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◆OH (６５２ｐ図版６３枚 １９ｃｍ)
明日のある農業 -大衆の農政- 放送事業－年鑑
園田清充／著 OH/69/5 1109228476
全国農業改良普及協会 １９７４．１
(２７３ｐ ２１ｃｍ)

OH/61/45 1109206662 ◆OH
ＮＨＫ年鑑 １９６８
日本放送協会／編

◆OH 日本放送出版協会 １９６８．９
新しい貿易政策をもとめて -プレビッシュ報告- (６１１ｐ ２７ｃｍ)
外務省／訳 放送事業－年鑑
国際日本協会 １９６４．４ OH/69/8 1109228500
(２１３ｐ ２１ｃｍ)
貿易政策

OH/67/6 1109212702 ◆OH
塩業組合中央会会員及び傘下団体名簿 昭和３３年４月現在
塩業組合中央会 １９５８．４

◆OH (１冊 １８ｃｍ)
アメリカのテレビネットワーク -機能と運営- OH/66/3 1109212124
今道潤三／著
広放図書 １９６２．６
(５６７，８８ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
テレビジョン 塩業諸論

OH/69/4 1109228468 高木利夫／編
瀬戸田塩業組合研究室 １９６１．５
(１２９ｐ ２６ｃｍ)

◆OH 塩業
一本のあきびんから -リサイクリング事始- OH/66/4 1109212157
山村徳太郎／著
日本経済新聞社 １９７９．２
(１９３ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
廃物利用 塩業整備報告 第２巻（資料編）

OH/60/21 1109196517 日本専売公社塩業部／編
日本専売公社 １９６６．４
(７９０ｐ ２７ｃｍ)

◆OH 内容：製塩写真集，年表，塩業経済実例調査集計表，塩業統計
海とともに 資料表，製塩地地図
藤森俊夫／著 OH/66/13 1109212546
海洋文化振興 １９５７．７
(２５７ｐ １９ｃｍ)

OH/68/3 1109220069 ◆OH
塩業整備報告 第１巻
日本専売公社塩業部／編

◆OH 日本専売公社 １９６６．４
海の紳士録 (１２３９，９ｐ ２７ｃｍ)
朝日新聞社／編 OH/66/12 1109212538
朝日新聞社 １９６２．１２
(２４６ｐ １８ｃｍ)
海洋動物 ◆OH

OH/66/25 1109212645 園芸統計要覧 １９６６
地球出版 １９６６．８
(２３０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/60/2 1109206803
海の若人
須川邦彦／著
海洋文化振興 １９５５．２ ◆OH
(２２６ｐ １８ｃｍ) 塩俗問答集

OH/66/1 1109212132 渋沢敬三／編
慶友社 １９６９．６
(２２７ｐ ２１ｃｍ)

◆OH 常民文化叢書
ＥＸＰＯ′７０ -おおさか・きょうと・なら・こうべ- OH/66/11 1109212520
電通／企画編集
住友グループ １９７０．２
(２０８ｐ １８ｃｍ) ◆OH
日本万国博覧会 沖縄国際海洋博覧会公式記録 総合編

OH/60/14 1109211886 沖縄国際海洋博覧会協会 １９７６．７
(４００ｐ（図共） ２９ｃｍ)
国際海洋博覧会（沖縄）

◆OH OH/60/25 1109211944
ＮＨＫ年鑑 １９６２
日本放送協会／編
日本放送出版協会 １９６１．１２
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◆OH
海運盛衰記 ◆OH
住田正一／著 観光うらおもて
創元社 １９５４．５ 平山孝／著
(３，２０４ｐ １８ｃｍ) 真珠書院 １９６４．９
海運－日本－歴史 (２５６ｐ １９ｃｍ)

OH/68/2 1109220051 観光事業
OH/68/15 1109228286

◆OH
海運夜話 ◆OH
広幡忠隆／著 観光事業
訂正増補 入沢文明，秦正宣／共著
海洋文化振興 １９５３．３ 有斐閣 １９６０．１０
(３０８ｐ １９ｃｍ) (１７６ｐ １８ｃｍ)

OH/68/1 1109220044 日本経済の産業シリーズ
観光事業

OH/68/9 1109228229
◆OH

海外市場白書 -付属統計集- １９６６年版
日本貿易振興会 １９６６．２ ◆OH
(４００ｐ ２１ｃｍ) 危機の農政 -国土開発・技術革新の中の新しい可能性-
貿易 武田邦太郎／著

OH/67/18 1109213213 教育社 １９７９
(１７９ｐ １８ｃｍ)

OH/61/54 1109206761
◆OH

海外市場白書 -概観・地域編- １９６６年版
日本貿易振興会 １９６６．２ ◆OH
(９，７３７，６，４ｐ ２１ｃｍ) 危険なドライバー
貿易 宇留野藤雄／著

OH/67/29 1109213320 朝日新聞社 １９６４．６
(２０６ｐ １８ｃｍ)
コンパクト・シリーズ

◆OH OH/68/6 1109220093
海外農業実習生の経営近代化への途 -国際農友会２０年の歩み
から-
国際農友会２０周年記念事業実行委員会／編 ◆OH
国際農友会 １９７２．４ 教育農場五十年
(５９８ｐ ２２ｃｍ) 留岡清男／著

OH/61/53 1109206753 岩波書店 １９６４．９
(３２８ｐ １９ｃｍ)

OH/61/39 1109206613
◆OH

外国貿易の理論
藤井茂／著 ◆OH
巌松堂書店 １９４２．３ 漁港二十年史
(３１６ｐ ２２ｃｍ) 全国漁港協会 １９６８．１２

OH/67/7 1109213114 (３６０ｐ（図共） ２２ｃｍ)
OH/68/10 1109228237

◆OH
家庭における愛犬の訓練としつけ方 ◆OH
塩屋賢一／著 近畿日本ツーリスト１０年史
ニュー・モラル出版者 １９５５．５ 近畿日本ツーリスト １９６５．９
(１４６ｐ １９ｃｍ) (１８７ｐ ２２ｃｍ)

