
は じ め に

本稿の目的は，西南学院大学経済学部前田研究室で所蔵する花井家史料を紹介する

ことにある。花井家史料は，戦時期に華北・満洲で実施された資源調査関係史料を中

心に，両大戦間期から戦時期にかけての朝鮮，満洲，中国，蒙古，樺太，南洋群島，

東南アジアに関する史料で構成される史料群である。以上に挙げた日本勢力圏下諸地

域を対象とした歴史研究において近年は一次史料の利用も進みつつあるが，依然とし

て所蔵調査の進展が望まれている(1)。従来も旧帝国大学を前身とする東京大学・名古

屋大学，旧高等商業学校を前身とする一橋大学・山口大学・大分大学，さらに東京商

工会議所などで史料の所蔵調査が実施されてきた。しかし，これまで花井家史料の存

在は知られてこなかった。そこで，史料の概要と目録を紹介し，その利用環境を整備

する点に本稿の意義がある。以下には，本稿の構成を示す。

まず第１節で花井家史料の来歴を示す。第２節では末尾に添付した史料目録の作成

方法を示した上で，同史料の構成を明らかにする。第３節では，花井家史料の中心を

＊本稿で紹介する花井家史料の受入に際し，花井俊介氏（早稲田大学）よりご高配を
賜った。また，同史料の整理に際しては，柳沢遊氏（慶應義塾大学），山本裕氏（香
川大学），石崎亜美氏（慶應義塾福澤研究センター）にご協力を頂いた。記して謝意
を表したい。なお，本稿は平成25年度慶應義塾学事振興資金（共同研究枠）「1930～
40年代における国策会社と在華日系企業の資源調査・運輸調査」による成果の一部
である。

†西南学院大学経済学部経済学科講師 Mail : k-maeda@seinan-gu.ac.jp
(1) 井村哲郎「植民地史資料論」檜山幸夫編『台湾総督府文書の史料学的研究』ゆま
に書房，2003年，32頁。
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占める「花井重次史料」について簡潔に分析する。

１．花井家史料の来歴

花井家史料は，東京高等師範学校教授として太平洋戦争を迎えた花井重次が収集し

た史料を中心としている。表１には，花井重次の略年譜を示した。

花井重次は，東京帝国大学理学部地理学科を卒業した地理学者であり，１９３８年から

１９４２年までに「満洲国」，中華民国，南洋群島において実施された地理学的調査に４

回参加した。花井家史料の多くは，それら調査の際に収集された史料である。そして，

戦後は東京都内の同家で保管されてきた史料を，花井重次のご令孫にあたる花井俊介

氏のご厚意により，２０１３年３月に筆者へご寄贈頂いた。そして，同月中に西南学院大

学まで輸送し，同年５月から１０月まで６ヶ月間で史料整理を実施した。この史料整理

の実施方法について，次に示しておきたい。

表１ 花井重次略年表（１９００‐１９８１年）

年 年齢 事 項

１９００ ０ 神奈川県中郡比々多村（現・伊勢原市）に生まれる
１９１９ １９ 神奈川県師範学校本科卒業
１９２３ ２３ 東京高等師範学校理科第３部卒業
１９２３ ２３ 広島県福山師範学校教諭
１９２８ ２８ 東京帝国大学理学部地理学科卒業
１９２８ ２８ 東京高等師範学校地理科講師
１９２９ ２９ 東京高等師範学校教授
１９３８ ３８ 満洲国・中華民国へ調査研究出張
１９４０ ４０ 南洋諸島へ調査研究出張
１９４１ ４１ 中華民国へ調査研究出張
１９４２ ４２ 中華民国へ調査研究出張（第１次山西学術調査研究団）
１９４９ ４９ 東京教育大学教授
１９４９ ４９ 文部事務官
１９５２ ５２ 文部省大学学術局視学官
１９５９ ５９ 文部省大学学術局主任視学官
１９６３ ６３ 桐朋学園大学短期大学部教授
１９６６ ６６ 山梨県立女子短期大学学長
１９７３ ７３ 学校法人桐朋学園名誉理事長
１９８１ ８１ 死去

資料）山西学術調査研究団？「第一次山西学術調査研究団々員名簿」１９４２年？（花
井家史料06‐A9‐01‐46）；『花井先生を偲ぶ』花井先生を偲ぶ刊行会，１９８７
年，２１０‐２１１頁より作成。
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２．花井家史料の構成

花井家史料は，合計９７８点の史料により構成されている。但し，これらが花井家史

料の全てではなく，２０１４年度以降に改めて花井家から第２次受入を実施する予定であ

り，本稿で紹介する花井家史料は第１次受入分のみである。このように，全ての受入

が完了していないことから，史料整理に際して体系的な史料番号を付す作業は第２次

受入完了後に実施することとし，仮に「受入番号」を付すこととした。

受入番号は，整理後でも受入時における史料保管状況の再現が可能な方式で付すこ

ととした。具体的にはまず，受入時に史料が収められていた箱８個に旧箱番号０１～０８

を，整理後の史料を収めた箱１６個に新箱番号 A1～A9・B1～B7をそれぞれ付した。

その上で，旧箱番号０１より順次整理を進め，整理順に仮史料番号と必要に応じて枝番

号を付した。そして，史料目録には「旧箱番号－新箱番号－仮史料番号（－枝番号）」

を一体化した受入番号を示した。以上の手順による史料整理を実施した上で，各史料

の対象地域・内容に応じた簡易的な分類を実施した。その分類結果を示したのが，表

２である。

花井重次史料 １１８

朝鮮
・
中国
・
満洲
・
蒙古

概説・統計 ８５
陸軍作成資料 ６
治安・軍事 １３
地図 ５２
地学 １５
河川・水利 １５
開拓・移民 ９２
農林業 ３７
畜産業 ９
水産業 ７
資源・鉱工業 ４２
商業 ２３
運輸・観光案内 １２７
財政・金融 ５

朝鮮
・
中国
・
満洲
・
蒙古

政治・外交 ７
民族・宗教 ９
文化・教育 ９４
文献目録 １７
写真・画集 ５
広告 ４
分類不能 １０

樺太 ４

南洋群島 ８４

東南アジア ４２

アメリカ ３

学術論文・調査
（１９４５年以前）

３２

学術論文・調査
（１９４６年以後）

２１

表２ 花井家史料分類項目別史料点数

資料）筆者作成。
注）「朝鮮・中国・満洲・蒙古」に分類した史料の合計点数は，
６７４点である。
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分類に際しては，後述する第１次山西学術調査研究団へ花井重次が参加した際に作

成・収集された書類等を【花井重次史料】としてまず一括した。さらに，戦前・戦後

を通じて花井は国内外の地理学研究者から学術雑誌や調査報告書の寄贈を受けており，

それらを【学術論文・調査（１９４５年以前）】，【学術論文・調査（１９４６年以後）】に分類

した。その他の史料については，史料の記載内容に応じた地域別分類を実施した。具

体的には，【朝鮮・中国・満洲・蒙古】，【樺太】，【南洋群島】，【東南アジア】，【アメ

リカ】である。なお，【朝鮮・中国・満洲・蒙古】と４地域を一括して分類したのは，

各４地域のうち２地域以上に跨がる内容の史料が多く，さらなる分類が困難なためで

ある。これら【朝鮮・中国・満洲・蒙古】関係史料は全史料の約７割に相当する６７４

点と膨大であることから，さらに内容により２１項目に細分類した。その細分類項目の

なかでも，｛運輸・観光案内｝と｛文化・教育｝には特徴的な史料が含まれる。

第１の｛運輸・観光案内｝には，ジャパン・ツーリスト・ビューロー（東亜旅行

社・日本国際観光局）が作成した満洲・中国の観光案内用パンフレット２５点が含まれ

る。その一例として写真１には，「山海関」ジャパン・ツーリスト・ビューロー満洲

支社，１９４０年（04‐A6‐04‐04）を示した。

写真１ 「山海関」ジャパン・ツーリスト・ビューロー満洲支社，１９４０年（04‐A6‐04‐04）
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これらジャパン・ツーリスト・ビューローによる満洲・中国観光案内用パンフレッ

トのうち１９４０年発行分までは，その一覧が『東亜旅行社満洲支部十五年誌』に掲載さ

れている(2)。しかし，同書には各パンフレットの内容までは掲載されていないため，

ジャパン・ツーリスト・ビューローによる広報活動の実態を確認するためには，現物

のパンフレットを閲覧するよりほかにない。これらパンフレットは，日本貿易振興機

構アジア経済研究所，国立民族学博物館，国際日本文化研究センター，山口大学など

で数点ずつ所蔵されているが，一括して２５点が閲覧可能なのは日本国内で花井家史料

のみであろう。このほか｛運輸・観光案内｝には，満鉄・朝鮮総督府鉄道局作成観光

案内パンフレット，観光地図，鉄道・航空時刻表，航路案内などが含まれる。

次に，｛文化・教育｝には山西省立臨汾師範学校関係史料１７点が含まれる。その一

例として写真２には，省立臨汾師範学校「日語科就職状況」１９４２年（07‐B2‐03‐15）

を示した。

(2) 『東亜旅行社満洲支部十五年誌』東亜旅行社奉天支社，1943年，119‐124頁。

写真２ 省立臨汾師範学校「日語科就職状況」１９４２年（07‐B2‐03‐15）
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山本裕氏が指摘したように，近年では満洲国期の教科書など教育史料の復刻が盛ん

に行われ，教育史研究は植民地研究のなかで飛躍的に研究が進みつつある分野の１つ

である(3)。そうした研究潮流のなかで，点数こそ１７点に過ぎないものの，師範学校の

運営に関する一次史料が発掘されたことは貴重であると言えよう。この臨汾師範学校

について概略を明らかにしておこう。

臨汾師範学校には，１９４２年において教職員２６名，学生２３１名が在籍した。学生は，「師

範本科」，「日語科」，「初中科」の３課程のいずれかに在籍していた(4)。それら３課程

に設置されていた科目を示したのが表３である。

表３より，初中科と師範本科では自然科学から人文・社会科学まで多様な科目が設

置され，一方で日語科では時間数の約６割が「日語」へ集中的に割り当てられていた。

これらの科目のうち思想教育として重要視されていたのが，全課程に設置された「労

作」であった。

「労作」では，農作物・草花の栽培，家畜の飼育，勤労奉仕を行うこととされてい

た。これらの活動は，「一挙手総ベテ軍隊式ニ号令デ作業」することとされ，その目

的は「日語ヲ通シテ勤労精神ヲ養ヒ団体行動ニ馴レシメ以テ心身ヲ鍛錬シテ華北増産

(3) 山本裕「満州」日本植民地研究会編『日本植民地研究の現状と課題』アテネ社，
2008年，225頁。

(4) 山西省立臨汾師範学校「山西省立臨汾師範学校教職員調査 学生数・原級調査」
1942年？（花井家史料07‐B2‐03‐18）。

表３ 臨汾師範学校課程表（１９４２年）

科目 師範本科 日語科 初中科 科目 師範本科 日語科 初中科

代数 ３ ‐ ４ 教育心理 ２ ‐ ‐
珠算 １ ‐ ‐ 修身 ２ １ ２
化学 ３ ‐ ３ 訓話 ‐ １ ‐
鉱物学 １ ‐ １ 労作 ３ １ ２
地理 ２ ‐ １ 音楽 ２ ‐ １
歴史 ２ ‐ ２ 美術 ２ ‐ ‐
国文 ５ ３ ４ 図書 ‐ ‐ １
作文 ２ ２ ２ 体育 ２ ‐ ２
日語 ３ ２２ ３ 国術 １ １ １
英語 ‐ ‐ ２ 軍訓 １ １ １

教育概論 ‐ ２ ‐ 合計 ３７ ３６ ３２
教学法及
管理法

‐ ２ ‐

資料）山西省立臨汾師範学校「山西省立臨汾師範学校各班日課総表」１９４２年（花井
家史料07‐B2‐03‐22）より作成。
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ノ意義ヲ明ニセントス」とされた(5)。この「労作」のほか，「日語」「修身」「訓話」「軍

訓」などにより，言語・思想教育が施されたと考えられよう。そして，これらの教育

を受けた学生は，教師のみならず日系企業の労働力としても徴用された。

例えば，写真２に示した史料より，１９４２年度日語科卒業生３６名のうち１６名は小学校

もしくは訓練所の教師・教官として，９名が学校や県公署の事務員として就職したこ

とが明らかになる。しかし，そのほか１１名のうち１０名は，日本が華北分離工作を展開

するなかで占領した鉄道の運営を担った華北交通株式会社へ就職した(6)。華北交通は

設立時から要員に占める日本人の比率が低かったことは指摘されてきたが(7)，さらに

要員として動員された中国人のなかには入社前に師範学校で日本による言語・思想教

育を施された者も存在したことが上記史料により明らかになる。

このように花井家史料からは，従来指摘されてこなかった史実を明らかにすること

が可能である。さらに，こうした史実の発掘が最も期待されるのが，【花井重次史料】

である。そこで，次節では【花井重次史料】により，同史料が作成・収集された第１

次山西学術調査研究団の調査計画について簡潔に示しておきたい。

３．花井重次史料の分析－第１次山西学術調査研究団による資源調査－

【花井重次史料】は，１９４２年に山西省で実施された第１次山西学術調査研究団（以

下，研究団）へ花井が参加した際に作成・収集された史料である。この研究団は，

「山西省ニ於ケル天然資源ノ基礎的調査ヲ実施シ以テ山西資源ノ調査的支 タラシム

ルト共ニ確固タル資源経済ノ樹立ヲ図ル」ことを目的に組織され，調査費用全額は興

亜院が負担した(8)。したがって，研究団は興亜院による戦時中国調査の一環に位置付

けられる。

興亜院による中国調査については，これまでに本庄比佐子氏を中心としたグループ

により研究が進められ，資源調査を俎上に載せた考察は奥村哲氏が行った(9)。しかし

(5) 山西省立臨汾師範学校「労作教育概要」1941年（花井家史料07‐B2‐03‐03）。
(6) 省立臨汾師範学校「日語科就職状況」1942年（花井家史料07‐B2‐03‐15）。
(7) 林采成「戦時期華北交通の人的運用の展開」『経営史学』42巻1号，2007年6月，3‐

26頁。
(8) 乙第三五〇〇部隊特務部調査班「山西資源科学調査計画」1942年（花井家史料09‐

A9‐01‐55）。
(9) 奥村哲「重要国防資源調査」本庄比佐子ほか編『興亜院と戦時中国調査』岩波書
店，2002年，153‐175頁。

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３２５－



奥村氏は，各調査の実態を解明しうる史料が発掘されていなかったために公刊された

調査報告書に依拠せざるを得ず，調査の計画策定から報告までの実態を個別具体的に

分析することはできなかった。このように先行研究においてその必要性が認識されな

がらも，未発見であった一次史料が【花井重次史料】なのである。研究団についても，

１９４３年に朝日新聞社が参加者の手記として『山西学術探検記』を，また同年に在北京

日本大使館が調査報告書として『山西省資源調査概報』を発行していたため，従来も

その概要を知ることは可能であった(10)。しかし，管見の限りでは，研究団に焦点を当

てた研究は進められてこなかったことから，本稿では【花井重次史料】により研究団

の調査体制と計画を簡略に示しておきたい。

１９４０年秋より翌１９４１年夏にかけての時期に，山西省へ駐屯していた日本軍は「内地

一流学者をもつて組織した山西調査隊」の派遣を渡邊光（陸軍予科士官学校教授）と

多田文男（東京帝国大学助教授）に要請した。このことを発端に，１９４１年１１月に資源

科学諸学会連盟が中心となって研究団を組織することが決まり(11)，１９４２年２月には団

員の陣容が確定した(12)。そこで決定された団員を示したのが表４である。

研究団は，専門分野の異なる５つの部から構成されていた。そのなかでも，地質鉱

物学部と地理学部に多くの団員が配置され，花井も地理学部に所属した。花井に対し

ては，１９４２年３月２０日に興亜院より，４月１５日から６月３０日まで７７日間における「山

西省資源ノ基礎的調査並ニ資料蒐集」を渡航用務とする渡航承認書が発行された(13)。

さらに，同年４月５日には「資源科学諸学会連盟会長 公爵 鷹司信輔」名で「出発

発令方等に関し可然御配慮」を依頼する文書が「東京高等師範学校 校長 河原春

作」宛に発せられた。この文書には，「貴学左記諸氏には今回別紙日程に依り出発御

調査相願ふ事と相成候」と記され，行動日程表が添付された。しかし，日程表には東

京出発日，神戸出帆日，北京到着日のみが記され，北京到着後の日程はもとより，帰

国日すら記されていなかった(14)。このように，日程は各団員の所属機関に対しても秘

(10) 『山西学術探検記』朝日新聞社，1943年；『山西省資源調査概報』在北京日本大使
館，1943年。なお，『山西省資源調査概報』は国会図書館と外務省外交史料館に所蔵
され，外交史料館所蔵分はアジア歴史資料センター（http://www.jacar.go.jp/）より閲
覧が可能である（レファレンスコード：B10070234900）。また，同書は花井家史料に
も含まれている（花井家史料04‐A6‐18）。

(11) 『山西学術探検記』，250‐251頁。
(12) 花井重次？「メモ（二月廿四日 第一次山西学術調査研究団 全員会合 次第）」

1942年？（花井家史料06‐A9‐01‐77）。
(13) 興亜院「興政証第二三七二号 渡航承認書（花井重次）（写）」1942年（花井家史
料06‐A9‐01‐65）。
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(14) 資源科学諸学会連盟会長 公爵 鷹司信輔「（第一次山西学術調査研究団々員 出
発発令依頼）（東京高等師範学校 校長 河原春作宛）」1942年（花井家史料06‐A9‐
01‐68）。

