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国立公文書館が所蔵する内閣文庫は､ ｢和書｣､ ｢漢籍｣､ ｢洋書｣ の３種に分類される｡ 同館の

｢デジタルアーカイブシステム1｣ によれば､ これらのうち ｢和書｣ は､ ｢江戸幕府の紅葉山文庫・

昌平坂学問所・医学館当の書籍を､ 明治政府が継承｡ また政府が､ 資料収集の一環として明治初期

に東大寺外寺社や朽木氏等の武家､ 押小路家等公家の文書等を購入｡ 明治以降いわゆる内閣の ｢図

書館｣ として業務参考書として各省の刊行物等を収集｣ したものである｡

アジア歴史資料センター (以下､ アジ歴) では､ この ｢和書｣ のうち､ 明治以降に収集された

｢内閣情報局関係出版物｣､ ｢植民地関係統計年報｣､ ｢朝鮮総督府刊行物｣､ ｢台湾総督府刊行物｣､

｢興亜院刊行物｣､ ｢興亜院他刊行物｣ を閲覧できる2｡

さて､ これらのなかで中国に関する資料が多く含まれる ｢興亜院他刊行物｣ についてはすでに大

沢武彦氏により紹介がされているが3､ 本稿では ｢台湾総督府刊行物｣ を取り上げたい｡ この資料

群には､ 後述するように現在の台湾研究においても重宝されている各種調査記録が多く含まれてい

るのだが､ 台湾研究において引用された形跡があまり認められないことがその理由である｡ 本稿で

はこの ｢台湾総督府刊行物｣ に含まれる資料の全体像を紹介したうえで､ いくつかの資料を紹介す

ることとしたい｡

１. ｢台湾総督府刊行物｣ の全体像

アジ歴のサイトにアクセスし ｢資料の閲覧｣ をクリックしてデータベース検索画面に入ると､ 左

フレームに検索の選択肢が現れる｡ これらのうち ｢階層検索｣ をクリックし､ 国立公文書館＞内閣

文庫＞台湾総督府刊行物＞台湾総督府刊行物と階層を下っていくと､ 資料群 ｢台湾総督府刊行物｣

に含まれる118簿冊が右フレームに表示される｡

この資料群には､ 日本が台湾を統治した時代に行った各種調査の報告書が数多く含まれている｡

なかでも､ 台湾の産業や貿易､ 原住民族 (高砂族／蕃族) の風俗習慣､ さらには中国華南地方

(｢南支｣)､ ｢南洋｣ についての報告書は､ これらについて大変有益な情報を提供してくれる｡

どのようなものが含まれているかは､ ｢台湾総督府刊行物｣ に含まれる全資料のリストである

｢別表｣ をご参照いただきたい｡ 作成者名称にある台湾総督府の各機関は､ 一部名称が輻輳してお

りわかりにくいところがあるが､ これについては､ アジア経済研究所のWebSite ｢近現代アジア

のなかの日本｣ のコンテンツ ｢台湾総督府所属官署概表｣ をご参照いただきたい4｡
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１ http://www.digital.archives.go.jp/

２ これらの各分類に含まれる簿冊数などは､ 大沢武彦 ｢国立公文書館における日本の中国調査資料の紹介―

内閣文庫を中心に｣ (『北の丸』 41､ pp.104‒117) を参照｡

３ 大沢､ 同上｡

４ http://opac.ide.go.jp/asia_archive/database/soshiki_list/taiwan/index.html
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２. 資料の紹介

以下､ 具体的にどのような資料があるのかを紹介する｡

なお､ 煩を避けるために､ 国立公文書館での請求記号とアジア歴史資料センターのレファレンス

コードは本文中には明記しないので､ これらについては別表を参照されたい｡

○台湾総督府臨時情報部 『部報』 (137冊)｡

これは､ 台湾総督府臨時情報部 (140号以降は､ 台湾総督府官房情報課) によって刊行された雑

誌である｡ 『部報』 を復刻・刊行したゆまに書房のWebSite の記事によれば､ 昭和12 (1937) 年９

月から昭和17 (1942) 年９月の間に154号まで刊行されたようであるが5､ アジ歴で閲覧出来るのは､

120巻を除き､ 昭和16 (1941) 年５月の臨時増刊号を含む137冊である｡ 『部報』 が刊行されたのは､

日中戦争開戦から太平洋戦争開戦までの間であり､ その時期の台湾において総督府がどのように人々

を総力戦体制へ動員せんとしていたのかを読み取るための恰好の資料であると言えるだろう｡ また､

日本の ｢南進基地｣ としての台湾､ そしてその推進者であった台湾総督府の意図が色濃く現れた､

華南地域や ｢南洋｣ に関する記事も注目に値しよう｡

○統計資料

台湾総督府官房調査課 『台湾犯罪統計』 (33冊)｡

各種人口調査関連資料 (119冊)｡

台湾総督府総務局 『父母ノ年齢別出生及死産統計』 (２冊)｡

台湾総督府企画部 『昭和十六年 労働技術統計調査結果表』 (４冊)｡

これら統計資料は 『部報』 などの逐次刊行物を除けば ｢台湾総督府刊行物｣ で最も大きな分量を

占めている｡ そして当然のことながら､ これらの資料は日本統治時代の台湾を知るための基本資料

である｡ なお､ 台湾に関する統計資料は ｢植民地関係統計年報｣ にも含まれているので､ そちらも

是非ご利用いただきたい｡

○台湾原住民族調査

台湾総督府警務局理蕃課 『蕃地開発調査概要並高砂族所要地調査表』 (１冊)｡

台湾総督府警務局理蕃課 『高砂族調査書』 第１編～第６編 (６冊)｡

台湾総督府蕃族調査会 『台湾総督府蕃族調査会蕃族調査報告書 大�族後篇』 (１冊)｡
台湾総督府 『原語による台湾高砂族伝説集』 (台北帝国大学言語学研究室調査) (１冊)｡

台湾総督府 『台湾高砂族系統所属の研究』 (台北帝国大学土俗・人類学研究室調査) 第一冊 (本篇)・

第二冊 (資料篇) (２冊)｡

台湾総督府中央研究所 『台湾総督府中央研究所林業部彙報第一号 パイワン族利用植物』 (１冊)｡

｢台湾総督府刊行物｣ には､ 台湾原住民族に関する調査報告書が含まれている｡

日本は台湾統治の初期から数度にわたり､ 原住民族の調査を行っているが､ これらは現在でも研

究の基本文献として重用されているものである｡ アジ歴で閲覧できるもののうち､ もっともよく知

５ http://www.yumani.co.jp/np/isbn/484331756X
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られているものは､ 『原語による台湾高砂族伝説集』 と 『台湾高砂族系統所属の研究』 であろう｡

前者は､ 1935年､ 台北帝国大学言語学研究室の調査によるものである｡

まず､ ｢総論｣ において､ インドネシア語と原住民族諸言語とを言語学的に比較し､ 特徴を指摘

している｡ その上で､ 各民族ごとにその言語の解説を行い､ 神話・伝説を原語､ すなわち各民族語

によって記録している｡ 本資料の興味深い点は､ 文字を持たない原住民族の諸言語を発音記号を用

いて記録に残しているところにある｡ たとえば､ 30画像からはタイヤルのものであるが､ 各ページ

の左側にタイヤル語で伝説を記録し逐語訳をあて､ 右側に日本語訳を掲載している｡ さらに下部に

は詳細な脚注が加えられているのである｡ 上述の通り､ 原住民族は文字をもたない｡ そのため､ そ

の言語について文字記録が残ることは稀である｡ この資料はその意味において､ 少なくとも調査当

時の各民族言語の記録として非常に重要なものであるといえるだろう｡

後者は､ 台北帝国大学土俗・人類学研究室の調査によるものである｡

さきに紹介した 『言語による台湾高砂族伝説集』 が原住民族を対象とした言語学的調査なのに対

し､ こちらは人類学的調査である｡

｢系統所属の研究｣ と銘打たれている通り､ 各民族と亜族をそれぞれの口承をもとに､ 集団毎の

移動と系譜を調査し纏め上げたものである｡ 第一編は民族・集落毎に出生伝説にはじまる口承・伝

説が記録され､ 第二編はそれに基づいた移動図と系統図からなっている｡ アジ歴では第二編が非常

に読みにくくなっているのが残念であるが､ それを差し引いても､ 非常に有用な資料であろう｡

○総督府専売事業関係

台湾総督府専売局 『台湾総督府専売局法規集要 全』 (１冊)｡

台湾総督府専売局 『台湾樟脳局事業第一年報』 (１冊)｡

台湾総督府専売局 『食塩専売事業 第三編』 (１冊)｡

台湾総督府専売局 『台湾酒専売史』 (上・下) (２冊)｡

台湾総督府民政部警察本署 『台湾阿片行政施行状況』 (１冊)｡

台湾総督府警務局衛生課 『台湾ノ阿片制度 附麻薬取締ノ概要』 (１冊)｡

台湾総督府民政部警察本署 『台湾阿片行政施行状況』 (１冊)｡

台湾総督府警務局衛生課 『台湾ノ阿片制度 附麻薬取締ノ概要』 (１冊)｡

台湾総督府が酒・塩・樟脳・阿片などを専売していたのは周知の事実であるが､ とくに後者２つ

は､ 総督府の財政を支えた｡ それを反映するかのように､ アジ歴でも台湾の阿片に関する冊子を複

数冊閲覧することができる｡

○各種産業調査

台湾総督府鉄道部 『(未定稿) 台湾鉄道史』 (３冊)｡

1910年､ 台湾総督府鉄道部によるものである｡

清朝末期から始まった台湾の鉄道敷設の歴史をまとめたものである｡ その敷設過程から営業成績

にいたるまで多くの項目にわたる記述がある｡ 運賃表なども存在するのが興味深い｡

台湾総督府殖産局 『台湾茶業概要』 (１冊)｡
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台湾総督府民政部殖産局 『支那茶概観』 (１冊)｡