OH/64/2 1109212009 OH/68/24 1109228377

◆OH ◆OH
株式会社阪急百貨店２５年史 近代化すすむ日本の産業
株式会社阪急百貨店社史編集委員会／編 東洋経済新報社／編
阪急百貨店 １９７６．９ 東洋経済新報社 １９６０．１１
(９２１ｐ ２７ｃｍ) (７，３９０ｐ ２６ｃｍ)

OH/67/23 1109213262 日本－産業
OH/60/9 1109196475

◆OH
かもめ会 ◆OH
かもめ会 ［１９６７．８］ 近代職業会計人史
(１冊 ２５ｃｍ) 加藤和男／著

OH/67/13 1109213171 全日本計理士会職業会計人史編纂委員会 １９７３．９
(５３２ｐ ２７ｃｍ)
会計士
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OH/67/25 1109213288

◆OH
◆OH 国際的観点からみた農業問題 -わが国農業の未来像-

近代日本の農村的起源 日本経済調査協議会 １９６５．１１
トマス・Ｃ．スミス／〔著〕 大塚久雄／監訳 (３７５ｐ ２２ｃｍ)
岩波書店 １９７０．６ 調査報告
612.1 農業経済
(３４３，２５ｐ １９ｃｍ) OH/61/7 1109196590
農村－日本－歴史

OH/61/37 1109206597
◆OH

国際貿易論 上巻
◆OH ハーバラー／著 松井清・岡倉伯士／共訳

組合貿易十年の歩み 有斐閣 １９３７．９
組合貿易／編 (３４１ｐ ２３ｃｍ)
組合貿易 １９７１．６ OH/67/8 1109213122
(１２４ｐ ２７ｃｍ)

OH/67/12 1109213163
◆OH

国鉄ざっくばらん -“赤字の王様”のひとりごと-
◆OH 高木文雄／著

経営改善への道 -山村の新しい農民像を求めて- 東洋経済新報社 １９７７．１２
兼古朝史／著 (２４１ｐ １９ｃｍ)
全国林業改良普及協会 １９６４．３ Ｖ－Ｂｏｏｋｓ
(１６９ｐ １９ｃｍ) 日本国有鉄道
林業改良普及叢書 OH/68/20 1109228336

OH/65/2 1109212025

◆OH
◆OH 国鉄物語

激動期の農村問題 門田勲／著
近藤康男／著 朝日新聞社 １９６４．１２
東京大学出版会 １９５５．９ (３３８ｐ １９ｃｍ)
(６，２２９ｐ ２２ｃｍ) OH/68/4 1109220077
農村

OH/61/9 1109196616
◆OH

国家生活と農業
◆OH 大槻正男／著

現代日本海運史観 岩波書店 １９３９．１１
米田富士雄／著 (２８９ｐ ２２ｃｍ)
海事産業研究所 １９７８．１１ 農業経済
(４９７ｐ １９ｃｍ) OH/61/12 1109196640

OH/68/14 1109228278

◆OH
◆OH 米

現代日本の農業と農民 福島要一／著
東畑精一，神谷慶治／共編 岩波書店 １９５２．２
岩波書店 １９６４．３ (１８２ｐ １８ｃｍ)
(５４１，５ｐ ２２ｃｍ) 岩波新書
日本農業の全貌 OH/61/30 1109206522
農村問題

OH/61/3 1109196558
◆OH

災害対策基本法 -沿革と解説-
◆OH 野田卯一／著

現代文明と農業問題 全国防災協会 １９６３．９
栗原藤七郎／著 (５０１ｐ １９ｃｍ)
未来社 １９６８．５ OH/60/5 1109211811
(２９５ｐ １９ｃｍ)

OH/61/44 1109206670
◆OH

産業革命期の人びと
◆OH チョロナー／著 武居良明／訳

香辛料 ４ 未来社 １９６７．９
山崎峯次郎／著 (２１１，１１ｐ １９ｃｍ)
１９７８．６ 産業革命
(３５６ｐ ２２ｃｍ) OH/60/16 1109211894
参考文献：ｐ３４９～３５６
香辛料

OH/61/56 1109206787
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◆OH
産業政策 第６巻第８号 有機農業
産業政策研究所／［編］ OH/61/52 1109206746
産業政策研究所 １９６５．１０
(２６６ｐ ２６ｃｍ)

OH/68/7 1109220101 ◆OH
自動車免許受験者本位の早わかり新交通法解説 -一目でわかる
図解説明-

◆OH 全国自動車免許指導会／編
産業の規模と能率 土屋書店 １９６５．２
Ｅ．Ａ．Ｇ．ロビンソン／著 黒松巌／訳 (８８，１００ｐ １８ｃｍ)
有斐閣 １９６９．５ OH/68/5 1109220085
(２１６ｐ １９ｃｍ)

OH/60/13 1109211878
◆OH

支那の農業と工業
◆OH Ｒ．Ｈ．トーネイ／著 浦松佐美太郎・牛場友彦／訳

山村の農業経営 岩波書店 １９３５．１０
堀越久甫／著 (２２９，４ｐ ２２ｃｍ)
全国林業改良普及協会 １９６４．９ OH/61/16 1109196681
(２０５ｐ １９ｃｍ)
林業改良普及叢書
農業経営 ◆OH

OH/61/26 1109206480 社会主義的工業化と資本蓄積構造 -ハンガリーの歴史的経験-
平泉公雄／著
アジア経済研究所 １９７９．３

◆OH (２９９ｐ ２２ｃｍ)
サンマ資源 -その生物学的考察とその漁業- アジア経済調査研究双書
堀田秀之／著 OH/61/36 1109206589
日本水産資源保護協会 １９６４．８
(９６ｐ ２１ｃｍ)
水産研究叢書 ◆OH

OH/66/15 1109212561 “純生”の挑戦 -ビール戦争にみる後発戦略-
二宮欣也／著
ぺりかん社 １９６８．４

◆OH (２２０ｐ １９ｃｍ)
塩と碑文 ビール
水上清／著 OH/60/10 1109211845
塩業組合中央会 １９６６．１
(１５０ｐ ２２ｃｍ)
製塩 金石・金石文 記念碑 ◆OH