表４ 山西学術調査研究団団員名簿（１９４２年）

所属部 職業 学位・爵位 氏名

団 長
貴族院議員
資源科学諸学会連盟理事長

子 爵 土岐 章

副 団 長 貴族院議員 子 爵 宍戸功男

本 部 附 陸軍予科士官学校教授 理 学 士 渡邊 光

地質鉱物
学 部

北京大学理学院教授 理学博士 富田 達
京都帝国大学教授 理学博士 松下 進
北海道帝国大学助教授 理 学 士 石川俊夫
南満州鉄道株式会社調査部技師 理 学 士 松田亀三
商工省地質調査所技師 理 学 士 岩生周一
北支那開発株式会社調査局職員 理 学 士 増淵堅吉
北支那開発株式会社調査局職員 理 学 士 庄司誠一
北支那開発株式会社調査局職員 理 学 士 志井田功

地理学部

東京帝国大学助教授 理 学 士 多田文男
東京高等師範学校教授 理 学 士 花井重次
陸軍予科士官学校教授 理学博士 吉村信吉
東京帝国大学助手 理 学 士 木内信蔵
陸軍予科士官学校教授 理 学 士 新井 浩
満州建国大学助手 文 学 士 淺井辰郎
北支那開発株式会社調査局職員 理 学 士 和田憲夫

動物学部
資源科学研究所嘱託

伯 爵
理 学 士

�棲幸保

九州帝国大学助教授 農 学 士 安松京三
東京帝国大学理学部副手 理 学 士 山下博三

植物学部
北海道帝国大学助教授 農学博士 館脇 操
東京帝国大学助手 理学博士 佐藤正巳
東京帝国大学理学部副手 理 学 士 古澤潔夫

人類先史
学 部

慶應義塾大学教授 理学博士 谷口虎年
慶應義塾大学医学部講師 医学博士 江口爲三
華北交通株式会社資業局嘱託 文 学 士 小野勝年
帝国学士院嘱託 文 学 士 野村正良

文 学 士 直江廣治

資料）山西学術調査研究団？「山西学術調査研究団々員名簿」１９４２年？（花
井家史料06‐A9‐01‐46）より作成。
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匿され，調査は徹底した情報統制の下で実施された。そうした調査は，山西省南部の

「晋南地区」と同省北部の「五台地区」に分けて実施され，その調査事項のうち地質

鉱物学部と地理学部について示したのが表５である。

表５より，学術目的と思われる調査事項のほかにも，「有用鉱物」「金属鉱床」「特

殊鉱物」「鉄鉱其他ノ鉱床」「ストロンチウム其他稀有元素」などの調査が組み込まれ

ていた。このように，研究団には鉱物資源の調査と発見を隠密に達成することが期待

されたのであった。

表５ 地質鉱物学部・地理学部調査事項（１９４２年）

地質
鉱物
学部

晋
南
地
区

含炭層ニ関スル基礎的調査
一般地質調査（基礎的調査）
岩石ノ調査研究（特ニ火成岩，変成岩）
有用鉱物ノ調査研究（金，銅，鉛，石膏，石炭其他）
金属鉱床ノ鉱床学的岩石学的調査研究
古生物ノ採集（動物化石，植物化石）
特殊鉱物ノ採集

五
台
地
区

地質一般調査
岩石学的調査研究
層序学構造地質学的研究
鉱床調査
所謂泰山系ト五台系トノ地質的関係ノ観察
鉄鉱（岩頭式，東冶鎮式，定襄式）其他ノ鉱床調査

地理
学部

晋
南
地
区

黄土ノ本質究明（理科学的性質，分布，厚サ，堆積，浸食状態等）
黄土地域ノ居住，生活状態調査（人口，土地利用，聚落，家居等）
灌漑排水ノ諸調査
天災地変ノ資料蒐集
井水，泉水ノ水質調査（硬度含有鉱物成分等）
河水ノ調査
塩池ノ水質，微生物研究
水ニ含有セラルヽストロンチウム其他稀有元素ノ探求

五
台
地
区

高山地形調査（山頂ニ於ケル雪蝕地形研究）
高山気象観測
水質調査
森林限界，農業限界，聚落限界
農村ノ実態調査
人口ニ関スル諸統計蒐集
聚落ノ形態，家屋形態，生活状態
其他地法編纂ニ関スル統計数蒐集

資料）乙第三五〇〇部隊「山西学術調査研究団各学部調査事項一覧表」１９４２年５月５日
（花井家史料06‐A9‐01‐47）より作成。
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お わ り に

花井家史料は，経済関係史料のみならず，文化・教育，民族，宗教などに関する多

様な史料を含む史料群である。本稿は，主として満洲，華北に関する史料を紹介した

が，朝鮮，樺太，南洋群島，東南アジアに関する複数の史料も花井家史料には含まれ

る。これら史料の分析により，経済史研究はもとより，文化史，教育史などへの貢献

も可能と考えられ，貴重な歴史史料である本史料の活用が進むことを期待したい。
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付録 花井家史料（第１次受入分）史料目録

【花井重次史料】

受入番号 資料名 作成者 年 形態 数

05‐A7‐06‐02 （メモ） 不明 不明 切紙 １

06‐A9‐01‐01 封筒（花井重次先生宛） 不明 不明 封筒 １

06‐A9‐01‐02
第一次山西学術調査研究団調査概
要報告（調査報告第一冊）編纂要
領並分担

第一次山西学術調査
研究団長
土岐章

１９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐03 借用証（花井重次→山本武） 花井重次 １９４２ 便箋 １

06‐A9‐01‐04 借用証（花井重次→山本武） 花井重次 １９４２ 便箋 １

06‐A9‐01‐05
花井重次宛山本武書簡
（山西映画の件）

山本武 １９４２ 便箋 １

06‐A9‐01‐06
花井重次宛王謨書簡
（御馳走のお礼）

王謨 １９４２ 便箋 １

06‐A9‐01‐07
花井重次宛鳥越重太郎軍事郵便
（資源調査の礼状）

鳥越重太郎 １９４２�葉書 １

06‐A9‐01‐08
花井重次宛第一次山西学術調査研
究団葉書
（調査概報編輯打合会開催通知）

第一次山西学術調査
研究団

１９４２ 葉書 １

06‐A9‐01‐09
花井重次宛村田孝隨書簡
（来校の礼状）

村田孝隨 不明 便箋 １

06‐A9‐01‐10
花井重次宛葛長崑書簡
（山西学術調査の礼状）

華北棉産改進会調査科
葛長崑

１９４２ 便箋 １

06‐A9‐01‐11 天津線 景山丸 昼食献立 日本郵船株式会社 １９４２ 折紙 １

06‐A9‐01‐12 天津線 景山丸 昼食献立 日本郵船株式会社 １９４２ 折紙 １

06‐A9‐01‐13
大特秘第九九六号 渡支身分証明書
（花井重次）

大塚警察署長
警視庁警視
荒川盛三郎

１９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐14
興政証書第二三七二号 渡航承認書
（花井重次）

興亜院 １９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐15
旅行証明書 山西学術調査研究団員
乙第三五〇〇部隊嘱託 花井重次

支那派遣軍総司令部 １９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐16
中華民国海関 手荷物申告書
（花井重次）
天津海関旅客手荷物検査規則

中華民国海関 不明 切紙 １

06‐A9‐01‐17 予防注射証
東京帝国大学伝染病
研究所附属医院
田中英夫

１９４２ 切紙 １
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受入番号 資料名 作成者 年 形態 数

06‐A9‐01‐18 種痘証
伝染病研究所
田中英夫

１９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐19
山西特調第一六号 山西省水田開
発基本調査報告送付ノ件
（花井重次宛）

山西省陸軍特務機関長
花谷正

１９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐20 帰校届（文部大臣 橋田邦彦宛）
東京高等師範学校教授
花井重次

１９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐21 船客心得 海務院船舶運営会 不明 切紙 １

06‐A9‐01‐22 兵站旅館宿泊証明書（花井重次） 中支派遣呂集団司令部 １９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐23
虎疫予防注射済証明書
（花井重次）

中支防疫委員会 １９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐24 旅行証明書（花井重次） 支那派遣軍総司令部 １９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐25 地図携行証明書（花井重次）
山西省陸軍特務機関長
花谷正

１９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐26 採集品返送票
第一次山西学術調査
研究団

不明 単票 １

06‐A9‐01‐27 映画撮影許可証（花井重次）
岩松部隊参謀部参謀
陸軍大尉
田島憲邦

１９４１ 切紙 １

06‐A9‐01‐28 （講演会案内状）
運城陸軍特務機関長
近藤新八

不明 切紙 １

06‐A9‐01‐29 招待状 大倉洋行 不明 葉書 １

06‐A9‐01‐30 （講演会案内状）
興亜院華北連絡部長官
塩澤清宣

不明 葉書 １

06‐A9‐01‐31 山西学術調査団軍報告行事予定表 不明 １９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐32 第一次山西学術調査研究団々員 不明 １９４２�切紙 ３

06‐A9‐01‐33
花井重次宛第一次山西学術調査研
究団葉書
（団員 宮本敏行厳父死亡の通知）

第一次山西学術調査
研究団

１９４２ 葉書 １

06‐A9‐01‐34 （団員宛帰還挨拶状）
山西学術調査研究団長
土岐章

１９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐35 （礼状送付のため名刺発送願い） 第一次山西学術調査団 １９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐36
花井重次宛資源科学諸学会連盟葉書
（宮城及靖国神社参拝の件）

第一次山西学術調査
研究団 団長
土岐章

１９４２ 葉書 １

06‐A9‐01‐37
花井重次宛資源科学諸学会連盟葉書
（宮城・靖国神社参拝参集場所の件）

山西省学術調査団長
土岐章

１９４２ 葉書 １
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受入番号 資料名 作成者 年 形態 数

06‐A9‐01‐38 （帰国歓迎会招待状）
資源科学諸学会連盟
会長
公爵 鷹司信輔

１９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐39
花井重次宛資源科学諸学会連盟葉書
（山西学術調査団帰着日通知）

資源科学諸学会連盟 １９４２ 葉書 １

06‐A9‐01‐40
受領証
（山西学術調査団祝祭謝礼金）

省立臨汾師範学校長
昌日薪

１９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐41 花井重次宛臨汾陸軍特務機関封筒 臨汾陸軍特務機関 １９４２ 封筒 １

06‐A9‐01‐42 （日華倶楽部招待状） 岩松義雄 １９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐43
（第一次山西学術調査研究団 中
間報告）

第一次山西学術調査
研究団々長
子爵 土岐章

１９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐44
山西学術調査研究団報告会（第二回）
行事予定表

乙第三五〇〇部隊 １９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐45
山西学術調査研究団報告会（第一回）
行事予定表

乙第三五〇〇部隊 １９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐46 山西学術調査研究団々員名簿 山西学術調査研究団？ １９４２�仮綴 １

06‐A9‐01‐47
山西学術調査研究団各学部調査事
項一覧表

乙第三五〇〇部隊 １９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐48
自六月十六日至五月二十四日
山西学術調査研究団行事予定表

乙第三五〇〇部隊 １９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐49
第二次五台地区調査隊（本隊）編
成表

乙第三五〇〇部隊 １９４０ 切紙 １

06‐A9‐01‐50
自五月二十一日至五月二十四日
山西学術調査研究団行事予定表

乙第三五〇〇部隊 １９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐51 第一次晋南地区調査隊編成表 乙第三五〇〇部隊 １９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐52 学術調査団調査用地図接合表 山西学術調査研究団？ １９４２�切紙 １

06‐A9‐01‐53 （遺物・遺跡発見地点通報願）
資源科学調査団
人類学班
小野勝平

１９４２�切紙 ２

06‐A9‐01‐54 各班別打合セ会同 山西学術調査研究団？ １９４２�切紙 １

06‐A9‐01‐55 山西資源科学調査計画
乙第三五〇〇部隊
特務部調査班

１９４２ 仮綴 １

06‐A9‐01‐56 第一次晋南地区調査隊編成表 乙第三五〇〇部隊 １９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐57
自五月三日至五月五日
山西学術調査研究団行事予定表
山西学術調査研究会同準備研究会同

乙第三五〇〇部隊 １９４２ 仮綴 １

－３３２－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



受入番号 資料名 作成者 年 形態 数

06‐A9‐01‐58 山西学術調査団行動日程予定表 山西学術調査研究団？ １９４２�冊子 １

06‐A9‐01‐59 本邦銀行券及外国通貨携帯申告書
在塘沽日本帝国総領
事館出張所

不明 切紙 １

06‐A9‐01‐60 地理学部携行荷物目録
第一次山西学術調査
研究団

１９４２�仮綴 １

06‐A9‐01‐61 領収証書（注射料）
伝染病研究所事務官
檜山兼次郎

１９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐62 （資源科学研究所罫紙用箋） 資源科学研究所 不明 便箋 ２

06‐A9‐01‐63
花井重次宛平野重博・市川章葉書
（生命保険検査の件）

第一生命
平野重博／市川章

１９４２ 葉書 １

06‐A9‐01‐64 （出発届提出願い）
東京臨時教員養成所
庶務課

１９４２ 便箋 １

06‐A9‐01‐65
興政証第二三七二号 渡航承認書
（花井重次）（写）

花井重次？ １９４２�便箋 １

06‐A9‐01‐66 天津線 景山丸 昼食献立 日本郵船株式会社 １９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐67
先発隊行動日程
本隊行動日程（予定）

第一次山西学術調査
研究団

１９４２�仮綴 １

06‐A9‐01‐68

（第一次山西学術調査研究団々員
出張発令依頼）
（東京高等師範学校 校長 河原
春作宛）

資源科学諸学会連盟
会長
公爵 鷹司信輔

１９４２ 仮綴 １

06‐A9‐01‐69
五台地区経路
晋南地区経路

山西学術調査研究団？ １９４２�切紙 １

06‐A9‐01‐70
花井重次宛文部大臣
橋田邦彦封筒

文部大臣
橋田邦彦

不明 封筒 １

06‐A9‐01‐71

花井重次宛文部大臣
橋田邦彦書簡
（山西資源科学調査の件に関し御
高説拝聴の件）

文部大臣
橋田邦彦

１９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐72 （五台山外山西ノ映画試写会案内）
資源科学諸学会連盟
会長
公爵 鷹司信輔

１９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐73 警察署に対する渡航手続要領
第一次山西学術調査
研究団長
子爵 土岐章

１９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐74
（一）事務打合会之件
（二）携行私物に就て

山西学術調査研究団？ １９４２�切紙 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３３３－



受入番号 資料名 作成者 年 形態 数

06‐A9‐01‐75
花井重次宛土岐章書簡
（四月一日虎の門晩翠軒招待の件）

第一次山西学術調査
研究団長
子爵 土岐章

１９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐76
花井重次宛花谷正書簡
（調査団来訪歓迎の件）

北支派遣乙第三五〇
〇部隊
陸軍少将 花谷正

１９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐77
メモ（二月廿四日 第一次山西学
術調査研究団 全員会合 次第）

花井重次？ １９４２�便箋 １

06‐A9‐01‐78
花井重次宛土岐章葉書
（二月廿四日打合会開催通知）

第一次山西学術調査
研究団 団長
子爵 土岐章

１９４２ 葉書 １

06‐A9‐01‐79
花井重次宛安松京三書簡
（山西調査のお礼）

九州帝国大学農学部
安松京三

１９４２�便箋 １

06‐A9‐01‐80
花井重次宛第一次山西学術調査研
究団葉書
（団員 □□□□御母堂逝去の件）

第一次山西学術調査
研究団

１９４２�葉書 １

06‐A9‐01‐81
花井重次宛山西調査団葉書
（乙三五〇〇部隊調査班長金澤中
尉上京の件）

資源科学諸学会連盟
山西調査団

１９４２�葉書 １

06‐A9‐01‐82 （携行品票・返送票記入法） 山西学術調査研究団 １９４２�切紙 １

06‐A9‐01‐83 渡航手続案内
大倉鉱業株式会社
事業部支那課

１９４１ 仮綴 １

06‐A9‐01‐84 調査日程表（用紙） 不明 不明 便箋 ４

06‐A9‐01‐85 メモ（携行品） 花井重次？ １９４２�便箋 １

06‐A9‐01‐86
花井重次宛志井田功書簡
（地下資源調査研究のお礼）

北支那開発会社調査局
志井田功

１９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐87 地理学班希望條項（山西調査）
山西学術調査研究団
地理学班？

１９４２�切紙 １

06‐A9‐01‐88 議題（山西調査第二回打合会） 山西学術調査研究団 １９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐89
花井重次宛土岐章葉書
（山西省学術調査第二回打合会開
催通知）

団長
子爵 土岐章

１９４２ 葉書 １

06‐A9‐01‐90 （学術調査計画大要） 鷹司信輔？ 不明 切紙 １

06‐A9‐01‐91‐01 （山西省地形断面図） 不明 不明 地図 １

06‐A9‐01‐91‐02 実測包頭市城関詳図 厚和特別市公署 １９３８ 地図 １

06‐A9‐01‐91‐03 姚渠附近縦断□図（一） 不明 不明 地図 １

－３３４－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料
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06‐A9‐01‐91‐04 □□山脈南側斜面之図 不明 不明 地図 １