台湾総督府茶検査所 『台湾総督府茶検査場年報』 (１冊)｡

台湾総督府民政部殖産局 『台湾茶業一班』 (１冊)｡

台湾総督府殖産局 『製茶原料』 (１冊)｡

現在の台湾も茶の名産地であり､ また､ 現在の台北が栄えはじめたのも茶と樟脳の積み出しによ

るものであった｡ そのような状況を反映し､ ｢台湾総督府刊行物｣ にも５冊の台湾茶に関する調査

報告書が含まれている｡ 『台湾茶業一班』 には､ 生産地の気候風土から品種､ 栽培方法､ 精製方法､

取り引きまで茶業全般について詳細な記述がなされており､ 当時の台湾の茶産業の概要を掴むこと

ができるのではないだろうか｡

○華南・ ｢南洋｣ 関係

台湾総督府外事部 『南支那文献目録』 (１冊)｡

台湾総督府熱帯産業調査会 『福州攷』 (１冊)｡

台湾総督府熱帯産業調査会 『台湾総督府熱帯産業調査会』 (１冊)｡

台湾総督府外事部 『南支那綜覧』 (１冊)｡

台湾総督府熱帯産業調査会 『海南島志』 (１冊)｡

台湾総督府官房調査課 『南支那及南洋調査』 (32冊)｡

台湾総督府外事部 『南支南洋時報』 (11冊)｡

台湾総督府熱帯産業調査会 『香港経済調査委員会報告書』 (１冊)｡

台湾総督府外事部 『南方華僑団体調査』 (１冊)｡

台湾総督府外事部 『印度・緬甸地名要覧 (印度・緬甸要図対照)』 (１冊)｡

台湾総督府熱帯産業調査会 『最近の海南島事情』 (１冊)｡

台湾総督府外事部 『濠洲地名要覧 (濠州要図対照)』 (１冊)｡

これらは､ 先に 『部報』 の項でもふれた ｢南進｣ を意識したものである｡ 特に､ 『南支那及南洋

調査』 はヨーロッパで刊行された冊子の翻訳や日本領事・台湾総督府官僚の報告書などからなり､

ほぼ東南アジア全域をカバーしている｡ これらの冊子のカバーしている範囲は､ 中国華南・雲南､

東南アジア､ オセアニア､ インドにわたり､ ｢南進｣ の対象となった地域の広がりを知ることがで

きよう｡

３. おわりに

以上､ ｢台湾総督府刊行物｣ からいくつかの資料を紹介してきた｡

今回､ 紹介できたのはそのごく一部であるが､ それでも､ 日本統治時代の台湾および華南・｢南

洋｣ についていかに豊富な情報を含んだ資料群であるかをご理解いただけたのではないだろうか｡

拙文がきっかけとなり､ これらの資料の利用が増えることとなれば幸いである｡

さて､ 最後にもう一点だけ､ 台湾に関する資料をご紹介したい｡ それは､ 国立公文書館＞内務省

＞朝鮮・満洲ほかに存在する､ 『台湾総督府警察沿革誌』 (２篇・３冊) 請求記号：平13警察00029100・

平13警察00030100・平13警察00031100 Ref：A05020351800・A05020351400・A05020352200であ

る｡ これは､ ｢警察統治｣ とまで言われた日本による台湾統治を知るにあたって､ 真っ先に参
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照されるべき基本資料の一つである｡ アジ歴では､ ｢第二篇中巻―台湾社会運動史｣ が閲覧できな

いことは残念であるが､ 是非ともご利用いただきたいと考え､ 蛇足ながら末尾に追記した次第であ

る6｡

(元アジア歴史資料センター調査員)

【付記】原住民という用語は､ 日本では差別的な表現として扱われることもあるが､ 台湾におい

ては原住民という表現は彼ら自身が使用を求め､ 1994年に法律上の表記としても採用されてい

る｡ 日本においても学会では原住民という表記が一般的であることをふまえ､ 本稿の表記にお

いても原住民を使用した｡ なお､ 台湾原住民は日本時代には高砂族と呼ばれ９部族に分類され

ていたが､ 2009年現在､ 14の民族が台湾では公式に認められている｡

６ 『台湾総督府警察沿革史』 については､ ｢鷲巣敦哉と 『台湾総督府警察沿革誌』 の編纂について (四訂稿)―

日本統治下台湾警察史の一齣―｣ (http://home.hiroshima-u.ac.jp/tatyoshi/washisu001.pdf) に詳しい｡
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別表 ｢台湾総督府刊行物｣ 全資料リスト

作成者名称 タイトル
作成年月日
(刊行日)

国立公文書館
資料請求記号

レファレンスコード
(アジア歴史資料

センター)

台湾総督府臨時情報部 部報 創刊号 昭和12年９月15日 ヨ317‒0725 A06032508400

台湾総督府臨時情報部 部報 第２号 昭和12年９月21日 ヨ317‒0725 A06032508500

台湾総督府臨時情報部 部報 第３号 昭和12年10月１日 ヨ317‒0725 A06032508600

台湾総督府臨時情報部 部報 第４号 昭和12年10月11日 ヨ317‒0725 A06032508700

台湾総督府臨時情報部 部報 第５号 昭和12年10月21日 ヨ317‒0725 A06032508800

台湾総督府臨時情報部 部報 第６号 昭和12年11月１日 ヨ317‒0725 A06032508900

台湾総督府臨時情報部 部報 第７号 国民精神総動員特輯号 昭和12年11月11日 ヨ317‒0725 A06032509000

台湾総督府臨時情報部 部報 第９号 昭和12年12月１日 ヨ317‒0725 A06032509100

台湾総督府臨時情報部 部報 第10号 昭和12年12月11日 ヨ317‒0725 A06032509200

台湾総督府臨時情報部 部報 第11号 昭和12年12月21日 ヨ317‒0725 A06032509300

台湾総督府臨時情報部 部報 第12号 昭和13年１月１日 ヨ317‒0725 A06032509400

台湾総督府臨時情報部 部報 第13号 昭和13年１月11日 ヨ317‒0725 A06032509500

台湾総督府臨時情報部 部報 第14号 昭和13年１月21日 ヨ317‒0725 A06032509600

台湾総督府臨時情報部 部報 第15号 昭和13年２月１日 ヨ317‒0725 A06032509700

台湾総督府臨時情報部 部報 第16号 昭和13年２月11日 ヨ317‒0725 A06032509800

台湾総督府臨時情報部 部報 第17号 昭和13年２月21日 ヨ317‒0725 A06032509900

台湾総督府臨時情報部 部報 第18号 昭和13年３月１日 ヨ317‒0725 A06032510000

台湾総督府臨時情報部 部報 第19号 昭和13年３月11日 ヨ317‒0725 A06032510100

台湾総督府臨時情報部 部報 第20号 昭和13年３月21日 ヨ317‒0725 A06032510200

台湾総督府臨時情報部 部報 第21号 昭和13年４月１日 ヨ317‒0725 A06032510300

台湾総督府臨時情報部 部報 第22号 昭和13年４月11日 ヨ317‒0725 A06032510400

台湾総督府臨時情報部 部報 第23号 昭和13年４月21日 ヨ317‒0725 A06032510500

台湾総督府臨時情報部 部報 第24号 昭和13年５月１日 ヨ317‒0725 A06032510600

台湾総督府臨時情報部 部報 第25号 昭和13年５月11日 ヨ317‒0725 A06032500100

台湾総督府臨時情報部 部報 第26号 昭和13年５月21日 ヨ317‒0725 A06032500200

台湾総督府臨時情報部 部報 第27号 昭和13年６月１日 ヨ317‒0725 A06032500300

台湾総督府臨時情報部 部報 第28号 昭和13年６月11日 ヨ317‒0725 A06032500400

台湾総督府臨時情報部 部報 第30号 昭和13年７月１日 ヨ317‒0725 A06032500500

台湾総督府臨時情報部 部報 第31号 昭和13年７月11日 ヨ317‒0725 A06032500600

台湾総督府臨時情報部 部報 第32号 昭和13年７月21日 ヨ317‒0725 A06032500700

台湾総督府臨時情報部 部報 第33号 昭和13年８月１日 ヨ317‒0725 A06032500800

台湾総督府臨時情報部 部報 第34号 昭和13年８月11日 ヨ317‒0725 A06032500900

台湾総督府臨時情報部 部報 第35号 昭和13年８月21日 ヨ317‒0725 A06032501000

台湾総督府臨時情報部 部報 第36号 昭和13年９月１日 ヨ317‒0725 A06032501100

台湾総督府臨時情報部 部報 第37号 昭和13年９月11日 ヨ317‒0725 A06032501200

台湾総督府臨時情報部 部報 第38号 昭和13年９月21日 ヨ317‒0725 A06032501300

台湾総督府臨時情報部 部報 第39号 昭和13年10月１日 ヨ317‒0725 A06032501400

台湾総督府臨時情報部 部報 第40号 昭和13年10月11日 ヨ317‒0725 A06032501500

台湾総督府臨時情報部 部報 第41号 昭和13年10月21日 ヨ317‒0725 A06032501600

台湾総督府臨時情報部 部報 第42号 昭和13年11月１日 ヨ317‒0725 A06032501700

台湾総督府臨時情報部 部報 第43号 昭和13年11月11日 ヨ317‒0725 A06032501800

台湾総督府臨時情報部 部報 第44号 昭和13年11月21日 ヨ317‒0725 A06032501900

台湾総督府臨時情報部 部報 第45号 昭和13年12月１日 ヨ317‒0725 A06032502000

台湾総督府臨時情報部 部報 第46号 昭和13年12月11日 ヨ317‒0725 A06032502100

台湾総督府臨時情報部 部報 第47号 昭和13年12月21日 ヨ317‒0725 A06032502200

台湾総督府臨時情報部 部報 第48号 昭和14年１月１日 ヨ317‒0725 A06032502300

台湾総督府臨時情報部 部報 第49号 昭和14年１月11日 ヨ317‒0725 A06032502400

台湾総督府臨時情報部 部報 第50号 昭和14年１月21日 ヨ317‒0725 A06032502500

台湾総督府臨時情報部 部報 第51号 昭和14年２月１日 ヨ317‒0725 A06032502600

台湾総督府臨時情報部 部報 第52号 昭和14年２月11日 ヨ317‒0725 A06032502700

台湾総督府臨時情報部 部報 第53号 昭和14年２月21日 ヨ317‒0725 A06032502800
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台湾総督府臨時情報部 部報 第54号 昭和14年３月１日 ヨ317‒0725 A06032502900