OH/66/18 1109212587 商業簿記要論
根岸正一／著
宝文館 １９２６．１２

◆OH (５７６，１０ｐ ２３ｃｍ)
塩の話あれこれ OH/67/14 1109213197
日本専売公社
１９７０．４
(１９０ｐ １８ｃｍ) ◆OH
塩 証券百年史

OH/66/16 1109212579 日本経済新聞社 １９７８．９
(４５７ｐ ２２ｃｍ)

OH/67/27 1109213304
◆OH

事業の概要と道路統計 ［１９６５年版］
日本道路公団 １９６５．１０ ◆OH
(１６３ｐ １５ｃｍ) 商品取引所論体系 １

OH/68/16 1109228294 全国商品取引所連合会／著
全国商品取引所連合会 １９７９．２
(２５０ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 商品取引所法
四国鉄道７５年史 OH/67/19 1109213221
四国鉄道７５年史編さん委員会／編
日本国有鉄道四国支社 １９６５．４
(４６４ｐ ３１ｃｍ) ◆OH
鉄道－歴史 将来の食糧と農業 -アメリカ農業の基本対策に関する提言-

OH/68/13 1109228260 産業計画会議／訳
大成出版社 １９６７．１２
(３５９ｐ ２１ｃｍ)

◆OH OH/61/57 1109206795
自然農法私考
広江美之助／著
１９７６ ◆OH
(２４６，６７，［５６］ｐ ２６ｃｍ) 昭和農政談
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東畑四郎／著 OH/67/32 1109334365
家の光協会 １９８０．２
(３３９ｐ ２０ｃｍ)
日本－農業－歴史－昭和時代 農業政策－日本 ◆OH

OH/61/8 1109196608 製品生産の変遷 -写真集-
高知営林局／［編］
高知営林局 １９７３

◆OH (１冊 ２７ｃｍ)
食糧危機突破 国有林 高知営林局
菅原通済／著 OH/65/12 1109306017
常盤山文庫出版部 １９７５．５
(３５４ｐ １９ｃｍ)

OH/61/55 1109206779 ◆OH
世界を毒化せんとする共匪の陰謀
世界反共連盟中華民国分会 １９７２．５

◆OH (９５ｐ １９ｃｍ)
食糧危機と日本農業の展望 -戦略物資食糧の解決策を探る- OH/61/58 1109334811
武田邦太郎／著
教育社 １９７５．４
(２１９ｐ １９ｃｍ) ◆OH
危機と展望叢書 世界をもてなす館 -ホテルオークラサービス戦線トップの秘訣
食糧問題 -

OH/61/60 1109336162 弘済出版社 １９７９
(２２９ｐ ２０ｃｍ)
ビッグ・ワン　明日に生きる企業シリーズ

◆OH OH/68/21 1109228344
白い雲をかえせ -私の名は広告界のゲリラ-
島崎保彦／著
産業能率短期大学出版部 １９７１．１０ ◆OH
(３０４ｐ １９ｃｍ) 世界の中の日本漁業 -その前進を阻むものはなにか-
広告 奥野正巳／著

OH/67/10 1109213148 日本国際問題研究所 １９６５．１
(１９７ｐ １８ｃｍ)
国際問題シリーズ

◆OH 漁業
新日本証券十年史 OH/66/2 1109212140
新日本証券社史編纂委員会／編
１９７７．９
(２７３ｐ　図　肖像 ２７ｃｍ) ◆OH
年表：ｐ．２３３～２７３ 世界貿易事典 第４巻
新日本証券株式会社 海外貿易振興会／編

OH/67/28 1109213312 日本経済新聞社 １９６９．３
(５２５ｐ ２７ｃｍ)
貿易

◆OH OH/67/5 1109212694
新農業政策と農業経営革命の構想
新農業開発連盟 ［１９７２］
(６６ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/61/41 1109206639 世界貿易事典 第３巻
海外貿易振興会／編
日本経済新聞社 １９６８．１２

◆OH (３５５ｐ ２７ｃｍ)
人類の進歩と調和 -大阪開催のあゆみ- 貿易
大阪府 １９７０．１２ OH/67/15 1109213189
(２１７ｐ ２６×２７ｃｍ)
万国博覧会（大阪）

OH/60/15 1109196483 ◆OH
戦後産業史への証言 ３
エコノミスト編集部／編

◆OH 毎日新聞社 １９７８．２
スピード１００年 -日本の鉄道- (３２９，５ｐ ２０ｃｍ)
毎日新聞社／編 日本－産業 エネルギー政策 軍需工業
毎日新聞社 １９６９．３ OH/60/17 1109211902
(２０７，４，６ｐ １９ｃｍ)

OH/68/17 1109228302
◆OH

戦後政党の農林水産政策集 上巻
◆OH 国立国会図書館調査立法考査局 １９６６．３

成長するサービス産業 (４４１ｐ ２１ｃｍ)
Ｖｉｃｔｏｒ　Ｒ．Ｆｕｃｈｓ／著 調査資料
日本経済調査協議会 １９６６．９ OH/61/20 1109206423
(５０ｐ ２２ｃｍ)
日経調資料
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◆OH １９７３
戦後政党の農林水産政策集 下巻 (１冊 ２７ｃｍ)
国立国会図書館調査立法考査局 １９６６．３ 林道
(９３３ｐ ２１ｃｍ) OH/65/10 1109212108
調査資料

OH/61/21 1109206431
◆OH

中共・農村点描 第１集
◆OH 綜合研究所／［編］

戦後農政の追求 綜合研究所 １９６５．８
足鹿覚／著 (１０５ｐ １９ｃｍ)
足鹿覚農政論集刊行会 １９６４．１２ OH/61/27 1109206498
(６０２ｐ ２２ｃｍ)
農業政策

OH/61/10 1109196624 ◆OH
土に叫ぶ -愛郷愛土-
松田甚次郎／著

◆OH 羽田書店 １９３８．５
造林の変遷 (１１，２，７，３９３ｐ ２０ｃｍ)
高知営林局／編 農村－山形県
高知営林局 １９７３．７ OH/61/48 1109206704
(２６１ｐ ２７ｃｍ)