06‐A9‐01‐91‐05 □□□□縦断面図（其ノ四） 不明 不明 地図 １

06‐A9‐01‐91‐06 □化 大日本帝国陸地測量部 １９３８ 地図 １

06‐A9‐01‐91‐07 □□□□□形図 不明 不明 地図 １

06‐A9‐01‐91‐08
第九図 姚渠附近縦断面図
（其ノ一）

不明 不明 地図 １

06‐A9‐01‐91‐09 姚渠附近縦断面図（其ノ二） 不明 不明 地図 １

06‐A9‐01‐91‐10
第十一図 姚渠附近縦断面図
（其ノ三）

不明 不明 地図 １

06‐A9‐01‐91‐11
第十二図 姚渠附近縦断面図
（其ノ四）

不明 不明 地図 １

06‐A9‐01‐91‐12 第二図 硝池北西岸地形図・断面図 不明 不明 地図 １

06‐A9‐01‐92 （四銭切手） 大日本帝国政府 不明 切手 １

06‐A9‐01‐93 （証明書） 岩松義雄 １９４２ 切紙 １

06‐A9‐01‐94 （ファイル） 花井重次？ 不明 ファイル １

06‐B1‐19 （石） 石 １

07‐B3‐22 （華北之部・華中之部） 不明 １９５０ 仮綴 １

07‐B4‐01‐01 封筒（「諸受取入レ 花井」） 花井重次 不明 封筒 １

07‐B4‐01‐02 切符（太原→臨汾） 太原駅 １９４２ 切符 １

07‐B4‐01‐03 領収証（８円）
山西省解県城内
解県旅館

１９４２ 単票 １

07‐B4‐01‐04 領収証（３円）
山西省会見場内
解県旅館

１９４２ 単票 １

07‐B4‐01‐05 御勘定書（１９円） 河東ホテル １９４２ 単票 １

07‐B4‐01‐06 御勘定書（８円） 河東ホテル １９４２ 単票 １

07‐B4‐01‐07 御心附領収証（５円） 天津 常磐ホテル １９４２ 単票 １

07‐B4‐01‐08 御勘定書（３１円５０銭） ホテル 黄城館 １９４２ 単票 １

07‐B4‐01‐09 （計算メモ） 花井重次？ １９４２�切紙 １

07‐B4‐01‐10 領収書（５円） 晋省 書業誠記 １９４２ 切紙 １

注）□は虫損により判読不能であることを示す。

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３３５－



【朝鮮・中国・満洲・蒙古】
｛概説・統計｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

01‐A1‐01 南北支那及満洲視察報告書
漢城銀行専務取締役
韓相龍

１９１７ 書籍 １

01‐A1‐06 満洲読本
財団法人
東亜経済調査局

１９３７ 書籍 １

01‐A1‐07 北支と蒙彊を視て 高野直治 １９３９ 冊子 １

01‐A1‐08 満洲読本 昭和六年版
財団法人
東亜経済調査局

１９３１ 書籍 １

01‐A1‐10‐01 満洲ト満鉄 ２５９７ 南満洲鉄道株式会社 １９３７ 冊子 １

01‐A1‐10‐02 満洲ト満鉄 ２５９５ 南満洲鉄道株式会社 １９３５ 冊子 １

01‐A1‐10‐03 満洲ト満鉄 ２５９６ 南満洲鉄道株式会社 １９３６ 冊子 １

01‐A1‐10‐04 満洲産業事情 ２５９７ 南満洲鉄道株式会社 １９３７ 冊子 １

01‐A1‐10‐05 満洲産業事情 ２５９８ 南満洲鉄道株式会社 １９３８ 冊子 ２

01‐A1‐12 満洲の栞 満洲事情案内所 １９３８ 冊子 １

01‐A2‐01‐13 当陽県史 当陽県特務班 １９４２ 冊子 １

01‐A2‐01‐14 天門県郷土歴史概略 天門県政府 １９４２ 冊子 １

01‐A2‐01‐21 南昌一帯ノ経済事情 資料調査会 １９４１ 冊子 １

01‐A2‐07 新満洲国要覧 ～写真と解説～ 東京朝日新聞 １９３２ 冊子 １

02‐A2‐04 石門市を中心とする京漢線事情
北京新民報社石門総
支社

１９４０ 書籍 １

02‐A2‐05 山東及膠州湾 東亜同文会調査編纂部 １９１４ 書籍 １

02‐A3‐03 福建事情第二回実査報告 三五公司 １９１４ 書籍 １

02‐A3‐06 冀東 東亜人文研究所 １９３７ 書籍 １

02‐A3‐12 成紀七三四年度 察南統計年報 察南政庁 １９４１ 横帳 １

02‐A3‐15 新汕頭 台湾総督官房調査課 １９２７ 冊子 １

02‐A3‐16 福建省事情 外務省通商局 １９２１ 冊子 １

02‐A3‐19 湖南通志巻一 地理志一 不明 不明 堅帳 １

02‐A3‐20 新汕頭 台湾総督官房調査課 １９２７ 冊子 １

02‐A3‐21 南昌大観（南昌特務班編） 南昌市青年協会 １９４１ 冊子 １

02‐A3‐26 東蒙古の真相 松本雋 １９１３ 書籍 １

02‐A3‐27 東蒙古 宮本林治 １９１５ 書籍 １

02‐A3‐30 朝日東亜レポート 蒙彊
東京朝日新聞社東亜
問題調査会

１９３９ 冊子 １

－３３６－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料
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02‐A3‐37 察南自治政府史 察南政庁 １９４１ 冊子 １

02‐A3‐38 調査資料第十輯 最近の外蒙古事情 東洋協会調査部 １９３６ 書籍 １

02‐A3‐39 察南政庁事情概要 察南政庁官房資料科 １９４０ 冊子 １

02‐A3‐41 薩拉齊県政概覧 薩拉齊県 １９４１ 書籍 １

02‐A3‐43 興安区屯墾第一年工作概況 興安区屯墾公署 １９３０ 書籍 １

03‐A4‐03‐01
全国中等学校地理歴史科教員
第九回協議会及台湾南支旅行報告

全国中等学校地理歴
史科教員協議会

１９３２ 書籍 ２

03‐A4‐03‐02
全国中等学校地理歴史科教員
第九回協議会及台湾南支旅行報告

全国中等学校地理歴
史科教員協議会

１９３２ 書籍 １

03‐A4‐07
全国中等学校地理歴史科教員
第九回協議会及台湾南支旅行報告

全国中等学校地理歴
史科教員協議会

１９３２ 書籍 １

03‐A4‐09
全国中等学校地理歴史科教員
第九回協議会及台湾南支旅行報告

全国中等学校地理歴
史科教員協議会

１９３２ 書籍 ３

03‐A5‐01‐01
中等学校地理歴史教員協議会議事
及講演速記録

中等教育研究会 １９１４ 書籍 １

03‐A5‐01‐02
第六回中等学校地理歴史科教員協
議会議事要録

全国中等学校地理歴史
科教員協議会代表者

１９２４ 冊子 ２

03‐A5‐01‐03
全国中等学校地理歴史科教員第十
二回協議会報告

富士徳治郎 １９３６ 書籍 ２

03‐A5‐01‐04
第九回全国中等学校地理歴史教員
協議会ニ関スル記事

不明 １９２９ 綴 １

03‐A5‐01‐05
中等学校地理歴史科教員協議会常
設委員会記録

不明
１９１９
～２６

仮綴 １

03‐A5‐01‐06 地理歴史教員協議会ニ関スル記事 不明 １９２３ 仮綴 １

04‐A5‐04‐07 （各国海洋舩広東出入港比較など）
広東日本人小学校長
栢森功

１９２９�切紙 ２

04‐A5‐04‐09 厦門概況 不明 １９２８ 折紙 ３

04‐A5‐05 新南京 南京市政府秘書処 １９３３ 書籍 １

04‐A6‐02‐22 統計から見た満洲 弘報叢書第七輯 南満洲鉄道株式会社 １９３８ 冊子 １

04‐A6‐04‐26 大連 大連市役所 １９３８ 書籍 １

04‐A6‐04‐29 弘報叢書第八輯 新生北支の瞥見 南満洲鉄道株式会社 １９３８ 冊子 １

04‐A7‐03 支那黒龍江省 大黒河事情
合名会社 協信洋行
哈爾浜支店

１９１７ 書籍 １

04‐A7‐04 間島事情梗概 在間島日本総領事館 １９３２ 書籍 １

04‐A7‐08‐02 貔子窩要覧 貔子窩民政支署 １９２４�冊子 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３３７－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

04‐A7‐08‐03 貔子窩要覧 貔子窩民政署 １９３１�冊子 １

04‐A7‐08‐06 普蘭店要覧 普蘭店民政支署 １９２４�冊子 １

04‐A7‐08‐07 普蘭店情況 普蘭店民政支署 １９２２ 書籍 １

04‐A7‐08‐14 金州要覧 金州民政支署 １９２５�冊子 １

04‐A7‐12‐04 満蒙と満鉄 南満洲鉄道株式会社 １９３２ 書籍 １

04‐A7‐12‐06 満蒙の現況
南満洲鉄道株式会社
庶務部調査課

１９２３ 書籍 １

04‐A7‐12‐09 満蒙と日本及日本人 南満洲鉄道株式会社 １９３２�冊子 １

05‐A7‐01 満洲事情第四輯（第二回）（牛荘） 外務省通商局 １９２１ 書籍 １

05‐A7‐02
満洲事情第五輯（第二回）
（斉斉哈爾）

外務省通商局 １９２２ 書籍 １

05‐A7‐03 管内概況 貔子窩民政署 １９３１ 書籍 １

05‐A7‐05
満洲事情第二輯（第二回）
（間島，局子街，頭道溝，琿春）

外務省通商局 １９２０ 書籍 １

05‐A7‐06‐07
�南ヲ中心トスル東部内蒙古事状
概況

不明 不明 切紙 １

05‐A7‐09 満洲概観 南満洲鉄道株式会社 １９３８ 写真 １

05‐A8‐15‐01 遼陽概要 不明 不明 仮綴 １

05‐A9‐04‐07 （奉天城 宮殿 北陵） 不明 不明 切紙 １

06‐B1‐13 昭和六年 仁川港勢一斑 仁川税関 １９３２�折紙 １

06‐B1‐18‐01 昭和八年 満洲年鑑 普及版 満洲文化協会 １９３３ 書籍 １

06‐B1‐18‐02 大正十五年版 満蒙年鑑 満蒙文化協会 １９２５ 書籍 １

07‐B2‐16 中華民国視察報告書
長崎県女子師範学校
教諭 松下清雄

１９３５ 冊子 １

07‐B3‐04‐06 間島事情概要 不明 １９２９ 折紙 １

07‐B3‐06 弘報叢書第八輯 新生北支の瞥見 南満洲鉄道株式会社 １９３８ 冊子 １

07‐B3‐12‐15 厚和特別市概況 厚和特別市公署 １９３８�冊子 １

07‐B3‐12‐16 包頭市概況 包頭市公署顧問室 １９３８ 冊子 １

07‐B3‐12‐17 蒙古連盟自治政府概況 蒙古連盟自治政府 １９３８ 冊子 １

07‐B3‐12‐20 巴彦塔拉盟一般概況 巴彦塔拉盟公署 １９３８ 冊子 １

07‐B3‐12‐24
蒙古西北叢書（第二号）
西北著名人小伝

興亜院蒙彊連絡部 不明 冊子 １

07‐B4‐04
蒙古西北叢書（第十三号）
外蒙現状概観

興亜院蒙彊連絡部 １９４１ 冊子 １

－３３８－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

07‐B4‐14 営口経済統計一覧 営口商業会議所 １９２５ 折紙 １

07‐B4‐15 吉林地史 西野耕正／大和書店 １９３７ 書籍 １

07‐B4‐16 北鉄沿線概況 哈爾浜鉄路局 １９３５ 書籍 １

07‐B4‐17 吉林事情 吉林日本居留民会 １９３５ 書籍 １

07‐B4‐21 通県概況一覧 通県公署総務科 １９３８ 書籍 １

07‐B4‐22‐03 康徳三年度 熱河省統計要覧 熱河省 １９３７ 書籍 １

07‐B4‐23
蒙古熱河の解剖
（熱河討伐及熱河事情）

仲摩照久／新光舎 １９３３ 書籍 １

｛陸軍作成資料｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

05‐A8‐06‐08 五台地区資源概説
乙第三五〇〇部隊特
務部調査班

１９４２ 冊子 １

05‐A8‐06‐10
乙集参宣資第一号
東亜新秩序建設と五台聖境

篠塚部隊参謀部宣伝班 １９４１�冊子 １

05‐A8‐06‐12
参考資料第四三号ノ一 最近ニ於
ケル敵側経済ノ状況（一）

呂集団参謀部 １９４２ 仮綴 １

05‐A8‐06‐13
参考資料第四三号ノ二 最近ニ於
ケル敵側経済ノ状況（二）

呂集団参謀部 １９４２ 仮綴 １

05‐A8‐06‐14
参考資料第四三号ノ三 最近ニ於
ケル敵側経済ノ状況（三）

呂集団参謀部 １９４２ 仮綴 １

05‐A8‐06‐15
参考資料第四三号ノ四 最近ニ於
ケル敵側経済ノ状況（四）

呂集団参謀部 １９４２ 仮綴 １

｛治安・軍事｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

01‐A2‐05
北大営附近支那兵鉄道爆破攻撃行
動並独立守衛歩兵第二大隊 戦闘
経過要図

不明 １９３１�地図 １

02‐A3‐10 抗戦期間 小学読本 超雲編 介休県鉄北弁事処 １９３９ 冊子 １

02‐A3‐11 大衆読物之一 抗戦常識読本 郷村社 １９４０ 冊子 １

04‐A7‐08‐12 金州南山戦蹟志 金州民政支署 １９２５ 冊子 １

05‐A7‐06‐05 （警察月報用紙） 不明 大正期 切紙 １

05‐A7‐08 満洲事変写真帖 １９３２年版 南満洲鉄道株式会社 １９３２ 写真 １

05‐A8‐09 管内状況 貔子窩民政支署警務課 １９２５ 書籍 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３３９－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

05‐A8‐10 管内状況 貔子窩民政支署警務課 １９２６ 書籍 １

05‐A9‐04‐02 満洲事変長春新戦跡案内 南満洲鉄道株式会社 １９３２ 折紙 １

07‐B3‐04‐07‐01 間島ニ於ケル治安維持ノ現状 間島臨時派遣隊本部 １９３２ 仮綴 １

07‐B3‐04‐07‐02
間島臨時派遣隊行動概要図
七月五日 於局子街

間島臨時派遣隊 １９３２�切紙 １

07‐B3‐04‐07‐03 間島及琿春地方在住外国人表 間島臨時派遣隊 １９３２ 切紙 １

07‐B3‐04‐07‐04 守備隊配置位置要図 間島臨時派遣隊？ １９３２�切紙 １

｛地図｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

01‐A2‐06 支那事変二周年記念興亜現勢図 内閣印刷局 １９３９ 地図 １

04‐A5‐01 一萬分一 広州市全図 共十三幅 広東陸軍測量局 １９２９ 地図 １２

04‐A6‐04‐44 最新撫順地図 伴久雄／能文堂書店 １９２３ 地図 １

05‐A7‐06‐06 （関東州南部地図） 不明 不明 切紙 １

05‐A7‐06‐10 （大草市街地図） 不明 不明 切紙 １

05‐A7‐06‐16 大連市改正町名地番入市街図 大連奨学会 １９２３ 地図 １

05‐A8‐04‐01 （地図）大連 関東庁 １９２４ 地図 １

05‐A8‐04‐02 旅順市街及戦蹟案内地図 不明 １９３７ 地図 １

05‐A8‐04‐03 遼陽市街全図 遼陽市公署 １９３８ 地図 １

05‐A8‐04‐04 吉林市街全図
芝元正次郎／
新京日報社

１９３４ 地図 １

05‐A8‐04‐05 遼陽県城全図 不明 １９３４ 地図 １

05‐A8‐04‐06 （地図）ハルビン市 不明 １９２６ 地図 １

05‐A8‐11 満洲国現勢 建国－大同二年度版 満洲国通信社 １９３３ 書籍 １

05‐A8‐12‐01 最新蘇州地図 日本名所図絵社 １９３８ 地図 １

05‐A8‐12‐02 蘇准特別区各県略図 不明 １９４２ 地図 １

05‐A8‐12‐03
大済南新区画明細地図 附録
済南事情並著名商工案内

満洲日日新聞社 １９４０ 地図 １

05‐A8‐12‐04 袖珍杭州西湖図 商務印書館 １９２５ 地図 １

05‐A8‐12‐05 河南省歴史地図 大宮権平 １９３０ 地図 １

05‐A8‐12‐06 最新実測 杭州西湖地図 日本名所図絵社 不明 地図 １

05‐A8‐12‐07 最新武漢三鎮 漢口武昌市街詳図 日本名所図絵社 １９３９ 地図 １

－３４０－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

05‐A8‐12‐08 河南省道県分区図 河南省建設庁 １９４１ 地図 １

05‐A8‐12‐11 現勢 上海・南京詳図 六芸社 １９３７ 地図 １

05‐A8‐12‐12
大徐州新区画明細地図 附録
徐州事情並著名商工案内

満洲日日新聞社 １９４１ 地図 １

05‐A8‐12‐14 南昌市 南昌特務機関 不明 地図 １

05‐A8‐12‐15 津浦鉄路図 上海商務印書館 １９２６ 地図 １

05‐A8‐12‐16 新上海地図
杉江房造／
日本堂書店

１９４１ 地図 １

05‐A8‐12‐17 江蘇省明細全図 上海商務印書館 １９２７ 地図 １

05‐A9‐01‐01
最近支那大地図
附満洲国・上海・南京市街図

文障堂 １９３７ 地図 １

05‐A9‐01‐02 北支那（華北）大鳥瞰図 日本名所図絵社 不明 地図 １

05‐A9‐02‐02 満蒙現勢図
南満洲鉄道株式会社／
冨山房

１９１７ 地図 １

05‐A9‐02‐04 新版 満洲国地図
南満洲鉄道株式会社資
料課／満洲文化協会

１９３５ 地図 １

05‐A9‐02‐05 大満洲国詳図
小林又七／
兵用図書株式会社

１９３５ 地図 １

05‐A9‐02‐06 満洲帝国全図 盛文館 １９３７ 地図 １

05‐A9‐03‐02 五台県全図 不明 １９３９ 地図 １

05‐A9‐03‐04 豆村鎮・善文村 北支那方面軍参謀部 １９４１ 地図 １

05‐A9‐03‐05 宏道鎮・折口鎮 北支那方面軍参謀部 １９４１ 地図 １

05‐A9‐03‐06 茶房子・大李牛 北支那方面軍参謀部 １９４１ 地図 １

05‐A9‐03‐07 中解村・□県 北支那方面軍参謀部 １９４１ 地図 １

05‐A9‐03‐08 解県全県詳細地図 不明 不明 地図 １

05‐A9‐03‐09 河東解池場全図 不明 １９４０ 地図 １

05‐A9‐03‐12 張家口市街図 蒙彊新聞社 １９３８ 地図 １

05‐A9‐03‐14
察南地域図 察南政府成立一周年
明朗察南の地

蒙彊新聞社 １９３８ 新聞 １

05‐A9‐03‐15 察南管区図 察南自治政府民政庁 １９３９ 地図 １

07‐B3‐04‐02
渤海王国活躍の跡
来らんとする時代の東満洲図

大宮権平／
豆満江協会

１９３２ 地図 １

07‐B3‐04‐05
最新調査 間島地図
附吉会鉄道及天図軽鉄沿線並琿春
龍井間交通略図

遠藤鴻／間島繁栄会 １９２２ 地図 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３４１－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

