭和3年至昭和11年每年1至6月及7至12月各1冊﹚ 20

臺南州立農事試驗場彙報第二號 臺南州立農事試驗場 昭和5年 1

農業金融調查 臺灣總督府殖產局農務課 昭和10年 1

社會問題辭典 高畠素之 大正14年 1

進化論講話 丘淺治郎 明治37年 1

日本風俗史講座 長坂金雄編 昭和4年 1

今日に處するの道 深作安文 昭和12年 1

大正震災志 內務省社會局編 大正15年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

非觀血的痔疾療法 畑嘉聞 昭和8年 1

日本帝國第三十七統計年鑑 內閣統計局編 大正7年 1

大鑛物學                      上卷 佐藤傳藏 大正9年 1

婦人職業戰線の展望 東京市役所編 昭和7年 1

經濟的軍備の改造 橋本勝太郎 大正10年 1

史論叢錄                       上卷 興亡史論刊行會 大正7年 1

理蕃概況 楢崎太郎編 大正3年 附錄﹕太魯閣蕃沿革誌 1

詩集憂鬱なる魂 中間磯浪 昭和6年 1

新しい主義學說の字引 勝屋英造 大正10年 1

咢堂論叢 尾崎行雄 昭和2年 尾崎行雄全集第七卷 1

讀書の眼 帝國大學新聞社 昭和12年 1

我校經營案の概要 新化公學校 昭和3年 1

自由教育に於ける科學の位置 松本悟朗譯 大正10年 1

川柳漫畫うき世さまぐ 谷脇素文編 昭和2年 1

名古屋商工案內 三浦一編 昭和7年 1

母の書 天崎紹雄 昭和17年 1

二勘定系統說研究 上野道輔 1

大阪商工名錄 高柳松一郎編 昭和8年 1

警察法要論 御廚規三 大正2年 1

人物論叢 辻善之助 大正14年 1

米國海軍戰略 尾崎主稅譯 昭和7年 1

孔子研究 蟹江義丸 昭和2年 1

春秋左氏傳 塚本哲三 大正11年 2冊﹙上、下卷﹚ 2

現代生活と孔子の思想 原重治 大正14年 1

四書講義大學 宇野哲人 大正11年 1

老子神髄 長島萬里 大正10年 1

社會科學新辭典 三本清編 昭和16年 1

日本名寶物語                  第二輯 1

手紙と端書の書方手本 神郡晚秋書 附錄﹕手紙の泉 1

詳解獨逸文典 片山正雄 大正7年 1

蘆江怪談集 平山蘆江 昭和9年 1

高雄市要覽 1

新竹少年刑務所統計 新竹少年刑務所 昭和13年 1

照南丸南洋漁業試驗及調查 臺灣總督府水產試驗場 昭和9年 1

臺南縣廳統計 臺南縣廳 明治34年 1

臺灣總督府水產試驗場事業報告 臺灣總督府水產試驗場 昭和7年 1

臺南州概況 臺南州 昭和9年 1

臺灣產業組合 臺灣總督府 昭和12年 1
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臺南長老教中學五拾週年記念寫真帖 國清寫真館 昭和10年 1

各課精說國語讀本の真使命 友納友次郎 大正14年 卷十二 1

新日本歷史年表 大森金五郎等 昭和5年 1

新撰幼學便覽 石川鴻齋編 1

植民政策と民族心理 東鄉實 大正14年 1

臺灣總督府及所屬官屬職員錄 6冊﹙大正10年至大正15年﹚ 6

臺灣總督府及所屬官屬職員錄 17冊﹙昭和2年 至昭和19年 ﹚缺昭和18年 17

廣漢和辭典 諸橋轍次・鎌田正・米山寅太郎同著 昭和57年 4冊﹙上、中、下卷加索引﹚ 4

自小作別面積 臺灣總督府殖產局農務課 昭和3年 1

歷代天皇御宸翰 本間晴編 大正15年 放置書架上層 1

罪と罰 生田長江・生田春月同譯 昭和3年 1

解剖せる臺灣 西村才介 明治45年 1

評論臺灣之官民 橋本白水 大正13年 1

三教闡真 陳仁脩 大正3年 1

嘉義市勢一覽 嘉義市 昭和13年 1

親鸞聖人・蓮如上人聖蹟寶典 1

臺南新報 大正10年  5、6、9、10、11、12月    

臺南新報 大正11年 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月

臺南新報 大正12年 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12月

臺南新報 大正13年 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月

臺南新報 大正14年 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月

臺南新報 大正15年 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月

臺南新報 昭和2年 1、2、3、4月

臺南新報 昭和5年 1、2、5、6、9、10月

臺南新報 昭和7年 1、2、3、4、5、6月

臺南新報 昭和8年 1、2、3、4、9、10、11、12月

臺南新報 昭和9年 1、2、3、4、5、7、11、12月

臺南新報 昭和10年 2、5、7、8、9月

臺南新報 昭和11年 1、2、4、8、10月

臺南新報 昭和12年 1月
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