OH/65/11 1109212116
◆OH

逓信振興年鑑 １９６５年度版
◆OH 政策時報 １９６５．７

造林の変遷 続 (１５１ｐ ２７ｃｍ)
高知営林局／編 OH/69/9 1109228534
１９７４．３
(１８８ｐ ２７ｃｍ)

OH/65/9 1109212090 ◆OH
逓信振興年鑑 １９６６年度版
政策時報 １９６６．３

◆OH (７１ｐ ２７ｃｍ)
体験的放送論 OH/69/10 1109228542
春日由三／著
日本放送出版協会 １９６７．１
(３３１ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/69/3 1109228450 東亞農業生産指数の研究 -内地・挑戦・台湾の部-
山田勇／著
日本評論社 １９４２．３

◆OH (１３，４０１，２１ｐ ２２ｃｍ)
地域開発と国民福祉 -日本列島の未来像- 東京商科大学東亞経済研究所研究叢書
伊藤善市／著 OH/61/13 1109196657
日本労働協会 １９７２．３
(１８８ｐ １８ｃｍ)
ＪＩＬ文庫 ◆OH

OH/60/26 1109336352 東海経済の推進力 -懇話会の活動概要- 昭和４４年版
東海経済懇話会事務局／編
東海産業経済調査所 １９６９．５

◆OH (３２４ｐ ２２ｃｍ)
チェイン・ストアの理論と実際 OH/60/3 1109196442
経営管理研究会／著
経営管理研究会 １９５７．１２
(３２１ｐ １９ｃｍ) ◆OH
チェーンストア 東海経済の推進力 -懇話会の活動概要- 昭和４５年版

OH/67/4 1109212686 東海経済懇話会事務局／編
東海産業経済調査所 １９７０．５
(３２８ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/60/3-2 1109229383
治山事業五十年史
日本治山治水協会 ［１９６０］
(４５６ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
治山政策とその政治経済的背景(藤村重任) 治山行政の進展(武 東京１２チャンネル１５年史
藤博忠,若江則忠) 治山に関する試験研究の推移(荻原貞夫,川 東京１２チャンネル・社史編纂委員会／編
口武雄,玉手三棄寿) 治山技術の変遷(難波宜士) 公有林野政策 東京１２チャンネル １９７９．４
に関する二,三の記録(遠藤治一郎) 外郭団体とその活動(村井 (１０４ｐ ２７ｃｍ)
清一) 関係資料(大沢豊) OH/69/7 1109228492

OH/61/15 1109196673

◆OH
◆OH 東京地下鉄道東西線建設史

治山林道の変遷 -写真集- 帝都高速度交通営団／編
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帝都高速度交通営団 １９７８．７ 日本専売公社 １９７５．３
(８２９，１５ｐ ２７ｃｍ) (１０２０ｐ　図 ２３ｃｍ)
地下鉄道－東京 内容：播磨国塩田史料，備前国塩田史料，備中国塩田史料，備

OH/68/28 1109228419 後国・安芸国塩田史料，周防国塩田史料，伊予国塩田史料，讃
岐国塩田史料
製塩－歴史

◆OH OH/66/22-2 1109318582
東南アジア開発選書 ６
鹿島平和研究所／編
鹿島研究所出版会 １９６７．８ ◆OH
(３０２，４ｐ １９ｃｍ) 日本塩業大系 史料編　近世　２
後進国開発 東南アジア－経済 東南アジア－開発計画 日本塩業大系編集委員会／編

OH/60/7 1109211837 日本専売公社 １９７６．３
(１０８６ｐ　図１９枚 ２３ｃｍ)
内容：播磨国塩田史料，讃岐国塩田史料，阿波国塩田史料，能

◆OH 登国塩田史料，十州塩田同盟史料
トヨタのあゆみ -創立４０周年記念- 製塩－歴史
トヨタ自動車工業 １９７８．３ OH/66/22-3 1109318590
(５６８ｐ ２３ｃｍ)

OH/68/25 1109228385
◆OH

日本塩業大系 史料編　近世　４
◆OH 日本塩業大系編集委員会／編

二十年史 日本専売公社 １９７５．３
１９７２ (１２３６ｐ　図 ２３ｃｍ)
(８９４ｐ　図　肖像 ２７ｃｍ) 内容：竹原塩田誌（小山季興編）
日本証券業協会連合会 製塩－歴史

OH/67/26 1109213296 OH/66/22 1109306090

◆OH ◆OH
２０年のあゆみ １９５４－１９７４ 日本塩業大系 史料編　近・現代　１
日本国際貿易促進協会関西本部 １９７４．１１ 日本塩業大系編集委員会／編
(７６ｐ ２７ｃｍ) 日本専売公社 １９７５．３

OH/67/21 1109213247 (９０５ｐ　図 ２３ｃｍ)
内容：十州塩田同盟・同業会・組合関係史料，十州塩田組合紛
争関係史料，大日本塩業同盟会関係史料，大日本塩業協会関係

◆OH 史料，全国塩田同盟会関係史料
日韓漁業対策運動史 製塩－歴史
日韓漁業協議会 １９６８．２ OH/66/20-2 1109318566
(４６８ｐ ２２ｃｍ)

OH/66/14 1109212553
◆OH

日本塩業大系 史料編　近・現代　２
◆OH 日本塩業大系編集委員会／編

日中貿易手冊 -中国市場へのアプローチ- 日本専売公社 １９７６．３
日本貿易振興会 １９７１．７ (３，９，３０，１２４５ｐ　図 ２３ｃｍ)
(３４７ｐ ２２ｃｍ) 内容：明治塩制公文書，明治塩政基本文献

OH/67/11 1109213155 製塩－歴史
OH/66/20 1109212603

◆OH
ニッポン株買います -青い眼の投資戦略を探る- ◆OH
上原剛夫・西谷晋二／著 日本塩業大系 史料編　近・現代　３
日本経済新聞社 １９６９．６ 日本塩業大系編集委員会／編
(１７４ｐ １９ｃｍ) 日本専売公社 １９７６．３
株式相場 (１１４８ｐ　図 ２３ｃｍ)