07‐B3‐24 山海関市内地図 石川水之助 １９３６ 地図 １

07‐B3‐26 最新天使市街図 天津日本租界図 日光堂書店 不明 地図 １

07‐B3‐27 最新天津市全図 天津蔚記印書局 不明 地図 １

07‐B4‐06 （地図 新郷） 不明 不明 地図 １

07‐B4‐07 （地図 新郷附近） 不明 不明 地図 １

07‐B4‐08 最新天津市街図 天津日本租界図 日光堂書店 １９４０ 地図 １

07‐B4‐10 石門市街地図 新民報石門総支社 １９４０ 地図 １

｛地学｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

02‐A3‐05 山東省ノ地質鑛山 青島守備軍民政部 １９２２ 書籍 １

03‐A4‐12‐02
南京開封幅 縮尺一百萬分之一
中国地質図説明書

李捷主 １９２９ 書籍 １

03‐A4‐12‐03
地質専報甲種第十二号
綏遠及察哈爾西南部地質誌

孫健初 １９３４ 書籍 １

03‐A4‐12‐04
南京龍潭地質指南 外附龍潭地質
図一幅

李四光・朱森 １９３２ 冊子 １

03‐A4‐12‐05 鎮山脈地質図 朱森・李捷・李毓堯 １９３２ 地図 ８

04‐A7‐15 営口図幅地質説明書
南満洲鉄道株式会社
地質調査所

１９２５ 書籍 ２

04‐A7‐16 大孤山図幅地質説明書
南満洲鉄道株式会社
地質調査所

１９２５ 書籍 ２

04‐A7‐17 大連図幅地質説明書
南満洲鉄道株式会社
地質調査所

１９２４ 書籍 １

05‐A7‐06‐08 （大台山周辺断面図） 不明 不明 切紙 １

05‐A7‐07
満洲火山調査報告 第一号
龍江省五大連池火山地質調査報文

旅順工科大学 １９３６ 書籍 １

05‐A7‐11 豆満江図幅地質説明書
南満洲鉄道株式会社
地質調査所

１９３２ 書籍 １

05‐A7‐12 奉天図幅地質説明書
南満洲鉄道株式会社
地質調査所

１９３１ 書籍 １

05‐A8‐01 大正十一年 満洲気象報告 関東庁観測所 １９２４ 書籍 １

05‐A9‐02‐03 南満洲地質略図
南満洲鉄道株式会社
地質調査所

１９２６ 地図 １

07‐B3‐05 北支・蒙古の地理 保柳睦美／古今書院 １９４３ 書籍 １

－３４２－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



｛河川・水利｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

01‐A1‐20‐01 揚子江上流地方調査日誌 附写真集 東京地学協会 １９３６ 書籍 １

01‐A1‐20‐02 揚子江水道季刊 第二巻 第二期
交通部揚子江水道整
理委員会

１９３３ 冊子 １

01‐A1‐20‐03 揚子江水利委員会 年報 第一期 揚子江水利委員会 １９３１ 書籍 １

01‐A1‐20‐04
民国二十二年 全国雨量報告
水利処編

全国経済委員会 １９３５ 冊子 １

01‐A1‐20‐05 揚子江季刊 第一期
交通部揚子江水道整
理委員会

１９３３ 書籍 １

01‐A1‐20‐06 揚子江漢口呉淞間整理計画草案 揚子江水道整理委員会 １９３０ 書籍 １

01‐A1‐20‐07
揚子江水道整理委員会月刊
第一巻第四期

揚子江水道整理委員会 １９２９ 書籍 １

01‐A1‐20‐08
勘察揚子江復堤工程及南京至宜昌
間水道報告

揚子江水利委員会 １９３６ 冊子 １

01‐A1‐20‐09
揚子江水利委員会季刊 第二巻第
二期 揚子江上游勘査報告専号

揚子江水利委員会 １９３７ 書籍 １

02‐A2‐09
充実揚子江水利工作及拡充組織与
経費之意見

不明 不明 冊子 １

04‐A5‐03‐01
露文翻訳調査資料第五号
黒龍江系水路誌 下巻
水路の改良工事施設篇

南満洲鉄道株式会社
庶務部調査課

１９２４ 書籍 １

04‐A5‐03‐02
露文翻訳調査資料第五号
黒龍江系水路誌 上巻

南満洲鉄道株式会社
庶務部調査課

１９２４ 書籍 １

06‐B1‐06
揚子江水利委員会期間
第一巻第三期

揚子江水利委員会 １９３６ 書籍 １

06‐B1‐07 揚子江水利委員会職員録
揚子江水利委員会総
務処第一科

１９３６ 書籍 １

06‐B1‐08
揚子江水道整理委員会月刊
第二巻第五期

揚子江水道整理委員会 １９３０ 書籍 １

｛開拓・移民｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

01‐A1‐09‐01 満蒙開拓青少年義勇軍訓練所概要
満蒙開拓青少年義勇
軍訓練所

１９３８ 折紙 ３

01‐A1‐09‐02 満洲移民の現状と百萬戸移民計画 満洲拓植会社 １９３８ 冊子 １

01‐A1‐09‐03 満洲農業移民概要 満洲拓植委員会事務局 １９３８ 冊子 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３４３－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

01‐A1‐09‐04
満蒙開拓青少年義勇軍編成ニ関ス
ル建白書

石黒忠篤，
橋本傳左衛門，
大蔵公望，加藤完治，
香坂昌康，那須皓

１９３７ 冊子 １

01‐A1‐09‐05 大日向分村計画の解説 長野県更生協会 １９３８ 冊子 １

01‐A1‐09‐06 満洲農業移民に就て 拓務省拓務局 １９３８ 冊子 １

01‐A1‐09‐07 分村計画の樹て方 長野県更生協会 １９３８ 冊子 １

01‐A1‐09‐08
満洲分村計画ヲ樹立セントスル町
村ノ概況

不明 不明 折紙 ３

01‐A1‐09‐09 満洲百萬戸移民国策の全貌 満洲事情案内所 １９３８ 冊子 １

01‐A1‐09‐10 満洲移民と満拓 満洲拓植公社 １９３８ 冊子 １

01‐A1‐09‐11 満洲開拓青年義勇隊現地訓練所概要 満洲拓植公社東京支社 １９３８ 冊子 １

01‐A1‐09‐12 満洲拓植公社ト満洲移住地 満洲拓植公社東京支社 １９３８ 冊子 １

01‐A1‐18
満鉄調査資料 第七十編
民国十六年の満洲出稼者

南満洲鉄道株式会社 １９２７ 書籍 １

01‐A2‐01‐16 徐州市史蹟案内 蘇北陸軍特務機関 １９４１ 冊子 １

01‐A2‐01‐17 蘇淮特別区便覧 不明 １９４３�折紙 ３

04‐A6‐01‐01 満洲農業移民十講 永雄策郎 １９３８ 書籍 １

04‐A6‐01‐02 満洲移民と満拓 満洲拓植公社 １９３８ 折紙 １

04‐A6‐01‐03 満洲農業移民の栞
財団法人
満洲移住協会

１９３８ 冊子 １

04‐A6‐01‐04 満洲農業移民の現況 拓務省拓務局 １９３８ 冊子 １

04‐A6‐01‐05 満洲農業移民の栞
財団法人
満洲移住協会

１９３８ 冊子 １

04‐A6‐01‐06 大日向村報 大日向村役場 １９３８ 新聞 １

04‐A6‐01‐07
分村計画叢書 第二輯
分村計画の意義

杉野忠夫／
社団法人
農村更生協会

１９３８ 冊子 １

04‐A6‐01‐08 分村計画参考 山形県拓務協会 １９４２�冊子 １

04‐A6‐01‐09
満蒙開拓青少年義勇軍訓練所 宿
舎配置略図

不明 １９３８ 地図 １

04‐A6‐01‐10 満洲農業移民幹部募集要綱
財団法人
満洲移住協会

１９３９ 折紙 １

－３４４－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

04‐A6‐01‐11
満洲自由移民現況一覧表（康徳五
年一月現在）・鉄道自警村現況一
覧表（康徳四年十二月現在）

不明 １９３８ 折紙 １

04‐A6‐01‐12 青少年義勇軍 朝日新聞社 １９３９ 書籍 １

04‐A6‐01‐13 要覧
第二次満洲農業移民
千振郷庁

１９３７�折紙 １

04‐A6‐01‐14 弥栄村建設の五年
渡部千代江／
財団法人
満洲移住協会

１９３８ 書籍 １

04‐A6‐02‐01
安井誠一郎氏講演
満洲開拓政策の重要性

財団法人
満洲移住協会

１９４０ 冊子 １

04‐A6‐02‐02
分村計画叢書 第四輯
分村計画の実際問題

杉野忠夫／
社団法人
農村更生協会

１９３８ 冊子 １

04‐A6‐02‐03
分村計画叢書 第五輯
分村計画とその反対論

杉野忠夫／
社団法人
農村更生協会

１９３８ 冊子 １

04‐A6‐02‐04 庄内分郷計画調査報告
財団法人
満洲移住協会

１９３８ 冊子 ２

04‐A6‐02‐05 東亜建設と農業 朝日新聞社 １９３９ 書籍 １

04‐A6‐02‐06 満洲青年移民の栞 拓務省拓務局 １９３８ 冊子 ２

04‐A6‐02‐07
分村計画資料 第一輯
青少年に訴ふ

杉野忠夫／
社団法人
農村更生協会

１９３８ 冊子 １

04‐A6‐02‐08
満蒙開拓青少年義勇軍現地通信集
第一輯

拓務省拓務局 １９３８ 書籍 １

04‐A6‐02‐09
暉峻博士移民地調査報告座談会速
記録

満鉄北満経済調査所 １９３８ 冊子 １

04‐A6‐02‐10 栄養操典草案
満蒙開拓青少年義勇
軍訓練所

１９３８ 書籍 １

04‐A6‐02‐13 （二）満洲開拓民入植図 拓務省 １９４０ 地図 １

04‐A6‐02‐14 武装移民生ひ立ちの記 前篇
加藤完治／
財団法人
満洲移住協会

１９３９ 書籍 １

04‐A6‐02‐15 青少年義勇軍の沿革
財団法人
満洲移住協会

１９３８ 冊子 ２

04‐A6‐02‐16 義勇軍富士小隊
財団法人
満洲移住協会

１９３９ 書籍 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３４５－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

04‐A6‐02‐17 大陸国策と安井誠一郎
国守武夫／
国民政治経済研究所

１９３８ 冊子 １

04‐A6‐02‐18 鳥取県東伯郡分郷計画基礎調査報告 中央農林協議会 １９３８ 冊子 １

04‐A6‐02‐19 分村計画を語る
農村更生協会・満洲
移住協会

１９３７ 書籍 １

04‐A6‐02‐20
満蒙開拓青少年義勇軍編成に関す
る建白書

石黒忠篤，
橋本傳左衛門，
大蔵公望，加藤完治，
香坂昌康，那須皓

１９３７ 切紙 １

04‐A6‐02‐21
満蒙開拓青少年義勇軍訓練所
宿舎配置略図

不明 １９３８ 地図 １

04‐A6‐03
昭和十二年度
満洲移住地学生実習団報告書

財団法人
満洲移住協会

１９３８ 書籍 １

04‐A6‐09
満洲開拓青年義勇隊
理科資料（その一）

満洲拓植公社 １９３９ 書籍 １

04‐A6‐15
満洲開拓青年義勇隊訓練所
学習資料（其の一）

満洲拓植公社 １９３８ 書籍 １

04‐A7‐13 拓植教科書
全国農業学校長協会／
農業図書刊行会

１９３９ 書籍 １

05‐A8‐13‐01 満洲開拓月報 昭和十六年一月号 満洲拓植公社 １９４１ 冊子 １

05‐A8‐13‐02 満洲開拓月報 昭和十六年三月号 満洲拓植公社 １９４１ 冊子 ２

05‐A8‐13‐03 満洲開拓月報 昭和十六年二月号 満洲拓植公社 １９４１ 冊子 １

05‐A8‐13‐04
満洲開拓月報 開拓地の医療と衛生
昭和十五年四月号

満洲拓植公社 １９４０ 冊子 １

05‐A8‐13‐05
満洲開拓月報 作付面積 作付収量
昭和十五年五月号

満洲拓植公社 １９４０ 冊子 １

05‐A8‐13‐06 満洲開拓月報 昭和十五年六月号 満洲拓植公社 １９４０ 冊子 １

05‐A8‐13‐07 満洲開拓月報 昭和十五年七月号 満洲拓植公社 １９４０ 冊子 １

05‐A8‐13‐08 満洲開拓月報 昭和十五年八月号 満洲拓植公社 １９４０ 冊子 １

05‐A8‐13‐09 満洲開拓月報 昭和十五年九月号 満洲拓植公社 １９４０ 冊子 １

05‐A8‐13‐10 満洲開拓月報 昭和十五年十月号 満洲拓植公社 １９４０ 冊子 １

05‐A8‐13‐11 満洲開拓月報 昭和十五年十一月号 満洲拓植公社 １９４０ 冊子 １

05‐A8‐13‐12 満洲開拓月報 昭和十五年十二月号 満洲拓植公社 １９４０ 冊子 １

－３４６－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

05‐A8‐13‐13‐01
満洲開拓月報 第三巻第三号
十五年度開拓民義勇隊入植地区決
定分特載

満洲拓植公社 １９４０ 冊子 １

05‐A8‐13‐13‐02 満洲移住月報 第五号 満洲拓植公社 １９３９ 冊子 １

05‐A8‐13‐13‐03
満洲移住月報 第四号
満蒙開拓青少年義勇軍特輯号

満洲拓植公社
東京支社

１９３９ 冊子 １

05‐A8‐13‐13‐04 満洲移住月報 第三号
満洲拓植公社
東京支社

１９３９ 冊子 １

05‐A8‐13‐13‐05
満洲開拓月報 昭和十五年三月号
第三巻第四号

満洲拓植公社 １９４０ 冊子 １

05‐A8‐13‐13‐06 満洲開拓月報 第三巻第二号 満洲拓植公社 １９４０ 冊子 １

05‐A8‐13‐13‐07 満洲開拓月報 第三巻第一号 満洲拓植公社 １９３９ 冊子 １

05‐A8‐13‐13‐08 満洲開拓月報 第二巻第六号 満洲拓植公社 １９３９ 冊子 １

05‐A8‐13‐13‐09 満洲開拓月報 第二巻第五号 満洲拓植公社 １９３９ 冊子 １

05‐A8‐13‐13‐10 満洲開拓月報 第二巻第四号 満洲拓植公社 １９３９ 冊子 １

05‐A8‐13‐13‐11 満洲開拓月報 第二巻第三号 満洲拓植公社 １９３９ 冊子 １

05‐A8‐13‐13‐12 満洲開拓月報 第二巻第二号 満洲拓植公社 １９３９ 冊子 １

05‐A8‐13‐13‐13 満洲開拓月報 第二巻第一号 満洲拓植公社 １９３９ 冊子 １

05‐A8‐13‐13‐14 満洲移住月報 第六号 満洲拓植公社 １９３９ 冊子 １

05‐A8‐13‐14
満洲開拓青年義勇隊
康徳六年度訓練実施要領案

満洲拓植公社訓練局 １９３９�冊子 １

05‐A8‐13‐15 拓け満蒙 五月号
財団法人
満洲移住協会

１９３８ 冊子 １

05‐A8‐13‐16
経済更生参考資料第三十六号
満洲分村計画樹立指針

長野県経済部 １９３８ 冊子 １

05‐A8‐13‐17 満洲農業移民入植図 拓務省 １９３９ 地図 １

05‐A8‐14‐01 満洲農業移民入植図 拓務省 １９３９ 地図 ６

05‐A8‐14‐02 鉄道自警村現況一覧表 康徳四年度
満洲拓植公社経営部
自由移民課

１９３８�切紙 １

05‐A8‐14‐03 集団移民現況一覧表 満洲拓植公社経営課 １９３８ 切紙 １

05‐A8‐14‐04 満洲集団農業移民現況一覧表
満洲拓植公社経営部
経営課

１９３８ 切紙 １

05‐A8‐14‐05 満洲農業移民入植図 不明 不明 地図 １

05‐A8‐14‐06 満洲開拓農民入植図 満洲拓植公社 １９３９ 地図 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３４７－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