台湾総督府臨時情報部 部報 第55号 昭和14年３月11日 ヨ317‒0725 A06032503000

台湾総督府臨時情報部 部報 第56号 昭和14年３月21日 ヨ317‒0725 A06032503100

台湾総督府臨時情報部 部報 第57号 昭和14年４月１日 ヨ317‒0725 A06032503200

台湾総督府臨時情報部 部報 第58号 昭和14年４月11日 ヨ317‒0725 A06032503300

台湾総督府臨時情報部 部報 第59号 昭和14年４月21日 ヨ317‒0725 A06032503400

台湾総督府臨時情報部 部報 第60号 昭和14年５月１日 ヨ317‒0725 A06032503500

台湾総督府臨時情報部 部報 第61号 昭和14年５月11日 ヨ317‒0725 A06032503600

台湾総督府臨時情報部 部報 第62号 昭和14年５月21日 ヨ317‒0725 A06032503700

台湾総督府臨時情報部 部報 第63号 昭和14年６月１日 ヨ317‒0725 A06032503800

台湾総督府臨時情報部 部報 第64号 昭和14年６月11日 ヨ317‒0725 A06032503900

台湾総督府臨時情報部 部報 第65号 昭和14年６月21日 ヨ317‒0725 A06032504000

台湾総督府臨時情報部 部報 第66号 昭和14年７月１日 ヨ317‒0725 A06032504100

台湾総督府臨時情報部 部報 第67号 昭和14年７月11日 ヨ317‒0725 A06032504200

台湾総督府臨時情報部 部報 第68号 昭和14年７月21日 ヨ317‒0725 A06032504300

台湾総督府臨時情報部 部報 第69号 昭和14年８月１日 ヨ317‒0725 A06032504400

台湾総督府臨時情報部 部報 第70号 昭和14年８月11日 ヨ317‒0725 A06032504500

台湾総督府臨時情報部 部報 第71号 昭和14年８月21日 ヨ317‒0725 A06032504600

台湾総督府臨時情報部 部報 第72号 昭和14年９月１日 ヨ317‒0725 A06032504700

台湾総督府臨時情報部 部報 第73号 昭和14年９月11日 ヨ317‒0725 A06032504800

台湾総督府臨時情報部 部報 第74号 昭和14年９月21日 ヨ317‒0725 A06032504900

台湾総督府臨時情報部 部報 第75号 昭和14年10月１日 ヨ317‒0725 A06032505000

台湾総督府臨時情報部 部報 第76号 昭和14年10月11日 ヨ317‒0725 A06032505100

台湾総督府臨時情報部 部報 第77号 昭和14年10月21日 ヨ317‒0725 A06032505200

台湾総督府臨時情報部 部報 第78号 昭和14年11月１日 ヨ317‒0725 A06032505300

台湾総督府臨時情報部 部報 第79号 昭和14年11月11日 ヨ317‒0725 A06032505400

台湾総督府臨時情報部 部報 第80号 昭和14年11月21日 ヨ317‒0725 A06032505500

台湾総督府臨時情報部 部報 第81号 昭和14年12月１日 ヨ317‒0725 A06032505600

台湾総督府臨時情報部 部報 第82号 昭和14年12月11日 ヨ317‒0725 A06032505700

台湾総督府臨時情報部 部報 第83号 昭和14年12月21日 ヨ317‒0725 A06032505800

台湾総督府臨時情報部 部報 第84号 昭和15年１月１日 ヨ317‒0725 A06032505900

台湾総督府臨時情報部 部報 第85号 昭和15年１月11日 ヨ317‒0725 A06032506000

台湾総督府臨時情報部 部報 第86号 昭和15年１月21日 ヨ317‒0725 A06032506100

台湾総督府臨時情報部 部報 第87号 昭和15年２月１日 ヨ317‒0725 A06032506200

台湾総督府臨時情報部 部報 第88号 昭和15年２月21日 ヨ317‒0725 A06032506300

台湾総督府臨時情報部 部報 第89号 昭和15年３月１日 ヨ317‒0725 A06032506400

台湾総督府臨時情報部 部報 第90号 昭和15年３月11日 ヨ317‒0725 A06032506500

台湾総督府臨時情報部 部報 第91号 昭和15年３月21日 ヨ317‒0725 A06032506600

台湾総督府臨時情報部 部報 第92号 昭和15年４月１日 ヨ317‒0725 A06032506700

台湾総督府臨時情報部 部報 第93号 昭和15年４月11日 ヨ317‒0725 A06032506800

台湾総督府臨時情報部
部報 第95号 特輯 本年度より実施の改正税令
等の概要

昭和15年４月21日 ヨ317‒0725 A06032506900

台湾総督府臨時情報部 部報 第96号 昭和15年５月１日 ヨ317‒0725 A06032507000

台湾総督府臨時情報部 部報 第97号 昭和15年５月11日 ヨ317‒0725 A06032507100

台湾総督府臨時情報部 部報 第98､ 99号 昭和15年５月21日 ヨ317‒0725 A06032507200

台湾総督府臨時情報部 部報 第100号 始政第四十五周年特輯号 昭和15年６月17日 ヨ317‒0725 A06032507300

台湾総督府臨時情報部 部報 第101号 昭和15年７月１日 ヨ317‒0725 A06032507400

台湾総督府臨時情報部 部報 第102号 昭和15年７月15日 ヨ317‒0725 A06032507500

台湾総督府臨時情報部 部報 第103号 昭和15年８月１日 ヨ317‒0725 A06032507600

台湾総督府臨時情報部 部報 第104号 昭和15年８月15日 ヨ317‒0725 A06032507700

台湾総督府臨時情報部 部報 第105号 司法保護週間特輯 昭和15年９月１日 ヨ317‒0725 A06032507800

台湾総督府臨時情報部 部報 第106号 昭和15年９月15日 ヨ317‒0725 A06032507900

台湾総督府臨時情報部 部報 第108号 昭和15年10月15日 ヨ317‒0725 A06032508000

台湾総督府臨時情報部 部報 第109号 昭和15年11月１日 ヨ317‒0725 A06032508100

台湾総督府臨時情報部 部報 第110号 昭和15年11月15日 ヨ317‒0725 A06032508200
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台湾総督府臨時情報部 部報 第111号 昭和15年12月１日 ヨ317‒0725 A06032508300

台湾総督府臨時情報部
部報 第113号 特輯 日華新条約 昭和十六年の
抱負を語る

昭和16年１月１日 ヨ317‒0725 A06032510700

台湾総督府臨時情報部 部報 第114号 昭和16年１月15日 ヨ317‒0725 A06032510800

台湾総督府臨時情報部 部報 第116号 昭和16年２月15日 ヨ317‒0725 A06032510900

台湾総督府臨時情報部
部報 第119号 特輯 米国の動向と動乱の欧州
(座談会)

昭和16年４月１日 ヨ317‒0725 A06032511000

台湾総督府臨時情報部 部報 第121号 昭和16年５月１日 ヨ317‒0725 A06032511100

台湾総督府臨時情報部 部報 臨時増刊号 特輯 国民健康増進運動 昭和16年５月５日 ヨ317‒0725 A06032511200

台湾総督府臨時情報部 部報 第122号 防諜特輯 デマ防止座談会 昭和16年５月15日 ヨ317‒0725 A06032511300

台湾総督府臨時情報部 部報 第123号 昭和16年６月１日 ヨ317‒0725 A06032511400

台湾総督府臨時情報部 部報 第124号 特輯 家庭防空群 昭和16年６月15日 ヨ317‒0725 A06032511500

台湾総督府臨時情報部 部報 第125号 皇民奉公運動早わかり 昭和16年７月１日 ヨ317‒0725 A06032511600

台湾総督府臨時情報部 部報 第126号 特輯 海の記念日 昭和16年７月15日 ヨ317‒0725 A06032511700

台湾総督府臨時情報部 部報 第127号 昭和16年８月１日 ヨ317‒0725 A06032511800

台湾総督府臨時情報部 部報 第128号 特輯 南方共栄圏 昭和16年８月15日 ヨ317‒0725 A06032511900

台湾総督府臨時情報部 部報 第129号 昭和16年９月１日 ヨ317‒0725 A06032512000

台湾総督府臨時情報部 部報 第130号 特輯 司法保護記念日 昭和16年９月15日 ヨ317‒0725 A06032512100

台湾総督府臨時情報部 部報 第131号 特輯 航空日 昭和16年10月１日 ヨ317‒0725 A06032512200

台湾総督府臨時情報部 部報 第132号 昭和16年10月15日 ヨ317‒0725 A06032512300

台湾総督府臨時情報部 部報 第133号 昭和16年11月１日 ヨ317‒0725 A06032512400

台湾総督府臨時情報部 部報 第134号 昭和16年11月15日 ヨ317‒0725 A06032512500

台湾総督府臨時情報部 部報 第135号 特輯 皇軍の本島家屋舎営 昭和16年12月１日 ヨ317‒0725 A06032512600

台湾総督府臨時情報部 部報 第136号 第二特輯 皇軍の舎営 昭和16年12月15日 ヨ317‒0725 A06032512700

台湾総督府臨時情報部 部報 第137号 帝国遂に立てり 昭和17年１月１日 ヨ317‒0725 A06032512800

台湾総督府臨時情報部 部報 第138号 昭和17年１月15日 ヨ317‒0725 A06032512900

台湾総督府臨時情報部 部報 第139号 志願兵特輯号 昭和17年２月１日 ヨ317‒0725 A06032513000

台湾総督官房情報課 部報 第140号 昭和17年３月１日 ヨ317‒0725 A06032513100

台湾総督官房情報課 部報 第141号 昭和17年３月15日 ヨ317‒0725 A06032513200

台湾総督官房情報課 部報 第142号 昭和17年４月１日 ヨ317‒0725 A06032513300

台湾総督官房情報課 部報 第143号 昭和17年４月15日 ヨ317‒0725 A06032513400

台湾総督官房情報課 部報 第144号 特輯 健民運動 昭和17年５月１日 ヨ317‒0725 A06032513500

台湾総督官房情報課 部報 第145号 昭和17年５月15日 ヨ317‒0725 A06032513600

台湾総督官房情報課 部報 第146号 昭和17年６月１日 ヨ317‒0725 A06032513700

台湾総督府図書館一覧表 (大正10年度) ヨ016‒0023 A06032513900

台湾総督府図書館一覧表 (大正11年度) ヨ016‒0023 A06032514000

台湾総督府外事部 南支那文献目録 昭和18年５月20日 ヨ025‒0023 A06032514200

台湾総督府図書館 台湾総督府図書館和漢図書分類目録 000 総類 昭和12年３月30日 ヨ029‒0051 A06032514400

台湾総督府図書館
台湾総督府図書館和漢図書分類目録 100 哲学､
宗教 200 教育

昭和15年３月30日 ヨ029‒0051 A06032514500

台湾総督府熱帯産業調査会 福州攷 昭和12年８月13日 ヨ222‒0010 A06032514700

台湾総督府熱帯産業調査会 広西省事情 昭和15年２月８日 ヨ222‒0012 A06032514900

台湾総督府外事部 南支那綜覧 昭和18年２月５日 ヨ222‒0013 A06032515100

台湾総督府熱帯産業調査会 海南島志 昭和11年12月20日 ヨ222‒0014 A06032515300

台湾総督府警務局理蕃課 蕃地開発調査概要並高砂族所要地調査表 昭和12年９月５日 ヨ222‒0024 A06032515500

台湾総督府警務局理蕃課 高砂族調査書 第１編 昭和11年刊行 昭和11年12月10日 ヨ222‒0039 A06032515700

台湾総督府警務局理蕃課 高砂族調査書 第２編 昭和12年刊行 昭和12年８月７日 ヨ222‒0039 A06032515800

台湾総督府警務局理蕃課 高砂族調査書 第３編 昭和12年刊行 昭和12年11月７日 ヨ222‒0039 A06032515900

台湾総督府警務局理蕃課 高砂族調査書 第４編 昭和12年刊行 昭和12年12月12日 ヨ222‒0039 A06032516000

台湾総督府警務局理蕃課 高砂族調査書 第５編 昭和13年刊行 昭和13年４月５日 ヨ222‒0039 A06032516100

台湾総督府警務局理蕃課 高砂族調査書 第６編 昭和14年刊行 昭和14年３月31日 ヨ222‒0039 A06032516200

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第67輯 蘭領ニウ・ギニアの
研究

ヨ290‒0003 A06032516400

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第70輯 英領ニウ・ギニアの
研究

ヨ290‒0003 A06032516500
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台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第78輯 和蘭東印度会社の司
法