OH/67/9 1109213130 内容：明治・大正塩業論，明治大正塩業実態調査報告，帝国議
会塩専売法関係議事録
製塩－歴史

◆OH OH/66/20-3 1109318574
日本塩業大系 史料編　古代・中世　１
日本塩業大系編集委員会／編
日本専売公社 １９７４．３ ◆OH
(５６３ｐ　図 ２３ｃｍ) 日本塩業大系 特論・地理
内容：伊予国弓削島荘関係史料，備後国因島関係史料 日本塩業大系編集委員会／編
製塩－歴史 日本専売公社 １９７６．３

OH/66/19-2 1109318608 (９５５ｐ ２３ｃｍ)
製塩－歴史

OH/66/24-2 1109318533
◆OH

日本塩業大系 史料編　近世　１
日本塩業大系編集委員会／編
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◆OH ◆OH
日本塩業大系 史料編　近世　３ 日本塩業の研究 第９集
日本塩業大系編集委員会／編 日本塩業研究会／編
日本専売公社 １９７７．３ 塩業組合中央会 １９６６．３
(３，２７，７９，１１３６ｐ　図１４枚 ２３ｃｍ) (１９８ｐ ２１ｃｍ)
内容：塩生産史料，塩流通史料 製塩
製塩－歴史 OH/66/8 1109212199

OH/66/21 1109212611

◆OH
◆OH 日本塩業の研究 -楫西光速先生・山本明氏追悼記念号- 第８集

日本塩業大系 特論民俗 日本塩業研究会／編
日本塩業大系編集委員会／編 塩業組合中央会 １９６５．３
日本専売公社 １９７７．３ (１８２ｐ ２１ｃｍ)
(６，１１，８２５ｐ ２３ｃｍ) 製塩
製塩－歴史 OH/66/7 1109212181

OH/66/24 1109212637

◆OH
◆OH 日本塩業の研究 第４集

日本塩業大系 史料編　古代・中世　２ 日本塩業研究会／編
日本塩業大系編集委員会／編 塩業組合中央会 １９６１．３
日本専売公社 １９７７．３ (２１０ｐ ２１ｃｍ)
(４，７５，９４５ｐ ２３ｃｍ) 製塩
光明寺関係文書編年目録：ｐ８９５～９４５ OH/66/5 1109212165
製塩－歴史

OH/66/19 1109212595
◆OH

日本塩業の研究 第６集
◆OH 日本塩業研究会／編

日本塩業大系 史料編　近・現代　４ 塩業組合中央会 １９６３．３
日本塩業大系編集委員会／編 (１５０ｐ ２１ｃｍ)
日本専売公社 １９７８．３ 製塩
(２，１３，６４，１２０２ｐ ２３ｃｍ) OH/66/6 1109212173
製塩－歴史

OH/66/23 1109212629
◆OH

日本塩業の研究 第１４集
◆OH 日本塩業研究会／編

日本塩業大系 史料編　考古 日本塩工業会 １９７３．３
日本塩業大系編集委員会／編 (２４０ｐ ２１ｃｍ)
日本専売公社 １９７８．３ 内容：煎塩石釜（広山堯道）　塩業における石炭焚きの始まり
(図版１２６，２１９ｐ ２３ｃｍ) （村上正祥）　入浜式塩田における地主と小作の関係とその変
付：文献 化（重見之雄）
製塩－歴史 OH/66/9 1109212207

OH/66/24-4 1109318558

◆OH
◆OH 日本海運”死闘”の航跡 -集約・再編成史-

日本塩業大系 原始・古代・中世（稿） 代田武夫／著
日本専売公社／編 シッピング・ジャーナル社 １９７９．７
日本専売公社 １９８０．１０ (２７７ｐ ２２ｃｍ)
(４０８ｐ ２３ｃｍ) 海運－日本－歴史
製塩－歴史 OH/68/22 1109228351

OH/66/24-3 1109318541

◆OH
◆OH 日本経済大系 ５

日本塩業の研究 第１７集 小泉明・篠原三代平／編
日本塩業研究会／編 青林書院新社 １９６４．７
日本塩工業会 １９７６．３ (３２９，７ｐ ２１ｃｍ)
(３８４ｐ（図共） ２１ｃｍ) OH/60/6 1109211829
内容：古代官塩流通基地としての磐梨郡「塩納」について（岡
本明郎）　加賀藩能登地方塩田の経営収支状況（河手龍海）　
近世諸藩の塩事情－現地調査覚書（広山堯道）　日本の製塩地 ◆OH
域と塩供給について（第２報）（小沢利雄）　塩浜と牛（村上 日本公社債市場史
正祥）　ドイツにおける土器製塩研究覚え書　２（近藤義郎） 志村嘉一／監修
　近世伊豆諸島の製塩（伊藤好一）　製塩技術改良と小野友五 公社債引受協会 １９８０．９
郎（藤井哲博）　日本塩業研究会第１６回総会報告 (ｘｖｉｉ，４５４，７，１１９ｐ ２２ｃｍ)
製塩 付：公社債市場関係主要年表，公社債基本統計（戦前編，戦後

OH/66/10 1109212512 編）
証券市場 公債 社債

OH/67/30 1109213338
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◆OH ◆OH
日本国有鉄道監査報告書 昭和３７年度 日本農業の展開過程
日本国有鉄道監査委員会／編 東畑精一／著
日本国有鉄道監査委員会 １９６３．８ 増訂
(５４０ｐ ２６ｃｍ) 岩波書店 １９３６．６

OH/68/8 1109228211 (４３６ｐ ２３ｃｍ)
OH/61/2 1109196541

◆OH
日本国有鉄道百年写真史 ◆OH
日本国有鉄道／著 日本の経済と農業 -成長分析- 上巻
日本国有鉄道 １９７２．１０ 東畑精一，大川一司／共編
(４４６ｐ ２７ｃｍ) 岩波書店 １９５６．７
国鉄－歴史 (１１，４２６，６ｐ ２２ｃｍ)