05‐A8‐14‐07 満洲開拓農民入植図
満洲国開拓総局・
満洲拓植委員会・
満洲拓植公社

１９４１ 地図 １

05‐A8‐14‐08 満洲農業移民入植図 不明 １９３７ 地図 ２

05‐A8‐14‐09 満洲農業移民入植図 拓務省拓務局 １９３８ 地図 １

05‐A8‐14‐10 満洲農業移民入植図 満洲拓植委員会事務局 １９３８ 地図 １

｛農林業｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

01‐A1‐16 産業資料其十四 満洲ノ水田
南満洲鉄道株式会社
地方部勧業課

１９２１ 書籍 １

01‐A2‐01‐01 合作社ニ就テ 資料調査会 １９４１ 冊子 １

01‐A2‐01‐02
時局参考資料第二十五号
甘諸ニ就テ

阿南部隊参謀部 １９４１ 冊子 １

01‐A2‐01‐03 漢口ヲ中心トスル糧穀ノ収集ニ就テ 資料調査会 １９４１ 冊子 １

01‐A2‐01‐04 武漢ニ於ケル土産物資ノ搬出状況 資料調査会 １９４２ 冊子 １

01‐A2‐01‐06 端境期ニ於ケル米穀収集対策 資料調査会 １９４２ 冊子 １

01‐A2‐02‐01 山西省水田開発基本調査報告 山西省陸軍特務機関 １９４２ 冊子 １

01‐A2‐02‐02
北支主要農産物畝当生産費並収支
計算

華北棉産改進会調査科 １９４０�折紙 １

01‐A2‐02‐03 華北棉産概況 華北棉産改進会？ １９３９�冊子 １

01‐A2‐02‐04 北支棉花畝当生産費並収支計算 華北棉産改進会調査科 １９４０�切紙 １

01‐A2‐02‐05
民国三十年度華北棉産概況
（七月一日現在調）

華北棉産改進会 １９４１ 冊子 １

01‐A2‐02‐06 北支ニ於ケル棉花収買機構並価格 華北棉産改進会 １９４０�冊子 １

01‐A2‐02‐07 朝鮮棉花調査報告書 華北棉産改進会 １９４０ 冊子 １

01‐A2‐02‐08 河北省（津浦沿線）棉花調査報告書 華北棉産改進会 １９４０ 冊子 １

01‐A2‐02‐09 中支ノ麻ニ就テ 資料調査会 １９４２ 仮綴 １

01‐A2‐02‐10 漢口ヲ中心トスル棉花事情 資料調査会 １９４２ 冊子 １

01‐A2‐02‐11
昭和十五年度（民国二十九年度）
北支（四省）ニ於ケル棉産概況並
棉作奨励事業成績報告

華北棉産改進会 １９４１�冊子 １

01‐A2‐02‐12
民国二十九年度 山西省棉花事情
調査報告書

華北棉産改進会？ １９４１ 冊子 １

－３４８－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

01‐A2‐02‐13

密第１１２号 民国二十九年度
（第三次）
華北四省棉田面積及棉花産額最後
估計表

華北棉産改進会調査科 １９４１�冊子 １

01‐A2‐02‐14 山西省棉花調査報告書 華北棉産改進会 １９４０ 冊子 １

01‐A2‐02‐15 民国二十九年度華北棉産概況 華北棉産改進会？ １９４１�冊子 １

01‐A2‐02‐16 （山東省棉花調査報告書） 不明 不明 冊子 １

01‐A2‐03 植棉致富 華北棉産改進会 不明 ポスター １

02‐A2‐15
民国二十五年 中国棉産統計
附二十六年中国棉産統計

中国棉業統計会 １９４１ 冊子 １

03‐A4‐01 土壌特刊乙種第一号 中国之土壌 梭頗 １９３６ 書籍 １

04‐A7‐05
中華民国二十五年
河北省棉産調査報告

河北省棉産改進会 １９３７ 書籍 １

04‐A7‐07 御題棉花図 華北棉産改進会 １９４１ 書籍 ２

04‐A7‐12‐08 満洲 農産地帯分布図 満蒙資源館 １９３２ 地図 １

05‐A8‐12‐09
河南省農戸及耕地統計表
民国二十三年

不明 １９３５ 切紙 ２

05‐A8‐12‐10
山東省農戸及耕地統計表
民国二十三年

不明 １９３５ 切紙 １

05‐A9‐03‐01 山西省農戸及耕地統計表 不明 １９３５ 切紙 １

07‐B2‐07 華北棉産改進会業務概要（日文） 華北棉産改進会調査科 １９４０ 書籍 ３

07‐B3‐12‐03
民国二十七年度
晋北管内主要農産物統計表

晋北自治政府民生庁
農林科

１９３９�冊子 １

07‐B3‐12‐11 農林科事業計画書
晋北自治政府民生庁
農林科？

１９３９ 冊子 １

07‐B3‐12‐12 晋北地区ノ造林計画（案） 晋北自治政府 １９３８ 冊子 １

07‐B3‐12‐13 造林植樹法浅説 晋北自治政府 不明 冊子 １

07‐B4‐22‐06
産業開発五箇年計画（農産部門）
進行状況報告書

熱河省 １９３８ 冊子 １

｛畜産業｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

07‐B3‐12‐02 大同常設家畜交易市場業務規程草案 民生庁畜産科 １９３８�冊子 １

07‐B3‐12‐04 民国二十八年度畜産事業方針
晋北自治政府民生庁
畜産科

１９３９�冊子 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３４９－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

07‐B3‐12‐05 晋北自治政府牛乳営業取締規則
晋北自治政府民生庁
畜産科

不明 冊子 １

07‐B3‐12‐06
民国二十七年度
晋北管内屠宰総数

晋北自治政府民生庁
畜産科

１９３９�冊子 ２

07‐B3‐12‐07
民国二十七年度
晋北管内羊毛産出数量並ニ買付状
況調査表

晋北自治政府民生庁
畜産科

１９３９�冊子 １

07‐B3‐12‐08 晋北自治政府暫行管理屠宰令
晋北自治政府民生庁
畜産科

１９３８�冊子 １

07‐B3‐12‐09
民国二十七年度
晋北管内畜別獣皮並ニ猪毛産出県
別統計表

晋北自治政府畜産科 １９３９�冊子 １

07‐B3‐12‐10 厩舎構築要領
晋北自治政府民生庁
畜産科？

不明 切紙 １

07‐B3‐14
蒙古西北叢書（第四号）
西北の牧畜

興亜院蒙彊連絡部 １９４０ 冊子 １

｛水産業｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

01‐A2‐01‐18
塩ニ就テ
漢口ヲ中心トシタ塩ノ問題

資料調査会 １９４２ 冊子 １

04‐A7‐08‐04 関東州ニ於ケル当社事業概要 大日本塩業株式会社 １９３０�冊子 １

04‐A7‐08‐05 貔子窩加工塩工場概況 大日本塩業株式会社 １９３１ 冊子 １

04‐A7‐08‐08 普蘭店管内塩田概要 大日本塩業株式会社 １９２５�冊子 １

04‐A7‐08‐09 関東洲塩田面積一覧表 大日本塩業株式会社？ １９２５ 切紙 １

04‐A7‐08‐10 関東州塩製産高一覧表 大日本塩業株式会社？ １９２５�切紙 １

04‐A7‐08‐11 関東州原塩及洗滌塩成分表 大日本塩業株式会社？ １９２６ 切紙 １

｛資源・鉱工業｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

01‐A1‐14 満洲の採金に就て 日満実業協会 １９３５ 冊子 １

01‐A1‐19 支那鉱業時報 第７８号
南満洲鉄道株式会社
地質調査所

１９３２ 書籍 １

01‐A2‐01‐09 （社名 大冶煤鉱公司） 不明 不明 切紙 １

01‐A2‐01‐10 武漢工場案内 漢口日本商工会議所 １９４１ 冊子 １

－３５０－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

01‐A2‐01‐11 武漢工場案内 漢口日本商工会議所 １９４１ 冊子 １

01‐A2‐01‐19 中支ニ於ケル地下埋蔵資源 資料調査会 １９４２ 冊子 １

02‐A3‐08 蒙彊の資源と経済 和加竹城・林田勲 １９３８ 書籍 １

02‐A3‐34 成紀七三五年度 龍烟鉄鉱事業概要 龍烟鉄鉱株式会社 １９４１�冊子 １

02‐A3‐35 龍烟鉄鉱石熔解炉使用報告書 龍烟鉄鉱株式会社 １９４０ 冊子 １

02‐A3‐36 北支那開発事業の概観
北支那開発株式会社
企画部

１９４１ 冊子 １

04‐A6‐04‐01 北支の資源と産業 弘報叢書第五輯 南満洲鉄道株式会社 １９３８ 冊子 １

04‐A6‐18 山西省資源調査概報 在北京日本大使館 １９４３ 書籍 １

04‐A7‐01
満洲鉱産統計表
（自昭和元年至昭和５年）

南満洲鉄道株式会社
地質調査所

１９３１ 冊子 １

04‐A7‐02
南満洲鉱産地及鉱産統計一覧
附北満，東部西比利亜，東蒙古，
北支那重要鉱産地一覧

南満洲鉄道株式会社
地質調査所

１９２９ 書籍 １

04‐A7‐12‐05 満蒙資源館 要覧
南満洲鉄道株式会社
満蒙資源館

１９３２ 書籍 １

05‐A8‐04‐07 出礦坑鑛山図 不明 不明 地図 １

05‐A8‐12‐13
浙�鉄道ヲ中心トセル江西省資源
分布図

南昌洪都公司 不明 地図 １

05‐A8‐15‐02 昭和製鋼所事業概況 株式会社昭和製鋼所 １９３８ 冊子 １

05‐A8‐15‐03
株式会社昭和製鋼所
実科教習所規則

昭和製鋼所 不明 切紙 １

05‐A8‐15‐05
康徳四年（昭和十二年）度
第十回営業報告書

株式会社昭和製鋼所 １９３８ 冊子 １

05‐A9‐01‐03
北支及蒙彊地方産業地図
附北支及蒙彊ニ於ケル主要資源統
計表

冨山房 １９３８ 地図 １

05‐A9‐01‐04 北支那重要資源分布図 北支那経済通信社 １９４０ 地図 １

05‐A9‐02‐01 満洲重工業資源地図
満洲重工業開発株式
会社

１９３９ 地図 １

05‐A9‐02‐07 南満洲鉱産分布図
南満洲鉄道株式会社
地質調査所／
満蒙文化協会

１９２４
・
１９２９

地図 ２

05‐A9‐03‐03 山西省大同炭田地質図 不明 不明 地図 １

05‐A9‐03‐11 薩拉斎県産業図 不明 １９４０�地図 １

05‐A9‐04‐09 撫順炭砿概要 南満洲鉄道株式会社 １９２６ 折紙 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３５１－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

05‐A9‐04‐18 撫順炭砿概要 南満洲鉄道株式会社 １９３１ 折紙 １

05‐A9‐04‐19 撫順炭砿 南満洲鉄道株式会社 １９３８ 折紙 １

05‐A9‐04‐24 満鉄沿線地質鉱産地 車窓概観
南満洲鉄道株式会社
地質調査所

１９２５ 折紙 １

05‐A9‐04‐25 南満洲鉱産物統計表
南満洲鉄道株式会社
地質調査所

１９２４ 切紙 １

05‐A9‐04‐26 満洲重要鉱産分布図 満蒙資源館 １９３２ 地図 １

07‐B2‐05 山西鉱業資源調査書 大倉鉱業株式会社 １９３９ 書籍 １

07‐B3‐09 刊行書類目録
南満洲鉄道株式会社
地質調査所

１９２５ 書籍 １

07‐B3‐10 大同炭田開発論並ニ其ノ計画案 工学博士 久保孚 １９３８ 書籍 １

07‐B3‐11 大同炭砿現況 大同炭砿株式会社？ １９４０ 冊子 １

07‐B3‐13
蒙古西北叢書（第五号）
西北の産出する物資に就て

興亜院蒙彊連絡部 １９４０ 冊子 １

07‐B3‐18 井�炭砿概況 不明 １９４１�仮綴 １

07‐B3‐19 石門骸炭工場事業概要 井�煤砿股�有限公司 １９４１ 冊子 １

07‐B4‐02
蒙古西北叢書（第一五号）
西北地域に於ける資源の概況

興亜院蒙彊連絡部 １９４１ 冊子 １

07‐B4‐03
蒙古西北叢書第十一号
阿拉善旗の史略及生産の概況

興亜院蒙彊連絡部 １９４１ 冊子 １

07‐B4‐22‐05 康徳五年度産業開発説明書 熱河省実業庁 １９３８ 冊子 １

｛商業｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

01‐A2‐01‐12
事変前後消費物資
生産・輸移入・輸移出
対照表（一）

漢口日本商工会議所？ １９４１�継紙 １

02‐A2‐01
漢口経済事情
第二輯（輸移出品篇）

漢口日本商工会議所 １９３７ 冊子 １

02‐A3‐13 開封商工案内 開封日本商工会 １９４２ 書籍 １

04‐A5‐06 済南事情 済南日本商工会議所 １９４１ 書籍 １

04‐A6‐04‐43 哈爾浜乃概念 哈爾浜日本商業会議所 １９２５ 書籍 １

04‐A6‐04‐45 躍進徐州 徐州日本商工会議所 １９４１ 書籍 １

04‐A6‐16 営口事情 営口実業会 １９２０ 書籍 １

－３５２－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

04‐A6‐17
満鉄調査資料 第二十七編
最近支那主要港に於ける仲継貿易
と大連港

南満洲鉄道株式会社
庶務部調査課

１９２４ 書籍 １

05‐A7‐06‐09
山口高等商業学校講師
田中忠夫氏講述
飛子に就て

合名会社 福来号
旦睦良

１９２４ 冊子 １

05‐A8‐07 徐州日本商工会議所報 第十一号 徐州日本商工会議所 １９４２ 新聞 １

05‐A9‐03‐10 太原日本人営業別案内図 太原日本居留民会 不明 地図 １

05‐A9‐03‐13 太原日本人営業別案内図 太原大日本居留民会 １９３８ 地図 １

05‐A9‐04‐40 躍進 図們 図們商工会議所 １９３７�折紙 ２

06‐B1‐01 所報 第三号 漢口日本商工会議所 １９４１ 書籍 １

06‐B1‐02 所報 第五号 漢口日本商工会議所 １９４２ 書籍 １

06‐B1‐03 所報 第六号 漢口日本商工会議所 １９４２ 書籍 １

06‐B1‐04
昭和十七年度人口統計表
（一月現在）

漢口居留民団
小田原

１９４２�切紙 １

06‐B1‐05 所報 第八号 漢口日本商工会議所 １９４２ 書籍 １

07‐B2‐02
清国開港市場の経済的勢力範囲
第一輯

外務省通商局 １９１１ 書籍 １

07‐B3‐01
支那開港場誌 第二巻
揚子江流域

東亜同文会調査編纂部 １９２４ 書籍 １

07‐B4‐18 営口商工人名録 営口商業会議所 １９２３ 書籍 １

07‐B4‐22‐11 錦州商工月報 第一巻第一号 錦州商工公会 １９３８ 書籍 １

07‐B4‐22‐13 経済錦州ノ横顔
錦州商工公会
（調査科）

１９３８ 冊子 １

｛運輸・観光案内｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

01‐A1‐05‐01 日支連絡運輸手続
日本郵船株式会社船
客課

１９２４ 冊子 １

01‐A1‐05‐02 鮮満支交通便覧
南満洲鉄道株式会社
運輸部旅客課

１９２２ 冊子 １

01‐A1‐05‐03 鮮満中国旅行手引
南満洲鉄道株式会社
東京支社庶務課

１９３２ 冊子 １

01‐A1‐05‐04 朝鮮満洲旅行案内
南満洲鉄道株式会社
鮮満案内所

１９３１ 冊子 １

01‐A1‐05‐05 朝鮮満洲旅行案内 附支那旅行案内 満鉄鮮満案内所 １９２６ 冊子 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３５３－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

