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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

〇受領年月日：昭和12.6.17

原始經 木村一郎 東京 富士印刷株式
会社出版部 大正15 四六 1 1円

50銭 禁安1 1 大正15.5.31 特500-1 安-1 ○ 著者:林一郎
発売:上田屋書店 特500-1 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926090

太陽を踏破りて
（思想的混沌時代） 萩原久磨燠（創星） 東京 自然社 大正15 四六 1 2円

20銭 禁安1 2 大正15.5.28 特500-2 安-2 ○ 特500-2 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926118

支那革命の將来 太田黒年男､
髙橋実訳編 東京 マルクス書房 昭和3 四六 1 40銭 禁安1 3 昭和3.9.5 特500-3 なし

副本 ○ 特500-3 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137665

黎明期ロシヤ社會運動史
（デカブリスト　叛乱よりナ
ロード=キン凋落まで）

マルクス書房訳編 東京 マルクス書房 昭和3 四六 1 1円 禁安1 4 昭和3.8.1 363.09-
MA597ウ なし ○ 363.09-

Ma597ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061943

神人記
（経典三部作,第 三壱部第六巻）江原小弥太 東京 文化生活研究会 大正15 四六 1 2円

80銭 禁安1 5 大正15.11.26 F13-E34 安-8 ○ F13-E34ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926062

英国總同盟罷業の意義と批判
〔インターナショナル．ビブ
リオテーク　第1冊〕

産業労働調査所訳編 東京 希望閣 昭和2 四六 1 1円
40銭 禁安1 6 昭和2.4.27 560-41 安-9 ○ 著者:スターリン等著 560-41 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1195663

新ロシア問答　〔レニン主義
の諸問題　 第三分冊〕

スターリン著
益田豊彦訳 東京 希望閣 昭和2 四六 1 50銭 禁安1 7 昭和2.5.17 特500-4 安-11 ○ 特500-4 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149863

社會主義の必然
〔マルクス学教科書. 第一編〕

エス・セムコフスキー編
マルクス書房訳編 東京 マルクス書房 昭和2 四六 1 70銭 禁安1 8 昭和2.9.23 587-94イ 安-13 ○ 587-94イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1180876

新東京繁昌記　附　大阪繁昌記 水島爾保市 東京 日本評論社 大正13 四六 1 1円
80銭 禁安1 9 大正13.4.16 特500-5 安-18 ○ 特500-5 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926112

山河草木　丑巻
〔[霊]界物語　第62巻〕

出口瑞月著
北村隆三編 京都 天声社 大正15 四六 1 1円

50銭 禁安1 10 大正15.1.2 特500-6 安-20 ○ 特500-6   http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926104

理想郷（他1篇） ヰリアム､ モリス著
堺利彦訳編 東京 アルス 大正9 特小 1 1円

20銭 禁安1 11 大正9.3.2 363.2-Mo78
ウ 安-22 ○ 363.2-Mo78

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1086529

反逆情史 藤田浪人 東京 問題社出版部 大正14 四六 1 50銭 禁安1 12 大正14.6.13

特500-7
上野図書
発見
47.12.15

安-23 ○ 特500-7 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702569

世界各國　著名文書集
〔解放群書　22〕 守田文治 東京 解放社 昭和2 四六 1 1円 禁安1 13 昭和2.7.1 特500-8 安-28 ○ 特500-8 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137869

露西亜革命の思想戰　レー
ニズム?トロツキーズム?

[ト]ロツキー著
井田孝平訳 東京 早稲[田]大学

出版部 大正14 四六 1 2円
30銭 禁安1 14 大正14.5.29 ナシ

安-33
（34を二重

線で消し
て修正）

×

サブタイトル:1917年
（トロツキー） レーニ
ニズムかトロツキーズ
ムか（カーメネフ） ト
ロツキーズムかレーニ
ニズムか（スターリン）

特111-846 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/917637

農村と青年運動 三宅正一 東京 社会評論社 昭和2 四六 1 1円
30銭 禁安1 15 昭和2.6.8 特500-9 安-36 ○ 特500-9 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138209

眼ざめつつある支那 ウヰツト､ フォーゲル著
三木猛訳 東京 白揚社 昭和2 四六 1 1円

80銭 禁安1 16 昭和2.6.8 特500-10 安-44 ○ 特500-10 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702570

我等は皇室と国民を如何に
見るか 野依秀一 東京 実業世界社 昭和2 特小 1 再版 20銭 禁安1 17 昭和2.5.28 特500-11 安-46 ○ 特500-11 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138579

安寧の部（受領年月日：昭和12.6.17）
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

〇受領年月日：昭和12.6.17

原始經 木村一郎 東京 富士印刷株式
会社出版部 大正15 四六 1 1円

50銭 禁安1 1 大正15.5.31 特500-1 安-1 ○ 著者:林一郎
発売:上田屋書店 特500-1 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926090

太陽を踏破りて
（思想的混沌時代） 萩原久磨燠（創星） 東京 自然社 大正15 四六 1 2円

20銭 禁安1 2 大正15.5.28 特500-2 安-2 ○ 特500-2 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926118

支那革命の將来 太田黒年男､
髙橋実訳編 東京 マルクス書房 昭和3 四六 1 40銭 禁安1 3 昭和3.9.5 特500-3 なし

副本 ○ 特500-3 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137665

黎明期ロシヤ社會運動史
（デカブリスト　叛乱よりナ
ロード=キン凋落まで）

マルクス書房訳編 東京 マルクス書房 昭和3 四六 1 1円 禁安1 4 昭和3.8.1 363.09-
MA597ウ なし ○ 363.09-

Ma597ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061943

神人記
（経典三部作,第 三壱部第六巻）江原小弥太 東京 文化生活研究会 大正15 四六 1 2円

80銭 禁安1 5 大正15.11.26 F13-E34 安-8 ○ F13-E34ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926062

英国總同盟罷業の意義と批判
〔インターナショナル．ビブ
リオテーク　第1冊〕

産業労働調査所訳編 東京 希望閣 昭和2 四六 1 1円
40銭 禁安1 6 昭和2.4.27 560-41 安-9 ○ 著者:スターリン等著 560-41 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1195663

新ロシア問答　〔レニン主義
の諸問題　 第三分冊〕

スターリン著
益田豊彦訳 東京 希望閣 昭和2 四六 1 50銭 禁安1 7 昭和2.5.17 特500-4 安-11 ○ 特500-4 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149863

社會主義の必然
〔マルクス学教科書. 第一編〕

エス・セムコフスキー編
マルクス書房訳編 東京 マルクス書房 昭和2 四六 1 70銭 禁安1 8 昭和2.9.23 587-94イ 安-13 ○ 587-94イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1180876

新東京繁昌記　附　大阪繁昌記 水島爾保市 東京 日本評論社 大正13 四六 1 1円
80銭 禁安1 9 大正13.4.16 特500-5 安-18 ○ 特500-5 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926112

山河草木　丑巻
〔[霊]界物語　第62巻〕

出口瑞月著
北村隆三編 京都 天声社 大正15 四六 1 1円

50銭 禁安1 10 大正15.1.2 特500-6 安-20 ○ 特500-6   http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926104

理想郷（他1篇） ヰリアム､ モリス著
堺利彦訳編 東京 アルス 大正9 特小 1 1円

20銭 禁安1 11 大正9.3.2 363.2-Mo78
ウ 安-22 ○ 363.2-Mo78

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1086529

反逆情史 藤田浪人 東京 問題社出版部 大正14 四六 1 50銭 禁安1 12 大正14.6.13

特500-7
上野図書
発見
47.12.15

安-23 ○ 特500-7 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702569

世界各國　著名文書集
〔解放群書　22〕 守田文治 東京 解放社 昭和2 四六 1 1円 禁安1 13 昭和2.7.1 特500-8 安-28 ○ 特500-8 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137869

露西亜革命の思想戰　レー
ニズム?トロツキーズム?

[ト]ロツキー著
井田孝平訳 東京 早稲[田]大学

出版部 大正14 四六 1 2円
30銭 禁安1 14 大正14.5.29 ナシ

安-33
（34を二重

線で消し
て修正）

×

サブタイトル:1917年
（トロツキー） レーニ
ニズムかトロツキーズ
ムか（カーメネフ） ト
ロツキーズムかレーニ
ニズムか（スターリン）

特111-846 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/917637

農村と青年運動 三宅正一 東京 社会評論社 昭和2 四六 1 1円
30銭 禁安1 15 昭和2.6.8 特500-9 安-36 ○ 特500-9 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138209

眼ざめつつある支那 ウヰツト､ フォーゲル著
三木猛訳 東京 白揚社 昭和2 四六 1 1円

80銭 禁安1 16 昭和2.6.8 特500-10 安-44 ○ 特500-10 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702570

我等は皇室と国民を如何に
見るか 野依秀一 東京 実業世界社 昭和2 特小 1 再版 20銭 禁安1 17 昭和2.5.28 特500-11 安-46 ○ 特500-11 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138579
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

無産階級運動の戰術と宣傳
について

コミンター編
稲村順三訳 東京 南宋書院 昭和3 四六 1 40銭 禁安1 18 昭和3.5.17 特500-12 なし ○ 特500-12 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149811

ロシアに於ける階級鬪爭と
革命

ブハーリン著
内藤英男訳 東京 共生閣 昭和3 四六 1 30銭 禁安1 19 昭和3..5.29 238.07-B86

ウ 安-51 ○ 238.07-B86
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1042812

ロシア共産黨の問題
〔「インタナショナル．ビブ
リオテーク　第2冊」〕

スターリン,ブハーリン著
髙山洋吉訳 東京 希望閣 昭和2 四六 1 1円

20銭 禁安1 20 昭和2.4.29 560-41 安-52 ○ 『目録』の訳者:産業労
働調査所訳編 560-41 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1195665

一九二七年一月十二日モス
クワ共産黨会議に於て　ソ
ヴェート聯邦の國際関係並
に國内状勢

〔日露協会報告　第24号〕 

ブハーリン著
日露協会編 東京 同協会 昭和2 菊 1 80銭 禁安1 21 昭和2.4.30 ナシ 安-53 × 特205-597 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1037369

小作法草案の正体　農民運
動暴壓,貧農奴隷化の陰謀

〔産労パンフレット　第4輯〕
産業労働調査所編 東京 マルクス書房 昭和2 四六 1 20銭 禁安1 22 昭和2.7.12 特500-13 安-54 ○ 特500-13 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137569

プロレ諸大家　最近傑作選集
〔解放群書 第3編〕 解放社編 東京 同社 大正15 菊 1 1円 禁安1 23 大正15.5.31 548-27 安-56 ○ 548-27-（3）http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1019157

富士の如くに 田中龍夫 東京 厚生閣 大正15 四六 1 １円
70銭 禁安1 24 大正15.3.30 特500-14 安-58 ○ 特500-14 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926142

社會哲學原論 土田杏村（茂） 京都 内外出版株式
会社 大正14 菊 1 4円

60銭 禁安1 25 昭和3.9.28 361.1-Ts26
ウ なし ○ 361.1-Ts26

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1086539

氏神と八幡の正体 岸一太 東京 明道会 昭和3 四六 1 1円
80銭 禁安1 26 昭和3.11.5 172-Ki56ウ なし ○ 172-Ki56ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1040138

合法活動の根本問題　一名
前衛活動の根本問題

グチユコフ著
桂井次郎訳 東京 イスクラ閣 昭和3 四六 1 50銭 禁安1 27 昭和3.11.8 特500-15 安-63 ○ 特500-15 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149818

インターナショナル発展史
ベルドニコフ,スヴェ
トロフ著
荒川実蔵訳

東京 文藝戦線社
出版部 昭和3 四六 1 60銭 禁安1 28 昭和3.12.20 363.56-B38

ウ 安-64 ○ 363.56-B38
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061977

軍事問題発達史 カーエス著
桂井次郎訳 東京 イスクラ閣 昭和3 四六 1 70銭 禁安1 29 昭和3.12.31 特500-16 安-66 ○ 特500-16 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149823

日本プロレタリアートの政
治的及び組織的任務 大田黒年男訳編 東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 10銭 禁安1 30 昭和4.1.23 特500-17 安-69 ○ 特500-17 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138169

プロレタリア国際知識

ブハーリン監修
ヘルトニコフ､ ヴェ
トルフ共著
三好信訳

東京 上野書店 昭和4 四六 1 1円 禁安1 31 昭和4.1.23 363.5-Sv3
ウ なし ○ 363.5-Sv3

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061990

世界資本主義の現勢
〔スターリン､ ブハーリン著
作集　第15巻〕

佐野學､ 西雅雄共編 東京 同刊行会 昭和4 四六 1 1円
50銭 禁安1 32 昭和4.1.25 ナシ × 不明

組織問題に就て　コンミン
タン組織会議の決議

ピアトニツキイ著
[桑]原悦夫訳 東京 白揚社 昭和4 四六 1 1円 禁安1 33 昭和4.1.29 特500-18 安-74 ○ 特500-18 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149832

十月革命に於ける労農青年
〔青年運動叢書 第6編〕

ア．シヨーヒン著
片岡栄三訳 東京 マルクス書房 昭和4 四六 1 50銭 禁安1 34 昭和4.2.22 特500-19 安-75 ○ 特500-19 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149836

安寧の部（受領年月日：昭和12.6.17）
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

無産階級運動の戰術と宣傳
について

コミンター編
稲村順三訳 東京 南宋書院 昭和3 四六 1 40銭 禁安1 18 昭和3.5.17 特500-12 なし ○ 特500-12 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149811

ロシアに於ける階級鬪爭と
革命

ブハーリン著
内藤英男訳 東京 共生閣 昭和3 四六 1 30銭 禁安1 19 昭和3..5.29 238.07-B86

ウ 安-51 ○ 238.07-B86
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1042812

ロシア共産黨の問題
〔「インタナショナル．ビブ
リオテーク　第2冊」〕

スターリン,ブハーリン著
髙山洋吉訳 東京 希望閣 昭和2 四六 1 1円

20銭 禁安1 20 昭和2.4.29 560-41 安-52 ○ 『目録』の訳者:産業労
働調査所訳編 560-41 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1195665

一九二七年一月十二日モス
クワ共産黨会議に於て　ソ
ヴェート聯邦の國際関係並
に國内状勢

〔日露協会報告　第24号〕 

ブハーリン著
日露協会編 東京 同協会 昭和2 菊 1 80銭 禁安1 21 昭和2.4.30 ナシ 安-53 × 特205-597 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1037369

小作法草案の正体　農民運
動暴壓,貧農奴隷化の陰謀

〔産労パンフレット　第4輯〕
産業労働調査所編 東京 マルクス書房 昭和2 四六 1 20銭 禁安1 22 昭和2.7.12 特500-13 安-54 ○ 特500-13 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137569

プロレ諸大家　最近傑作選集
〔解放群書 第3編〕 解放社編 東京 同社 大正15 菊 1 1円 禁安1 23 大正15.5.31 548-27 安-56 ○ 548-27-（3）http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1019157

富士の如くに 田中龍夫 東京 厚生閣 大正15 四六 1 １円
70銭 禁安1 24 大正15.3.30 特500-14 安-58 ○ 特500-14 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926142

社會哲學原論 土田杏村（茂） 京都 内外出版株式
会社 大正14 菊 1 4円

60銭 禁安1 25 昭和3.9.28 361.1-Ts26
ウ なし ○ 361.1-Ts26

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1086539

氏神と八幡の正体 岸一太 東京 明道会 昭和3 四六 1 1円
80銭 禁安1 26 昭和3.11.5 172-Ki56ウ なし ○ 172-Ki56ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1040138

合法活動の根本問題　一名
前衛活動の根本問題

グチユコフ著
桂井次郎訳 東京 イスクラ閣 昭和3 四六 1 50銭 禁安1 27 昭和3.11.8 特500-15 安-63 ○ 特500-15 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149818