OH/68/12 1109228252 日本農業の全貌
日本－経済 日本－農業

OH/61/5 1109196574
◆OH

日本産業の見方考え方
立花泰治／著 ◆OH
金融財政事情研究会 １９６０．１２ 日本の経済と農業 -構造分析- 下巻
(３３６ｐ １９ｃｍ) 東畑精一，川野重任／共編
銀行員のための教養叢書 岩波書店 １９５６．１２

OH/60/1 1109196434 (１１，３５８，４ｐ ２２ｃｍ)
日本の農業の全貌
日本－経済 日本－農業

◆OH OH/61/6 1109196582
日本地主制史研究
古島敏雄／編
岩波書店 １９５８．６ ◆OH
(１２，４３２ｐ ２２ｃｍ) 日本の山地酪農
地主 猶原恭爾／著

OH/61/34 1109206563 資源科学研究所 １９６６．３
(１２２，２８ｐ ２７ｃｍ)
資源科学シリーズ

◆OH 酪農
日本資本主義と農業 OH/64/1 1109211993
東畑精一，宇野弘蔵／共編
岩波書店 １９５９．７
(１０，４３６，６ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
日本農業の全貌 日本の食糧資源 -日本人と米の歴史-
資本主義－日本 日本－農業 永山久夫／編著

OH/61/4 1109196566 四国新聞社 １９７９．８
(１６４，８４ｐ ３１ｃｍ)
食生活－歴史 食物－歴史

◆OH OH/61/46 1109206688
日本人と中国
団野信夫／著
たいまつ社 １９７９．３ ◆OH
(２１３ｐ １７ｃｍ) 日本の草地社会 -草資源の研究-
たいまつ新書 猶原恭爾／著
農業政策 柏書房 １９７４．７

OH/61/59 1109336139 (２５６ｐ ２６ｃｍ)
OH/61/51 1109206738

◆OH
日本農業生産力構造 ◆OH
山田盛太郎／著 日本のチェ－ンストア -流通革命１０年　垂直統合はどこまで
岩波書店 １９６０．１１ 進むか-
(１０，４２７ｐ ２２ｃｍ) 三島彰，高丘季昭／編
日本－農業 農業経済 日本実業出版社 １９７３

OH/61/35 1109206571 (２５４ｐ １９ｃｍ)
チェ－ンストア

OH/67/20 1109213239
◆OH

日本農業の経済分析 -土地所有-
近藤康男／著 ◆OH
岩波書店 １９５９．４ 日本の農業 -あすへの歩み- ３６
(３９９ｐ ２２ｃｍ) 農政調査委員会 １９６４．１１
土地制度 (１５１ｐ ２１ｃｍ)

OH/61/11 1109196632 OH/61/24 1109206464
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(３５１ｐ ２９ｃｍ)
◆OH OH/60/22 1109196525

日本の農業 -あすへの歩み- ５９
農政調査委員会 １９６８．９
(１１５ｐ ２１ｃｍ) ◆OH

OH/61/43 1109206654 日本不動産研究所の歩み -不動産の研究と鑑定評価をひとすじ
に -
ダイヤモンド社／編

◆OH ダイヤモンド社 １９７３．３
日本の農村 (２０６ｐ １８ｃｍ)
潮見俊隆，渡辺洋三，石村善助，大島太郎，中尾英俊／共著 OH/67/31 1109317071
岩波書店 １９５７．２
(７，４４７ｐ １９ｃｍ)
農村 ◆OH

OH/61/17 1109196699 日本マーケットシェア事典 １９７９年版
矢野経済研究所 １９７９．４
(１２０２ｐ ２７ｃｍ)

◆OH 商品流通－年鑑
日本の輸送革新 １ OH/67/22 1109213254
日通総合研究所／編
日通総合研究所 １９６４．２
(２９９ｐ ２７ｃｍ) ◆OH
運送 庭木と花木

OH/68/11 1109228245 北隆館編集部／［編］
北隆館 １９５６．３
(７４ｐ １８ｃｍ)

◆OH 原色図鑑ライブラリー
日本の輸送革新 ２ OH/62/4 1109211977
日通総合研究所／編
日通総合研究所 １９６４．２
(４５０ｐ ２７ｃｍ) ◆OH
運送 農業基本法の課題と農村

OH/68/11-2 1109228427 国立国会図書館調査立法考査局 １９６１．２
(２９１ｐ ２１ｃｍ)
農業基本法の課題(奥原日出男等) 農業基本法に対する農村の

◆OH 反応(安保隆夫等) 付:農業基本法案要鋼(農林省原案) 農業基
日本万国博覧会記念写真集 本法関連法律案大鋼,農業基本法実施上の重要事項,農業資産相
日本万国博覧会協会／監修 続特例法案(第5国会案) 
万国博グラフ社 １９７０．１０ 農業基本法
(３０８ｐ ３１ｃｍ) OH/61/25 1109206472

OH/60/19 1109211910

◆OH
◆OH 農業経営革命

日本万国博覧会　公式ガイド 池本喜三夫／著
日本万国博覧会協会 １９７０．２ ダイヤモンド社 １９６８．３
(３５２ｐ ２１ｃｍ) (２９６ｐ １９ｃｍ)
万国博覧会 農業経営

OH/60/12 1109211860 OH/61/38 1109206605

◆OH ◆OH
日本万国博覧会政府公式記録 農業経済学
通商産業省企業局／編 カウツキー／著 向坂逸郎／訳
通商産業省 １９７１．３ 中央公論社 １９３２．１２
(３７７ｐ　図２２枚 ３０ｃｍ) (７３４ｐ ２３ｃｍ)
万国博覧会（大阪） OH/61/1 1109196533

OH/60/24 1109211936

◆OH
◆OH 農業生産費論考

日本万国博覧会政府出展報告 大槻正男／著
通商産業省企業局／編 岩波書店 １９４４．２
通商産業省 １９７１．３ (１９３ｐ ２１ｃｍ)
(４０５ｐ　図１７枚 ３０ｃｍ) OH/61/22 1109206449
万国博覧会（大阪）