ヨ290‒0003 A06032516600

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第84輯 蘭領東印度に於ける
煙草栽培法

ヨ290‒0003 A06032516700

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第87輯 蘭領東印度諸島西半
分に関する地質学的研究

ヨ290‒0003 A06032516800

台湾総督府官房調査課 南支那及南洋調査 第90輯 雲南省事情 其三 ヨ290‒0003 A06032516900

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第91輯 英領印度現行統治組
織 附 南洋各植民地立法制度

ヨ290‒0003 A06032517000

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第93輯 蘭領東印度に於ける
カカオの栽培

ヨ290‒0003 A06032517100

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第97輯 比律賓統計要覧一九
二三年

ヨ290‒0003 A06032517200

台湾総督府官房調査課 南支那及南洋調査 第98輯 西貢米の調査 ヨ290‒0003 A06032517300

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第100輯 馬来半島内土侯州英
国政府間の条約

ヨ290‒0003 A06032517400

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第101輯 支那地質調査報告類
集 第一巻

ヨ290‒0003 A06032517500

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第109輯 布哇大学に於けるパ
インアップル事業に関する諸講演 (一九二三年)

ヨ290‒0003 A06032517600

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第110輯 支那重要貿易品解説
第一篇

ヨ290‒0003 A06032517700

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第116輯 支那地質調査報告類
集 第二巻

ヨ290‒0003 A06032517800

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第117輯 比律賓に於けるカボッ
ク事業

ヨ290‒0003 A06032517900

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第118輯 南洋に於ける邦人の
事業

ヨ290‒0003 A06032518000

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第120輯 パラセル群島燐鉱調
査報告

ヨ290‒0003 A06032518100

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第122輯 蘭領東印度に於ける
各社利益配当率一覧

ヨ290‒0003 A06032518200

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第124輯 英領馬来に於ける各
社利益配当率一覧

ヨ290‒0003 A06032518300

台湾総督府官房調査課 南支那及南洋調査 第126輯 英領馬来の漁業 ヨ290‒0003 A06032518400

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第128輯 蘭領東印度に於ける
外国人の投資

ヨ290‒0003 A06032518500

台湾総督府官房調査課 南支那及南洋調査 第129輯 比律賓の農業教育 ヨ290‒0003 A06032518600

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第131輯 支那地質調査報告類
集 第三巻

ヨ290‒0003 A06032518700

台湾総督府官房調査課 南支那及南洋調査 第133輯 内外情報記事総索引 ヨ290‒0003 A06032518800

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第134輯 支那関税特別会議の
経過

ヨ290‒0003 A06032518900

台湾総督府官房調査課 南支那及南洋調査 第139輯 英領馬来事情 ヨ290‒0003 A06032519000

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第143輯 支那の時局と支那貿
易の消長

ヨ290‒0003 A06032519100

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第144輯 新嘉坡阿片印度阿片
(阿片調査其一)

ヨ290‒0003 A06032519200

台湾総督府官房調査課 南支那及南洋調査 第145輯 南支南洋鳳梨事業 ヨ290‒0003 A06032519300

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第208輯 支那内国関税制度其
三

ヨ290‒0003 A06032519400

台湾総督府官房調査課
南支那及南洋調査 第209輯 マラッカ､ モア､ バ
トハバスレムバン､ ネグリスミラン各地在留邦人
現況

ヨ290‒0003 A06032519500

台湾総督府 台湾事情 昭和２年版 昭和２年12月７日 ヨ292‒0105 A06032519700
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台湾総督府 台湾事情 昭和11年版 昭和11年11月30日 ヨ292‒0105 A06032519800

台湾総督府外事部
台湾総督府外事部調査第40 (南方地図第10) 印
度・緬甸地名要覧 (印度・緬甸要図対照)

昭和17年10月４日 ヨ292‒0241 A06032520000

台湾総督府熱帯産業調査会
熱帯産業調査会叢書第四号 (在広東帝国総領事館
調査) 最近の海南島事情

昭和12年５月10日 ヨ292‒0242 A06032520200

台湾総督府外事部
台湾総督府外事部調査第103 (雑類部門第２) 濠
洲地名要覧 (濠州要図対照)

昭和18年３月31日 ヨ297‒0024 A06032520400

台湾総督府外事部 時局特報 第31号 昭和13年７月12日 ヨ305‒0002 A06032520600

台湾総督府外事部 時局特報 第33号 昭和13年８月１日 ヨ305‒0002 A06032520700

台湾総督府外事部 時局特報 第34号 昭和13年８月14日 ヨ305‒0002 A06032520800

台湾総督府外事部 時局特報 第35号 昭和13年８月23日 ヨ305‒0002 A06032520900

台湾総督府外事部 時局特報 第36号 昭和13年９月１日 ヨ305‒0002 A06032521000

台湾総督府外事部 時局特報 第37号 昭和13年９月11日 ヨ305‒0002 A06032521100

台湾総督府外事部 時局特報 第38号 昭和13年９月21日 ヨ305‒0002 A06032521200

台湾総督府外事部 時局特報 第39号 昭和13年10月１日 ヨ305‒0002 A06032521300

台湾総督府外事部 時局特報 第40号 昭和13年10月11日 ヨ305‒0002 A06032521400

台湾総督府外事部 時局特報 第41号 昭和13年10月21日 ヨ305‒0002 A06032521500

台湾総督府外事部 時局特報 第42号 ヨ305‒0002 A06032521600

台湾総督府外事部 時局特報 第43号 昭和13年11月21日 ヨ305‒0002 A06032521700

台湾総督府外事部 時局特報 第44号 昭和13年12月１日 ヨ305‒0002 A06032521800

台湾総督府外事部 時局特報 第45号 ヨ305‒0002 A06032521900

台湾総督府官房外事課・台
湾総督府調査課

内外情報 第92号 大正12年12月21日 ヨ305‒0004 A06032522100

台湾総督府官房外事課・台
湾総督府調査課

内外情報 第102号 大正13年４月11日 ヨ305‒0004 A06032522200

台湾総督府官房調査課 内外情報 第128号 大正14年１月11日 ヨ305‒0004 A06032522300

台湾総督府官房調査課 内外情報 第129号 大正14年１月21日 ヨ305‒0004 A06032522400

台湾総督府官房調査課 内外情報 第130号 大正14年２月１日 ヨ305‒0004 A06032522500

台湾総督府官房調査課 内外情報 第131号 大正14年２月11日 ヨ305‒0004 A06032522600

台湾総督府官房調査課 内外情報 第132号 大正14年２月21日 ヨ305‒0004 A06032522700

台湾総督府官房調査課 内外情報 第133号 大正14年３月１日 ヨ305‒0004 A06032522800

台湾総督府官房調査課 内外情報 第134号 大正14年３月11日 ヨ305‒0004 A06032522900

台湾総督府官房調査課 内外情報 第135号 大正14年３月21日 ヨ305‒0004 A06032523000

台湾総督府官房調査課 内外情報 第136号 大正14年３月31日 ヨ305‒0004 A06032523100

台湾総督府官房調査課 内外情報 第137号 大正14年４月11日 ヨ305‒0004 A06032523200

台湾総督府官房調査課 内外情報 第138号 大正14年４月21日 ヨ305‒0004 A06032523300

台湾総督府官房調査課 内外情報 第139号 大正14年５月１日 ヨ305‒0004 A06032523400

台湾総督府官房調査課 内外情報 第140号 大正14年５月11日 ヨ305‒0004 A06032523500

台湾総督府官房調査課 内外情報 第141号 大正14年５月21日 ヨ305‒0004 A06032523600

台湾総督府官房調査課 内外情報 第142号 大正14年６月１日 ヨ305‒0004 A06032523700

台湾総督府官房調査課 内外情報 第143号 大正14年６月11日 ヨ305‒0004 A06032523800

台湾総督府官房調査課 内外情報 第144号 大正14年６月21日 ヨ305‒0004 A06032523900

台湾総督府官房調査課 内外情報 第145号 大正14年７月１日 ヨ305‒0004 A06032524000

台湾総督府官房調査課 内外情報 第146号 大正14年７月11日 ヨ305‒0004 A06032524100

台湾総督府官房調査課 内外情報 第147号 大正14年７月21日 ヨ305‒0004 A06032524200

台湾総督府官房調査課 内外情報 第148号 大正14年８月１日 ヨ305‒0004 A06032524300

台湾総督府官房調査課 内外情報 第150号 大正14年８月11日 ヨ305‒0004 A06032524400

台湾総督府官房調査課 内外情報 第151号 大正14年９月１日 ヨ305‒0004 A06032524500

台湾総督府官房調査課 内外情報 第152号 大正14年９月11日 ヨ305‒0004 A06032524600

台湾総督府官房調査課 内外情報 第153号 大正14年９月21日 ヨ305‒0004 A06032524700

台湾総督府官房調査課 内外情報 第154号 大正14年10月１日 ヨ305‒0004 A06032524800

台湾総督府官房調査課 内外情報 第155号 大正14年10月11日 ヨ305‒0004 A06032524900

台湾総督府官房調査課 内外情報 第156号 大正14年10月21日 ヨ305‒0004 A06032525000

台湾総督府官房調査課 内外情報 第157号 大正14年11月１日 ヨ305‒0004 A06032525100

台湾総督府官房調査課 内外情報 第158号 大正14年11月11日 ヨ305‒0004 A06032525200
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台湾総督府官房調査課 内外情報 ヨ305‒0004 A06032525300