インターナショナル発展史
ベルドニコフ,スヴェ
トロフ著
荒川実蔵訳

東京 文藝戦線社
出版部 昭和3 四六 1 60銭 禁安1 28 昭和3.12.20 363.56-B38

ウ 安-64 ○ 363.56-B38
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061977

軍事問題発達史 カーエス著
桂井次郎訳 東京 イスクラ閣 昭和3 四六 1 70銭 禁安1 29 昭和3.12.31 特500-16 安-66 ○ 特500-16 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149823

日本プロレタリアートの政
治的及び組織的任務 大田黒年男訳編 東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 10銭 禁安1 30 昭和4.1.23 特500-17 安-69 ○ 特500-17 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138169

プロレタリア国際知識

ブハーリン監修
ヘルトニコフ､ ヴェ
トルフ共著
三好信訳

東京 上野書店 昭和4 四六 1 1円 禁安1 31 昭和4.1.23 363.5-Sv3
ウ なし ○ 363.5-Sv3

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061990

世界資本主義の現勢
〔スターリン､ ブハーリン著
作集　第15巻〕

佐野學､ 西雅雄共編 東京 同刊行会 昭和4 四六 1 1円
50銭 禁安1 32 昭和4.1.25 ナシ × 不明

組織問題に就て　コンミン
タン組織会議の決議

ピアトニツキイ著
[桑]原悦夫訳 東京 白揚社 昭和4 四六 1 1円 禁安1 33 昭和4.1.29 特500-18 安-74 ○ 特500-18 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149832

十月革命に於ける労農青年
〔青年運動叢書 第6編〕

ア．シヨーヒン著
片岡栄三訳 東京 マルクス書房 昭和4 四六 1 50銭 禁安1 34 昭和4.2.22 特500-19 安-75 ○ 特500-19 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149836
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

無産者政治入門
〔労働者農民文庫（1）〕

レンツ著
町田鶴哉訳 東京 共生閣 昭和4 四六 1 60銭 禁安1 35 昭和4.4.6 特500-20 安-79 ○ 特500-20 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149837

ロシアに於ける階級鬪爭と
革命　〔スターリン､ ブハー
リン著作集　第8巻〕

佐野學,西雅雄編 東京 同刊行会 昭和4 四六 1 1円
50銭 禁安1 36 昭和4.3.9 583-7 なし ○ 583-7-（8） http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1216370

共産主義のAB.C. ブハーリン,プレオブ
ラヂエンスキイ共著 東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 1円

20銭 禁安1 37 昭和4.2.15 特500-21 安-81 ○

訳者:マルキシズム研
究所訳
請求記号:特500-21で
は上下2冊組の上巻と
して整理

特500-21 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149844 

コミンテルン綱領問題資料集 吉田繁之訳 東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 90銭 禁安1 38 昭和4.3.30 特500-22 安-83 ○ 特500-22 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137585

世界資本主義の安定より危機 スターリン,ブハーリン著
廣島定吉訳 東京 マルクス書房 昭和4 四六 1 1円 禁安1 39 〔昭和〕3.6.25 特500-23 なし ○ 出版年:昭和3 特500-23 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149845

マルクス主義と農民問題
メチェリヤコフ､ マ
ルチノフ著
山口信次,髙山洋吉訳

東京 希望閣 昭和4 四六 1 1円
50銭 禁安1 40 〔昭和〕4.4.19 611-Me13

ウ なし ○ 611-Me13ウは複本 不明

コミンテルンと戰爭
〔インタナショナル叢書の2〕今村保男訳 東京 上野書店 昭和4 四六 1 80銭 禁安1 41 昭和4.4.17 特500-24 安-88 ○ 特500-24 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137584

國家の主君としての労働者
〔ソヴェート聯邦に関する会話〕

フリーダ､ ルビナ著
[桑]原悦夫訳 東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 10銭 禁安1 42 昭和4.3.11 特500-25 安-90 ○ 特500-25 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149847

社會主義童話讀本
〔解放 書　第34篇〕 入交總一郎 東京 解放社 昭和4 四六 1 1円 禁安1 43 昭和4.4.2 特500-26 安-91 ○ 特500-26 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1271080

労働組合教程
アウグスト．エンデ
ルレ著
益田豊彦訳

東京 文閣 昭和4 四六 1 50銭 禁安1 44 昭和4.2.1 特500-27 安-92 ○ 特500-27 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149852

レーニン主義の理論と実践
〔マルクス主義文庫　第11〕

アドラトスキー著
河野重弘訳 東京 希望閣 昭和3 四六 1 30銭 禁安1 45 昭和3.12.21 特500-28 なし ○ 特500-28 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149857

理論と組織
〔青年運動叢 書　第5編 〕

マルクス書房編輯部
訳編 東京 マルクス書房 昭和3 四六 1 50銭 禁安1 46 昭和3.12.20 特500-29 安-94 ○ 特500-29 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460518

労働組合論
〔マルキシズム 書　第19冊〕大川権三訳 京都 弘文堂 昭和4 四六 1 50銭 禁安1 47 昭和4.2.9 特500-30 安-96 ○ 特500-30 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137694

支那革命に於けるプロレタ
リアートのヘゲモニー　廣
東から上海へ　第3,4部

〔支那問題 書 第3編〕

アジアチクス著
別府重夫訳 東京 上野書店 昭和4 四六 1 80銭 禁安1 48 昭和4.5.10 587-166 安-100 ○ 587-166 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1180050

労働組合入門
〔労働者農民文庫  2〕

エンデルレ著
岩井四郎訳 東京 共生閣 昭和4 四六 1 60銭 禁安1 49 昭和4.5.2 587-176 安-102 ○ 587-176 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1180843

プロレタリアートの組織活動 ピアトニツキー著
山崎英雄訳 東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 70銭 禁安1 50 昭和4.5.9 特500-31 安-103 ○ 特500-31 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149858

マルクス主義のために 河上肇 東京 希望閣 昭和4 四六 1 40銭 禁安1 51 昭和4.5.4 590-160イ なし ○ 590-160イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439831

左翼労働組合運動 小泉保太郎 東京 マルクス書房 昭和4 四六 1 1円 禁安1 52 5.3.19 特500-32 安-106 ○ 特501-522は複本 特500-32 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460539

安寧の部（受領年月日：昭和12.6.17）
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

無産者政治入門
〔労働者農民文庫（1）〕

レンツ著
町田鶴哉訳 東京 共生閣 昭和4 四六 1 60銭 禁安1 35 昭和4.4.6 特500-20 安-79 ○ 特500-20 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149837

ロシアに於ける階級鬪爭と
革命　〔スターリン､ ブハー
リン著作集　第8巻〕

佐野學,西雅雄編 東京 同刊行会 昭和4 四六 1 1円
50銭 禁安1 36 昭和4.3.9 583-7 なし ○ 583-7-（8） http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1216370

共産主義のAB.C. ブハーリン,プレオブ
ラヂエンスキイ共著 東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 1円

20銭 禁安1 37 昭和4.2.15 特500-21 安-81 ○

訳者:マルキシズム研
究所訳
請求記号:特500-21で
は上下2冊組の上巻と
して整理

特500-21 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149844 

コミンテルン綱領問題資料集 吉田繁之訳 東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 90銭 禁安1 38 昭和4.3.30 特500-22 安-83 ○ 特500-22 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137585

世界資本主義の安定より危機 スターリン,ブハーリン著
廣島定吉訳 東京 マルクス書房 昭和4 四六 1 1円 禁安1 39 〔昭和〕3.6.25 特500-23 なし ○ 出版年:昭和3 特500-23 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149845

マルクス主義と農民問題
メチェリヤコフ､ マ
ルチノフ著
山口信次,髙山洋吉訳

東京 希望閣 昭和4 四六 1 1円
50銭 禁安1 40 〔昭和〕4.4.19 611-Me13

ウ なし ○ 611-Me13ウは複本 不明

コミンテルンと戰爭
〔インタナショナル叢書の2〕今村保男訳 東京 上野書店 昭和4 四六 1 80銭 禁安1 41 昭和4.4.17 特500-24 安-88 ○ 特500-24 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137584

國家の主君としての労働者
〔ソヴェート聯邦に関する会話〕

フリーダ､ ルビナ著
[桑]原悦夫訳 東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 10銭 禁安1 42 昭和4.3.11 特500-25 安-90 ○ 特500-25 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149847

社會主義童話讀本
〔解放 書　第34篇〕 入交總一郎 東京 解放社 昭和4 四六 1 1円 禁安1 43 昭和4.4.2 特500-26 安-91 ○ 特500-26 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1271080

労働組合教程
アウグスト．エンデ
ルレ著
益田豊彦訳

東京 文閣 昭和4 四六 1 50銭 禁安1 44 昭和4.2.1 特500-27 安-92 ○ 特500-27 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149852

レーニン主義の理論と実践
〔マルクス主義文庫　第11〕

アドラトスキー著
河野重弘訳 東京 希望閣 昭和3 四六 1 30銭 禁安1 45 昭和3.12.21 特500-28 なし ○ 特500-28 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149857

理論と組織
〔青年運動叢 書　第5編 〕

マルクス書房編輯部
訳編 東京 マルクス書房 昭和3 四六 1 50銭 禁安1 46 昭和3.12.20 特500-29 安-94 ○ 特500-29 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460518

労働組合論
〔マルキシズム 書　第19冊〕大川権三訳 京都 弘文堂 昭和4 四六 1 50銭 禁安1 47 昭和4.2.9 特500-30 安-96 ○ 特500-30 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137694

支那革命に於けるプロレタ
リアートのヘゲモニー　廣
東から上海へ　第3,4部

〔支那問題 書 第3編〕

アジアチクス著
別府重夫訳 東京 上野書店 昭和4 四六 1 80銭 禁安1 48 昭和4.5.10 587-166 安-100 ○ 587-166 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1180050

労働組合入門
〔労働者農民文庫  2〕

エンデルレ著
岩井四郎訳 東京 共生閣 昭和4 四六 1 60銭 禁安1 49 昭和4.5.2 587-176 安-102 ○ 587-176 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1180843

プロレタリアートの組織活動 ピアトニツキー著
山崎英雄訳 東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 70銭 禁安1 50 昭和4.5.9 特500-31 安-103 ○ 特500-31 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149858

マルクス主義のために 河上肇 東京 希望閣 昭和4 四六 1 40銭 禁安1 51 昭和4.5.4 590-160イ なし ○ 590-160イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439831

左翼労働組合運動 小泉保太郎 東京 マルクス書房 昭和4 四六 1 1円 禁安1 52 5.3.19 特500-32 安-106 ○ 特501-522は複本 特500-32 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460539
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

共産主義のA.B.C
ブハーリン,プレオ
ブラヂエンスキー著
早川二郎訳

東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 1円
20銭 禁安1 53 4.5.20 特500-21 安-108 ×

禁安1-53は下巻で、上
巻は禁安1-37。請求記
号:特500-21では上下2
冊組の下巻として整理。

特500-21 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149844

レーニン　彼の生涯と事業 ブハーリン等著
稲村順三訳 東京 改造社 昭和4 四六 1 1円

20銭 禁安1 54 4.5.17 特500-33 安-111 ○ 特500-33 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149866

帝国主義と戰爭問題 コムミンテルン編
町田鶴哉訳 東京 共生閣 昭和4 四六 1 50銭 禁安1 55 4.4.27 特500-34 安-112 ○ 特500-34 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138016

資本の攻勢と農業問題 コムミンテルン編
稲村順三訳 東京 文藝戰線社 昭和4 四六 1 70銭 禁安1 56 4.5.17 特500-35 安-113 ○ 特500-35 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137678

プロレタリア短歌集 渡辺順三編 東京 紅玉堂 昭和4 四六 1 35銭 禁安1 57 4.5.19 特500-36 安-114 ○ 特500-36 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138351

報告と討論の結語
〔スターリン､ ブハーリン著
作集　第11巻〕

佐野學,西雅雄編 東京 白揚社 昭和4 四六 1 1円
30銭 禁安1 58 4.6.5 583-7イ 安-116 ○ 『目録』の請求記号:583-7 583-7-（11）http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1180881

共産黨の組織と構成　[表紙
ニハ「ドイツ共産黨のボル
ビヴイキ化」奥付アリ

〔イスクウパンフレット　第
2輯〕

ドイツ共産黨組織部編 東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 20銭 禁安1 59 4.3.18 特500-37 安-118 ○ 特500-37 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460492

農民の福音
〔共学パンフレット  第6輯〕 赤羽一 東京 共學社 昭和4 四六 1 15銭 禁安1 60 4.5.31 特500-38 安-119 ○ 特500-38 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138216

前衛活動の根本問題 グチユコフ著
桂井次郎訳 東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 50銭 禁安1 61 昭和4.6.5 特500-39 安-120 ○ 特500-39 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149860

國際無産青年運動の現勢と
諸問題

〔階級鬪爭パンフレット　第8〕
山野一郎訳編 東京 上野書店 昭和4 四六 1 1円 禁安1 62 昭和4.6.1 特500-40 安-121 ○ 特500-40 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137555

工場細胞の活動及諸任務 上間和夫譯 東京 希望閣 昭和4 四六 1 10銭 禁安1 63 昭和4.6.12 特500-41 安-122 ○ 特500-41 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137479

黎明を眼指して 　女革命家
の手記

ヴエラ､ フイグナア著
木村利美譯 東京 マルクス書房 昭和4 四六 1 1円

20銭 禁安1 64 昭和4.6.21 特500-42 安-125 ○ 特500-42 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149879

レーニン　一九一七年. 第2
分冊の一

〔「レーニン全集」第20巻〕

レーニン著
髙山洋吉訳 東京 白揚社 昭和4 菊 1 50銭 禁安1 65 昭和4.6.18 特500-43 安-126 ○ 特500-43 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149871

共産黨事件に対する批判と
抗議 布施辰治 東京 共生閣 昭和4 四六 1 80銭 禁安1 66 昭和4.6.22 特500-44 安-127 ○ 特500-44 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1271068

次の世界戰争と共産黨の軍
事政策

第三インタナショナ
ル編
東邦通信社調査部訳

東京 同社 昭和4 四六 1 50銭 禁安1 67 昭和4.7.2 特500-45 安-131 ○ 特500-45 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460582

獄窓の同志より 日刊新無産者新聞発
起人會編 東京 希望閣 昭和4 四六 1 70銭 禁安1 68 昭和4.7.15 特500-46 安-132 ○ 特500-46 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460521

年刊　日本プロレタリア詩集
一九二九年版

日本プロレタリア作
家同盟編 東京 戰旗社 昭和4 特小 1 40銭 禁安1 69 昭和4.7.9 特500-47 安-133 〇 特500-47 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138165

安寧の部（受領年月日：昭和12.6.17）
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共産主義のA.B.C
ブハーリン,プレオ
ブラヂエンスキー著
早川二郎訳

東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 1円
20銭 禁安1 53 4.5.20 特500-21 安-108 ×

禁安1-53は下巻で、上
巻は禁安1-37。請求記
号:特500-21では上下2
冊組の下巻として整理。

特500-21 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149844

レーニン　彼の生涯と事業 ブハーリン等著
稲村順三訳 東京 改造社 昭和4 四六 1 1円

20銭 禁安1 54 4.5.17 特500-33 安-111 ○ 特500-33 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149866

帝国主義と戰爭問題 コムミンテルン編
町田鶴哉訳 東京 共生閣 昭和4 四六 1 50銭 禁安1 55 4.4.27 特500-34 安-112 ○ 特500-34 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138016

資本の攻勢と農業問題 コムミンテルン編
稲村順三訳 東京 文藝戰線社 昭和4 四六 1 70銭 禁安1 56 4.5.17 特500-35 安-113 ○ 特500-35 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137678