OH/60/23 1109211928
◆OH

農業の動向に関する年次報告 昭和４６年度
◆OH ［出版者不明］ ［１９７１］

日本万国博覧会と大阪市 (２５８ｐ ２１ｃｍ)
大阪市／編 OH/61/40 1109206621
大阪市 １９７１．３
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７．３０交通方法変更記念誌刊行委員会 １９８０．２
◆OH (１４１ｐ ２２ｃｍ)

農業の動態分析 OH/68/23 1109228369
大川一司／著
如水書房 １９５４．１
(８，３３７，７ｐ ２２ｃｍ) ◆OH
農業経済 ビジネス・コミュニケーション論

OH/61/14 1109196665 中村巳喜人／著
同文館出版 １９７８．３
(２００ｐ ２２ｃｍ)

◆OH OH/67/24 1109213270
農業問題
大内力／著
岩波書店 １９５１．４ ◆OH
(３０１，１０ｐ １８ｃｍ) 一竿釣師木川田生
岩波全書 木川田幸子 １９７７．４
農業問題 (８３ｐ ３７ｃｍ)

OH/61/32 1109206548 OH/66/17 1109253961

◆OH ◆OH
農公園列島 百年の歩み -信濃毎日新聞-
池本喜三夫／著 信濃毎日新聞「百年の歩み」編集委員会／編
東明社 １９７３．６ 信濃毎日新聞社 １９７３．７
(３６１ｐ １９ｃｍ) (５５５ｐ ２７ｃｍ)

OH/61/47 1109206696 OH/62/5 1109211985

◆OH ◆OH
農村の貧困 -一農学徒の覚え書- 百貨店
川田信一郎／著 松田慎三，板倉芳明／共著
東京大学出版会 １９５４．２ 有斐閣 １９６０．３
(１８４ｐ １８ｃｍ) (１７１ｐ　図版１枚 １８ｃｍ)
農村 ＜日本の産業＞シリーズ

OH/61/29 1109206514 百貨店
OH/67/1 1109212652

◆OH
農村法律問題 ◆OH
末弘厳太郎／著 百貨店の話
改造社 １９２４．１１ 日本経済新聞社／編
(３９８ｐ １９ｃｍ) 全訂版
農村問題 日本経済新聞社 １９６１．６

OH/61/19 1109206415 (２１３ｐ １８ｃｍ)
日経文庫
百貨店

◆OH OH/67/3 1109212678
農地改革闘争の歴史
平野力三／著
日刊農業新聞社 １９７２．６ ◆OH
(５７７ｐ ２２ｃｍ) フランス農村物語
農地改革 池本喜三夫／著

OH/61/18 1109196707 第３版
東明社 １９７１．６
(５３４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/61/42 1109206647
伸びゆく日本農業 -山地利用と農業の立体的展開-
野原正勝／著
豊心会 １９６６．５ ◆OH
(９１ｐ ２１ｃｍ) 粉食追放は国民の総意か -国民不在の粉食政策を斬る-
日本農業のビジョン 安達巌／著

OH/61/23 1109206456 総合食品研究所 １９７７．１
(２９３ｐ １９ｃｍ)

OH/61/49 1109206712
◆OH

のびゆくヨーロッパ農業 -ＥＥＣを中心として-
農政調査委員会 １９６７．３ ◆OH
(４３２ｐ ２２ｃｍ) 変革期における地代範疇

OH/61/31 1109206530 山田盛太郎／編
岩波書店 １９５６．９
(４４１ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 序論(山田盛太郎) 世界史的過程(竹内幹敏等) 農地改革と土地
バス業界７．３０の記録 -沖縄の交通方法変更記念誌- 所有の構造(五十棲藤吾等) 討論(山田盛太郎司会 岡田与好編
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集) Ｈ．ヘルマン／著 岡寿麿／訳
OH/61/33 1109206555 鹿島研究所出版会 １９６９．１２

(２３８，５ｐ １９ｃｍ)
ＳＤ選書

◆OH OH/68/18 1109228310
変貌する日本産業
日本長期信用銀行産業研究会／編
日本関税協会 １９７８．７ ◆OH
(３６６ｐ １９ｃｍ) 民間放送十年史

OH/60/18 1109196491 日本民間放送連盟／編
十周年記念版
日本民間放送連盟 １９６１．１２

◆OH (７８２ｐ ２７ｃｍ)
貿易の話 放送事業－歴史
日本経済新聞社／編 OH/69/2 1109228443
７版
日本経済新聞社 １９５５
(２，６，２９６ｐ １８ｃｍ) ◆OH
日経文庫 ものいわぬ農民

OH/67/2 1109212660 大牟羅良／著
岩波書店 １９５８．２
(８，２０８ｐ １８ｃｍ)

◆OH 岩波新書
放送五十年史 農民
日本放送協会／編 OH/61/28 1109206506
１９７７
(８７８ｐ ２７ｃｍ)

OH/69/11 1109228559 ◆OH
やさしい林木調査 ３
菅井信愛／著

◆OH 全国林業改良普及協会 １９６４．１０
放送五十年史 資料編 (１５８ｐ １８ｃｍ)
日本放送協会／編 林業改良普及叢書
１９７７ OH/65/7 1109212074
(８７４ｐ ２７ｃｍ)

OH/69/6 1109228484
◆OH

山手線物語
◆OH 沢寿次／著

放送制度論のために 日本交通公社 １９７１．１２
荘宏／著 (２３３ｐ １８ｃｍ)
日本放送出版協会 １９６３．１１ ベルブックス
(４２３ｐ ２１ｃｍ) OH/68/19 1109228328
放送事業

OH/69/1 1109228435
◆OH

流通百科
◆OH 日本通運 １９６６．３

みかん缶詰の歩み (１０３０ｐ ２８ｃｍ)
みかん缶詰の歩み編集委員会／企画・編集 輸送 商品
日本蜜柑缶詰工業組合 １９７７．１０ OH/60/8 1109196467
(３４４ｐ ２２ｃｍ)