台湾総督府外事部 南支南洋時報 第30号 昭和18年４月10日 ヨ305‒0012 A06032525500

台湾総督府外事部 南支南洋時報 第31号 昭和18年６月30日 ヨ305‒0012 A06032525600

台湾総督府外事部 南支南洋時報 第32号 昭和18年７月30日 ヨ305‒0012 A06032525700

台湾総督府外事部 南支南洋時報 第33号 昭和18年10月30日 ヨ305‒0012 A06032525800

台湾総督府外事部 南支南洋時報 第34号 昭和18年12月25日 ヨ305‒0012 A06032525900

台湾総督府外事部 南支南洋時報 第35号 昭和19年２月29日 ヨ305‒0012 A06032526000

台湾総督府外事部 南支南洋時報 第36号 昭和19年６月25日 ヨ305‒0012 A06032526100

台湾総督府外事部 南支南洋時報 第37号 昭和19年７月25日 ヨ305‒0012 A06032526200

台湾総督府外事部 南支南洋時報 第38号 昭和19年９月25日 ヨ305‒0012 A06032526300

台湾総督府外事部 南支南洋時報 第39号 昭和19年10月31日 ヨ305‒0012 A06032526400

台湾総督府外事部 南支南洋時報 第40号 昭和19年12月25日 ヨ305‒0012 A06032526500

台湾総督府民政局 台湾総督府民政事務成蹟提要 附台湾旧制度考 明治30年４月６日 ヨ317‒0513 A06032526700

台湾総督府民政局文書課 台湾総督府諭示集 明治28年10月19日 ヨ320‒0399 A06032526900

台湾総督府民政局文書課 改訂増補台湾総督府例規類抄 明治29年１月25日 ヨ320‒0400 A06032527100

台湾総督府民政局文書課 台湾総督府法規提要 上巻 明治31年10月10日 ヨ320‒0407 A06032527300

台湾総督府民政局文書課 台湾総督府法規提要 下巻 明治31年10月10日 ヨ320‒0407 A06032527400

台湾総督府
台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律・其ノ沿革並
現行律令

大正10年１月20日 ヨ320‒0413 A06032527600

台湾総督府官房調査課
中華民国民律草案理由訳文 第四編親屬 第五編
継承

大正11年３月30日 ヨ324‒0267 A06032527800

台湾総督府官房調査課 台湾総督府第三回犯罪統計書 (明治四十年) 明治42年４月30日 ヨ326‒0167 A06032528000

台湾総督府官房調査課 台湾総督府第四回犯罪統計書 (明治四十一年) 明治42年10月27日 ヨ326‒0167 A06032528100

台湾総督府官房調査課 明治四十二年 台湾犯罪統計 (実数及比率) 明治44年７月12日 ヨ326‒0167 A06032528200

台湾総督府官房調査課 明治四十三年 台湾犯罪統計 (実数及比率) 明治45年３月31日 ヨ326‒0167 A06032528300

台湾総督府官房調査課 明治四十四年 台湾犯罪統計 (実数及比率) 大正元年11月20日 ヨ326‒0167 A06032528400

台湾総督府官房調査課 大正元年 台湾犯罪統計 (実数ノ部) 大正２年10月25日 ヨ326‒0167 A06032528500

台湾総督府官房調査課 大正元年 台湾犯罪統計 (比例ノ部) 大正３年２月20日 ヨ326‒0167 A06032528600

台湾総督府官房調査課 大正二年 台湾犯罪統計 (実数ノ部) 大正４年３月12日 ヨ326‒0167 A06032528700

台湾総督府官房調査課 大正二年 台湾犯罪統計 (比例ノ部) 大正４年２月22日 ヨ326‒0167 A06032528800

台湾総督府官房調査課 大正三年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 大正５年２月13日 ヨ326‒0167 A06032528900

台湾総督府官房調査課 大正四年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 大正６年３月30日 ヨ326‒0167 A06032529000

台湾総督府官房調査課 大正五年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 大正７年３月31日 ヨ326‒0167 A06032529100

台湾総督府官房調査課 大正六年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 大正８年３月31日 ヨ326‒0167 A06032529200

台湾総督府官房調査課 大正七年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 大正９年９月30日 ヨ326‒0167 A06032529300

台湾総督府官房調査課 大正八年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 大正10年12月15日 ヨ326‒0167 A06032529400

台湾総督府官房調査課 大正十年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 大正12年11月10日 ヨ326‒0167 A06032529500

台湾総督府官房調査課 大正十一年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 大正13年12月14日 ヨ326‒0167 A06032529600

台湾総督府官房調査課 大正十一年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 大正14年６月６日 ヨ326‒0167 A06032529700

台湾総督府官房調査課 大正十三年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 大正15年８月20日 ヨ326‒0167 A06032529800

台湾総督府官房調査課 大正十四年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 昭和２年３月30日 ヨ326‒0167 A06032529900

台湾総督府官房調査課 昭和元年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 昭和３年３月30日 ヨ326‒0167 A06032530000

台湾総督府官房調査課 昭和二年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 昭和４年４月30日 ヨ326‒0167 A06032530100

台湾総督府官房調査課 昭和三年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 昭和５年３月15日 ヨ326‒0167 A06032530200

台湾総督府官房調査課 昭和四年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 昭和６年３月31日 ヨ326‒0167 A06032530300

台湾総督府官房調査課 昭和五年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 昭和７年３月31日 ヨ326‒0167 A06032530400

台湾総督府官房調査課 昭和六年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 昭和８年３月31日 ヨ326‒0167 A06032530500

台湾総督府官房調査課 昭和七年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 昭和９年３月28日 ヨ326‒0167 A06032530600

台湾総督府官房調査課 昭和八年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 昭和10年３月31日 ヨ326‒0167 A06032530700

台湾総督府官房調査課 昭和九年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 昭和11年３月31日 ヨ326‒0167 A06032530800

台湾総督府官房調査課 昭和十年 台湾総督統計 (実数及比例) 昭和12年３月31日 ヨ326‒0167 A06032530900

台湾総督府企画部 昭和十四年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 昭和16年３月９日 ヨ326‒0167 A06032531000

台湾総督府総務局 昭和十六年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 昭和18年３月10日 ヨ326‒0167 A06032531100

台湾総督府総務局 昭和十七年 台湾犯罪統計 (実数及比例) 昭和18年11月22日 ヨ326‒0167 A06032531200

台湾総督府熱帯産業調査会 香港経済調査委員会報告書 ヨ332‒0117 A06032531400
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台湾総督府外事部
台湾総督府外事部調査第百二 (経済部門第十)
南方華僑団体調査

ヨ334‒0002 A06032531600

台湾総督府財政局税務課 大正八年 台湾総督府税務年報 大正11年３月30日 ヨ345‒0028 A06032531800

台湾総督府財政局税務課 大正十一年 台湾総督府税務年報 大正13年３月31日 ヨ345‒0028 A06032531900

台湾総督府財政局税務課 大正十二年 台湾総督府税務年報 大正14年６月30日 ヨ345‒0028 A06032532000

台湾総督府製薬所 台湾総督府製薬所事業第三年報 明治33年８月30日 ヨ348‒0004 A06032532200

台湾総督府専売局 台湾総督府専売局法規集要 全 昭和40年２月12日 ヨ348‒0006 A06032532400

台湾総督府専売局 台湾樟脳局事業第一年報 明治36年10月30日 ヨ348‒0012 A06032532600

台湾総督府専売局 食塩専売事業 第三編 明治38年11月９日 ヨ348‒0018 A06032532800

台湾総督府専売局 台湾酒専売史 上 昭和16年７月１日 ヨ348‒0026 A06032533000

台湾総督府専売局 台湾酒専売史 下 昭和16年７月１日 ヨ348‒0026 A06032533100

台湾総督官房臨時戸口調査部 大正四年 第二次 臨時台湾戸口調査記述報文 大正７年３月30日 ヨ358‒0038 A06032533300

台湾総督官房臨時戸口調査部 大正四年 第二次 臨時台湾戸口調査結果表 大正７年３月22日 ヨ358‒0039 A06032533500

台湾総督官房臨時戸口調査部 大正四年 第二次 臨時台湾戸口調査職業名字彙 大正６年８月20日 ヨ358‒0042 A06032533700

台湾総督府企画部 昭和十五年末 台湾常住戸口統計 昭和16年５月27日 ヨ358‒0049 A06032533900

台湾総督府総務局 昭和十七年末 台湾常住戸口統計 昭和18年３月13日 ヨ358‒0049 A06032534000

台湾総督府 昭和十八年末現在 台湾常住戸口統計 昭和19年３月25日 ヨ358‒0049 A06032534100

台湾総督府総務局 昭和十六年 父母ノ年齢別出生及死産統計 昭和18年１月25日 ヨ358‒0052 A06032534300

台湾総督府総務局 昭和十七年 父母ノ年齢別出生及死産統計 昭和18年10月25日 ヨ358‒0052 A06032534400

台湾総督府企画部
昭和十四年 臨時国勢調査結果表 第一巻 全島
編

昭和16年９月18日 ヨ358‒0054 A06032534600

台湾総督府企画部
昭和十四年 臨時国勢調査結果表 第一巻 州庁
編 (台東庁・花蓮港庁・澎湖庁の部)

昭和16年３月31日 ヨ358‒0054 A06032534700

台湾総督府企画部
昭和十四年 臨時国勢調査結果表 第一巻 州庁
編 (新竹州の部)

昭和16年３月31日 ヨ358‒0054 A06032534800

台湾総督府企画部
昭和十四年 臨時国勢調査結果表 第一巻 州庁
編 (台中州の部)

昭和16年３月31日 ヨ358‒0054 A06032534900

台湾総督府企画部
昭和十四年 臨時国勢調査結果表 第一巻 州庁
編 (台北州の部)

昭和16年３月31日 ヨ358‒0054 A06032535000

台湾総督府企画部
昭和十四年 臨時国勢調査結果表 第一巻 州庁
編 (高雄州の部)

昭和16年３月31日 ヨ358‒0054 A06032535100

台湾総督府企画部
昭和十四年 臨時国勢調査結果表 第一巻 州庁
編 (臺南州の部)