01‐A1‐17
満洲ニ於ケル鉄道ト在満朝鮮人
（附朝鮮鉄道概要）

鉄道省 １９２８ 書籍 １

02‐A2‐02 厦門 厦門旭瀛書院 １９２９�冊子 １

02‐A2‐03 鳥瞰の天津
天津居留民団・天津
日本商工会議所

１９４０ 地図 １

01‐A2‐04 日清汽船株式会社航路案内 日清汽船株式会社 １９２６�冊子 １

02‐A2‐16 支那物産綜覧 株式会社栗田 不明 冊子 １

02‐A3‐28 江南の旅 美濃部正好 １９４２ 書籍 １

02‐A3‐29 沿線案内紀 杭州 木村重 １９４１ 書籍 １

02‐A3‐31 対支那人心得帖 原口統太郎 １９３７ 冊子 １

02‐A3‐32
平綏 第二冊 民国二十三年七月
一日至民国二十四年六月三十日

平綏鉄路管理局 不明 書籍 １

02‐A3‐33
平綏 第一冊 民国二十三年七月
一日至民国二十四年六月三十日

平綏鉄路管理局 不明 書籍 １

04‐A5‐02‐04 （�昴線関係資料一括） �昴鉄路工程局 １９２６�地図
切紙

１６

04‐A5‐04‐02 厦門及皷浪峡地図 不明 不明 地図 ４

04‐A5‐04‐03 厦門市道路規劃図
�厦海軍警備司令部
堤工処

１９２８ 地図 １

04‐A5‐04‐04 上海観光案内 附蘇州杭州鎮江南京 日本郵船 不明 折紙 １

04‐A5‐04‐05
CHINA-JAPAN RAPID EXPRESSES
SAILING : Apr.-Sept., 1929 & PAS-
SAGE TARIFF

NYK LINE １９２９ 折紙 ２

04‐A5‐04‐06 上海航路案内 日本郵船株式会社 １９２８ 冊子 ２

04‐A5‐04‐08 広州市名勝紀畧 森清太郎 １９２７ 折紙 １

04‐A5‐04‐11 搭客須知 広九鉄路車務処 不明 折紙 １

04‐A5‐04‐12
（対支文化事業 東京－香港 旅
程表）

不明 不明 切紙 １

04‐A5‐04‐13 香港案内 香港日報社 １９２８ 書籍 １

04‐A5‐07 上海
社団法人
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー

１９３９ 書籍 １

04‐A5‐08 鳥瞰の天津
天津居留民団・天津
日本商工会議所

１９４０ 折紙 ４

04‐A5‐09 開封案内 石塚鶴鳴 １９４０ 冊子 １

－３５４－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

04‐A5‐10 A Map and History of Peiping Frank Dorn １９３６
地図
書籍

１

04‐A5‐11 旅順 旅順市役所 １９３７ 書籍 １

04‐A5‐12 香港案内 香港日報社 １９２８ 書籍 ２

04‐A6‐04‐02 奉山線車窓案内 満鉄錦州鉄道局 １９３９ 折紙 １

04‐A6‐04‐03 北支那へ 東亜海運株式会社 不明 折紙 １

04‐A6‐04‐04 山海関
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー満洲
支社

１９４０ 折紙 １

04‐A6‐04‐05 青島航路案内 東亜海運株式会社 不明 折紙 １

04‐A6‐04‐06 満洲旅行乃栞 南満洲鉄道株式会社 １９３４ 折紙 １

04‐A6‐04‐07 サンマーハウス
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー満洲
支部

１９４０ 折紙 １

04‐A6‐04‐08 佳木斯
ジャパン・ツーリス
トー・ビューロー

１９４０ 折紙 １

04‐A6‐04‐09 牡丹江
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー満洲
支部

１９４０ 折紙 １

04‐A6‐04‐10 定期航空案内
逓信省・日本航空輸
送株式会社

１９３５ 折紙 １

04‐A6‐04‐11 斉斉哈爾及昴々渓案内 満鉄斉斉哈爾公所 １９２６ 仮綴 １

04‐A6‐04‐12 隴海線案内
社団法人
東亜旅行社華北出張所

１９４１ 冊子 １

04‐A6‐04‐13 蒙彊路 華北交通株式会社 １９３９ 冊子 １

04‐A6‐04‐14 大同
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー

１９３９ 冊子 １

04‐A6‐04‐15 大同案内記
岩崎継生／
日本国際観光局大同
案内所

１９３９ 書籍 １

04‐A6‐04‐16 弘報叢書第三輯 北支所々
南満洲鉄道株式会社
総裁室弘報課

１９３７ 冊子 １

04‐A6‐04‐17 北支蒙彊旅行案内
日本国際観光局満洲
支部

１９３９ 書籍 １

04‐A6‐04‐18 日本朝鮮満洲支那 交通便覧 南満洲鉄道株式会社 １９２６ 書籍 １

04‐A6‐04‐20 大連港案内 満鉄鉄道総局 １９３８ 冊子 １

04‐A6‐04‐21 満洲旅行の栞 南満洲鉄道株式会社 １９３７ 折紙 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３５５－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

04‐A6‐04‐22 満洲旅行の栞
満鉄鉄道総局営業局
旅客課

１９３８ 折紙 ２

04‐A6‐04‐23 張家口
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー

１９３８ 折紙 １

04‐A6‐04‐25 鮮満中国旅行手引
南満洲鉄道株式会社
東京支社庶務課

１９３４ 書籍 １

04‐A6‐04‐27
弘報叢書第三輯改訂版
北支ところどころ

南満洲鉄道株式会社 １９３８ 冊子 ２

04‐A6‐04‐28 石門 正定，獲鹿
ジャパン，ツーリス
トビューロー華北出
張所

１９４１ 冊子 １

04‐A6‐04‐31 山海関案内
佐藤忠三良／
山海関日報社

１９３６ 書籍 １

04‐A6‐04‐32 吉林市案内 不明 １９３７ 冊子 ２

04‐A6‐04‐33 HOW TO SEE TIENTSIN
Manchuria Branch Ja-
pan Tourist Bureau

１９３７ 冊子 １

04‐A6‐04‐34 蘇州 華中鉄道股�有限公司 １９４１ 冊子 １

04‐A6‐04‐35 How to See TSINGTAO SHANGHAI
Manchuria Branch Ja-
pan Tourist Bureau

１９３７ 冊子 １

04‐A6‐04‐36 四�・�昴・斎克沿線案内 南満洲鉄道株式会社 １９３２ 冊子 １

04‐A6‐04‐37 大同 雲崗石窟
日本名所図絵社天津
支店

１９４０ 折紙 １

04‐A6‐04‐38 鳥瞰の天津
天津居留民団・天津
日本商工会議所

１９４０ 折紙 １

04‐A6‐04‐39 満洲 重要鉱産分布図
南満洲鉄道株式会社
満洲資源館

１９３７ 折紙 １

04‐A6‐04‐40 大連案内略図 みやげものや １９３８ 地図 １

04‐A6‐04‐41 碧山荘 福昌華工株式会社 １９３８ 冊子 １

04‐A6‐04‐42 京城・仁川・水原・開城 朝鮮総督府鉄道局 １９３６ 折紙 １

04‐A7‐12‐03 北支 汽車時刻表
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー北支
出張所

１９３８ 折紙 １

04‐A7‐12‐07 満鉄の現況
南満洲鉄道株式会社
調査課

１９２５ 書籍 １

05‐A7‐06‐03
関東庁逓信局 大正十五年九月分
郵便搭載汽船運航予定表

満洲日日新聞社 １９２６ 切紙 １

－３５６－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

05‐A7‐06‐13
四�鉄路四鄭線平面図
縮尺二十万分之一

不明 不明 切紙 １

05‐A8‐06‐03 （関帝及関帝廟について） 不明 不明 冊子 １

05‐A8‐06‐04 運城案内
運城陸軍特務機関文
化班

１９４１ 冊子 １

05‐A8‐08 泰山登山栞 不明 不明 仮綴 １

05‐A9‐04‐01‐01 斉斉哈爾
満鉄鉄道総局営業局
旅客課

１９３７ 冊子 １

05‐A9‐04‐01‐02 哈爾浜
満鉄鉄道総局営業局
旅客課

１９３７ 冊子 ３

05‐A9‐04‐01‐03 新京
満鉄鉄道総局営業局
旅客課

１９３８ 折紙 １

05‐A9‐04‐01‐04 新京
満鉄鉄道総局営業局
旅客課

１９３７ 冊子 ２

05‐A9‐04‐01‐05 新京より羅津・清津へ
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー

１９３７ 冊子 １

05‐A9‐04‐01‐06 奉天 満鉄鉄道総局営業局 １９３８ 冊子 ２

05‐A9‐04‐01‐07 安東
満鉄鉄道総局営業局
旅客課

１９３７ 冊子 １

05‐A9‐04‐01‐08 吉林
満鉄鉄道総局営業局
旅客課

１９３７ 冊子 １

05‐A9‐04‐03
長春地方案内
四平街，公主嶺，長春，吉林

南満洲鉄道株式会社 １９２９ 折紙 １

05‐A9‐04‐04 哈爾浜案内 南満洲鉄道株式会社 １９３１ 折紙 １

05‐A9‐04‐05 哈爾浜案内 南満洲鉄道株式会社 １９３２ 折紙 １

05‐A9‐04‐06 安東案内 南満洲鉄道株式会社 １９３２ 折紙 １

05‐A9‐04‐10 鮮満周遊
南満洲鉄道株式会社
東京鮮満案内所

不明 折紙 １

05‐A9‐04‐11 天津
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー

１９３９ 冊子 ２

05‐A9‐04‐12 上海近郊戦跡案内
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー

１９３８ 冊子 １

05‐A9‐04‐13 南京戦跡案内
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー

１９３９ 折紙 １

05‐A9‐04‐14 天津
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー

１９３７ 冊子 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３５７－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

05‐A9‐04‐15 北京
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー

１９３７ 冊子 １

05‐A9‐04‐16 蒙彊概観 南満洲鉄道株式会社 １９３８ 折紙 １

05‐A9‐04‐17 済南
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー

１９３９ 冊子 １

05‐A9‐04‐21 奉天から北京へ
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー

１９３８ 冊子 １

05‐A9‐04‐22 満鉄沿線案内 南満洲鉄道株式会社 １９３４ 折紙 １

05‐A9‐04‐23 大連 南満洲鉄道株式会社 １９３２ 折紙 １

05‐A9‐04‐27 国線旅行指南 満洲国有鉄道鉄路総局 １９３４ 折紙 １

05‐A9‐04‐29 航空案内 満洲航空株式会社 不明 折紙 １

05‐A9‐04‐30
日満最捷路 北鮮�
新潟間 航路案内

朝鮮郵船株式会社 １９３５ 折紙 １

05‐A9‐04‐31 津浦線 満鉄北支事務局弘報班 １９３８ 折紙 １

05‐A9‐04‐32 金福沿線案内 金福鉄路公司 １９３８ 折紙 １

05‐A9‐04‐33 大連
満鉄鉄道総局営業局
旅客課

１９３８ 折紙 １

05‐A9‐04‐34 旅順 南満洲鉄道株式会社 １９３２ 折紙 １

05‐A9‐04‐35 満鮮視察の手引 南満洲鉄道株式会社 不明 折紙 １

05‐A9‐04‐36 鮮満旅程ト費用概算 満鉄鮮満案内所 不明 折紙 １

05‐A9‐04‐37 満洲旅行便覧 南満洲鉄道株式会社 不明 折紙 １

05‐A9‐04‐38 満鉄一覧 南満洲鉄道株式会社 １９３７ 折紙 １

05‐A9‐04‐39 満洲旅行の栞 南満洲鉄道株式会社 １９３７ 折紙 １

05‐A9‐04‐41 旅順
満鉄鉄道総局営業局
旅客課

１９３７ 冊子 １

07‐B2‐06‐01 熱河
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー

１９３７ 冊子 １

07‐B2‐06‐02 承徳北支観光券
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー

不明 折紙 １

07‐B2‐06‐03 熱河外八廟大人団体参観券 不明 不明 折紙 １

07‐B3‐25 �和園簡明図説 北平市管理�和園事
務所

１９３５ 書籍 １

07‐B4‐05
最新 北京市街案内図
附図 北京四郊名勝戦蹟詳図
天津市街要図及北支略図

ジャパンツーリスト
ビューロー北京案内
所

不明 地図 １

－３５８－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

07‐B4‐09‐01 最新北京市街地図
日本国際観光局北京
案内所

１９３８ 地図 １

07‐B4‐09‐02 北京名勝遊覧バス案内
北京特別市公署公用
管理総局公共汽車処

不明 切紙 １

07‐B4‐09‐03 長安大戯院預告 長安大戯院 不明 切紙 １

07‐B4‐09‐04 全部王春娥節目唱詞 不明 不明 切紙 １

07‐B4‐11 �和園図 北京特別市管理�和
園事務所

１９３８ 地図 １

07‐B4‐12 北京内外城詳図 東亜公司 不明 地図 １

07‐B4‐13‐01
華北蒙彊 附満洲，
日本 汽車時間表

東亜旅行社 １９４２ 書籍 １

07‐B4‐13‐02 火車時刻表 東亜旅行社 １９４２ 折紙 １

07‐B4‐13‐03 ビューローノ栞
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー・満
洲支部

不明 折紙 １

07‐B4‐19 大陸都市叢書 第三輯 青島

ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー・満
洲支部
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー・華
北出張所

１９４０ 書籍 １

07‐B4‐20 北京遊覧案内
ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー

１９３８ 書籍 １

07‐B4‐22‐04 熱河外八廟概記 熱河外八廟監視事務所 １９３７ 冊子 １

｛財政・金融｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

01‐A2‐01‐05 武漢ノ搬入及物価ノ統制 資料調査会 １９４１ 冊子 １

01‐A2‐01‐07 銭荘ニ就テ 資料調査会 １９４１ 冊子 １

01‐A2‐01‐20
時局参考資料第三二号
漢口ニ於ケル資産凍結令ノ影響

阿南部隊参謀部 １９４１ 冊子 １

05‐A7‐04 昭和七年営業税ニ関スル調査事項 貔子窩民政署税務係 １９３２ 仮綴 １

07‐B3‐12‐14 添附書類第八 農村貸款ニ関スル件 民生庁農林科 １９３９ 冊子 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３５９－



｛政治・外交｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

01‐A1‐15
治外法権撤廃等ニ関スル日満條約
関係資料

国務院総務庁情報処 １９３６ 書籍 １

02‐A2‐11
蒙古西北叢書（第一号）
露西亜ノ外蒙政策

興亜院蒙彊連絡部 不明 冊子 １

02‐A3‐14
最近の中共中国政治事情
いわゆる矛盾とその対策について

宏池会 １９５７ 冊子 １

02‐A3‐42
成吉思汗紀元七百三十七年度
察南施政実施要綱及基本方針

察南政庁 １９４２ 書籍 １

04‐A7‐12‐10
時局対案 第八稿
古今不変の満蒙対策

松尾小三郎 １９３２ 冊子 １

05‐A7‐06‐12
満鉄農学校長視察報告転載
外蒙政情

K. Yamada １９２５ 仮綴 １

07‐B3‐12‐19 政務院官制 蒙古連盟自治政府 １９３８ 冊子 １

｛民族・宗教｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

04‐A7‐06
黎族及其環境調査第五輯
海南島黎族の社会組織並に経済組織

岡田謙・尾高邦雄／
海南海軍特務部

１９４４ 書籍 １

05‐A8‐06‐02 五台山六月大会宣伝資料
新民会吉沢部隊
連絡所

１９４１�冊子 １

05‐A8‐06‐09 山西省五台山六月大会実施要領
山西省五台山六月大
会後援会

１９４１ 仮綴 １

07‐B2‐14
満鉄調査資料第二十六篇
支那回教徒の研究

南満洲鉄道株式会社
庶務部調査課

１９２４ 書籍 １

07‐B2‐15
経済資料 第拾参巻第拾貮号
華僑

南満洲鉄道株式会社
東亜経済調査局

１９２７ 書籍 １

07‐B3‐04‐04
満蒙パンフレット（第十七号）
間島に於ける朝鮮人問題に就いて

天野元之助／
社団法人
中日文化協会

１９３１ 書籍 １

07‐B3‐12‐18 察綏両省ノ回教民族ノ現状 佐久間貞次郎 １９３８ 冊子 １

07‐B3‐15
蒙古西北叢書（第三号）
西北の宗教

興亜院蒙彊連絡部 １９４０ 冊子 １

07‐B4‐22‐01 文学博士逸見梅営先生御講演概略 不明 １９３８ 冊子 １

－３６０－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



｛文化・教育｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

01‐A1‐02 （満語）本国地理
吉林師道高等学校
教授 傳士俊

１９３８ 書籍 １

01‐A1‐03 地歴 第一巻 満洲帝国政府 １９４２ 書籍 １

01‐A1‐04 建国精神（国勢）一年用 満洲帝国政府 １９４４ 書籍 １

01‐A1‐11 満洲小学地図
南満洲教育会教科書
編輯部

１９３８ 地図 １

01‐A1‐13 学校及学校規程 民生部教育司 １９３７ 書籍 １

01‐A2‐01‐15 昭和十六年度 学校要覧 新郷日本国民学校 １９４２�冊子 １

02‐A2‐06
抗日小学民衆訓練及武装部隊用
戦時読本 第二冊

不明 不明 冊子 １

02‐A2‐07 国語第四冊目録 不明 不明 冊子 １

02‐A2‐08 抗日軍民読本 第一冊 不明 不明 冊子 １

02‐A2‐12 中国教育の指導精神に関する愚見
国立北京師範学院
教授 尾川敬二

１９３９ 冊子 １

02‐A2‐13
CHINESE PROPER NAMES with
Their English Pronunciations
支那固有名詞 発音表

東京日日新聞社 １９２４ 冊子 １

02‐A2‐14
新学制小学校高級用 新撰地理教
科書 第一冊～第四冊

商務印書館 １９２５ 冊子 ４

02‐A3‐01 中華民国三十年 国民暦
国民政府行政院教育
部編暦委員会

１９４０�冊子 １

02‐A3‐02
中国地名・人名の書き方の表
便覧

国語審議会 １９４９�冊子 １

02‐A3‐04
Hoang-Ho Pai-Ho Museum Public
Section

Hoang-Ho Pai-Ho
Museum

１９３９ 冊子 １

02‐A3‐07 日本語と蒙古語 大藪鉦太郎 １９２０ 書籍 １

02‐A3‐09 民衆識字読本 篠塚部隊特務部 不明 冊子 １

02‐A3‐18 業務概況
中支建設資料整備
委員会

１９４１ 冊子 １

02‐A3‐22 王右軍草訣歌 普右将軍王義 不明 継紙 １

02‐A3‐23 満洲文化協会 出版月報 No.15 満洲文化協会 １９３２ 冊子 １

02‐A3‐24
行政院文物保管委員会
博物専門委員会概況

行政院文物保管
委員会

１９４１ 冊子 １

02‐A3‐25 財団法人東亜研究所概要 東亜研究所 １９４２ 冊子 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３６１－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

03‐A4‐04
全国中等学校地理歴史科教員
第七回協議会及満鮮旅行報告

全国中等学校地理
歴史科教員協議会

１９２６ 書籍 １

03‐A4‐05
全国中等学校地理歴史科教員
第七回協議会及満鮮旅行報告

全国中等学校地理
歴史科教員協議会

１９２６ 書籍 １

03‐A4‐06
全国中等学校地理歴史科教員
第七回協議会及満鮮旅行報告

全国中等学校地理
歴史科教員協議会

１９２６ 書籍 １

03‐A4‐08
全国中等学校地理歴史教員
第十三回協議会及満洲旅行報告書

全国中等学校地理
歴史教員協議会

１９４０ 書籍 １

04‐A5‐04‐10
Directions of Playing
“Chinese Game of Four Winds”