OH/62/1 1109211951
◆OH

林業基本法
◆OH 野原正勝・本名武／共編

三越三百年の経営戦略 -その時経営者は何を決断したか- 地球出版 １９６４．８
高橋潤二郎／著 (３３９ｐ １８ｃｍ)
１９７２ OH/65/6 1109212066
(２４２ｐ（図共） １９ｃｍ)
三越

OH/67/16 1109213205 ◆OH
林業基本法の解説
日本林業協会 １９６４．１１

◆OH (３９４ｐ １９ｃｍ)
三越創業３００年 OH/65/5 1109212058
三越創業三百年記念事業実行委員会 １９７２．１１
(１冊 ２６×３５ｃｍ)

OH/67/17 1109253979 ◆OH
林業農家への旅
大内晃／編著

◆OH 全国林業改良普及協会 １９６３．８
未来の交通 (２８５ｐ １９ｃｍ)
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林業改良普及叢書 ．，ｐｏｒｔ．，ｍａｐｓ ２２ｃｍ)
OH/65/1 1109212017 OH/60/27 1109340537

◆OH ◆OH
林業農家の税知識 Ｎａｔｉｏｎａｌ　　ｐａｒｋｓ　　ｏｆ　　Ｊａｐａｎ
島崎進一／著 Ｂｙ　Ｔｈｅ　　Ｎａｔｉｏｎａｌ　　ｐａｒｋｓ　　ａｓｓ
全国林業改良普及協会 １９６５．９ ｏｉａｔｉｏｎ　　ｏｆ　　Ｊａｐａｎ
(２１４ｐ １９ｃｍ) Ｎｅｗｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ，　Ｉｔｄ． １９５７
林業改良普及叢書 (１３３ｐ ２８ｃｍ)

OH/65/3 1109212033 OH/62/2 1109211969

◆OH ◆OH
林政二十年史 -戦後林政の歩み- Ｔｈｅ　Ｎｅｗ　ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　ｓｔａｔｅ
日本林業協会／編 Ｂｙ　Ｊｏｈｎ　　Ｋｅｎｎｅｔｈ　　Ｇａｌｂｒａｉｔｈ
日本林業協会 １９６６．２ ｓｅｃｏｎｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ
(６１５ｐ ２７ｃｍ) Ｐｅｎｇｕｉｎ　Ｂｏｏｋｓ １９６７

OH/65/8 1109212082 (４１４ｐ １８ｃｍ)
OH/60/20 1109196509

◆OH
林地肥培の手引き ◆OH
宮崎榊／著 Ｏｕｒ　ｔｒｅａｔｙ　ｗｉｔｈ　Ｊａｐａｎ
全国林業改良普及協会 １９６４．３ ｂｙ　Ｊ．Ｂ．Ｌａｕｒｅｌ　Ｊｒ．
(２２７ｐ １９ｃｍ) ｒｅｐｒｉｎｔ
林業改良普及叢書 ［ｓ．ｎ．］ １９６６

OH/65/4 1109212041 (ｖｉｉ，１３６ｐ ２３ｃｍ)
OH/67/33 1109339455

◆OH
黎明期の日本農政とその没落 ◆OH
池本喜三夫／著 Ｔｈｅ　ｒｏｔｈｓｃｈｉｌｄ　ｒｈｏｄｏｄｅｎｄｒｏｎｓ
東明社 １９７４．６  -ａ　ｒｅｃｏｒｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｇａｒｄｅｎｓ　ａｔ　
(２９０ｐ ２０ｃｍ) Ｅｘｂｕｒｙ-

OH/61/50 1109206720 ｂｙ　Ｃ．Ｅ．Ｌｕｃａｓ　Ｐｈｉｌｌｉｐｓ　ａｎｄ　Ｐｅ
ｔｅｒ　Ｎ．Ｂａｒｂｅｒ ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓ　ｂｙ　
Ｈａｒｒｙ　Ｓｍｉｔｈ ｄｒａｗｉｎｇｓ　ｂｙ　Ｇｉｌｌ

◆OH ｉａｎ　Ｋｅｎｎｙ　
わが国産業の国際競争力 -要約・提言- Ｃａｓｓｅｌｌ １９６７．４
日本経済調査協議会 １９６６．４ (１８，１３８ｐ ３１ｃｍ)
(８７ｐ ２１ｃｍ) OH/62/3 1109253953
 いかにして技術進歩を実現するか， 自動車・石油化学・電子
計算機の国際競争力強化のために
工業政策 ◆OH

OH/60/11 1109211852 Ｔｏｋｙｏ　Ｏｌｙｍｐｉｃｓ -Ｏｆｆｃｉａｌ　ｓｏｕｖｅ
ｎｉｒ- １９６４
電通 １９６４．９

◆OH (２９２ｐ ２９ｃｍ)
わたしとくるま -創立４０周年記念論文集- オリンピック競技（東京）
トヨタ自動車工業 １９７７．１１ OH/60/4 1109196459
(２０８ｐ ２３×２３ｃｍ)
トヨタ自動車工業株式会社

OH/68/27 1109228401

◆OH
わ・わざ・わだち -創立４０周年記念写真集-
トヨタ自動車工業 １９７８．３
(１冊 ２３×２３ｃｍ)
トヨタ自動車工業株式会社

OH/68/26 1109228393

◆OH
Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　ａ　ｎｅｗ　Ｊａｐａｎ -ａ　ｐｌａｎ　
ｆｏｒ　ｒｅｍｏｄｅｌｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　
ａｒｃｈｉｐｅｌａｇｏ-
ｂｙ　Ｋａｋｕｅｉ　Ｔａｎａｋａ． ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ
　ｂｙ　Ｓｉｍｕｌ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ．
１ｓｔ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｅｄ
Ｔｈｅ　Ｓｉｍｕｌ　Ｐｒｅｓｓ １９７３．５
(ｖ，２２８ｐ．，［１６］ｐ．ｏｆ　ｐｌａｔｅｓ：ｉｌｌ
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