昭和16年３月31日 ヨ358‒0054 A06032535200

台湾総督府企画部 昭和十四年 臨時国勢調査結果表 第二巻 上編 昭和16年３月31日 ヨ358‒0054 A06032535300

台湾総督府企画部 昭和十四年 臨時国勢調査結果表 第二巻 下編 昭和16年３月31日 ヨ358‒0054 A06032535400

台湾総督府企画部 昭和十四年 臨時国勢調査結果表 第三巻 昭和16年３月31日 ヨ358‒0054 A06032535500

臨時台湾戸口調査部 明治三十八年十二月三十一日 台湾現住人口統計 明治40年８月５日 ヨ358‒0136 A06032535700

臨時台湾戸口調査部 明治三十九年十二月三十一日 台湾現住人口統計 明治40年９月５日 ヨ358‒0136 A06032535800

台湾総督府総督官房統計課 明治四十年十二月三十一日 台湾現住人口統計 明治41年12月20日 ヨ358‒0136 A06032535900

台湾総督府総督官房統計課 明治四十一年十二月三十一日 台湾現住人口統計 明治42年12月30日 ヨ358‒0136 A06032536000

台湾総督府総督官房統計課 明治四十二年十二月三十一日 台湾現住人口統計 明治43年11月23日 ヨ358‒0136 A06032536100

台湾総督府総督官房統計課 明治四十三年十二月三十一日 台湾現住人口統計 明治44年11月６日 ヨ358‒0136 A06032536200

台湾総督府総督官房統計課 明治四十四年十二月三十一日 台湾現住人口統計 大正元年12月15日 ヨ358‒0136 A06032536300

台湾総督官房統計課 大正元年十二月三十一日 台湾現住人口統計 大正２年12月15日 ヨ358‒0136 A06032536400

台湾総督官房統計課 大正二年十二月三十一日 台湾現住人口統計 大正３年12月27日 ヨ358‒0136 A06032536500

台湾総督官房統計課
大正三年十二月三十一日 台湾現住人口統計 大
正３年

大正４年10月29日 ヨ358‒0136 A06032536600

台湾総督官房統計課 大正四年十二月三十一日 台湾現住人口統計 大正５年12月20日 ヨ358‒0136 A06032536700

台湾総督官房統計課 大正五年十二月三十一日 台湾現住人口統計 大正６年12月28日 ヨ358‒0136 A06032536800

台湾総督官房調査課 大正六年十二月三十一日 台湾現住人口統計 大正７年12月25日 ヨ358‒0136 A06032536900

台湾総督官房調査課 大正七年十二月三十一日 台湾現住人口統計 大正９年１月20日 ヨ358‒0136 A06032537000

台湾総督官房調査課 大正八年十二月三十一日 台湾現住人口統計 大正10年１月10日 ヨ358‒0136 A06032537100

台湾総督官房調査課 大正九年十二月三十一日 台湾現住人口統計 大正11年１月27日 ヨ358‒0136 A06032537200

台湾総督官房調査課 大正十年十二月三十一日 台湾現住人口統計 大正11年11月27日 ヨ358‒0136 A06032537300

台湾総督官房調査課 大正十一年十二月三十一日 台湾現住人口統計 大正12年11月17日 ヨ358‒0136 A06032537400
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台湾総督官房調査課 大正十二年十二月三十一日 台湾現住人口統計 大正13年８月４日 ヨ358‒0136 A06032537500

台湾総督官房調査課 大正十三年十二月三十一日 台湾現住人口統計 大正14年11月17日 ヨ358‒0136 A06032537600

台湾総督官房調査課 大正十四年十二月三十一日 台湾現住人口統計 昭和２年２月７日 ヨ358‒0136 A06032537700

台湾総督官房調査課 昭和元年十二月三十一日 台湾現住人口統計 昭和２年７月１日 ヨ358‒0136 A06032537800

台湾総督官房調査課 昭和二年十二月三十一日 台湾現住人口統計 昭和３年７月21日 ヨ358‒0136 A06032537900

台湾総督官房調査課 昭和三年十二月三十一日 台湾現住人口統計 昭和４年８月17日 ヨ358‒0136 A06032538000

台湾総督官房調査課 昭和四年十二月三十一日 台湾現住人口統計 昭和５年７月21日 ヨ358‒0136 A06032538100

台湾総督官房調査課 昭和五年十二月三十一日 台湾現住人口統計 昭和６年８月31日 ヨ358‒0136 A06032538200

台湾総督官房調査課 昭和六年十二月三十一日 台湾現住人口統計 昭和７年８月12日 ヨ358‒0136 A06032538300

台湾総督官房調査課 昭和十一年台湾人口動態統計 記述編 昭和13年３月31日 ヨ358‒0137 A06032538500

台湾総督官房調査課 昭和十二年年台湾人口動態統計 記述編 昭和14年３月31日 ヨ358‒0137 A06032538600

台湾総督府企画部 昭和十四年台湾人口動態統計 記述編 昭和16年３月25日 ヨ358‒0137 A06032538700

台湾総督府企画部 昭和十五年台湾人口動態統計 記述編 昭和16年12月15日 ヨ358‒0137 A06032538800

台湾総督府企画部 昭和十六年台湾人口動態統計 記述編 昭和17年10月４日 ヨ358‒0137 A06032538900

台湾総督府総務局 昭和十七年台湾人口動態統計 記述編 昭和18年10月20日 ヨ358‒0137 A06032539000

臨時台湾戸口調査部 明治三十八年 台湾人口動態統計 (原表之部) 明治40年７月10日 ヨ358‒0138 A06032539200

臨時台湾戸口調査部 明治三十九年 台湾人口動態統計 (原表之部) 明治40年12月３日 ヨ358‒0138 A06032539300

台湾総督府総督官房統計課 明治四十年 台湾人口動態統計 (原表之部) 明治42年３月28日 ヨ358‒0138 A06032539400

台湾総督府総督官房統計課 明治四十一年 台湾人口動態統計 (原表之部) 明治43年１月８日 ヨ358‒0138 A06032539500

台湾総督府総督官房統計課 明治四十二年 台湾人口動態統計 (原表之部) 明治44年１月25日 ヨ358‒0138 A06032539600

台湾総督府総督官房統計課 明治四十三年 台湾人口動態統計 (原表之部) 明治45年１月23日 ヨ358‒0138 A06032539700

台湾総督府総督官房統計課 明治四十四年 台湾人口動態統計 (原表之部) 大正２年１月26日 ヨ358‒0138 A06032539800

台湾総督官房調査課 大正元年 台湾人口動態統計 (原表之部) 大正３年３月20日 ヨ358‒0138 A06032539900

台湾総督官房調査課 大正二年 台湾人口動態統計 (原表之部) 大正３年12月22日 ヨ358‒0138 A06032540000

台湾総督官房調査課 大正三年 台湾人口動態統計 (原表之部) 大正４年12月20日 ヨ358‒0138 A06032540100

台湾総督官房調査課 大正四年 台湾人口動態統計 (原表之部) 大正６年１月15日 ヨ358‒0138 A06032540200

台湾総督官房調査課 大正五年 台湾人口動態統計 (原表之部) 大正７年３月31日 ヨ358‒0138 A06032540300

台湾総督官房調査課 大正六年 台湾人口動態統計 (原表之部) 大正８年３月14日 ヨ358‒0138 A06032540400

台湾総督官房調査課 大正七年 台湾人口動態統計 (原表之部) 大正９年３月31日 ヨ358‒0138 A06032540500

台湾総督官房調査課 大正八年 台湾人口動態統計 (原表之部) 大正10年３月31日 ヨ358‒0138 A06032540600

台湾総督官房調査課 大正九年 台湾人口動態統計 大正11年７月23日 ヨ358‒0138 A06032540700

台湾総督官房調査課 大正十年 台湾人口動態統計 大正12年６月25日 ヨ358‒0138 A06032540800

台湾総督官房調査課 大正十一年 台湾人口動態統計 大正13年３月31日 ヨ358‒0138 A06032540900

台湾総督官房調査課 大正十二年 台湾人口動態統計 大正14年３月10日 ヨ358‒0138 A06032541000

台湾総督官房調査課 大正十三年 台湾人口動態統計 大正15年３月20日 ヨ358‒0138 A06032541100

台湾総督官房調査課 大正十四年 台湾人口動態統計 昭和２年３月20日 ヨ358‒0138 A06032541200

台湾総督官房調査課 大正十四年 台湾人口動態統計 昭和２年３月20日 ヨ358‒0138 A06032541300

台湾総督官房調査課 昭和元年 台湾人口動態統計 昭和３年３月31日 ヨ358‒0138 A06032541400

台湾総督官房調査課 昭和二年 台湾人口動態統計 昭和４年４月30日 ヨ358‒0138 A06032541500

台湾総督官房調査課 昭和三年 台湾人口動態統計 昭和５年３月31日 ヨ358‒0138 A06032541600

台湾総督官房調査課 昭和四年 台湾人口動態統計 昭和６年３月31日 ヨ358‒0138 A06032541700

台湾総督官房調査課 昭和五年 台湾人口動態統計 昭和７年３月28日 ヨ358‒0138 A06032541800

台湾総督官房調査課 昭和六年 台湾人口動態統計 昭和８年３月19日 ヨ358‒0138 A06032541900

台湾総督官房調査課 昭和十年 台湾人口動態統計 昭和12年３月20日 ヨ358‒0138 A06032542000

台湾総督官房調査課 昭和十一年 台湾人口動態統計 昭和13年３月31日 ヨ358‒0138 A06032542100

台湾総督官房調査課 昭和十二年 台湾人口動態統計 昭和14年３月31日 ヨ358‒0138 A06032542200

台湾総督府企画部 昭和十四年 台湾人口動態統計 昭和16年３月25日 ヨ358‒0138 A06032542300

台湾総督府企画部 昭和十五年 台湾人口動態統計 昭和16年12月15日 ヨ358‒0138 A06032542400

台湾総督府企画部 昭和十六年 台湾人口動態統計 昭和17年10月31日 ヨ358‒0138 A06032542500

台湾総督府官房統計課 昭和十七年 台湾人口動態統計 昭和18年10月31日 ヨ358‒0138 A06032542600

台湾総督府総督官房統計課 明治三十九年 台湾人口動態統計記述報文 明治41年７月31日 ヨ358‒0140 A06032542800

台湾総督府総督官房統計課 明治四十年 台湾人口動態統計記述報文 明治42年11月15日 ヨ358‒0140 A06032542900

台湾総督府総督官房統計課 明治四十一年 台湾人口動態統計記述報文 明治43年３月25日 ヨ358‒0140 A06032543000

台湾総督府総督官房統計課 明治四十二年 台湾人口動態統計記述報文 明治44年３月31日 ヨ358‒0140 A06032543100

台湾総督府総督官房統計課 明治四十三年 台湾人口動態統計記述報文 明治45年３月31日 ヨ358‒0140 A06032543200
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台湾総督府総督官房統計課 明治四十四年 台湾人口動態統計記述報文 大正２年３月31日 ヨ358‒0140 A06032543300