Hip Fung Loong 不明 冊子 １

04‐A6‐02‐11 拓殖大学専門部入学案内 拓殖大学 １９３８ 継紙 １

04‐A6‐04‐19
大正十四年
関東州官立公立学校学事一覧

関東庁内務局学務課 １９２５ 折紙 １

04‐A6‐05 満洲補充読本 五の巻
南満洲教育会教科書
編輯部

１９３８ 書籍 １

04‐A6‐06 満洲補充読本 六の巻
南満洲教育会教科書
編輯部

１９３７ 書籍 １

04‐A6‐07 満洲補充読本 高一の巻
南満洲教育会教科書
編輯部

１９３７ 書籍 １

04‐A6‐08
満洲補充地理歴史教科書
尋常小学校用

南満洲教育会教科書
編輯部

１９３８ 書籍 １

04‐A6‐10 満洲補充読本 一の巻
南満洲教育会教科書
編輯部

１９３７ 書籍 １

04‐A6‐11 満洲補充読本 二の巻
南満洲教育会教科書
編輯部

１９３７ 書籍 １

04‐A6‐12 満洲補充読本 三の巻
南満洲教育会教科書
編輯部

１９３７ 書籍 １

04‐A6‐13 満洲補充読本 四の巻
南満洲教育会教科書
編輯部

１９３６ 書籍 １

04‐A6‐14
満洲補充地理歴史教科書
高等小学校用

南満洲教育会教科書
編輯部

１９３７ 書籍 １

04‐A7‐08‐13
金州公学堂南金書院一覧
大正十四年度

公学堂南金書院 １９２６ 折紙 １

04‐A7‐09 編輯部報 第二号
南満洲教育会教科書
編輯部

１９３８ 書籍 １

04‐A7‐12‐02 満洲の自然と人文 南満洲鉄道株式会社 １９２９�書籍 １

04‐A7‐14 満洲補充読本 高二の巻
南満洲教育会教科書
編輯部

１９３６ 書籍 １

－３６２－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

04‐A7‐19
大同居留民報附録 上田揖山速記
雲崗の石佛

大同居留民団 １９３８ 折紙 １

05‐A7‐06‐11
満洲夏期学寮開始
夏期学寮入寮申込書

満蒙文化協会 １９２６ 切紙 １

05‐A7‐06‐15 満蒙文化協会事業紹介 満蒙文化協会 不明 折紙 １

05‐A8‐02 包頭 ばおとう 一ごう ぱおとうひらがなかい １９３８ 冊子 １

05‐A8‐03 包頭 ばおとう ２ごう ぱおとうひらがなかい １９３８ 冊子 １

05‐A8‐06‐01
開発訓練所 訓練生
見学実習旅行日程表
大同見学関係分

不明 不明 仮綴 １

05‐A8‐06‐06 解県関帝廟調査記 解県新民会 １９４１ 冊子 １

05‐A8‐06‐07 山西省訓練処暫行規定
中華民国新民会山西
省総会

不明 冊子 １

05‐A8‐06‐11 訓練方針 指導精神 新民会山西省訓練処 不明 冊子 １

05‐A8‐15‐04 遼陽市教育概況 遼陽市？ １９３８ 仮綴 １

05‐A9‐04‐08 撫順中学校一覧 撫順中学校 １９２６ 折紙 １

05‐A9‐04‐20 教科用図書一覧 昭和十三年度
南満洲教育会教科書
編輯部

１９３８ 折紙 １

05‐A9‐04‐28 学校要覧 昭和十二年度 旅順高等公学校 １９３７ 折紙 ２

07‐B2‐03‐01
（封筒 「北支 日本諸学校要覧
大原高女 山西省臨汾師範学校生
徒調査」）

花井重次？ １９４２�封筒 １

07‐B2‐03‐02
生徒生活調査統計表
昭和十七年五月一日現在

大原日本高等女学校 １９４２ 仮綴 １

07‐B2‐03‐03 労作教育概要 山西省立臨汾師範学校 １９４１ 仮綴 １

07‐B2‐03‐04 石門日本高等女学校一覧表 石門日本高等女学校 １９４１ 切紙 １

07‐B2‐03‐05 北京日本商業学校一覧 北京日本商業学校 １９４１ 切紙 １

07‐B2‐03‐06 北京日本中学校職員［着任順］ 北京日本中学校 １９４１ 切紙 １

07‐B2‐03‐07 （師範本科・初中科学生名簿）
山西省立臨汾師範
学校？

１９４２�切紙 ５

07‐B2‐03‐08 位置図・建設要図
山西省立臨汾師範
学校？

１９４２�切紙 １

07‐B2‐03‐09
山西省立臨汾師範学校各級学生身
体検査統計表
師範本科第一班身体検査統計表

山西省立臨汾師範学校 １９４２�切紙 ２

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３６３－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

07‐B2‐03‐10
師範本科第二班身体検査統計表
日語専修科第二班身体検査統計表

山西省立臨汾師範学校 １９４２�切紙 １

07‐B2‐03‐11
初中科第三班身体検査統計表
初中科第四班身体検査統計表

山西省立臨汾師範学校 １９４２�切紙 １

07‐B2‐03‐12 簡易科（第一班）一覧表 省立臨汾師範学校 １９４２�切紙 １

07‐B2‐03‐13 日語科第二班入学調査 臨汾師範学校 １９４２�切紙 １

07‐B2‐03‐14 日語科第二班合格者一覧 省立臨汾師範学校 １９４２�切紙 １

07‐B2‐03‐15 日語科就職状況 省立臨汾師範学校 １９４２ 切紙 １

07‐B2‐03‐16
退学者調査
自二十九年九月至三十一年四月

臨汾師範学校 １９４２ 切紙 １

07‐B2‐03‐17 山西省立臨汾師範学校図書目録 山西省立臨汾師範学校 １９４２ 切紙 ２

07‐B2‐03‐18
山西省立臨汾師範学校教職員調査
学生数 原級調査

山西省立臨汾師範学校 １９４２�切紙 １

07‐B2‐03‐19 退休原学生調査 四月六日現在 山西省立臨汾師範学校 １９４２�切紙 １

07‐B2‐03‐20
第四次治安強化運動水田開発稲種
子（稲苗）配給願ノ件
（臨汾特務機関長宛）

省立臨汾師範学校
教官 村田孝隨

１９４２ 切紙 １

07‐B2‐03‐21 兵器取扱責任者一覧表 山西省立臨汾師範学校 １９４２�切紙 １

07‐B2‐03‐22 山西省立臨汾師範学校各班日課総表 山西省立臨汾師範学校 １９４２ 切紙 １

07‐B3‐03 清涼山志 不明 不明 書籍 ４

07‐B3‐04‐03
満蒙パンフレット（第六号）
（第七号）合冊
在満朝鮮人と教育問題

桑畑忍／
社団法人
中日文化協会

１９２９ 書籍 １

07‐B3‐08
国際連盟調査委員迎接
展覧図書，手稿解説

南満洲鉄道株式会社
奉天図書館

１９３２ 書籍 １

07‐B3‐12‐01 蒙古新報 蒙古新報社 １９３８ 新聞 １

07‐B3‐12‐21 巴盟各県旗小学概況 不明 １９３８ 冊子 １

07‐B3‐12‐22 蒙彊山西旅行案内 開発訓練所記録委員 １９４１ 冊子 １

07‐B3‐12‐23
改訂 蒙彊，
山西地方見学実習旅行日程表

開発訓練所 １９４１�冊子 １

07‐B4‐22‐02 承徳の古蹟 外務省文化事業部 １９３５ 冊子 １

07‐B4‐22‐07 暫行規則 錦州地方師道訓練所 １９３８�冊子 １

07‐B4‐22‐08 所生心得 錦州地方師道訓練所 １９３８ 冊子 １

07‐B4‐22‐09‐01 盟立師範学校課程総表 盟立師範学校 １９３８�切紙 １

－３６４－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

07‐B4‐22‐09‐02 盟立師範学校毎日作息時間表 盟立師範学校 １９３８ 切紙 １

07‐B4‐22‐09‐03 巳盟師範乙年度週数預知表 盟立師範学校？ １９３８�切紙 １

07‐B4‐22‐10‐01
日支学制比較表
日支師範教育比較表

不明 不明 切紙 １

07‐B4‐22‐10‐02 中等学校休課日 不明 不明 切紙 １

07‐B4‐22‐12 錦州省立錦州師道学校概要 錦州省立錦州師道学校 １９３８ 冊子 １

07‐B4‐22‐14 教育方針 盟立師範学校？ 不明 冊子 １

｛文献目録｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

04‐A6‐02‐12 支那地誌参考文献目録
東亜同文書院内
上田信三

１９３９ 冊子 １

07‐B2‐01
全満２４図書館共通
満洲関係和漢書件名目録

南満洲鉄道株式会社／
右文閣

１９３２ 書籍 １

07‐B2‐04
北経業務資料第六号ノ六
北経調査資料目録
（昭和十二年自四月至九月）

満鉄・北満経済調査所 １９３７ 冊子 １

07‐B2‐08 支那地図目録
南満洲鉄道株式会社
大連図書館

１９３０ 書籍 ２

07‐B2‐09 南満洲鉄道株式会社刊行物目録
南満洲鉄道株式会社
総務部調査課

１９３０ 書籍 １

07‐B2‐10 図書目録
南満洲鉄道株式会社
庶務部調査課

１９２７ 書籍 １

07‐B2‐11
満鉄東京支社 満洲資源陳列所所蔵
図書分類目録

南満洲鉄道株式会社
東京支社鉄道課

１９３９ 書籍 １

07‐B2‐12 北支那文献綜覧 満鉄大連図書館 １９３６ 書籍 １

07‐B2‐13 支那鉱産資源文献目録 満鉄調査局／博文館 １９４３ 書籍 １

07‐B3‐07
南満洲鉄道株式会社
刊行書類目録

南満洲鉄道株式会社
社長室文書課

１９２５ 書籍 １

07‐B3‐16
東亜地質鉱産誌
参考記事目録 速報 第１号

東亜地質鉱産誌編集
委員会

１９５０ 冊子 １

07‐B3‐17
中国地域地下資源文献目録
（地質調査所所蔵分）

東亜資源調査研究会 １９５０ 冊子 １

07‐B3‐20
北経業務資料第七号ノ五
北経調査資料目録
（昭和十二年三月末現在）

満鉄・北満経済調査所 １９３７ 冊子 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３６５－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

07‐B3‐21
北経業務資料第六号ノ八
北経調査資料目録
（昭和十三年自一月至三月）

満鉄・北満経済調査所 １９３８ 冊子 １

07‐B3‐23
北経業務資料第六号ノ七
北経調査資料目録
（昭和十二年自十月至十二月）

満鉄・北満経済調査所 １９３８ 冊子 １

07‐B3‐28

南満洲鉄道株式会社大連図書館
和漢図書分類目録 第８編
満洲 蒙古
（昭和８年１２月３１日現在）

南満洲鉄道株式会社
大連図書館

１９３４ 書籍 １

07‐B3‐29

南満洲鉄道株式会社大連図書館
和漢図書分類目録 第８編追録
満洲 蒙古
（昭和９年１月１日－

昭和１１年３月３１日）

南満洲鉄道株式会社
大連図書館

１９３８ 書籍 １

｛写真・画集｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

04‐A7‐08‐15 金洲名勝写真帖 古賀写真館 １９２５ 写真 １

04‐A7‐18 間島写真帖 尾崎写真館
昭和
初期�写真 １

05‐A7‐06‐14 亜東印書展覧会目録 亜東印書協会 不明 折紙 ２

07‐B4‐24 熱河絵行脚 武藤夜舟／巧芸社 １９３３ 書籍 １

07‐B4‐25 熱河三十六景詩図 図本叢刊会 １９２３ 書籍 １

｛広告｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

04‐A5‐03‐03
吉林世一堂参茸老店丸散膏丹品類
洋銀価目表

吉林世一堂 不明 冊子 １

04‐A6‐04‐30 奉天同善堂要覧 奉天同善堂 １９３７ 冊子 １

05‐A7‐06‐04 松の実の最高権威 朝鮮館 不明 切紙 １

07‐B4‐26 熱河 内容見本 座右宝刊行会 １９３４ 冊子 １

｛分類不能｝

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

01‐A2‐01‐08 （定款 第三十二條・第三十三條） 不明 不明 切紙 １

04‐A5‐04‐01 （南支那） 箱 １

－３６６－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

04‐A7‐08‐01 （金州，普蘭店，ヒシ窩） 箱 １

04‐A7‐10 地理学講座 第一回 地人書館 不明 箱 １

04‐A7‐11 （背表紙） 不明 不明 書籍 １

04‐A7‐12‐01 （満蒙の現況） 箱 １

05‐A7‐06‐01 （満蒙の研究） 箱 １

05‐A8‐06‐05 （四二，磨旗石ほか） 不明 不明 冊子 １

07‐B3‐02 封筒（支那） 不明 不明 封筒 １

07‐B3‐04‐01 （間島事情） 箱 １

【樺太】

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

06‐B1‐14 樺太油田地質調査報告 第貳号 村山賢一／樺太庁 １９３３ 書籍 １

06‐B1‐15
樺太炭田調査報告
（西海岸北部地方其一） 第貳号

川崎勝／樺太庁 １９３５ 書籍 １

06‐B1‐16
樺太炭田調査報告
（内淵炭田附川上炭田） 第壹号

川崎勝／樺太庁 １９３４ 書籍 １

06‐B1‐17 樺太油田地質調査報告 第壹号 樺太庁 １９３２ 書籍 １

【南洋群島】

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

08‐B5‐01 南洋群島写真帖
南洋群島文化協会
南洋協会南洋群島支部

１９３８ 書籍 １

08‐B5‐02‐01‐01 南洋群島地図 不明 １９３９ 地図 １

08‐B5‐02‐01‐02 南太平洋・大洋州 南洋庁長官々房調査課 不明 地図 １

08‐B5‐02‐01‐03 南洋群島主要島図 不明 １９３７ 地図 １

05‐B5‐02‐01‐04 南洋群島地図 不明 １９３７ 地図 １

08‐B5‐02‐01‐05 南洋群島四近大陸 南洋庁長官々房調査課 不明 地図 １

08‐B5‐02‐02‐01 アンガウル島略図 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐02‐02 コロニー 陸地測量部 １９３１ 地図 １

08‐B5‐02‐02‐03 パラオ島 コロール 不明 不明 地図 ２

08‐B5‐02‐02‐04 コロール 陸地測量部 １９３１ 地図 １

08‐B5‐02‐02‐05 ボーキサイト鉱区出願区域位置 不明 不明 地図 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３６７－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

08‐B5‐02‐02‐06
北太平洋 西カロリン諸島
パラオ諸島

水路部 １９３１ 地図 １

08‐B5‐02‐02‐07
国有財産無償貸付願添附図
（パラオ島瑞穂村）

不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐02‐08 瑞穂村植民地一区画平面図 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐02‐09 事業計画書（清水村） 不明 不明 仮綴 １

08‐B5‐02‐02‐10
国有財産無償貸付願添附図
（パラオ島清水村）

不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐02‐11
国有財産無償貸付願添附図
（パラオ島大和村）

不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐02‐12
国有財産無償貸付願添附図
（パラオ島朝日村）

不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐02‐13 コロール 陸地測量部 １９３１ 地図 １

08‐B5‐02‐02‐14 パラオ本島 瑞穂村開拓図 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐02‐15 コロニー附近（絵ノ島町）略図 不明 不明 地図 ４

08‐B5‐02‐02‐16 マルキヨク 陸地測量部 １９３１ 地図 １

08‐B5‐02‐02‐17 オギワール村 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐02‐18 オギワール村歩洲図 不明 １９４０ 地図 １

08‐B5‐02‐02‐19
瑞穂村植民地一区画平面図
小学校隣接 野口森松

不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐02‐20 ペリリユウ全島図 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐02‐21 ペリリユウ全島図 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐02‐22
南洋アンガウル島ニ於ケル降雨調
査表

不明 １９４０�切紙 １

08‐B5‐02‐02‐23 マルキヨク 陸地測量部 １９３１ 地図 １

08‐B5‐02‐02‐24
ボーキサイト鉱区出願区域
位置図

不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐02‐25 ガルドック植民地現況図 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐02‐26 ガルドック植民地現況図 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐03‐01 ヤップ島各管区一覧図 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐03‐02 ヤップ島 水路部 １９２５ 地図 １

08‐B5‐02‐03‐03 ヤップ本島新地名一覧図 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐03‐04
ヤップ本島一覧図
ヤップ離島一覧図

不明 不明 地図 ２

08‐B5‐02‐03‐05 ヤップ本島一覧図 不明 不明 地図 １

－３６８－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

08‐B5‐02‐04‐01 マリアナ諸島 サイパン島及ロタ島 水路部 １９３８ 地図 １

08‐B5‐02‐04‐02 第五図 サイパン島段丘図 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐04‐03 サイパン島地質図 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐04‐04 第三図 行政区画図（サイパン島） 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐04‐05 第三図 サイパン島谷系図 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐04‐06 （地質図） 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐05‐01 夏島公学校学区之図 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐06‐01
北太平洋 マーシャル諸島
ヤルート島

水路部 １９３１ 地図 １

08‐B5‐02‐06‐02 ヤルート島案内図 不明 不明 地図 ２

08‐B5‐02‐06‐03 地図（ヤルート島？） 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐07‐01 地図（ポナペ島） 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐07‐02 ポナペ島官有市街地等級色別図 不明 １９３７ 地図 １

08‐B5‐02‐07‐03 春来村一覧図 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐07‐04 ポナペ島 春来村植民地一覧図 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐07‐05 ポナペ島春来村 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐07‐06 コロニー 陸地測量部 １９３１ 地図 １

08‐B5‐02‐07‐07 ポナペ島 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐07‐08 ポナペ島当社権利地一覧図 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐07‐09 ポナペ島春来村 不明 不明 地図 １