プロレタリア短歌集 渡辺順三編 東京 紅玉堂 昭和4 四六 1 35銭 禁安1 57 4.5.19 特500-36 安-114 ○ 特500-36 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138351

報告と討論の結語
〔スターリン､ ブハーリン著
作集　第11巻〕

佐野學,西雅雄編 東京 白揚社 昭和4 四六 1 1円
30銭 禁安1 58 4.6.5 583-7イ 安-116 ○ 『目録』の請求記号:583-7 583-7-（11）http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1180881

共産黨の組織と構成　[表紙
ニハ「ドイツ共産黨のボル
ビヴイキ化」奥付アリ

〔イスクウパンフレット　第
2輯〕

ドイツ共産黨組織部編 東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 20銭 禁安1 59 4.3.18 特500-37 安-118 ○ 特500-37 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460492

農民の福音
〔共学パンフレット  第6輯〕 赤羽一 東京 共學社 昭和4 四六 1 15銭 禁安1 60 4.5.31 特500-38 安-119 ○ 特500-38 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138216

前衛活動の根本問題 グチユコフ著
桂井次郎訳 東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 50銭 禁安1 61 昭和4.6.5 特500-39 安-120 ○ 特500-39 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149860

國際無産青年運動の現勢と
諸問題

〔階級鬪爭パンフレット　第8〕
山野一郎訳編 東京 上野書店 昭和4 四六 1 1円 禁安1 62 昭和4.6.1 特500-40 安-121 ○ 特500-40 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137555

工場細胞の活動及諸任務 上間和夫譯 東京 希望閣 昭和4 四六 1 10銭 禁安1 63 昭和4.6.12 特500-41 安-122 ○ 特500-41 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137479

黎明を眼指して 　女革命家
の手記

ヴエラ､ フイグナア著
木村利美譯 東京 マルクス書房 昭和4 四六 1 1円

20銭 禁安1 64 昭和4.6.21 特500-42 安-125 ○ 特500-42 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149879

レーニン　一九一七年. 第2
分冊の一

〔「レーニン全集」第20巻〕

レーニン著
髙山洋吉訳 東京 白揚社 昭和4 菊 1 50銭 禁安1 65 昭和4.6.18 特500-43 安-126 ○ 特500-43 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149871

共産黨事件に対する批判と
抗議 布施辰治 東京 共生閣 昭和4 四六 1 80銭 禁安1 66 昭和4.6.22 特500-44 安-127 ○ 特500-44 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1271068

次の世界戰争と共産黨の軍
事政策

第三インタナショナ
ル編
東邦通信社調査部訳

東京 同社 昭和4 四六 1 50銭 禁安1 67 昭和4.7.2 特500-45 安-131 ○ 特500-45 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460582

獄窓の同志より 日刊新無産者新聞発
起人會編 東京 希望閣 昭和4 四六 1 70銭 禁安1 68 昭和4.7.15 特500-46 安-132 ○ 特500-46 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460521

年刊　日本プロレタリア詩集
一九二九年版

日本プロレタリア作
家同盟編 東京 戰旗社 昭和4 特小 1 40銭 禁安1 69 昭和4.7.9 特500-47 安-133 〇 特500-47 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138165
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ロシア大革命史. 上巻 コミンテルン編
イスクラ編輯部訳 東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 1円 禁安1 70 昭和4. 特500-48 安-134 ○ 特500-48 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138558

ブハーリン､ スターリンよ
り労働者に答ふ 瀧口徹治訳編 東京 希望閣 昭和4 四六 1 40銭 禁安1 71 昭和4.7.15 特500-49 安-135 ○ 特500-49 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149876

選擧戰に際して エンリコ．マラテスタ 東京 自由書房 昭和4 四六 1 10銭 禁安1 72 昭和4.8.5 特500-50 安-136 ○ 特500-50 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1269697

戰爭反対鬪爭に関する決議､
演説､ 論文 上間和夫編 東京 希望閣 昭和4 四六 1 30銭 禁安1 73 昭和4.8.29 特500-51 安-137 ○ 特500-51 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137902

ブルドッグ ブルドック社編 東京 同社 昭和4 四六 1 10銭 禁安1 74 昭和4.8.17 特500-52 安-140 ○ 特500-52 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460602

日本無産青年運動 花村菊夫 大阪 労働問題研究所 昭和4 四六 1 20銭 禁安1 75 昭和4.8.22 特500-53 安-141 ○ 特500-53 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439819

勞働組合論
〔マルキシズム 書　第19冊〕大川権三 京都 弘文堂 昭和4 四六 1 50銭 禁安1 76 昭和4.8.14 特500-54 安-142 ○ 特500-54 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137761

座談會の研究 奈良正路 東京 新興科学社 昭和4 四六 1 60銭 禁安1 77 昭和4.7.16 特500-55 安-143 ○ 特500-55 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137624

共産青年國際同盟 武石達夫編 東京 希望閣 昭和4 四六 1 30銭 禁安1 78 昭和4.7.29 特500-56 安-144 ○ 『目録』のタイトル:共
産党… 特500-56 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137384

解黨主義者と青年運動　
〔「マルクス―レーニン主義
パンフレット　第1輯〕

無産青年社編 東京 マルクス書房 昭和4 四六 1 10銭 禁安1 79 昭和4.918 特500-57 安寧-145 ○ 特500-57 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460476

蟹工船
〔日本プロレタリア作家 書
第2篇〕

小林多喜二 東京 戰旗社 昭和4 四六 1 70銭 禁安1 80 昭和4.925 F13-Ko12-5
ウ なし ○ F13-Ko12-5

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1134090

ロシア大革命の前夜
〔ロシア大革命の裏面　史譚
選輯　第4輯〕

ロシア問題研究所訳編 東京 同所 昭和4 四六 1 3円 禁安1 81 昭和4.9.28 なし × a238-10、238.07-R65r
は複本 不明

Lenin,W.T
Der Imperialistische 
Krieg:Der Kampf. Gegen 
Sozical chauvisinus und 
Sozialparifieinus
1914-1915 wien verlag fue 
literatur und politik 1929 
596p　23cm

（Samtliche Werke.Bd.XVIII）

1 2円
50銭 禁安1 82 昭和4.10.8 335.408-

L556s
安寧-（ロ）

-149 ○ 335.408-
L556s なし

經濟鬪爭の諸教訓　ストラ
イキ戰術及び戰略 髙山洋吉訳編 東京 永田書店 昭和4 四六 1 25銭 禁安1 83 昭和4.9.20 特500-58 安-150 ○ 『目録』の訳者:産業労

働調査所 特500-58 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137426

無産者新聞論説集 同社編 東京 上野書店 昭和3 四六 1 1円 禁安1 84 昭和4.7.2 特500-59 安-151 ○ 特500-59 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460637

マルクス主義入門 〔スターリ
ン､ ブハーリン著作集　第1〕

スターリン,ブハーリン著
佐野學,西雅雄訳編 東京 白揚社 昭和4 四六 1 1円 禁安1 85 昭和4.10.30 × 2016年1月現在、受入

年月日確認不能 不明

在日本朝鮮労働運動は如何
に展開すべきか

〔朝鮮問題 書 第一〕
金斗鎔 東京 無産者社 昭和4 四六 1 10銭 禁安1 86 昭和4.11.30 特500-60 安-155 ○ 特500-60 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439770

安寧の部（受領年月日：昭和12.6.17）
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ロシア大革命史. 上巻 コミンテルン編
イスクラ編輯部訳 東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 1円 禁安1 70 昭和4. 特500-48 安-134 ○ 特500-48 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138558

ブハーリン､ スターリンよ
り労働者に答ふ 瀧口徹治訳編 東京 希望閣 昭和4 四六 1 40銭 禁安1 71 昭和4.7.15 特500-49 安-135 ○ 特500-49 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149876

選擧戰に際して エンリコ．マラテスタ 東京 自由書房 昭和4 四六 1 10銭 禁安1 72 昭和4.8.5 特500-50 安-136 ○ 特500-50 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1269697

戰爭反対鬪爭に関する決議､
演説､ 論文 上間和夫編 東京 希望閣 昭和4 四六 1 30銭 禁安1 73 昭和4.8.29 特500-51 安-137 ○ 特500-51 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137902

ブルドッグ ブルドック社編 東京 同社 昭和4 四六 1 10銭 禁安1 74 昭和4.8.17 特500-52 安-140 ○ 特500-52 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460602

日本無産青年運動 花村菊夫 大阪 労働問題研究所 昭和4 四六 1 20銭 禁安1 75 昭和4.8.22 特500-53 安-141 ○ 特500-53 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439819

勞働組合論
〔マルキシズム 書　第19冊〕大川権三 京都 弘文堂 昭和4 四六 1 50銭 禁安1 76 昭和4.8.14 特500-54 安-142 ○ 特500-54 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137761

座談會の研究 奈良正路 東京 新興科学社 昭和4 四六 1 60銭 禁安1 77 昭和4.7.16 特500-55 安-143 ○ 特500-55 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137624

共産青年國際同盟 武石達夫編 東京 希望閣 昭和4 四六 1 30銭 禁安1 78 昭和4.7.29 特500-56 安-144 ○ 『目録』のタイトル:共
産党… 特500-56 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137384

解黨主義者と青年運動　
〔「マルクス―レーニン主義
パンフレット　第1輯〕

無産青年社編 東京 マルクス書房 昭和4 四六 1 10銭 禁安1 79 昭和4.918 特500-57 安寧-145 ○ 特500-57 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460476

蟹工船
〔日本プロレタリア作家 書
第2篇〕

小林多喜二 東京 戰旗社 昭和4 四六 1 70銭 禁安1 80 昭和4.925 F13-Ko12-5
ウ なし ○ F13-Ko12-5

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1134090

ロシア大革命の前夜
〔ロシア大革命の裏面　史譚
選輯　第4輯〕

ロシア問題研究所訳編 東京 同所 昭和4 四六 1 3円 禁安1 81 昭和4.9.28 なし × a238-10、238.07-R65r
は複本 不明

Lenin,W.T
Der Imperialistische 
Krieg:Der Kampf. Gegen 
Sozical chauvisinus und 
Sozialparifieinus
1914-1915 wien verlag fue 
literatur und politik 1929 
596p　23cm

（Samtliche Werke.Bd.XVIII）

1 2円
50銭 禁安1 82 昭和4.10.8 335.408-

L556s
安寧-（ロ）

-149 ○ 335.408-
L556s なし

經濟鬪爭の諸教訓　ストラ
イキ戰術及び戰略 髙山洋吉訳編 東京 永田書店 昭和4 四六 1 25銭 禁安1 83 昭和4.9.20 特500-58 安-150 ○ 『目録』の訳者:産業労

働調査所 特500-58 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137426

無産者新聞論説集 同社編 東京 上野書店 昭和3 四六 1 1円 禁安1 84 昭和4.7.2 特500-59 安-151 ○ 特500-59 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460637

マルクス主義入門 〔スターリ
ン､ ブハーリン著作集　第1〕

スターリン,ブハーリン著
佐野學,西雅雄訳編 東京 白揚社 昭和4 四六 1 1円 禁安1 85 昭和4.10.30 × 2016年1月現在、受入

年月日確認不能 不明

在日本朝鮮労働運動は如何
に展開すべきか

〔朝鮮問題 書 第一〕
金斗鎔 東京 無産者社 昭和4 四六 1 10銭 禁安1 86 昭和4.11.30 特500-60 安-155 ○ 特500-60 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439770
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凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

日本共産黨大検擧史 天草麟太郎 東京 武侠社 昭和4 四六 1 1円
20銭 禁安1 87 昭和4.11.7 特500-61 安-157 ○ 特500-61 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439833

共産黨宣言
マルクス､ エンゲルス著
リヤザノフ編註､ 大
田黒年男才訳

東京 マルクス主義
の旗の下に社 昭和5 四六 1 1円

50銭 禁安1 88 昭和4.12.29 363.33-
MA59bウ なし ○ 363.33-

Ma59bウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061964

政治學教程　上巻 理論篇
ブハーリン､ プレオ
プラヂエンスキー著
マルキシズム研究所訳

東京 イスクラ閣 昭和5 四六 1 70銭 禁安1 89 昭和5.1.30 特500-62 安-161 ○ 特500-62 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149888

政治學教程　下巻 実践篇
ブハーリン､ プレオ
プラヂエンスキー著
マルキシズム研究所訳

東京 イスクラ閣 昭和5 四六 1 80銭 禁安1 90 昭和5.2.28 特500-62 安-162 ○ 特500-62 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149902

世界資本主義の現段階
〔スターリン､ ブハーリン著
作集　第15巻〕

スターリン､ ブハーリン著
佐野學､ 西雅雄編 東京 白揚社 昭和5 四六 1 1円

30銭 禁安1 91 昭和5.2.1 583-7 なし ○ 583-7-（15）http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1216378

死刑囚の思ひ出 古田大次郎 東京 大森書房 昭和5 四六 1 1円
50銭 禁安1 92 昭和5.3.29 289-F94a

ウ 安-165 ○ 289-F94a
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043468

パルチザン､ ウォルコフ 黒島傳治 東京 天人社 昭和5 四六 1 30銭 禁安1 93 昭和5.3.30 特500-63 安-166 ○ 特500-63 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/2627829

赤旗は語る 入交好保編 髙知 土佐大衆新聞
社編輯部 昭和5 四六 1 30銭 禁安1 94 昭和5.2.1 特500-64 安-167 ○ 特500-64 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137196

年刊　日本プロレタリア詩集
1929年版

日本プロレタリア作
家同盟編 東京 戰旗社 昭和4 四六 1 40銭 禁安1 95 昭和4.12.12 ナシ ×

禁安1-69と書誌は同じ
だが、大きさと禁止年
月日に相違あり。

『目録』には特500-47
のみあり。

不明

プロレタリア歌集　九月一日 坪野哲久 東京 紅玉堂 昭和5 特小 1 50銭 禁安1 96 昭和5.1.27 特500-65 安-169 ○ 特500-65 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/2627900

歌集　どん底の叫び
〔無産者歌人 書〕 岡部文夫 東京 紅玉堂 昭和5 特小 1 50銭 禁安1 97 昭和5.2.24 特500-66 安-170 ○ 特500-66 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138086

朝鮮前衛黨當面の問題 光宇､ 李鉄岳著 東京 左翼書房 昭和5 四六 1 40銭 禁安1 98 昭和5.4.19 特500-67 なし ○ 特500-67 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138006

國家論 レーニン著
左翼書房編輯部訳 東京 左翼書房 昭和5 四六 1 1円 禁安1 99 昭和5.2.15 313.14-

L54a-ウ なし ○ 313.1-L54a
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459139

借家人のための法律と戰術 武藤運十郎 東京 希望閣 昭和5 四六 1 80銭 禁安1 100 昭和5.4.19 特500-68 安-173 ○ 特500-68 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702571

政治の基礎知識（一､ 二）　
プロレタリア政治教程 

青年コミンテルン編
田畑三四郎訳 東京 白揚社 昭和5 四六 2 2円 禁安1 101 昭和5.4.16 特500-69 1：安寧-174

2：安寧-175 ○ 特500-69 

1：http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137844
2：http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137851

プロレタリア児童文學の諸問題 槙本楠郎 東京 世界社 昭和5 四六 1 1円 禁安1 102 昭和5.4.22 特500-70 安寧-177 ○ 特500-70 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138359

最近の支那に就いて
〔国際時事問題 書　3〕

ミフ､ ピアトニツキー著
高山洋吉訳 東京 永田書店 昭和5 菊 1 40銭 禁安1 103 昭和5.4.22 ナシ なし × 特217-554 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1122256

安寧の部（受領年月日：昭和12.6.17）
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請求記号
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のURL