台湾総督府総督官房統計課 大正元年 台湾人口動態統計記述報文 大正３年３月31日 ヨ358‒0140 A06032543400

台湾総督府総督官房統計課 大正二年 台湾人口動態統計記述報文 大正４年３月31日 ヨ358‒0140 A06032543500

台湾総督府総督官房統計課 大正三年 台湾人口動態統計記述報文 大正５年３月31日 ヨ358‒0140 A06032543600

台湾総督官房調査課 大正五年 台湾人口動態統計記述報文 (婚姻) 大正７年９月16日 ヨ358‒0140 A06032543700

台湾総督官房調査課 大正六年 台湾人口動態統計記述報文 (死因) 大正９年11月20日 ヨ358‒0140 A06032543800

台湾総督官房調査課 大正七年 台湾人口動態統計記述報文 (離婚) 大正９年12月15日 ヨ358‒0140 A06032543900

台湾総督官房調査課 大正八年 台湾人口動態統計記述報文 (生産) 大正10年12月15日 ヨ358‒0140 A06032544000

台湾総督府総督官房統計課
自明治三十九年至明治四十三年 台湾人口動態統
計五年報 (実数及比例)

大正２年３月31日 ヨ358‒0145 A06032544200

台湾総督府官房統計課 明治三十八年 臨時台湾戸口調査顛末 明治41年８月21日 ヨ358‒0153 A06032544400

臨時台湾戸口調査部 明治三十八年 臨時台湾戸口調査記述報文 明治41年３月30日 ヨ358‒0158 A06032544600

臨時台湾戸口調査部 明治三十八年 臨時台湾戸口調査職業名字彙 明治40年12月28日 ヨ358‒0159 A06032544800

台湾総督府総督官房統計課 明治三十八年 臨時台湾漢訳戸口調査記述報文 明治42年４月15日 ヨ358‒0160 A06032545000

臨時台湾戸口調査部
明治三十八年 臨時台湾戸口調査要計表 (街庄
社別住居及戸口等)

明治40年５月30日 ヨ358‒0161 A06032545200

臨時台湾戸口調査部 明治三十八年 臨時台湾戸口調査結果表 明治41年２月28日 ヨ358‒0162 A06032545400

臨時台湾戸口調査部
明治三十八年 臨時台湾戸口調査集計原表 (全
島之部)

明治40年12月25日 ヨ358‒0163 A06032545600

臨時台湾戸口調査部
明治三十八年 臨時台湾戸口調査集計原表 (地
方之部)

明治40年12月28日 ヨ358‒0163 A06032545700

台湾総督幹部臨時戸口調査部
大正四年 臨時台湾戸口調査集計原表 (全島之
部〉

大正６年12月29日 ヨ358‒0163 A06032545800

台湾総督幹部臨時戸口調査部
大正四年 臨時台湾戸口調査集計原表 (地方之
部〉

大正６年12月８日 ヨ358‒0163 A06032545900

台湾総督官房臨時国勢調査部
大正九年十月一日 第一回台湾国勢調査 (第三次
臨時台湾戸口調査) 職業名字彙

大正11年10月23日 ヨ358‒0169 A06032546100

台湾総督官房臨時国勢調査部
大正九年十月一日 第一回台湾国勢調査 (第三次
臨時台湾戸口調査) 要覧表

大正11年12月26日 ヨ358‒0170 A06032546300

台湾総督官房臨時国勢調査部 第一回台湾国勢調査 在郷軍人ニ関スル諸表 ヨ358‒0171 A06032546500

台湾総督官房臨時国勢調査部
大正九年十月一日 第一回台湾国勢調査 (第三次
臨時台湾戸口調査) 顛末書

大正13年３月31日 ヨ358‒0197 A06032546700

台湾総督官房臨時国勢調査部
大正九年十月一日 第一回台湾国勢調査 (第三次
臨時台湾戸口調査) 住居世帯及人口

大正10年９月30日 ヨ358‒0197 A06032546800

台湾総督官房臨時国勢調査部
大正九年十月一日 第一回台湾国勢調査 (第三次
臨時台湾戸口調査) 集計原表 (全島ノ部)

大正12年10月９日 ヨ358‒0197 A06032546900

台湾総督官房臨時国勢調査部
大正九年十月一日 第一回台湾国勢調査 (第三次
臨時台湾戸口調査) 集計原表 (州庁ノ部)

大正13年２月５日 ヨ358‒0197 A06032547000

台湾総督官房臨時国勢調査部
大正九年十月一日 第一回台湾国勢調査 (第三次
臨時台湾戸口調査) 記述報文 附結果表

大正13年２月10日 ヨ358‒0197 A06032547100

台湾総督官房臨時国勢調査部 大正十四年 台湾国勢調査結果概数 大正15年１月31日 ヨ358‒0198 A06032547300

台湾総督官房臨時国勢調査部 大正四年 第二次臨時台湾戸口調査概覧表 大正６年９月13日 ヨ358‒0209 A06032547500

台湾総督官房調査課 大正四年 第二次臨時台湾戸口調査顛末 大正７年９月14日 ヨ358‒0210 A06032547700

台湾総督府企画部
昭和十六年 労働技術統計調査結果表 第一編
工業事業体

昭和17年10月24日 ヨ366‒0138 A06032547900

台湾総督府企画部
昭和十六年 労働技術統計調査結果表 第二編
鉱業事業体 運輸事業体 事務所商店 通信事業
体

昭和17年10月28日 ヨ366‒0138 A06032548000

台湾総督府総務局
昭和十七年 労働技術統計調査結果表 第一編
工業事業体

昭和18年11月27日 ヨ366‒0138 A06032548100

台湾総督府総務局
昭和十七年 労働技術統計調査結果表 第二編
鉱業事業体 運輸事業体 事務所商店 通信事業
体

昭和18年11月27日 ヨ366‒0138 A06032548200

台湾総督府 昭和十年 台湾震災誌 昭和11年３月25日 ヨ369‒0018 A06032548400
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台湾総督府蕃族調査会
台湾総督府蕃族調査会蕃族調査報告書 大�族後
篇

大正９年３月30日 ヨ382‒0016 A06032548600

台湾総督府
原語による台湾高砂族伝説集 台北帝国大学言語
学研究室調査

昭和10年３月５日 ヨ388‒0002 A06032548800

台湾総督府
台湾高砂族系統所属の研究 第一冊 (本篇) 台
北帝国大学土俗・人類学研究室調査

昭和10年３月５日 ヨ389‒0007 A06032549000

台湾総督府
台湾高砂族系統所属の研究 第二冊 (資料篇)
台北帝国大学土俗・人類学研究室調査

昭和10年３月５日 ヨ389‒0007 A06032549100

台湾総督府研究所 台湾総督府研究所報告 第一回 明治45年３月28日 ヨ405‒0002 A06032549300

台湾総督府研究所 台湾総督府研究所報告 第三回 大正３年７月10日 ヨ405‒0002 A06032549400

台湾総督府研究所 台湾総督府研究所報告 第四回 大正４年６月19日 ヨ405‒0002 A06032549500

台湾総督府研究所 台湾総督府研究所報告 第五回 大正６年１月31日 ヨ405‒0002 A06032549600

台湾総督府研究所 台湾総督府研究所報告 第六回 大正７年３月10日 ヨ405‒0002 A06032549700

台湾総督府研究所 台湾総督府研究所報告 第七回 大正７年12月25日 ヨ405‒0002 A06032549800

台湾総督府中央研究所 台湾総督府中央研究所第六号 台湾の鉱泉 昭和５年８月25日 ヨ453‒0031 A06032550000

台湾総督府民政部殖産課 大日本帝国台湾島予察地形図 明治22年７月16日 ヨ454‒0002 A06032550200

台湾総督府民政部殖産課 瑞芳産金地地形及地質図 明治33年３月29日 ヨ455‒0020 A06032550400

台湾総督府民政部殖産局 殖産局出版第百拾五号 北投石調査報文 大正４年９月７日 ヨ459‒0019 A06032550600

台湾総督府民政部警察本署 台湾阿片行政施行状況 明治41年12月６日 ヨ498‒0080 A06032550800

台湾総督府民政部 台湾衛生概要 大正２年３月30日 ヨ498‒0195 A06032551000

台湾総督府警務局衛生課
衛生調査書 (基本調査の四) 台湾マラリア統計
(記述の部)