08‐B5‐02‐07‐10 ポナペ島全図 不明 不明 地図 ２

08‐B5‐02‐07‐11 地図（ポナペ島） 不明 不明 地図 １

08‐B5‐03 南洋新報 南洋新報社 １９４０ 新聞 １

08‐B5‐10 南支南洋ノ通貨 台湾銀行総務部調査課 １９１５ 書籍 １

08‐B5‐11 南方移民地の事情と英国の教育
神奈川高等女学校長
佐藤善治郎

１９３５ 冊子 １

08‐B5‐12 西部南洋地質図説明書
日本学術振興会第二
十一小委員会
委員 大村一蔵

１９４３ 書籍 １

08‐B5‐13
南方衛生調査資料第九輯
マラリヤ撲滅の自然的方法

日本公衆保健協会 １９４２ 書籍 １

08‐B5‐14
南洋資料第二号
国史上南洋発展の一面

文学博士 幣原坦／
南洋経済研究所

１９４１ 書籍 １

08‐B5‐16 南方の産業労働 世界経済調査会 １９４２ 書籍 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３６９－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

08‐B5‐17
南方衛生調査資料第七輯
熱帯性肺炎・マラリアと住宅に関
する綜説

日本公衆保健協会 １９４２ 書籍 １

08‐B5‐18 事業報告書（第一号） 南方経済懇談会 １９４２ 書籍 １

08‐B5‐19
南方衛生調査資料第五輯
南方に於ける伝染性疾患の蔓延状況

日本公衆保健協会 １９４２ 書籍 １

08‐B5‐20 調査資料 第十三号 南洋庁長官官房調査課 １９４０ 書籍 １

08‐B5‐21 調査資料 第十二号 南洋庁長官官房調査課 １９４０ 書籍 １

08‐B5‐22 南洋風土記
安藤喜一郎／
拓殖公論者

１９３３ 書籍 １

08‐B5‐23 学徒海軍南洋派遣団報告書 学生国防研究会連盟 １９４０ 書籍 １

08‐B5‐24 南島巡航記 南洋興産株式会社 １９３６ 書籍 １

08‐B6‐03 調報 第二十七号 南洋庁長官官房調査課 １９４０ 書籍 １

08‐B6‐09
ラヂオ新書（２４）
昔の南洋と日本

板澤武雄／
日本放送出版協会

１９４０ 書籍 １

08‐B6‐10 南方紀行
吉川英治／
全国書房

１９４３ 書籍 １

08‐B6‐11
拓殖パンフレット第七輯
我が南進国策の根本義

横尾惣三郎／
財団法人拓殖奨励館

１９３９ 冊子 １

08‐B6‐12 農事企業ノ振興ニ肝要ナル事項 南洋拓殖株式会社？ 不明 切紙 ２

08‐B6‐13 南洋は招く
権藤重義／
日本公論社

１９３９ 書籍 １

08‐B6‐14 南洋文化映画 南洋通信社 １９４１�折紙 １

08‐B6‐30 最近の南国 坪谷善四郎／博文館 １９１７ 書籍 １

08‐B6‐31
文協パンフレット第四輯
群島の島民と其の文化

野口正幸／
南洋群島文化協会

１９４０ 書籍 １

08‐B6‐32 大南洋
永丘智太郎／
南洋団体連合会

１９４１ 書籍 １

08‐B7‐01 南洋の五年有半
佃光治／
南洋及日本人社

１９２０ 書籍 １

【東南アジア】

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

08‐B5‐04 朝日新輯地図 蘭印 朝日新聞社 １９４２ 地図 １

－３７０－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

08‐B5‐05 operation brotherhood laos

PHILIPPINE
JUNIOR CHAMBER
OF COMMERCE/
JUNIOR CHAMBER
OF LAOS

１９５７�冊子 ２

08‐B5‐06
QUELQUES ARTICLES DE
L’ARTISANAT ET DE LA PETITE
INDUSTRIE KHMERE

MINISTERIE DE
L’INFORMATION
ET DU TOURISME

１９５７ 書籍 １

08‐B5‐07
ETUDES ET DOCUMENTATION
No.9 LES PRODUCTIONS
ARTISANALES

MINISTERE DE
L’INFORMATION

１９５８ 書籍 ２

08‐B5‐08
ETUDES ET DOCUMENTATION
No.10 LES PRODUCUTIONS
INDUSTRIELLES

MINISTERE DE
L’INFORMATION

１９５８ 書籍 ３

08‐B5‐09
IMPORTERS AND EXPORTERS
DIRECTORY FOR SIAM
SECOND EDITION

MINISTRY OF
COMMERCE

１９２４ 書籍 １

08‐B5‐15 東半球資料第一二号 菅沼貞風伝
福本日南／
南洋経済研究所

１９４１ 書籍 １

08‐B5‐25 泰国に於ける諸民族に就て
常岡悟郎／
南洋経済研究所

１９４０ 冊子 １

08‐B6‐01‐01 TOURS OF THAILAND Siam Jungle Tours 不明 折紙 １

08‐B6‐01‐02
PLAN OF BANGKOK FOR
TOURISTS

不明 不明 地図 １

08‐B6‐02
南洋資料第十四号
蘭印に於けるラミーの栽培

南洋経済研究所 １９４２ 冊子 １

08‐B6‐04 蘭領東印度鉱物資源留保地域
社団法人
海外鉱業協会

１９４１ 冊子 ２

08‐B6‐05 蘭領印度民族史
外務省調査部監修／
日本国際協会

１９３６ 書籍 １

08‐B6‐06 INDONESIA IN BRIEF Susi S. Prawirawinata
１９５０
年代
後半�

書籍 １

08‐B6‐07
拓殖パンフレット第八輯
マニラ麻栽培と日本人

古川義三／
財団法人
拓殖奨励館

１９３９ 書籍 １

08‐B6‐08
GEOLOGY AND MINERAL
RESOURCES OF THE
PHILIPPINE ISLANDS

Warren D. Smith １９２４ 書籍 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３７１－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

08‐B6‐15
南洋資料第九号
黄麻の研究
附仏領印度支那に於ける黄麻

南洋経済研究所 １９４２ 書籍 １

08‐B6‐16 南方衛生資料第四輯 仏印衛生事情 日本公衆保健協会 １９４２ 書籍 １

08‐B6‐17

南洋資料第十三号
印度支那に於ける仏国の医療事業
の沿革
附 老 国に於ける医療救護

南洋経済研究所 １９４１ 冊子 １

08‐B6‐18
アジア諸国便覧叢書１６
タイ王国便覧

時事通信社 １９５６ 書籍 １

08‐B6‐19
南方衛生調査資料第十輯
ヒリッピン衛生事情（続編）

日本公衆保健協会 １９４２ 書籍 １

08‐B6‐20
南洋資料第八号
比律賓群島の標準語

南洋経済研究所 １９４１ 冊子 １

08‐B6‐21
南洋資料第五号
ダヴァオ開拓の回顧と展望

南洋経済研究所 １９４１ 冊子 １

08‐B6‐22

地学雑誌 昭和十八年七月刊第五
十五号第六百五十三号
呂宋島中央平野に於ける経済的石
油鉱床の可能性に就いて

理学士 富田芳郎 １９４３ 冊子 １

08‐B6‐23 詳解 比島事情 平塚武・班目文雄 １９４２ 書籍 １

08‐B6‐24 CEYLON CALLING!
Ceylon Government
Tourist Bureau

１９５２ 書籍 １

08‐B6‐25 躍進するパキスタン 日本パキスタン協会 １９５８ 書籍 １

08‐B6‐26 最新 仏領印度支那全図
財団法人
日本拓殖協会

不明 地図 １

08‐B6‐27 拓殖叢書第一篇 仏領印度支那
財団法人
日本拓殖協会

１９４１ 書籍 １

08‐B6‐28
南洋資料第五一号
インドネシヤ協同組合発達小史

財団法人
日本拓殖協会

１９４２ 冊子 １

08‐B6‐29
南方衛生調査資料第二輯
蘭印衛生事情

日本公衆保健協会 １９４２ 書籍 １

08‐B7‐02 ベトナム賠償の意義
永田正義／
日本ヴェトナム協会

１９５９ 書籍 １

08‐B7‐03
文協パンフレット第五輯
怯ゆる蘭印

森田幸雄／
南洋群島文化協会

１９４０ 書籍 １

08‐B7‐04 印度・印度支那
久留島秀三郎／
相模書房

１９３９ 書籍 １

－３７２－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

08‐B7‐05 緬甸研究資料第四号 緬甸歴史概説 緬甸問題研究会 １９４１ 冊子 １

08‐B7‐06 東半球一〇二九号 最近の緬甸事情 東半球協会 １９４１ 冊子 １

08‐B7‐07
南方衛生調査資料第八輯
セイロン島・ニュージーランド
衛生事情

日本公衆保健協会 １９４２ 書籍 １

08‐B7‐08‐01 MAP Calcutta & Howrah DIPTI PRINTING 不明 地図 １

08‐B7‐08‐02
A GUIDE TO CALCUTTA 4TH
EDITION

W. S. BIRNEY 不明 書籍 １

08‐B7‐09
Bibliography of the Philippine
Islands

Institute of the Pacific １９４１ 書籍 １

08‐B7‐10
GENERALIZED GEOLOGICAL
MAP OF THE PHILIPPINE
ISLANDS

不明 不明 地図 １

08‐B7‐11
南方衛生調査資料第一輯
マレー及フイリツピン衛生事情

日本公衆保健協会 １９４２ 冊子 １

【アメリカ】

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

04‐A5‐02‐01

Lower Liao River Conservancy,
NEWCHWANG
ANNUAL REPORT ON
DREDGING, TRAINING AND
PROTECTIVE WORK IN THE
LOWER RIVER

Lower Liao River
Conservancy Board

１９２３ 冊子 １

04‐A5‐02‐02
ENGINEER-IN-CHIEFS ANNUAL
REPORT FOR 1924

Upper Liao River
Conservancy

１９２４ 仮綴 １

04‐A5‐02‐03 （Plan Map）
Lower Liao River
Conservancy

１９２３ 地図 １２

【学術論文・調査（１９４５年以前）】

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

02‐A2‐10 Notes on Continental Geology P. Teilhard de Chardin
１９３６
～３７

冊子 １

02‐A3‐17
日本学術協会 第拾参回大会報告
（昭和十二年度）

日本学術協会
満洲出張所

１９３７ 冊子 １

02‐A3‐40
資源科学諸学会連盟講演集 第三輯
内蒙古渾善達克砂丘地帯の学術調査

資源科学諸学会連盟 １９４１ 冊子 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３７３－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

03‐A4‐12‐01

“Migration of Geosynclines”
Contributions from the Geological
Institute of the National University
Peking No.6

A. W. Grabau １９２４ 書籍 １

03‐A5‐02‐01 地理学報 第二巻第一期 中国地理学会 １９３５ 書籍 １

03‐A5‐02‐02 地理学報 第二巻第二期 中国地理学会 １９３５ 書籍 １

03‐A5‐02‐03 地理学報 第二巻第三期 中国地理学会 １９３５ 書籍 １

03‐A5‐02‐04 地理学報 第二巻第四期 中国地理学会 １９３５ 書籍 １

03‐A5‐02‐05 地理学報 第三巻第一期 中国地理学会 １９３６ 書籍 １

03‐A5‐02‐06 地理学報 第三巻第三期 中国地理学会 １９３６ 書籍 １

04‐A7‐20 山西地理紀要名賢概略合編 山西省文化委員会 １９４１ 書籍 １

05‐A7‐06‐17
高麗雉子北満雉子ノ分布調査表ニ
関スル注意事項

不明 不明 仮綴 １

05‐A7‐10
The Geology & Mineral Resources
of South Manchuria

Geological Insititute
South Manchuria
Railway Company

１９２６ 冊子 １

05‐A8‐05 ゴビの沙漠
ゴビ沙漠学術探検隊／
目黒書店

１９４３ 書籍 １

06‐B1‐09
THE GEOLOGY AND MINERAL
RESOURCES OF THE JAPANESE
EMPIRE

商工省 １９２６ 書籍 １

06‐B1‐11‐01
地質研究所 集刊 第参号
李捷 湖北蒲圻嘉魚咸 崇陽武昌
等縣地質

李捷／
国立中央研究院
地質研究所

１９２８ 書籍 １

06‐B1‐11‐02
国立中央研究院地質研究所
叢刊 第五号

国立中央研究院
地質研究所

１９３６ 書籍 １

06‐B1‐11‐03
国立中央研究院地質研究所 集刊
第十一号

国立中央研究院
地質研究所

１９３５ 書籍 １

06‐B2‐01‐01 地質論評 第一巻第一期 中国地質学会 １９３６ 書籍 １

06‐B2‐01‐02 地質論評 第一巻第二期 中国地質学会 １９３６ 書籍 １

06‐B2‐01‐03 地質論評 第一巻第三期 中国地質学会 １９３６ 書籍 １

06‐B2‐01‐04 地質論評 第一巻第四期 中国地質学会 １９３６ 書籍 １

06‐B2‐01‐05 地質論評 第一巻第五期 中国地質学会 １９３６ 書籍 １

06‐B2‐01‐06 地質論評 第一巻第六期 中国地質学会 １９３６ 書籍 １

06‐B2‐01‐07 地質論評 第二巻第一期 中国地質学会 １９３７ 書籍 １

06‐B2‐01‐08 地質論評 第二巻第二期 中国地質学会 １９３７ 書籍 １

－３７４－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

06‐B2‐01‐09 地質論評 第二巻第三期 中国地質学会 １９３７ 書籍 １

06‐B2‐01‐10 地質論評 第二巻第四期 中国地質学会 １９３７ 書籍 １

06‐B2‐01‐11 地質論評 第二巻第五期 中国地質学会 １９３７ 書籍 １

06‐B2‐02‐01
Records of the Geological
Committee of the Russian Far East
No.36

Geological Committee
of the Russian Far
East

１９２５ 書籍 １

06‐B2‐02‐02
Records of the Geological
Committee of the Russian Far East
No.45

Geological Committee
of the Russian Far
East

１９２６ 書籍 １

06‐B2‐02‐03
Records of the Geological
Committee of the Russian Far East
No.46

Geological Committee
of the Russian Far
East

１９２６ 書籍 １

【学術論文・調査（１９４６年以後）】

受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

03‐A4‐02‐01

“Continental Drift and the Present
Velocity of Shift of the Continental
Margin of Eastern Asis” Research
on the Post Climate and Continental
Drift

Ting-Ying H. Ma １９５７ 冊子 １

03‐A4‐02‐02
“Continental Drift and Polar
Wandering”Research on the Post
Climate and Continental Drift

Ting-Ying H. Ma １９６０ 冊子 １

03‐A4‐02‐03

“The Causes and Process of
Development of Palaeozoic
Glaciation” Research on the Post
Climate and Continental Drift

Ting-Ying H. Ma １９６２ 冊子 １

03‐A4‐02‐04

“The Last Sudden Total
Displacement of the Earth Mantle
and Dating of When Taiwan Was
Lasr Land Connection to the
Mainland of China” Research on the
Post Climate and Continental Drift

Ting-Ying H. Ma １９６４ 冊子 １

03‐A4‐02‐05 Acta Geologica Taiwanica Vol. 1 No. 1
The National Taiwan
University

１９４７ 冊子 １

03‐A4‐02‐06 Acta Geologica Taiwanica Vol. 2 No. 1
The National Taiwan
University

１９４８ 冊子 １

戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料 －３７５－



受入番号 資料名 作成者 作成年 形態 数

03‐A4‐10

“Alteration of Sedimentary Facies
on the Ocean Bottom and Shortness
of the Period of Diastrophism after
a Sudden Total Displacement of the
Solid Earth Shell”Oceanographia
Sinica, Volume 2

Ting-Ying H. Ma １９５５ 冊子 １

03‐A4‐11

“Twin Origin of the Submarine
Canyons around Taiwan and the
Quaternary Glaciation in Taiwan as
Bass for Refutation of the Turbidity
Current Theory and the So-Called
“Great Ice Age” as Due to Universal
Lowering of Temperature”
Oceanographia Sinica, Volume 8

Ting-Ying H. Ma １９６３ 冊子 １

04‐A6‐04‐24
（地理学・地質学に関する論文の
要約カード）

ZWL-Dok. -Dienst
Regionale Geographie,
Dtsch.f.Landerkunde

不明 切紙 １０

06‐B1‐10‐01
ACTA GEOLOGICA TAIWANICA
No. 9

National Taiwan
University

１９６１ 書籍 １

06‐B1‐10‐02
ACTA GEOLOGICA TAIWANICA
No. 8

National Taiwan
University

１９６０ 書籍 １

06‐B1‐10‐03 中国地質学会 会刊 第七号 中国地質学会 １９６４ 書籍 １

06‐B1‐10‐04 中国地質学会 会刊 第六号 中国地質学会 １９６３ 書籍 １

06‐B1‐10‐05 中国地質学会 会刊 第五号 中国地質学会 １９６２ 書籍 １

06‐B1‐10‐06 中国地質学会 会刊 第四号 中国地質学会 １９６１ 書籍 １

06‐B1‐10‐07 中国地質学会 会刊 第三号 中国地質学会 １９６０ 書籍 １

06‐B1‐10‐08 中国地質学会 会刊 第二号 中国地質学会 １９５９ 書籍 １

06‐B1‐10‐09 中国地質学会 会刊 第一号 中国地質学会 １９５８ 書籍 １

06‐B1‐12‐01 中国地質学会 専刊 第一号 中国地質学会 １９６２ 書籍 １

06‐B1‐12‐02
ACTA GEOLOGICA TAIWANICA
No. 6

National Taiwan
University

１９５４ 書籍 １

06‐B1‐12‐03
ACTA GEOLOGICA TAIWANICA
No. 10

National Taiwan
University

１９６３ 書籍 １

－３７６－ 戦時期満洲・中国・南洋群島における資源調査関連史料