日本共産黨大検擧史 天草麟太郎 東京 武侠社 昭和4 四六 1 1円
20銭 禁安1 87 昭和4.11.7 特500-61 安-157 ○ 特500-61 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439833

共産黨宣言
マルクス､ エンゲルス著
リヤザノフ編註､ 大
田黒年男才訳

東京 マルクス主義
の旗の下に社 昭和5 四六 1 1円

50銭 禁安1 88 昭和4.12.29 363.33-
MA59bウ なし ○ 363.33-

Ma59bウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061964

政治學教程　上巻 理論篇
ブハーリン､ プレオ
プラヂエンスキー著
マルキシズム研究所訳

東京 イスクラ閣 昭和5 四六 1 70銭 禁安1 89 昭和5.1.30 特500-62 安-161 ○ 特500-62 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149888

政治學教程　下巻 実践篇
ブハーリン､ プレオ
プラヂエンスキー著
マルキシズム研究所訳

東京 イスクラ閣 昭和5 四六 1 80銭 禁安1 90 昭和5.2.28 特500-62 安-162 ○ 特500-62 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149902

世界資本主義の現段階
〔スターリン､ ブハーリン著
作集　第15巻〕

スターリン､ ブハーリン著
佐野學､ 西雅雄編 東京 白揚社 昭和5 四六 1 1円

30銭 禁安1 91 昭和5.2.1 583-7 なし ○ 583-7-（15）http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1216378

死刑囚の思ひ出 古田大次郎 東京 大森書房 昭和5 四六 1 1円
50銭 禁安1 92 昭和5.3.29 289-F94a

ウ 安-165 ○ 289-F94a
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043468

パルチザン､ ウォルコフ 黒島傳治 東京 天人社 昭和5 四六 1 30銭 禁安1 93 昭和5.3.30 特500-63 安-166 ○ 特500-63 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/2627829

赤旗は語る 入交好保編 髙知 土佐大衆新聞
社編輯部 昭和5 四六 1 30銭 禁安1 94 昭和5.2.1 特500-64 安-167 ○ 特500-64 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137196

年刊　日本プロレタリア詩集
1929年版

日本プロレタリア作
家同盟編 東京 戰旗社 昭和4 四六 1 40銭 禁安1 95 昭和4.12.12 ナシ ×

禁安1-69と書誌は同じ
だが、大きさと禁止年
月日に相違あり。

『目録』には特500-47
のみあり。

不明

プロレタリア歌集　九月一日 坪野哲久 東京 紅玉堂 昭和5 特小 1 50銭 禁安1 96 昭和5.1.27 特500-65 安-169 ○ 特500-65 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/2627900

歌集　どん底の叫び
〔無産者歌人 書〕 岡部文夫 東京 紅玉堂 昭和5 特小 1 50銭 禁安1 97 昭和5.2.24 特500-66 安-170 ○ 特500-66 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138086

朝鮮前衛黨當面の問題 光宇､ 李鉄岳著 東京 左翼書房 昭和5 四六 1 40銭 禁安1 98 昭和5.4.19 特500-67 なし ○ 特500-67 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138006

國家論 レーニン著
左翼書房編輯部訳 東京 左翼書房 昭和5 四六 1 1円 禁安1 99 昭和5.2.15 313.14-

L54a-ウ なし ○ 313.1-L54a
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459139

借家人のための法律と戰術 武藤運十郎 東京 希望閣 昭和5 四六 1 80銭 禁安1 100 昭和5.4.19 特500-68 安-173 ○ 特500-68 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702571

政治の基礎知識（一､ 二）　
プロレタリア政治教程 

青年コミンテルン編
田畑三四郎訳 東京 白揚社 昭和5 四六 2 2円 禁安1 101 昭和5.4.16 特500-69 1：安寧-174

2：安寧-175 ○ 特500-69 

1：http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137844
2：http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137851

プロレタリア児童文學の諸問題 槙本楠郎 東京 世界社 昭和5 四六 1 1円 禁安1 102 昭和5.4.22 特500-70 安寧-177 ○ 特500-70 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138359

最近の支那に就いて
〔国際時事問題 書　3〕

ミフ､ ピアトニツキー著
高山洋吉訳 東京 永田書店 昭和5 菊 1 40銭 禁安1 103 昭和5.4.22 ナシ なし × 特217-554 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1122256
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デジタルコレクション

のURL

プロレタリア美術のために 村山知義 東京 アトリエ社 昭和5 四六 1 1円
50銭 禁安1 104 昭和5.4.16 704-Mu62

ウ なし ○ 2016年1月現在、受入
年月日確認不能 不明

本門の戒壇と[霊]界の統一 鷲谷日賢 東京 妙雲閣 昭和4 四六 1 3円 禁安1 105 592-118 安寧-180 ○

ローカル請求記号:
特226-270
個体貼付ID:
1200600312708

592-118 なし

長篇創作　村に鬪ふ 犬田卯 東京 全国農民藝術
聯盟出版部 昭和4 四六 1 1円

50銭 禁安1 106 昭和4.11.22 F13-I58-2
ウ なし ○ F13-I58-2

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1133653

新興文學全集　第21巻　西
班牙篇 平凡社編 東京 同社 昭和5 四六 1 1円 禁安1 107 昭和5.4.10 566-44 安寧-182 ○ 566-44 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1184004

コンミテルンの成立と発展 ガハクチェフ著
高山洋吉訳 東京 南蛮書房 昭和5 四六 1 訂 80銭 禁安1 108 昭和5.4.24 特500-71 安寧-183 ○ 特500-71 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137591

青年同盟の基本問題
〔無産者政治教程　第3部〕

青年コミテルン編
佐野英介訳 東京 左翼書房 昭和5 四六 1 60銭 禁安1 109 昭和5.4.17 特500-72 安寧-185 ○ 特500-72 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138468

幸徳秋水思想論集 幸徳秋水（傳次郎） 東京 解放社 昭和4 四六 1 1円 禁安1 110 昭和4.11.2 特500-73 安寧-186 ○ 特500-73 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439771

プロレタリア階級とその児童
〔PIP・パンフレット 第1〕

エドウイン・ヘルンレ著
プロレタリア教育学
研究所訳編

東京 同所 昭和5 四六 1 10銭 禁安1 111 昭和5.4.11 特500-74 判読不能 ○ 特500-74 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149907

階級鬪爭の偉大なる戰術家
としてのレーニン

〔マルクス・レーニン主義パ
ンフレツト　第3輯〕

ロゾウスキー著
早見正男訳 東京 マルクス書房 昭和5 四六 1 10銭 禁安1 112 昭和5.4.18 特500-75 安寧-189 ○ 特500-75 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149909

コミンタンの発生と発展 カバクチェフ著
村田重訳 東京 希望閣 昭和5 四六 1 70銭 禁安1 113 昭和5.1.24 363.56-

KA11ウ 判読不能 ○ 363.56-
Ka11ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061981

戰略戰術決議録
（コミンテルン第一回世界大
会より第六回世界大会まで）

吉田繁之訳編 東京 大田黒社会科
学研究所 昭和5 四六 1 1円 禁安1 114 昭和5.4.23 特500-76 安寧-192 ○ 特500-76 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137922

国際情勢とコミンテルンの
任務

クーシネン著
竹田薫訳 東京 今井書店 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 115 昭和5.4.26 特500-77 安寧-193 ○ 特500-77 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149911

現下の国勢情勢とコミンテ
ルンの戰略・戰術　コミン
テルン執行委員会第十回總
会に於ける中心問題

産業労働調査所訳篇 東京 マルクス書房 昭和4 四六 1 1円 禁安1 116 昭和4.12.18 特500-78 安寧-194 ○ 特500-78 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460504

現下の国勢情勢とコミンテ
ルンの戰略・戰術　コミン
テルン執行委員会第十回總
会に於ける中心問題

産業労働調査所訳篇 東京 マルクス書房 昭和5 四六 1 改訂版 1円 禁安1 117 昭和5.5.6 特500-79 安寧-194 ○ 特500-79 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460505

おいらはプロレタリア
〔無産者歌人 書〕 南正胤 東京 紅玉堂 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 118 昭和5.5.13 特500-80 安寧-195 ○ 特500-80 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137276

帝国主義十字軍　ソヴェト
同盟に対する戰爭の準備

ダジンスキー,ラド
ボルスキイ著
今野時也訳

東京 希望閣 昭和5 四六 1 1円
30銭 禁安1 119 昭和5.4.5 333.9-D42

ウ 安寧-197 ○ 333.9-D42
イウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1086532

青年運動の方向轉換 青年コミンテルン編
髙山洋吉訳 東京 白揚社 昭和5 四六 1 70銭 禁安1 120 昭和5.4.9 特500-81 安寧-198 ○ 特500-81 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137854

安寧の部（受領年月日：昭和12.6.17）



−129−

書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

プロレタリア美術のために 村山知義 東京 アトリエ社 昭和5 四六 1 1円
50銭 禁安1 104 昭和5.4.16 704-Mu62

ウ なし ○ 2016年1月現在、受入
年月日確認不能 不明

本門の戒壇と[霊]界の統一 鷲谷日賢 東京 妙雲閣 昭和4 四六 1 3円 禁安1 105 592-118 安寧-180 ○

ローカル請求記号:
特226-270
個体貼付ID:
1200600312708

592-118 なし

長篇創作　村に鬪ふ 犬田卯 東京 全国農民藝術
聯盟出版部 昭和4 四六 1 1円

50銭 禁安1 106 昭和4.11.22 F13-I58-2
ウ なし ○ F13-I58-2

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1133653

新興文學全集　第21巻　西
班牙篇 平凡社編 東京 同社 昭和5 四六 1 1円 禁安1 107 昭和5.4.10 566-44 安寧-182 ○ 566-44 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1184004

コンミテルンの成立と発展 ガハクチェフ著
高山洋吉訳 東京 南蛮書房 昭和5 四六 1 訂 80銭 禁安1 108 昭和5.4.24 特500-71 安寧-183 ○ 特500-71 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137591

青年同盟の基本問題
〔無産者政治教程　第3部〕

青年コミテルン編
佐野英介訳 東京 左翼書房 昭和5 四六 1 60銭 禁安1 109 昭和5.4.17 特500-72 安寧-185 ○ 特500-72 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138468

幸徳秋水思想論集 幸徳秋水（傳次郎） 東京 解放社 昭和4 四六 1 1円 禁安1 110 昭和4.11.2 特500-73 安寧-186 ○ 特500-73 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439771

プロレタリア階級とその児童
〔PIP・パンフレット 第1〕

エドウイン・ヘルンレ著
プロレタリア教育学
研究所訳編

東京 同所 昭和5 四六 1 10銭 禁安1 111 昭和5.4.11 特500-74 判読不能 ○ 特500-74 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149907

階級鬪爭の偉大なる戰術家
としてのレーニン

〔マルクス・レーニン主義パ
ンフレツト　第3輯〕

ロゾウスキー著
早見正男訳 東京 マルクス書房 昭和5 四六 1 10銭 禁安1 112 昭和5.4.18 特500-75 安寧-189 ○ 特500-75 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149909

コミンタンの発生と発展 カバクチェフ著
村田重訳 東京 希望閣 昭和5 四六 1 70銭 禁安1 113 昭和5.1.24 363.56-

KA11ウ 判読不能 ○ 363.56-
Ka11ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061981

戰略戰術決議録
（コミンテルン第一回世界大
会より第六回世界大会まで）

吉田繁之訳編 東京 大田黒社会科
学研究所 昭和5 四六 1 1円 禁安1 114 昭和5.4.23 特500-76 安寧-192 ○ 特500-76 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137922

国際情勢とコミンテルンの
任務

クーシネン著
竹田薫訳 東京 今井書店 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 115 昭和5.4.26 特500-77 安寧-193 ○ 特500-77 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149911

現下の国勢情勢とコミンテ
ルンの戰略・戰術　コミン
テルン執行委員会第十回總
会に於ける中心問題

産業労働調査所訳篇 東京 マルクス書房 昭和4 四六 1 1円 禁安1 116 昭和4.12.18 特500-78 安寧-194 ○ 特500-78 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460504

現下の国勢情勢とコミンテ
ルンの戰略・戰術　コミン
テルン執行委員会第十回總
会に於ける中心問題

産業労働調査所訳篇 東京 マルクス書房 昭和5 四六 1 改訂版 1円 禁安1 117 昭和5.5.6 特500-79 安寧-194 ○ 特500-79 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460505

おいらはプロレタリア
〔無産者歌人 書〕 南正胤 東京 紅玉堂 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 118 昭和5.5.13 特500-80 安寧-195 ○ 特500-80 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137276

帝国主義十字軍　ソヴェト
同盟に対する戰爭の準備

ダジンスキー,ラド
ボルスキイ著
今野時也訳

東京 希望閣 昭和5 四六 1 1円
30銭 禁安1 119 昭和5.4.5 333.9-D42

ウ 安寧-197 ○ 333.9-D42
イウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1086532

青年運動の方向轉換 青年コミンテルン編
髙山洋吉訳 東京 白揚社 昭和5 四六 1 70銭 禁安1 120 昭和5.4.9 特500-81 安寧-198 ○ 特500-81 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137854
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小林多喜二 東京 戰旗社 昭和5 四六 1 40銭 禁安1 121 昭和5.5.5 特500-82 安寧-199 ○ 特500-82 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137889

革命草案 H.G.ウニルス著
加藤朝鳥訳 東京 アルス 昭和5 四六 1 1円 禁安1 122 昭和5.6.2 363.66-W57

ウ なし ○ 『目録』の著者:ラケ
ウェルス

363.66-W57
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061994

プロフインテルン第五回大
會に参加せよ

〔インタナショナル・パンフ
レット第2〕

「インタナシヨナル」
編輯部編 東京 戰旗社 昭和5 四六 1 10銭 禁安1 123 昭和5.8.7 特500-83 安寧-200? ○ 大きさ:15cm 特500-83 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460603

青年コミンテルンの綱領
〔青年運動叢書 第八編〕

青年コミンテルン編
産労京都支所訳 東京 マルクス書房 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 124 昭和5.5.19 特500-84 安寧-201 ○ 特500-84 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439798

聽けよ人類此の聲を!. 第二 山木[俊]一 東京
大日本社会聠
盟組織準備会
本部

昭和5 四六 1 1円 禁安1 125 昭和5.6.2 特500-85 安寧-202 ○ 特500-85 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137377

プロレタリア教育の根本問題 ヘルンレ著
屋井参市訳 東京 世界社 昭和5 四六 1 90銭 禁安1 126 昭和5.5.24 特500-86 安寧-204 ○ 特500-86 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149932

レーニンは何を教へるか?
〔レーニン主義入門 書　第
1編〕

ケルジエンツエフ著
田村清吉才訳 東京 マルクス書房 昭5 四六 1 70銭 禁安1 127 昭和5.5.19 ナシ 安寧-205 × 特500-951 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149946

社會民主主義と労働階級
〔「労働者文庫」　第2冊〕 山本光一 東京 希望閣 昭5 四六 1 10銭 禁安1 128 昭和5.5.24 ナシ 安寧-206 × 大きさ:15cm 特500-945 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1444411

アナーキスト革命
〔「黒旗 書　第二輯」〕

ジョーヂ・バレット著
鈴木靖之訳 東京 黒色戰線社 昭和5 四六 1 10銭 禁安1 129 昭和5.5.24 特500-87 安寧-207 ○ 特500-87 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149927

メーデーの話 谷村啓雄 京都 共生閣 昭和5 四六 1 80銭 禁安1 130 昭和5.4.9 特500-88 安寧-208 ○ 特500-88 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439841

失業といかに鬪ふべきか
〔「労働者文庫」　第3冊〕 曽根太郎 東京 希望閣 昭和5 四六 1 10銭 禁安1 131 昭和5.5.24 特500-89 安寧-209 ○ 特500-89 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460525