大正15年３月13日 ヨ498‒0222 A06032551200

台湾総督府警務局衛生課 台湾ノ阿片制度 附麻薬取締ノ概要 昭和11年３月30日 ヨ498‒0235 A06032551400

台湾総督府内務局土木課
昭和十五年十二月 台湾総督府内務局主管土木事
業概要

昭和16年５月25日 ヨ513‒0004 A06032551600

台湾総督府内務局土木課
昭和十七年十一月 台湾総督府国土局主管土木事
業概要

昭和17年12月20日 ヨ513‒0004 A06032551700

台湾総督府内務局土木課
昭和十三年度台湾総督府内務局主管土木事業統計
年報

昭和15年９月27日 ヨ513‒0005 A06032551900

台湾総督府内務局土木課
昭和十五年度台湾総督府内務局主管土木事業統計
年報

昭和17年７月25日 ヨ513‒0005 A06032552000

台湾総督府内務局土木課
昭和十六年度台湾総督府内務局主管土木事業統計
年報

昭和18年３月31日 ヨ513‒0005 A06032552100

台湾総督府外事部
台湾総督府外事部調査第89 (技術部門第2及文化
部門第2) 南方に於ける土俗建築

昭和17年11月 ヨ522‒0001 A06032552300

台湾総督府外事部
台湾総督府外事部調査第90 (技術部門第3及文化
部門第3) 熱帯建築計画汎論

昭和17年11月 ヨ522‒0002 A06032552500

台湾総督府民政部殖産課 第二台湾鉱業統計便覧 明治34年３月 ヨ560‒0014 A06032552700

台湾総督府殖産局 殖産局出版第808号 鉱物及地質調査報告 第１号 昭和13年３月31日 ヨ561‒0043 A06032552900

台湾総督府殖産局 殖産局出版第697号 鉱物及地質調査報告 第２号 昭和10年３月31日 ヨ561‒0043 A06032553000

台湾総督府殖産局 殖産局出版第698号 鉱物及地質調査報告 第３号 昭和10年３月31日 ヨ561‒0043 A06032553100

台湾総督府民政部殖産局 台湾油田調査報告 明治43年３月20日 ヨ568‒0021 A06032553300

台湾総督府殖産局 殖産局出版第五八四号 台南州嘉義油田調査報告 昭和６年３月31日 ヨ568‒0029 A06032553500

台湾総督府殖産局
殖産局出版第六一〇号 高雄州旗山南西部油田調
査報告

昭和７年３月31日 ヨ568‒0030 A06032553700

台湾総督府殖産局 殖産局出版806号 台北州清水坑油田調査報告 昭和13年３月31日 ヨ568‒0031 A06032553900

台湾総督府殖産局
殖産局出版五八五号 新竹州苗栗及竹東油田調査
報告

昭和６年３月31日 ヨ568‒0032 A06032554100

台湾総督府民政部殖産課 瑞芳及金瓜石鉱山視察報文 明治33年３月29日 ヨ569‒0040 A06032554300

台湾総督府殖産局鉱務課 殖産局出版第六三二号 台湾鉱区一覧 昭和８年３月９日 ヨ569‒0065 A06032554500

台湾総督府殖産局鉱務課 殖産局出版第五七五号 台湾の鉱業 昭和６年３月31日 ヨ569‒0066 A06032554700

台湾総督府専売局 台湾産芳香揮発油之研究 第弐報告 大正２年２月15日 ヨ576‒0018 A06032554900

台湾総督府民政局殖産部 本島製紙業調査書 附清国製紙業地視察報告 明治42年３月31日 ヨ585‒0008 A06032555100

台湾総督府民政局殖産部 臨時台湾糖務局年報第十年報 (明治四十四年期) 大正２年３月30日 ヨ588‒0034 A06032555300

台湾総督府熱帯産業調査会 南支那の資源と経済 第一巻福建省 昭和13年９月10日 ヨ602‒0002 A06032555500
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台湾総督府民政局殖産部
台湾総督府民政局殖産部報文 第一巻第一冊 水
産之部

明治29年12月11日 ヨ602‒0061 A06032555700

台湾総督府民政局殖産部
台湾総督府民政局殖産部報文 第一巻第二冊 林
業､ 鉱業､ 商工業､ 農業､ 雑､ 各部

明治29年12月８日 ヨ602‒0061 A06032555800

台湾総督府殖産局
農業基本調査書第二 耕地分配及経営調査 大正
十年

大正11年７月 ヨ610‒0023 A06032556000

台湾総督府殖産局農務課 農業基本調査書第三十一 耕地分配並に経営調査 昭和９年８月31日 ヨ610‒0023 A06032556100

台湾総督府中央研究所
台湾総督府中央研究所農業部報告第十七号 印度
系�牛の系統に関する研究 大正14年12月28日 ヨ610‒0069 A06032556300

台湾総督府中央研究所
台湾総督府中央研究所農業部報告第五十一号 台
湾産菌類調査報告第五編

大正６年３月30日 ヨ610‒0069 A06032556400

台湾総督府農業試験所
台湾総督府農業試験所彙報第百八十五号 台湾総
督府農業試験所違法東部台湾におけるバナナの生
産に就いて

昭和16年６月 ヨ610‒0141 A06032556600

台湾総督府殖産局商工課 殖産局出版第四百七十二号 台湾米概況 大正15年３月31日 ヨ611‒0001 A06032556800

台湾総督府民政部殖産課
殖産局出版第百二〇号 支那､ 南洋及露領ニ於ケ
ル米一班

大正４年12月10日 ヨ611‒0233 A06032557000

台湾総督府民政部殖産課
殖産局出版第二三〇号 台湾ノ農業労働ニ関スル
調査 (農事調査第二)

大正８年７月30日 ヨ612‒0024 A06032557200

台湾総督府官房統計課 台湾之米作統計 明治43年２月17日 ヨ616‒0046 A06032557400

台湾総督府殖産局 甘蔗栽培及製糖法指鍼 明治35年３月25日 ヨ617‒0008 A06032557600

台湾総督府殖産局 台湾茶業概要 明治41年10月22日 ヨ617‒0023 A06032557800

台湾総督府民政部殖産局
殖産局出版第七四号 茶樹栽培試験場第四報告
(大正二年)

大正４年３月13日 ヨ617‒0030 A06032558000

台湾総督府民政部殖産局
殖産局出版第一一九号 茶樹栽培試験場第五報告
(大正三年)

大正４年12月25日 ヨ617‒0030 A06032558100

台湾総督府民政部殖産局
殖産局出版第一五七号 茶樹栽培試験場第六報告
(大正五年)

大正５年12月９日 ヨ617‒0030 A06032558200

台湾総督府民政部殖産局
殖産局出版第二四五号 茶樹栽培試験場第九報告
(大正七年)

大正９年３月６日 ヨ617‒0030 A06032558300

台湾総督府殖産局
殖産局出版第二七〇号 茶樹栽培試験場第十報告
(大正八年)

大正10年３月20日 ヨ617‒0030 A06032558400

台湾総督官房調査課
南支那及南洋調査第百四十八 波斯阿片・土耳古
阿片 (阿片調査其二)

昭和３年５月 ヨ617‒0335 A06032558600

台湾総督府民政部殖産局
殖産局出版第三五号 ｢サイザルヘンプ｣ ニ関ス
ル調査資料

大正３年３月27日 ヨ618‒0021 A06032558800

台湾総督府民政部殖産局 殖産局出版第一八二号 支那茶概観 大正６年６月30日 ヨ619‒0010 A06032559000

台湾総督府茶検査所
殖産局出版第四七四号 台湾総督府茶検査場第三
年報 (大正十四年)

大正15年３月31日 ヨ619‒0011 A06032559200

台湾総督府茶検査所
殖産局出版第四八八号 台湾総督府茶検査場第四
年報 (大正15年 昭和元年)

昭和２年３月31日 ヨ619‒0011 A06032559300

台湾総督府民政部殖産局 殖産局出版第八六号 台湾茶業一班 大正４年３月30日 ヨ619‒0012 A06032559500

台湾総督府殖産局 殖産局出版第五六二号 製茶原料 昭和５年３月31日 ヨ619‒0013 A06032559700

台湾総督府茶検査所
殖産局出版第五六六号 台湾総督府茶検査所第七
年報 (昭和四年)

昭和５年３月31日 ヨ619‒0014 A06032559900

台湾総督府茶検査所
殖産局出版第五九一号 台湾総督府茶検査所第八
年報 (昭和五年)

昭和６年３月31日 ヨ619‒0014 A06032560000

台湾総督府殖産局 殖産局出版第一四〇号 台湾に於ける�蕉 大正５年３月31日 ヨ625‒0018 A06032560200

台湾総督府民政部殖産局
殖産局出版第一七九号 台湾の熱帯果樹第三巻
木瓜 (蕃瓜 万寿果)

大正６年６月22日 ヨ625‒0019 A06032560400

台湾総督府殖産局特産課 殖産局出版第七一七号 南支南洋の青果産業 昭和10年10月14日 ヨ625‒0020 A06032560600

台湾総督府民政部殖産局 台湾の牧牛 附印度水牛 明治37年９月15日 ヨ645‒0023 A06032560800

台湾総督府中央研究所
台湾総督府中央研究所林業部報告第一号 新高山
彙森林植物帯

大正11年12月22日 ヨ650‒0034 A06032561000
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台湾総督府中央研究所
台湾総督府中央研究所林業部報告第五号 台湾ニ
於ケル主要松類ノ松脂採取試験成績

昭和10年11月28日 ヨ650‒0034 A06032561100

台湾総督府中央研究所
台湾総督府中央研究所林業部報告第七号 規那造
林ニ関スル試験 第一回報告

昭和12年３月30日 ヨ650‒0034 A06032561200

台湾総督府中央研究所
台湾総督府中央研究所林業部彙報第一号 パイワ
ン族利用植物

大正12年１月31日 ヨ650‒0036 A06032561400

台湾総督府外事部
台湾総督府外事部調査第107 (資源部門第31) 南
方圏の樹材

昭和18年６月15日 ヨ657‒0001 A06032561600

台湾総督府民政部財務局税
務課

大正六年台湾貿易概覧 大正８年10月20日 ヨ678‒0018 A06032561800

台湾総督府民政部財務局税
務課

大正七年台湾貿易概覧 大正10年３月31日 ヨ678‒0018 A06032561900

台湾総督府財政局 大正八年及九年台湾貿易概覧 大正12年３月31日 ヨ678‒0018 A06032562000

台湾総督府税関 大正十二年台湾貿易概覧 大正14年５月30日 ヨ678‒0018 A06032562100

台湾総督府税関 大正十三年台湾貿易概覧 大正15年８月15日 ヨ678‒0018 A06032562200

台湾総督府税関 大正十四年大正十五年昭和元年台湾貿易概覧 昭和２年12月25日 ヨ678‒0018 A06032562300

台湾総督府税関 昭和二年台湾貿易概覧 昭和３年11月30日 ヨ678‒0018 A06032562400

台湾総督府税関 昭和三年台湾貿易概覧 昭和４年11月25日 ヨ678‒0018 A06032562500

台湾総督府税関 昭和五年台湾貿易概覧 昭和６年12月16日 ヨ678‒0018 A06032562600

台湾総督府官房調査課
大正十四年分及前年対照 台湾対支那､ 香港及南
洋方面貿易一覧

ヨ678‒0164 A06032562800

台湾総督府税関
大正15年昭和元年分及前年対照 台湾対支那香港
及南洋方面貿易一覧

ヨ678‒0164 A06032562900

台湾総督府税関
昭和二年九月迄分 台湾対支那､ 香港及南洋方面
貿易一覧

ヨ678‒0164 A06032563000

台湾総督府鉄道部 (未定稿) 台湾鉄道史 上巻 明治43年９月30日 ヨ686‒0089 A06032563200

台湾総督府鉄道部 (未定稿) 台湾鉄道史 中巻 明治44年３月25日 ヨ686‒0089 A06032563300

台湾総督府鉄道部 (未定稿) 台湾鉄道史 下巻 明治44年２月25日 ヨ686‒0089 A06032563400
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