賣國的囘訓案の暴露　
"Bombord Tokyo"と何か 平田晋策 東京 政教社 昭和5 四六 1 20銭 禁安1 132 昭和5.4.7 ナシ 安寧-212 × 特252-499 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1456027

倫敦會議敗血刃の眞相
〔国民戰線五月号附録〕 里見良策 東京 國民戰線社 昭和5 菊 1 10銭 禁安1 133 昭和5.5.6 ナシ 安寧-214 × 特252-500 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1456028

業績から見たる安田銀行の内容 廣田幸松（苓州） 東京 社會評論社 昭和5 菊 1 10銭 禁安1 134 昭和5.5.12 ナシ 安寧-216 × 特252-498 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1437492

無産青年二十五講 浅沼稲次郎,田所輝明 東京 農民労働社 昭和5 菊 1 10銭 禁安1 135 昭和5.4.16 ナシ 安寧-217 × 特244-510 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1094234

正直か不正直か　これが綱紀
粛正内閣か? 米山誠一編 東京 自由通信社 昭和5 菊 1 10銭 禁安1 136 昭和5.2.15 ナシ 安寧-219 × 特244-521 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1270519

無産者カツト集 中根孝之助才編 東京 中根孝之助 昭和5 菊 1 謄写版 30銭 禁安1 137 昭和5.6.23 ナシ 安寧-237 × 大きさ:24cm 特217-553 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1105648

プロレタリア辞典 共生閣編輯部編 東京 共生閣 昭和5 菊 1 1円 禁安1 138 昭和5.8.18

特500-90
上野図書
館より発
見　48.11

安寧-239 ○ 大きさ:18cm 特500-90 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460629

安寧の部（受領年月日：昭和12.6.17）
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小林多喜二 東京 戰旗社 昭和5 四六 1 40銭 禁安1 121 昭和5.5.5 特500-82 安寧-199 ○ 特500-82 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137889

革命草案 H.G.ウニルス著
加藤朝鳥訳 東京 アルス 昭和5 四六 1 1円 禁安1 122 昭和5.6.2 363.66-W57

ウ なし ○ 『目録』の著者:ラケ
ウェルス

363.66-W57
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061994

プロフインテルン第五回大
會に参加せよ

〔インタナショナル・パンフ
レット第2〕

「インタナシヨナル」
編輯部編 東京 戰旗社 昭和5 四六 1 10銭 禁安1 123 昭和5.8.7 特500-83 安寧-200? ○ 大きさ:15cm 特500-83 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460603

青年コミンテルンの綱領
〔青年運動叢書 第八編〕

青年コミンテルン編
産労京都支所訳 東京 マルクス書房 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 124 昭和5.5.19 特500-84 安寧-201 ○ 特500-84 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439798

聽けよ人類此の聲を!. 第二 山木[俊]一 東京
大日本社会聠
盟組織準備会
本部

昭和5 四六 1 1円 禁安1 125 昭和5.6.2 特500-85 安寧-202 ○ 特500-85 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137377

プロレタリア教育の根本問題 ヘルンレ著
屋井参市訳 東京 世界社 昭和5 四六 1 90銭 禁安1 126 昭和5.5.24 特500-86 安寧-204 ○ 特500-86 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149932

レーニンは何を教へるか?
〔レーニン主義入門 書　第
1編〕

ケルジエンツエフ著
田村清吉才訳 東京 マルクス書房 昭5 四六 1 70銭 禁安1 127 昭和5.5.19 ナシ 安寧-205 × 特500-951 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149946

社會民主主義と労働階級
〔「労働者文庫」　第2冊〕 山本光一 東京 希望閣 昭5 四六 1 10銭 禁安1 128 昭和5.5.24 ナシ 安寧-206 × 大きさ:15cm 特500-945 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1444411

アナーキスト革命
〔「黒旗 書　第二輯」〕

ジョーヂ・バレット著
鈴木靖之訳 東京 黒色戰線社 昭和5 四六 1 10銭 禁安1 129 昭和5.5.24 特500-87 安寧-207 ○ 特500-87 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149927

メーデーの話 谷村啓雄 京都 共生閣 昭和5 四六 1 80銭 禁安1 130 昭和5.4.9 特500-88 安寧-208 ○ 特500-88 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439841

失業といかに鬪ふべきか
〔「労働者文庫」　第3冊〕 曽根太郎 東京 希望閣 昭和5 四六 1 10銭 禁安1 131 昭和5.5.24 特500-89 安寧-209 ○ 特500-89 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460525

賣國的囘訓案の暴露　
"Bombord Tokyo"と何か 平田晋策 東京 政教社 昭和5 四六 1 20銭 禁安1 132 昭和5.4.7 ナシ 安寧-212 × 特252-499 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1456027

倫敦會議敗血刃の眞相
〔国民戰線五月号附録〕 里見良策 東京 國民戰線社 昭和5 菊 1 10銭 禁安1 133 昭和5.5.6 ナシ 安寧-214 × 特252-500 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1456028

業績から見たる安田銀行の内容 廣田幸松（苓州） 東京 社會評論社 昭和5 菊 1 10銭 禁安1 134 昭和5.5.12 ナシ 安寧-216 × 特252-498 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1437492

無産青年二十五講 浅沼稲次郎,田所輝明 東京 農民労働社 昭和5 菊 1 10銭 禁安1 135 昭和5.4.16 ナシ 安寧-217 × 特244-510 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1094234

正直か不正直か　これが綱紀
粛正内閣か? 米山誠一編 東京 自由通信社 昭和5 菊 1 10銭 禁安1 136 昭和5.2.15 ナシ 安寧-219 × 特244-521 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1270519

無産者カツト集 中根孝之助才編 東京 中根孝之助 昭和5 菊 1 謄写版 30銭 禁安1 137 昭和5.6.23 ナシ 安寧-237 × 大きさ:24cm 特217-553 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1105648

プロレタリア辞典 共生閣編輯部編 東京 共生閣 昭和5 菊 1 1円 禁安1 138 昭和5.8.18

特500-90
上野図書
館より発
見　48.11

安寧-239 ○ 大きさ:18cm 特500-90 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460629
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失業と失業に対する鬪爭 「インタナシヨナル」
編輯部編 東京 戰旗社 昭和5 菊 1 50銭 禁安1 139 昭和5.7.28 特500-91 安寧-243 ○ 特501-551は複本。

大きさ:20cm 特500-91 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702572

朝鮮に於ける土地問題 李鉄岳著
金浩永訳 東京 労働者書房 昭和5 菊 1 50銭 禁安1 140 昭和5.9.16 特500-92 安寧-245 ○ 大きさ:19cm 特500-92 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138007

朝鮮問題 「インタナショナル」
編輯部編 東京 戰旗社 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 141 昭和5.7.5 特500-93 安寧-231 ○ 特500-93 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460574

片山潜論文集 「インタナショナル」
編輯部編 東京 戰旗社 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 142 昭和5.5.19 ナシ なし × EB53-97は複本 不明

社會はどうなる?　資本主義
社会の解剖　〔農民鬪爭パン
フレット　第4輯〕

菊田一雄 東京 マルクス書房 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 143 昭和5.5.27 特500-94 安寧-233 ○ 特500-94 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276837

プロレタリア教育理論 ヘルンレ著
屋井参市訳 東京 世界社 昭和5 四六 1 90銭 禁安1 144 昭和5.7.3 特500-95 安寧-234 ○ 特500-95 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149947

ダラ幹罪悪史 北村巖､ 滋野鉄夫 東京 紅玉堂 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 145 昭和5.6.10 なし ×

参考:「ダラ幹罪悪史」
雑誌記事はあり（『戦
旗』3（2）1930.2月
pp.94-98）

不明

おれたちの歌 新興短歌聠盟編 東京 七星社出版部 昭和5 四六 1 32銭 禁安1 146 昭和5.7.19
特500-96
上野図発
見48.2.19

安寧-238 ○ 大きさ:15cm 特500-96 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137305

轉形期經濟學 ニコライ､ ブハーリン著
佐野文夫訳 東京 同人社 昭和5 四六 1 2円 禁安1 147 大正14.12.17 331.34-B87

ウ 安寧-240 ○ 331.34-B87
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/925946

パンの略取
〔黒旗叢書　第三輯〕

クロポトキン著
黒色戰線社訳 東京 黒色戰線社 昭和5 四六 1 1円

30銭 禁安1 148 昭和5.8.7 363.8-Kr6
ウ なし ○ 363.8-Kr6

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061993

勞働者はストライキを如何
に鬪ふか

〔労働者文庫　第四冊〕
小野精一 東京 希望閣 昭和5 四六 1 10銭 禁安1 149 昭和5.7.5 特500-97 安寧-242 ○ 特500-97 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138543

一九一七年に於けるロシア
農民運動

ドウブロフスキイ著
潮昇訳 東京 文閣 昭和5 四六 1 80銭 禁安1 150 昭和5.7.7 ナシ 安寧-243か? × 特500-946 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149943

プロレタリヤ歌曲集 日本プロレタリヤ音
楽家同盟編 東京 戰旗社 昭和5 四六 1 30銭 禁安1 151 昭和5.8.19 特500-98 安寧-244 × 特500-98 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138353

ストライキ戰術戰略 「インタナシヨナル」
編輯部編 東京 戰旗社 昭和5 四六 1 1円 禁安1 152 昭和5.8.28 特500-99 安寧-246 ○ 特500-99 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137829

農民組合の話 前川正一 大阪 労働問題研究所 昭和5 四六 1 30銭 禁安1 153 昭和5.10.1 特500-100 安寧-249 ○ 特500-100 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138215

社會思想全集　第18巻 ××
主義のABC

（ブハーリン著､ 山川均等訳）他
平凡社編 東京 平凡社 昭和5 四六 1 1円 禁安1 154 昭和5.10.7 566-52ウ 安寧-252 × 566-52 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1260312

戰鬪的組合戰略と右翼清算派 パウル．メルケル著
[桑]原悦夫訳 東京 南蛮書房 昭和5 四六 1 60銭 禁安1 155 昭和5.6.12 特500-101 安-254 ○ 禁止年月日:表紙の記

載は昭和5.6.13 特500-101 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149806

インターナショナルの苦悶 小池四郎編 東京 クララ社 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 156 昭和5.9.9 特500-102 なし ○ 『目録』の著者:[　]あり 特500-102 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149808

日本左翼運動小史　日本に
関する決議集録 大田黒年男著 東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 70銭 禁安1 157 昭和4.11.20 363.09-O81

ウ 安寧-257 ○ 出版社:新興書房 363.09-O81
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061945

安寧の部（受領年月日：昭和12.6.17）
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請求記号
デジタルコレクション

のURL

失業と失業に対する鬪爭 「インタナシヨナル」
編輯部編 東京 戰旗社 昭和5 菊 1 50銭 禁安1 139 昭和5.7.28 特500-91 安寧-243 ○ 特501-551は複本。

大きさ:20cm 特500-91 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702572

朝鮮に於ける土地問題 李鉄岳著
金浩永訳 東京 労働者書房 昭和5 菊 1 50銭 禁安1 140 昭和5.9.16 特500-92 安寧-245 ○ 大きさ:19cm 特500-92 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138007

朝鮮問題 「インタナショナル」
編輯部編 東京 戰旗社 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 141 昭和5.7.5 特500-93 安寧-231 ○ 特500-93 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460574

片山潜論文集 「インタナショナル」
編輯部編 東京 戰旗社 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 142 昭和5.5.19 ナシ なし × EB53-97は複本 不明

社會はどうなる?　資本主義
社会の解剖　〔農民鬪爭パン
フレット　第4輯〕

菊田一雄 東京 マルクス書房 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 143 昭和5.5.27 特500-94 安寧-233 ○ 特500-94 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276837

プロレタリア教育理論 ヘルンレ著
屋井参市訳 東京 世界社 昭和5 四六 1 90銭 禁安1 144 昭和5.7.3 特500-95 安寧-234 ○ 特500-95 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149947

ダラ幹罪悪史 北村巖､ 滋野鉄夫 東京 紅玉堂 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 145 昭和5.6.10 なし ×

参考:「ダラ幹罪悪史」
雑誌記事はあり（『戦
旗』3（2）1930.2月
pp.94-98）

不明

おれたちの歌 新興短歌聠盟編 東京 七星社出版部 昭和5 四六 1 32銭 禁安1 146 昭和5.7.19
特500-96
上野図発
見48.2.19

安寧-238 ○ 大きさ:15cm 特500-96 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137305

轉形期經濟學 ニコライ､ ブハーリン著
佐野文夫訳 東京 同人社 昭和5 四六 1 2円 禁安1 147 大正14.12.17 331.34-B87

ウ 安寧-240 ○ 331.34-B87
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/925946

パンの略取
〔黒旗叢書　第三輯〕

クロポトキン著
黒色戰線社訳 東京 黒色戰線社 昭和5 四六 1 1円

30銭 禁安1 148 昭和5.8.7 363.8-Kr6
ウ なし ○ 363.8-Kr6

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061993

勞働者はストライキを如何
に鬪ふか

〔労働者文庫　第四冊〕
小野精一 東京 希望閣 昭和5 四六 1 10銭 禁安1 149 昭和5.7.5 特500-97 安寧-242 ○ 特500-97 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138543

一九一七年に於けるロシア
農民運動

ドウブロフスキイ著
潮昇訳 東京 文閣 昭和5 四六 1 80銭 禁安1 150 昭和5.7.7 ナシ 安寧-243か? × 特500-946 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149943

プロレタリヤ歌曲集 日本プロレタリヤ音
楽家同盟編 東京 戰旗社 昭和5 四六 1 30銭 禁安1 151 昭和5.8.19 特500-98 安寧-244 × 特500-98 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138353

ストライキ戰術戰略 「インタナシヨナル」
編輯部編 東京 戰旗社 昭和5 四六 1 1円 禁安1 152 昭和5.8.28 特500-99 安寧-246 ○ 特500-99 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137829

農民組合の話 前川正一 大阪 労働問題研究所 昭和5 四六 1 30銭 禁安1 153 昭和5.10.1 特500-100 安寧-249 ○ 特500-100 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138215

社會思想全集　第18巻 ××
主義のABC

（ブハーリン著､ 山川均等訳）他
平凡社編 東京 平凡社 昭和5 四六 1 1円 禁安1 154 昭和5.10.7 566-52ウ 安寧-252 × 566-52 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1260312

戰鬪的組合戰略と右翼清算派 パウル．メルケル著
[桑]原悦夫訳 東京 南蛮書房 昭和5 四六 1 60銭 禁安1 155 昭和5.6.12 特500-101 安-254 ○ 禁止年月日:表紙の記

載は昭和5.6.13 特500-101 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149806

インターナショナルの苦悶 小池四郎編 東京 クララ社 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 156 昭和5.9.9 特500-102 なし ○ 『目録』の著者:[　]あり 特500-102 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149808

日本左翼運動小史　日本に
関する決議集録 大田黒年男著 東京 イスクラ閣 昭和4 四六 1 70銭 禁安1 157 昭和4.11.20 363.09-O81

ウ 安寧-257 ○ 出版社:新興書房 363.09-O81
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061945
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プロレタリア革命の望展 コミンタン編
安田孝一訳 東京 労働者書房 昭和5 四六 1 1円 禁安1 158 昭和5.9.18 特500-103 安寧-258? ○ 特500-103 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138357

共産主義序説　〔「マルクス
主義の旗の下に」文庫　3〕

スターリン,レーニン著
髙山洋吉訳 東京 白揚社 昭和5 特小 1 40銭 禁安1 159 昭和5.9.4 特500-104 安寧-259 ○ 特501-717は複本 特500-104 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702573

コンパルタマニフェスト マルクス,エンゲルス著
リヤザノフ編 東京 大田黒研究所 昭和5 四六 1 1円

50銭 禁安1 160 昭和5.11.17 363.33-R32a
ウ 安寧-264 ○ 『目録』の版次:改訂版

特501-762は複本
363.33-R32a
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439456

ソヴイエツトを行く 浜次郎 東京 自疆館 昭和5 四六 1 1円 禁安1 161 昭和5.11.7 302.38-H22
ウ なし ○ 禁止年月日:昭和5.11.8

（表紙）
302.38-H22
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044330

武装せる市街
〔新作長篇小説選集〕 黒島傳治 東京 日本評論社 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 162 昭和5.11.15 特500-105 安寧-266 ○ 特501-504は複本 特500-105 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138322

日本教育界暴露記 野上荘吉 東京 自由社 昭和5 四六 1 70銭 禁安1 163 昭和5.11.12 特500-106 安寧-268 ○ 禁止年月日:昭和5.11.22
（表紙） 特500-106 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138131

マックス，アドラー教育革
命への途

〔改造教育研究 書　第二篇〕
堀秀彦 東京 日東書院 昭和5 四六 1 1円

30銭 禁安1 164 昭和5.11.22 259.5-111 なし ○ 特501-727は複本 259.5-111-
（2） 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1069705

労働日記と靴
〔「新鋭文学 書ノ中」〕 鹿地亘 東京 改造社 昭和5 四六 1 30銭 禁安1 165 昭和5.11.18 596-254 安寧-270 ○ 596-254 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1184253

セン､ 片山
（世界に於ける彼が地位と体験）荒川実藏 東京 大衆公論社 昭和5 四六 1 1円 禁安1 166 昭和5.11.13 289-Ka84-2

ウ 安寧-271 ○ 289-Ka84-2
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043576

新興農民詩集 全国農民藝術聯盟編 東京 同聯盟出版部 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 167 昭和5.11.25 特500-107 安寧-272 ○ 特500-107 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137749

曙の手紙 竹内てるよ 石狩国夕
張市栗山 黒潮時代社 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 168 昭和5.11.26 特500-108 安寧-273 ○ 特500-108 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267592

吾等の敵を倒せ 落合次郎 東京 大衆出版社 昭和5 特小 1 50銭 禁安1 169 昭和5.11.19 特500-109 安寧-274 ○ 特500-109 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276869

恐慌裡の日本資本主義経済
解剖 森喜一 東京 白揚社 昭和5 四六 1 1円

20銭 禁安1 170 昭和5.11.8 特500-110 安寧-275 ○ 特501-545は複本 特500-110 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137390

勞農黨第二回大會議案 労農黨本部編 東京 石原美行 昭和5 四六 1 10銭 禁安1 171 昭和5.12.18 ナシ 安寧-277 × 特500-952 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1269703

全国大衆黨第二回大會議案 全国大衆黨中央執行
委員会編 東京 同黨事業部 昭和5 四六 1 15銭 禁安1 172 昭和5.11.30 ナシ 安寧-278 × 特501-523 は複本 特500-947 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1269700

前衛書簡集
（獄窓より呼びかける） 青森縣救援会編 弘前 弘前救援会 昭和5 四六 1 謄写版 30銭 禁安1 173 昭和5.11.12 ナシ 判読不能 × 特500-955 なし

労働者手帖　一九三一年 同発行所編 大阪 同所 昭和5 特小 1 30銭 禁安1 174 特500-111
上野図発見 安寧-280か? ○ 特500-111 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439848

労農日記　一九三一年 産業労働調査所編 東京 同所 昭和5 特小 1 40銭 禁安1 175 昭和5.12.21
特500-112
上野図書
館発見

安寧-283 ○ 特500-112 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460645

無政府主義論集 黒色青年聯盟編 東京 同編輯所 昭和5 四六 1 20銭 禁安1 176 昭和5.12.1 ナシ 安寧-285 × 特500-956

廣州暴動の意義と教訓　附
〔プロレタリア科学パンフ
レット 第一輯〕

瞿秋白　藤枝丈夫訳 東京 プロレタリア
科学研究所 昭和5 菊 1 10銭 禁安1 177 昭和5.12.26 ナシ 安寧-286 ○ 特501-439は複本 特500-957

安寧の部（受領年月日：昭和12.6.17）
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プロレタリア革命の望展 コミンタン編
安田孝一訳 東京 労働者書房 昭和5 四六 1 1円 禁安1 158 昭和5.9.18 特500-103 安寧-258? ○ 特500-103 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138357

共産主義序説　〔「マルクス
主義の旗の下に」文庫　3〕

スターリン,レーニン著
髙山洋吉訳 東京 白揚社 昭和5 特小 1 40銭 禁安1 159 昭和5.9.4 特500-104 安寧-259 ○ 特501-717は複本 特500-104 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702573

コンパルタマニフェスト マルクス,エンゲルス著
リヤザノフ編 東京 大田黒研究所 昭和5 四六 1 1円

50銭 禁安1 160 昭和5.11.17 363.33-R32a
ウ 安寧-264 ○ 『目録』の版次:改訂版

特501-762は複本
363.33-R32a
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439456

ソヴイエツトを行く 浜次郎 東京 自疆館 昭和5 四六 1 1円 禁安1 161 昭和5.11.7 302.38-H22
ウ なし ○ 禁止年月日:昭和5.11.8

（表紙）
302.38-H22
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044330

武装せる市街
〔新作長篇小説選集〕 黒島傳治 東京 日本評論社 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 162 昭和5.11.15 特500-105 安寧-266 ○ 特501-504は複本 特500-105 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138322

日本教育界暴露記 野上荘吉 東京 自由社 昭和5 四六 1 70銭 禁安1 163 昭和5.11.12 特500-106 安寧-268 ○ 禁止年月日:昭和5.11.22
（表紙） 特500-106 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138131

マックス，アドラー教育革
命への途

〔改造教育研究 書　第二篇〕
堀秀彦 東京 日東書院 昭和5 四六 1 1円

30銭 禁安1 164 昭和5.11.22 259.5-111 なし ○ 特501-727は複本 259.5-111-
（2） 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1069705

労働日記と靴
〔「新鋭文学 書ノ中」〕 鹿地亘 東京 改造社 昭和5 四六 1 30銭 禁安1 165 昭和5.11.18 596-254 安寧-270 ○ 596-254 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1184253

セン､ 片山
（世界に於ける彼が地位と体験）荒川実藏 東京 大衆公論社 昭和5 四六 1 1円 禁安1 166 昭和5.11.13 289-Ka84-2

ウ 安寧-271 ○ 289-Ka84-2
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043576

新興農民詩集 全国農民藝術聯盟編 東京 同聯盟出版部 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 167 昭和5.11.25 特500-107 安寧-272 ○ 特500-107 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137749

曙の手紙 竹内てるよ 石狩国夕
張市栗山 黒潮時代社 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 168 昭和5.11.26 特500-108 安寧-273 ○ 特500-108 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267592

吾等の敵を倒せ 落合次郎 東京 大衆出版社 昭和5 特小 1 50銭 禁安1 169 昭和5.11.19 特500-109 安寧-274 ○ 特500-109 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276869

恐慌裡の日本資本主義経済
解剖 森喜一 東京 白揚社 昭和5 四六 1 1円

20銭 禁安1 170 昭和5.11.8 特500-110 安寧-275 ○ 特501-545は複本 特500-110 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137390

勞農黨第二回大會議案 労農黨本部編 東京 石原美行 昭和5 四六 1 10銭 禁安1 171 昭和5.12.18 ナシ 安寧-277 × 特500-952 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1269703

全国大衆黨第二回大會議案 全国大衆黨中央執行
委員会編 東京 同黨事業部 昭和5 四六 1 15銭 禁安1 172 昭和5.11.30 ナシ 安寧-278 × 特501-523 は複本 特500-947 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1269700

前衛書簡集
（獄窓より呼びかける） 青森縣救援会編 弘前 弘前救援会 昭和5 四六 1 謄写版 30銭 禁安1 173 昭和5.11.12 ナシ 判読不能 × 特500-955 なし

労働者手帖　一九三一年 同発行所編 大阪 同所 昭和5 特小 1 30銭 禁安1 174 特500-111
上野図発見 安寧-280か? ○ 特500-111 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439848

労農日記　一九三一年 産業労働調査所編 東京 同所 昭和5 特小 1 40銭 禁安1 175 昭和5.12.21
特500-112
上野図書
館発見

安寧-283 ○ 特500-112 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460645

無政府主義論集 黒色青年聯盟編 東京 同編輯所 昭和5 四六 1 20銭 禁安1 176 昭和5.12.1 ナシ 安寧-285 × 特500-956

廣州暴動の意義と教訓　附
〔プロレタリア科学パンフ
レット 第一輯〕

瞿秋白　藤枝丈夫訳 東京 プロレタリア
科学研究所 昭和5 菊 1 10銭 禁安1 177 昭和5.12.26 ナシ 安寧-286 ○ 特501-439は複本 特500-957
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詩集　根がある 坂本蕗夫 東京 仙人掌詩社 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 178 昭和5.12.13 特500-113 安寧-288 ○ 特500-113 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138194

工場新聞 ドイツ××黨編
別府重夫訳編 東京 新人社 昭和5 四六 1 25銭 禁安1 179 昭和5.12.24 特500-114 安寧-289 ○ 特500-114 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137481

インターナシヨナル発展過程 ブハーリン著
髙橋実訳 東京 労働者書房 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 180 昭和5.12.26 特500-115 安寧-290 ○ 特500-115 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149809

消費組合必携　上巻 関東消費組合聯盟編 東京 鉄塔書院 昭和5 四六 1 30銭 禁安1 181 昭和5.12.18 特500-116 安寧-291 ○ 特500-116 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276841

マルクス主義と教育問題 浅野研眞訳編 東京 自由社 昭和5 四六 1 80銭 禁安1 182 昭和5.12.20 特500-117 安寧-293 ○ 特500-117 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138412

論文集
〔山本宣治全集　第八巻〕

山本宣治著
髙倉[輝]等編 東京 レゴス書院 昭和5 四六 1 1円

80銭 禁安1 183 昭和5.12.22 598-4イ 安寧-297 ○ 598-4イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1269717

大衆黨は如何に戰ふか 角田藤三郎著 東京 全国大衆黨事
業部 昭和5 四六 1 20銭 禁安1 184 昭和5.10.29 特500-118 安寧-301 ○ 著者:大衆黨政策委員

会角田藤三郎 特500-118 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267624

土地を農民へ　第1巻
〔「全農パンフレット」中〕 山口勘一 兵庫縣三原

郡架集村 県連教育出版部 昭和6 特小 1 謄写版 30銭 禁安1 185 昭和5.1.16
F10-N775
ウ
なし

×
F10-N775ウは禁安
1-269。禁止年月日:昭
和6.1.16※2

不明

社會主義入門 堀田昇一 東京 紅玉堂 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 186 昭和5.10.24 特500-119 安寧-337 ○ 特500-119 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276838

廣島縣水平運動史 中野繁一 廣島 廣島縣水平社
聯合會 昭和5 四六 1 70銭 禁安1 187 昭和5.12.5 特500-120 安寧-329 ○ 特500-120 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276862

軍事科學とストライキ ロゾヴスキー著
産労関西支局編 大阪 労農書房 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 188 昭和5.12.27 特500-121 なし ○ 発行所:労働書房 特500-121 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149815

左翼労働組合の組織と政策 渡辺政之輔 東京 希望閣 昭和5 四六 1 1円 禁安1 189 昭和5.10.21 特500-122 安寧-338 ○ 特500-122 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439793

資本主義下の小學校 本庄陸男 東京 自由社 昭和5 四六 1 80銭 禁安1 190 昭和5.10.20 特500-123 安寧-339 ○ 特500-123 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276833

各無産政黨　スローガン集 無産者書房編 東京 同書房 昭和5 和 中 1 謄写版 1円
20銭 禁安1 191 昭和5.10.20 ナシ 安寧-342 × 特500-954 なし

我等いかに鬪ふべきか
〔黒新パンフレット　第一輯〕黒色労農新聞社編 東京 同社 昭和6 四六 1 10銭 禁安1 192 昭和6.8.20 特500-124 安寧-369 ○ 特500-124 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460640

プロレタリア歌集 酒井清一編 東京 大衆黨事業部 昭和6 四六 1 20銭 禁安1 193 特500-125 安寧-370 ○ 特500-125 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138347

再建後左翼労働組合運動 富労[波]嚴太 大阪 労農書房 昭和6 四六 1 1円
20銭 禁安1 194 366.6-F92

ウ 安寧-403か? ○ 366.6-F92
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439589

国學の史的考察 伊東多三郎 東京 大岡山書房 昭和7 四六 1 2円
80銭 禁安1 195 121.2-I89

ウ 安寧-443 ○ 121.2-I89
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1038465

財界は何處へ行く 大阪毎日新聞､ 東京日
日新聞エコノミスト編 東京 先進社 昭和7 四六 1 1円

50銭 禁安1 196 337.3-E44
ウ 安寧-444 ○ 337.3-E44

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276491

共産主義「左翼」小児病
〔レーニン小文庫　第四〕

レーニン著
直井武夫訳 東京 希望閣 昭和7 四六 1 30銭 禁安1 197 特500-126 安寧-454 ○ 特500-126 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149813

安寧の部（受領年月日：昭和12.6.17）
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詩集　根がある 坂本蕗夫 東京 仙人掌詩社 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 178 昭和5.12.13 特500-113 安寧-288 ○ 特500-113 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138194

工場新聞 ドイツ××黨編
別府重夫訳編 東京 新人社 昭和5 四六 1 25銭 禁安1 179 昭和5.12.24 特500-114 安寧-289 ○ 特500-114 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137481

インターナシヨナル発展過程 ブハーリン著
髙橋実訳 東京 労働者書房 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 180 昭和5.12.26 特500-115 安寧-290 ○ 特500-115 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149809

消費組合必携　上巻 関東消費組合聯盟編 東京 鉄塔書院 昭和5 四六 1 30銭 禁安1 181 昭和5.12.18 特500-116 安寧-291 ○ 特500-116 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276841

マルクス主義と教育問題 浅野研眞訳編 東京 自由社 昭和5 四六 1 80銭 禁安1 182 昭和5.12.20 特500-117 安寧-293 ○ 特500-117 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138412

論文集
〔山本宣治全集　第八巻〕

山本宣治著
髙倉[輝]等編 東京 レゴス書院 昭和5 四六 1 1円

80銭 禁安1 183 昭和5.12.22 598-4イ 安寧-297 ○ 598-4イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1269717

大衆黨は如何に戰ふか 角田藤三郎著 東京 全国大衆黨事
業部 昭和5 四六 1 20銭 禁安1 184 昭和5.10.29 特500-118 安寧-301 ○ 著者:大衆黨政策委員

会角田藤三郎 特500-118 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267624

土地を農民へ　第1巻
〔「全農パンフレット」中〕 山口勘一 兵庫縣三原

郡架集村 県連教育出版部 昭和6 特小 1 謄写版 30銭 禁安1 185 昭和5.1.16
F10-N775
ウ
なし

×
F10-N775ウは禁安
1-269。禁止年月日:昭
和6.1.16※2

不明

社會主義入門 堀田昇一 東京 紅玉堂 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 186 昭和5.10.24 特500-119 安寧-337 ○ 特500-119 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276838

廣島縣水平運動史 中野繁一 廣島 廣島縣水平社
聯合會 昭和5 四六 1 70銭 禁安1 187 昭和5.12.5 特500-120 安寧-329 ○ 特500-120 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276862

軍事科學とストライキ ロゾヴスキー著
産労関西支局編 大阪 労農書房 昭和5 四六 1 50銭 禁安1 188 昭和5.12.27 特500-121 なし ○ 発行所:労働書房 特500-121 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149815

左翼労働組合の組織と政策 渡辺政之輔 東京 希望閣 昭和5 四六 1 1円 禁安1 189 昭和5.10.21 特500-122 安寧-338 ○ 特500-122 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439793

資本主義下の小學校 本庄陸男 東京 自由社 昭和5 四六 1 80銭 禁安1 190 昭和5.10.20 特500-123 安寧-339 ○ 特500-123 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276833

各無産政黨　スローガン集 無産者書房編 東京 同書房 昭和5 和 中 1 謄写版 1円
20銭 禁安1 191 昭和5.10.20 ナシ 安寧-342 × 特500-954 なし

我等いかに鬪ふべきか
〔黒新パンフレット　第一輯〕黒色労農新聞社編 東京 同社 昭和6 四六 1 10銭 禁安1 192 昭和6.8.20 特500-124 安寧-369 ○ 特500-124 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460640

プロレタリア歌集 酒井清一編 東京 大衆黨事業部 昭和6 四六 1 20銭 禁安1 193 特500-125 安寧-370 ○ 特500-125 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138347

再建後左翼労働組合運動 富労[波]嚴太 大阪 労農書房 昭和6 四六 1 1円
20銭 禁安1 194 366.6-F92

ウ 安寧-403か? ○ 366.6-F92
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439589

国學の史的考察 伊東多三郎 東京 大岡山書房 昭和7 四六 1 2円
80銭 禁安1 195 121.2-I89

ウ 安寧-443 ○ 121.2-I89
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1038465

財界は何處へ行く 大阪毎日新聞､ 東京日
日新聞エコノミスト編 東京 先進社 昭和7 四六 1 1円

50銭 禁安1 196 337.3-E44
ウ 安寧-444 ○ 337.3-E44

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276491

共産主義「左翼」小児病
〔レーニン小文庫　第四〕

レーニン著
直井武夫訳 東京 希望閣 昭和7 四六 1 30銭 禁安1 197 特500-126 安寧-454 ○ 特500-126 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149813
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ロシア革命運動史. 第5輯　
各階級の包圍攻撃時代 山内封介 東京 金星堂 大正15 特小 1 70銭 禁安1 198 大正15.10.13 特500-127 なし ○ 内務省正本（15.10.13）

の印あり 特500-127 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702574

ゴー､ ストップ: 貴司山治 東京 中央公論社 昭和5 四六 1 1円
20銭 禁安1 199 昭和5.4.4 なし ○ 請求記号:603-141は改

訂版で複本 不明

プロレタリア歌曲集 無産社編 東京 同社 昭和5 四六 1 30銭 禁安1 200 昭和5.6.3 特500-128 なし ○ 特500-128 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138344

戯曲　四方の海 渡辺麻吉 京都 同朋舎出版部 昭和6 四六 1 1円 禁安1 201 昭和6.1.26 特500-129 安寧-276 ○ 特500-129 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137674

農民運動の話
（小作爭議戰術） 清野喜代志 東京 宣言社 昭和6 四六 1 20銭 禁安1 202 昭和6.1.9 ナシ なし × 特263-834 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1110275

労働運動の話（ストライキ戰術）
〔R．P．B 書　第4篇〕 清野喜代志 東京 宣言社 昭和6 四六 1 20銭 禁安1 203 昭和6.1.9 特500-130 安寧-282 ○ 特500-130 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460639

レーニン主義の戰略戰術 ロゾフスキ著
本多麟太郎訳 京都 富貴堂出版部 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 204 昭和6.1.14 特500-131 なし ○ 特501-57は複本 特500-131 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149812

家賃､ 解雇手當､ 借金､ 損害賠
償､ 支拂命令等と如何に戦ふか

〔不況対策パンフレット　第
2輯〕

布施辰治 東京 春陽堂 昭和6 四六 1 80銭 禁安1 205 昭和6.1.8 特500-132 安寧-292 ○ 特500-132 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267642

女子黨員獄中記 原菊枝 東京 春陽堂 昭和5 四六 1 1円 禁安1 206 昭和6.1.8 特500-133 安寧-294 ○ 特500-133 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439791

戰争の生物學　下巻
〔山本宣治全集　第二巻〕

山本宣治著
髙倉[輝]等編 東京 ロゴス書院 昭和6 四六 1 1円

50銭 禁安1 207 昭和6.2.20 598-4 安寧-296 ○ 598-4 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1184353

趣味　法律のうら表 髙山三郎 東京 黎明社 昭和6 四六 1 2円
80銭 禁安1 208 昭和6.2.23 特500-134 安寧-298 ○ 特500-134 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439849

日本共産黨小史 白揚社編輯部編 東京 同社 昭和6 四六 1 30銭 禁安1 209 昭和6.2.9 特500-135 安寧-304 ○ 特500-135 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439811

コミンテルンの指導原理・規約
（第二回大会の決議に依る）

コミンテルン編
松本信夫編 東京 南蛮書房 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 210 昭和6.2.20 特500-136 安寧-305 ○ 特500-136 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137586

サヴェート國家の階級的性
質に就て

ボドヴオロツキー著
プロレタリア科学研
究所法及国家理論研
究会訳編

東京 希望閣 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 211 昭和6.1.27 特500-137 安寧-306 ○ 特500-137 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149814

共産主義「左翼」小児病
〔レーニン選集　第2巻〕

レーニン著
大田黒社会科学研究
所訳編

東京 同所 昭和6 四六 1 70銭 禁安1 212 昭和6.2.23 特500-138 安寧-307 ○ 特500-138 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1269702

プロフインテルン第五回大
會報告

ロゾフスキー､ べッ
ケルト共著
産業労働調査所訳編

東京 希望閣 昭和6 四六 1 70銭 禁安1 213 昭和6.2.20 366.6-L89
ウ なし ○ 366.6-L89

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062188

第三期とプロレタリア青年 マヌイルスキー著
吉田松夫訳 東京 希望閣 昭和6 四六 1 1円 禁安1 214 昭和6.2.22 363.56-

Ma48ウ なし ○ 363.56-
Ma48ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061984

マルクス､ エンゲルス　共
産黨宣言

リヤザノフ詳註
大浦清光訳 東京 プロレタリア

書房 昭和6 四六 1 1円
20銭 禁安1 215 昭和6.3.19 なし × 不明

安寧の部（受領年月日：昭和12.6.22）
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〇受領年月日：昭和12.6.22

ロシア革命運動史. 第5輯　
各階級の包圍攻撃時代 山内封介 東京 金星堂 大正15 特小 1 70銭 禁安1 198 大正15.10.13 特500-127 なし ○ 内務省正本（15.10.13）

の印あり 特500-127 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702574

ゴー､ ストップ: 貴司山治 東京 中央公論社 昭和5 四六 1 1円
20銭 禁安1 199 昭和5.4.4 なし ○ 請求記号:603-141は改

訂版で複本 不明

プロレタリア歌曲集 無産社編 東京 同社 昭和5 四六 1 30銭 禁安1 200 昭和5.6.3 特500-128 なし ○ 特500-128 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138344

戯曲　四方の海 渡辺麻吉 京都 同朋舎出版部 昭和6 四六 1 1円 禁安1 201 昭和6.1.26 特500-129 安寧-276 ○ 特500-129 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137674

農民運動の話
（小作爭議戰術） 清野喜代志 東京 宣言社 昭和6 四六 1 20銭 禁安1 202 昭和6.1.9 ナシ なし × 特263-834 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1110275

労働運動の話（ストライキ戰術）
〔R．P．B 書　第4篇〕 清野喜代志 東京 宣言社 昭和6 四六 1 20銭 禁安1 203 昭和6.1.9 特500-130 安寧-282 ○ 特500-130 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460639

レーニン主義の戰略戰術 ロゾフスキ著
本多麟太郎訳 京都 富貴堂出版部 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 204 昭和6.1.14 特500-131 なし ○ 特501-57は複本 特500-131 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149812

家賃､ 解雇手當､ 借金､ 損害賠
償､ 支拂命令等と如何に戦ふか

〔不況対策パンフレット　第
2輯〕

布施辰治 東京 春陽堂 昭和6 四六 1 80銭 禁安1 205 昭和6.1.8 特500-132 安寧-292 ○ 特500-132 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267642

女子黨員獄中記 原菊枝 東京 春陽堂 昭和5 四六 1 1円 禁安1 206 昭和6.1.8 特500-133 安寧-294 ○ 特500-133 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439791

戰争の生物學　下巻
〔山本宣治全集　第二巻〕

山本宣治著
髙倉[輝]等編 東京 ロゴス書院 昭和6 四六 1 1円

50銭 禁安1 207 昭和6.2.20 598-4 安寧-296 ○ 598-4 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1184353

趣味　法律のうら表 髙山三郎 東京 黎明社 昭和6 四六 1 2円
80銭 禁安1 208 昭和6.2.23 特500-134 安寧-298 ○ 特500-134 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439849

日本共産黨小史 白揚社編輯部編 東京 同社 昭和6 四六 1 30銭 禁安1 209 昭和6.2.9 特500-135 安寧-304 ○ 特500-135 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439811

コミンテルンの指導原理・規約
（第二回大会の決議に依る）

コミンテルン編
松本信夫編 東京 南蛮書房 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 210 昭和6.2.20 特500-136 安寧-305 ○ 特500-136 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137586

サヴェート國家の階級的性
質に就て

ボドヴオロツキー著
プロレタリア科学研
究所法及国家理論研
究会訳編

東京 希望閣 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 211 昭和6.1.27 特500-137 安寧-306 ○ 特500-137 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149814

共産主義「左翼」小児病
〔レーニン選集　第2巻〕

レーニン著
大田黒社会科学研究
所訳編

東京 同所 昭和6 四六 1 70銭 禁安1 212 昭和6.2.23 特500-138 安寧-307 ○ 特500-138 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1269702

プロフインテルン第五回大
會報告

ロゾフスキー､ べッ
ケルト共著
産業労働調査所訳編

東京 希望閣 昭和6 四六 1 70銭 禁安1 213 昭和6.2.20 366.6-L89
ウ なし ○ 366.6-L89

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062188

第三期とプロレタリア青年 マヌイルスキー著
吉田松夫訳 東京 希望閣 昭和6 四六 1 1円 禁安1 214 昭和6.2.22 363.56-

Ma48ウ なし ○ 363.56-
Ma48ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061984

マルクス､ エンゲルス　共
産黨宣言

リヤザノフ詳註
大浦清光訳 東京 プロレタリア

書房 昭和6 四六 1 1円
20銭 禁安1 215 昭和6.3.19 なし × 不明
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日本農民組合運動史　農民
は如何に戦つたか?また如何
に戦はんとしてゐるか?

青木恵一 東京 大衆公論社 昭和6 四六 1 1円
50銭 禁安1 216 昭和6.3.4 611.96-

A53-2ウ なし ○ 611.96-
A53-2ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1066370

日本プロレタリアートの問題 髙橋貞樹 東京 希望閣 昭和6 四六 1 1円 禁安1 217 昭和6.2.21 特500-139 安寧-312 ○ 特500-139 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460605

青森縣プロレタリア詩集 弘前プロレタリア文
藝会編輯部編 弘前 同所 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 218 昭和6.4.20 特500-140 安寧-321 ○ 特500-140 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137188

プロレタリア歌曲集 戰旗大阪中央支局編 大阪 同局 昭和6 四六 1 謄写版 20銭 禁安1 219 昭和6.5.7 ナシ 安寧-●24 × 特500-958 なし

無産少年運動　〔社会科学
ブックレット　第五篇〕 田部久 東京 白鳳社 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 220 昭和6.5.19 613-45 安寧-325 ○ 613-45 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460998

組織問題教程 コムミンテルン編
鳥羽犂七訳 東京 共生閣 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 221 昭和6.4.22 特500-141 安寧-326 ○ 特500-141 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137930

ゼネラル､ モータース　ス
トライキ実戰記　（ストライ
キと××的反対派の活動）

産労関西支所編 京都 同支所 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 222 昭和6.4.24 特500-142 安寧-327 ○ 特501-431は複本 特500-142 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460535

組織論

オシツプ、ピアトニ
ツキー著
プロレタリア書房編
輯部訳編

東京 プロレタリア
書房 昭和6 四六 1 70銭 禁安1 223 昭和6.4.20 特500-143 安寧-328 ○ 特500-143 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149817

レーニン主義教程 ヴエ､ オリホーヴイ著
本間七郎訳 東京 大衆公論社 昭和6 四六 1 80銭 禁安1 224 昭和6.4.14 特500-144 安寧-330 ○ 特500-144 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149822

インターナショナル発達史 ポストゲート著
遠藤一郎訳 東京 白揚社 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 225 昭和6.5.12 363.36-P84

ウ なし ○ 363.36-P84
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061965

左翼労働組合の意義と諸任務
〔ロゾフスキー選集　1〕 希望閣編輯部訳編 東京 希望閣 昭和6 四六 1 1円

30銭 禁安1 226 昭和6.5.11 366.08-L89
ウ なし ○ 特501-447は複本 366.08-L89

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062064

人性の鍵 野口如月 茨城縣
龍ケ崎町 大和新聞社 昭和6 和 中 1 1円 禁安1 227 昭和6.3.29 特500-145 安寧-345 ○ 特500-145 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137767

ABC全訳　社會主義入門
ブハーリン、プレオ
ブラチェンスキー共著
左翼書房編輯部訳

東京 同書房 昭和6 四六 1 1円
30銭 禁安1 228 昭和6.7.4 363.5-B87

ウ なし × 標題紙:「改訂」とあり 363.5-B87
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061978

共産主義のABC. 
ブハーリン、プレオ
プラチエンスキー著
政治研究社編輯部訳

東京 政治研究社 昭和6 四六 1 70銭 禁安1 229 昭和6.6.2 特500-146 安寧-348 ○ 特500-146 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149820

ナップ戰線に立ちて 山田清三郎 東京 白揚社 昭和6 四六 1 80銭 禁安1 230 昭和6.6.24 特500-147 なし ○ 特500-147 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702575

共産主義とは何ぞや マルクス､ エンゲルス著
堺利彦訳 東京 白揚社 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 231 昭和6.6.5 特500-148 安寧-350 ○ 特500-148 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149821

日本の革命的労働組に関す
る決議集

プロレタリア書房編
輯部編 東京 プロレタリア

書房 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 232 昭和6.6.19 特500-149 安寧-351 ○ 特500-149 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138162

失業反対鬪爭「方針書」 近藤栄蔵 東京 大衆黨失業反
対鬪爭委員会 昭和6 四六 1 10銭 禁安1 233 昭和6.7.5 特500-150 安寧-352 ○ 特500-150 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460526

戰略戰術決議録 コミンテルン編
大田黒研究所訳 東京 プロレタリア

書房 昭和6 四六 1 1円 禁安1 234 昭和6.7.10 特500-151 安寧-355 ○ 特500-151 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439809

安寧の部（受領年月日：昭和12.6.22）
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日本農民組合運動史　農民
は如何に戦つたか?また如何
に戦はんとしてゐるか?

青木恵一 東京 大衆公論社 昭和6 四六 1 1円
50銭 禁安1 216 昭和6.3.4 611.96-

A53-2ウ なし ○ 611.96-
A53-2ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1066370

日本プロレタリアートの問題 髙橋貞樹 東京 希望閣 昭和6 四六 1 1円 禁安1 217 昭和6.2.21 特500-139 安寧-312 ○ 特500-139 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460605

青森縣プロレタリア詩集 弘前プロレタリア文
藝会編輯部編 弘前 同所 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 218 昭和6.4.20 特500-140 安寧-321 ○ 特500-140 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137188

プロレタリア歌曲集 戰旗大阪中央支局編 大阪 同局 昭和6 四六 1 謄写版 20銭 禁安1 219 昭和6.5.7 ナシ 安寧-●24 × 特500-958 なし

無産少年運動　〔社会科学
ブックレット　第五篇〕 田部久 東京 白鳳社 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 220 昭和6.5.19 613-45 安寧-325 ○ 613-45 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460998

組織問題教程 コムミンテルン編
鳥羽犂七訳 東京 共生閣 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 221 昭和6.4.22 特500-141 安寧-326 ○ 特500-141 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137930

ゼネラル､ モータース　ス
トライキ実戰記　（ストライ
キと××的反対派の活動）

産労関西支所編 京都 同支所 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 222 昭和6.4.24 特500-142 安寧-327 ○ 特501-431は複本 特500-142 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460535

組織論

オシツプ、ピアトニ
ツキー著
プロレタリア書房編
輯部訳編

東京 プロレタリア
書房 昭和6 四六 1 70銭 禁安1 223 昭和6.4.20 特500-143 安寧-328 ○ 特500-143 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149817

レーニン主義教程 ヴエ､ オリホーヴイ著
本間七郎訳 東京 大衆公論社 昭和6 四六 1 80銭 禁安1 224 昭和6.4.14 特500-144 安寧-330 ○ 特500-144 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149822

インターナショナル発達史 ポストゲート著
遠藤一郎訳 東京 白揚社 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 225 昭和6.5.12 363.36-P84

ウ なし ○ 363.36-P84
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061965

左翼労働組合の意義と諸任務
〔ロゾフスキー選集　1〕 希望閣編輯部訳編 東京 希望閣 昭和6 四六 1 1円

30銭 禁安1 226 昭和6.5.11 366.08-L89
ウ なし ○ 特501-447は複本 366.08-L89

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062064

人性の鍵 野口如月 茨城縣
龍ケ崎町 大和新聞社 昭和6 和 中 1 1円 禁安1 227 昭和6.3.29 特500-145 安寧-345 ○ 特500-145 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137767

ABC全訳　社會主義入門
ブハーリン、プレオ
ブラチェンスキー共著
左翼書房編輯部訳

東京 同書房 昭和6 四六 1 1円
30銭 禁安1 228 昭和6.7.4 363.5-B87

ウ なし × 標題紙:「改訂」とあり 363.5-B87
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061978

共産主義のABC. 
ブハーリン、プレオ
プラチエンスキー著
政治研究社編輯部訳

東京 政治研究社 昭和6 四六 1 70銭 禁安1 229 昭和6.6.2 特500-146 安寧-348 ○ 特500-146 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149820

ナップ戰線に立ちて 山田清三郎 東京 白揚社 昭和6 四六 1 80銭 禁安1 230 昭和6.6.24 特500-147 なし ○ 特500-147 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702575

共産主義とは何ぞや マルクス､ エンゲルス著
堺利彦訳 東京 白揚社 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 231 昭和6.6.5 特500-148 安寧-350 ○ 特500-148 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149821

日本の革命的労働組に関す
る決議集

プロレタリア書房編
輯部編 東京 プロレタリア

書房 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 232 昭和6.6.19 特500-149 安寧-351 ○ 特500-149 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138162

失業反対鬪爭「方針書」 近藤栄蔵 東京 大衆黨失業反
対鬪爭委員会 昭和6 四六 1 10銭 禁安1 233 昭和6.7.5 特500-150 安寧-352 ○ 特500-150 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460526

戰略戰術決議録 コミンテルン編
大田黒研究所訳 東京 プロレタリア

書房 昭和6 四六 1 1円 禁安1 234 昭和6.7.10 特500-151 安寧-355 ○ 特500-151 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439809



−142−

書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
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レーニン　國家學説　国家
に関するマルクス主義の教
義と革命におけるプロレタ
リアートの任務

大田黒研究所訳編 東京 プロレタリア
書房 昭和6 四六 1 1円 禁安1 235 昭和6.5.29 特500-152 安寧-356 ○ 特501-473は複本 特500-152 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1269706

プロレタリア綴方指導理論 田部久 東京 自由社 昭和6 四六 1 80銭 禁安1 236 昭和6.6.5 特500-153 安寧-357 ○ 特500-153 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267636

コミンテルン　第五回大會
議事録（1）　〔コミンテルン
プロトコール全集　第1〕

プロトコール全集刊
行会訳 東京 田中勝俊 昭和6 四六 1 90銭 禁安1 237 昭和6.6.23 特500-154 安寧-358 ○ 特500-154 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439780

世界経済恐慌の発展と展望 
〔世界政治経済叢書 第1冊〕 産業労働調査所訳編 東京 希望閣 昭和6 四六 1 80銭 禁安1 238 昭和6.6.17 336.9-Sa63

ウ 安寧-359 ○ 336.9-Sa63
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061629

社會民主主義との鬪爭 鍋山貞親 東京 希望閣 昭和6 四六 1 1円 禁安1 239 昭和6.7.8 特500-155 安寧-360 ○ 特500-155 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267619

絵入版　ロシヤ大革命史. 第
三巻

ロシヤ国立図書出版
部編
南蛮書房編輯部訳

東京 南蛮書房 昭和6 四六 1 訂再版 1円
50銭 禁安1 240 昭和6.5.25 特500-156 安寧-362 ○ 特500-156 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138557

全農ビオニーロ夏期教程　
一九三一年　上､ 下巻

全国農民組合青年部
本部教育出版部編 大阪 同部 昭和6 菊 2 14銭 禁安1 241 昭和6.8.5 特500-157 安寧-368 ○ 特500-157 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137911

私達の理想社會
（法律と飢餓の強制と経済的
誘因）　〔「思想協会パンフ
レット　第一輯」〕

岩佐作太郎 名古屋 A思想協会 昭和6 四六 1 10銭 禁安1 242 昭和6.7.28 特500-158 安寧-371 ○ 特500-158 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439854

三．一五､ 四．一六　公判
鬪爭のために 戰旗社編 東京 同社 昭和6 菊 1 15銭 禁安1 243 昭和6.7.25 特500-159 安寧-373 ○ 特500-159 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137628

国民の楽に喰へる道
（日本は世界統一後の主権者?）足立陽太郎 大阪 足立誠進舎 昭和6 菊 1 2円

50銭 禁安1 244 昭和6.8.25 特500-160 安寧-374 ○ 特500-160 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267618

帝国主義治下に於ける朝鮮
の教育状態

〔新興教育パンフレット （1）〕
李北満 東京 新興教育研究所 昭和6 四六 1 20銭 禁安1 245 昭和6.8. 特500-161 安寧-375 ○ 特501-818は複本 特500-161 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460573

朝鮮前衛黨ボルシェヒイキ
化の為に 無産社訳編 東京 南蛮書房 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 246 昭和6.7.31 特500-162 安寧-376 ○ 特500-162 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138008

世界経済年報　第13 ヴァルガ著
經済批判会譯 東京 文閣 昭和6 四六 1 70銭 禁安1 247 昭和6.7.25 575-244イ なし ○ 575-244イに第13はなし 不明

プロレタリア童謡集　小さ
い同志 槇本楠郎,川崎大治編 東京 自由社 昭和6 四六 1 70銭 禁安1 248 昭和6.7.25 特500-163 安寧-378 ○ 特500-163 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137991

サヴェート同盟の内外状勢
モロトフ氏論集

〔国際政治指導理論 書 第1〕

モロトフ著
髙山洋吉訳 東京 白揚社 昭和6 四六 1 90銭 禁安1 249 昭和6.7.10

特500-164
上野[図書
館]で発見

安寧-382 ○ 特500-164 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137617

日本プロレタリア詩集　
一九三一年版

日本プロレタリア作
家同盟編 東京 戰旗社 昭和6 特小 1 40銭 禁安1 250 昭和6.8.29

特500-165
上野図で
発見

安寧-384 ○ 特500-165 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138168

プロレタリア､ エスペラント
講座教科書（La Teksto 
Unua de proleta espkurso）

日本プロレタリア､
エスペランテイスト
同盟教育部編

東京 同出版部 昭和6 四六 1 25銭 禁安1 251 昭和6.8.12 特500-166 安寧-386 ○ 『目録』の出版者:ポエ
ウ図書部 特500-166 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138585

安寧の部（受領年月日：昭和12.6.22）
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レーニン　國家學説　国家
に関するマルクス主義の教
義と革命におけるプロレタ
リアートの任務

大田黒研究所訳編 東京 プロレタリア
書房 昭和6 四六 1 1円 禁安1 235 昭和6.5.29 特500-152 安寧-356 ○ 特501-473は複本 特500-152 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1269706

プロレタリア綴方指導理論 田部久 東京 自由社 昭和6 四六 1 80銭 禁安1 236 昭和6.6.5 特500-153 安寧-357 ○ 特500-153 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267636

コミンテルン　第五回大會
議事録（1）　〔コミンテルン
プロトコール全集　第1〕

プロトコール全集刊
行会訳 東京 田中勝俊 昭和6 四六 1 90銭 禁安1 237 昭和6.6.23 特500-154 安寧-358 ○ 特500-154 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439780

世界経済恐慌の発展と展望 
〔世界政治経済叢書 第1冊〕 産業労働調査所訳編 東京 希望閣 昭和6 四六 1 80銭 禁安1 238 昭和6.6.17 336.9-Sa63

ウ 安寧-359 ○ 336.9-Sa63
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061629

社會民主主義との鬪爭 鍋山貞親 東京 希望閣 昭和6 四六 1 1円 禁安1 239 昭和6.7.8 特500-155 安寧-360 ○ 特500-155 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267619

絵入版　ロシヤ大革命史. 第
三巻

ロシヤ国立図書出版
部編
南蛮書房編輯部訳

東京 南蛮書房 昭和6 四六 1 訂再版 1円
50銭 禁安1 240 昭和6.5.25 特500-156 安寧-362 ○ 特500-156 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138557

全農ビオニーロ夏期教程　
一九三一年　上､ 下巻

全国農民組合青年部
本部教育出版部編 大阪 同部 昭和6 菊 2 14銭 禁安1 241 昭和6.8.5 特500-157 安寧-368 ○ 特500-157 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137911

私達の理想社會
（法律と飢餓の強制と経済的
誘因）　〔「思想協会パンフ
レット　第一輯」〕

岩佐作太郎 名古屋 A思想協会 昭和6 四六 1 10銭 禁安1 242 昭和6.7.28 特500-158 安寧-371 ○ 特500-158 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439854

三．一五､ 四．一六　公判
鬪爭のために 戰旗社編 東京 同社 昭和6 菊 1 15銭 禁安1 243 昭和6.7.25 特500-159 安寧-373 ○ 特500-159 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137628

国民の楽に喰へる道
（日本は世界統一後の主権者?）足立陽太郎 大阪 足立誠進舎 昭和6 菊 1 2円

50銭 禁安1 244 昭和6.8.25 特500-160 安寧-374 ○ 特500-160 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267618

帝国主義治下に於ける朝鮮
の教育状態

〔新興教育パンフレット （1）〕
李北満 東京 新興教育研究所 昭和6 四六 1 20銭 禁安1 245 昭和6.8. 特500-161 安寧-375 ○ 特501-818は複本 特500-161 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460573

朝鮮前衛黨ボルシェヒイキ
化の為に 無産社訳編 東京 南蛮書房 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 246 昭和6.7.31 特500-162 安寧-376 ○ 特500-162 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138008

世界経済年報　第13 ヴァルガ著
經済批判会譯 東京 文閣 昭和6 四六 1 70銭 禁安1 247 昭和6.7.25 575-244イ なし ○ 575-244イに第13はなし 不明

プロレタリア童謡集　小さ
い同志 槇本楠郎,川崎大治編 東京 自由社 昭和6 四六 1 70銭 禁安1 248 昭和6.7.25 特500-163 安寧-378 ○ 特500-163 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137991

サヴェート同盟の内外状勢
モロトフ氏論集

〔国際政治指導理論 書 第1〕

モロトフ著
髙山洋吉訳 東京 白揚社 昭和6 四六 1 90銭 禁安1 249 昭和6.7.10

特500-164
上野[図書
館]で発見

安寧-382 ○ 特500-164 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137617

日本プロレタリア詩集　
一九三一年版

日本プロレタリア作
家同盟編 東京 戰旗社 昭和6 特小 1 40銭 禁安1 250 昭和6.8.29

特500-165
上野図で
発見

安寧-384 ○ 特500-165 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138168

プロレタリア､ エスペラント
講座教科書（La Teksto 
Unua de proleta espkurso）

日本プロレタリア､
エスペランテイスト
同盟教育部編

東京 同出版部 昭和6 四六 1 25銭 禁安1 251 昭和6.8.12 特500-166 安寧-386 ○ 『目録』の出版者:ポエ
ウ図書部 特500-166 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138585
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国際共産黨執行委員會第十
一回總會テーゼ､ 決議集　

（労働文庫 第五冊）
産業労働調査所訳 東京 希望閣 昭和6 四六 1 20銭 禁安1 252 昭和6.7.23 特500-167 安寧-387 ○ 特501-625は複本 特500-167 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460509

プロレタリア政治教程 青年コミンテルン編
田畑三四郎訳 東京 白揚社 昭和6 四六 1 70銭 禁安1 253 昭和6.8.12 × 不明

われら青年
〔日本プロレタリア作家同盟
パンフレット　第1〕

江口渙等 東京 日本プロレタ
リア作家同盟 昭和6 四六 1 5銭 禁安1 254 昭和6.9.3 特500-168 安寧-389 ○ 特500-168 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439853

ハンセンヱホン　誰のために
〔PP繪パンフレット　 第一輯〕

日本プロレタリ美術
家同盟編
松山文雄画

東京
日本プロレタ
リア美術家同
盟出版部

昭和6 四六 1 15銭 禁安1 255 昭和6.9.8 特500-169 安寧-391 ○ 特500-169 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439803

第三戰線　 国際無産青年運
動の発展史

ウイリー・ミユンツ
エンベルグ著
糸井尭男訳

東京 南蛮書房 昭和6 四六 1 1円 禁安1 256 昭和6.9.10 特500-170 安寧-393 ○ 特501-524は複本 特500-170 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149830

世界経済恐慌概論 ルビンシュタイン著
髙山洋吉訳 東京 南蛮書房 昭和6 四六 1 70銭 禁安1 257 昭和6.9.16 336.9-R81

ウ 安寧-394 ○ 336.9-R81
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061601

社會経済労働者評論　第5輯 RGI社會経済部編
社会経済研究会訳 東京 叢文閣 昭和6 四六 1 60銭 禁安1 258 昭和6.9.11 607-317 安寧-395 ○ 607-317 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460537

右翼的危険の増大と青年コ
ミンテルンの諸任務

エル．ヒタロフ著
藤川稔訳 東京 プロレタリア

書房 昭和6 四六 1 40銭 禁安1 259 昭和6.9.14 特500-171 安寧-396 ○ 特500-171 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149824

縣議戰を斯く鬪へ 風早謙 呉 全国労農大衆
黨支部 昭和6 四六 1 謄写版 10銭 禁安1 260 昭和6.9.23 特500-172 安寧-397 ○ 特500-172 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460497

若槻民政黨内閣打倒論 川瀬鉄堂 東京 昭和維新建設
同盟 大正6 四六 1 20銭 禁安1 261 昭和6.9.28 特500-173 安寧-398 ○ 特500-173 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267641

革命的労働組合青年活動と経
済鬪爭における青年指導部

「ユーゲント・イン
テルナチヨナーレ」
編輯局編
産業労働調査所訳

東京 同所 昭和〔6〕 特小 1 15銭 禁安1 262 昭和6.9.7 ナシ 安寧-399 ×

OPACでは出版年:〔昭
和12〕。表紙に「6.9.7
禁止」の書込みあり。
奥付破損のため出版年
の確認できず。

特256-802 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1100868

國際婦人運動の現勢 産業労働調査所訳編 東京 希望閣 昭和6 四六 1 40銭 禁安1 263 昭和6.3.13 367.8-Sa63
ウ なし ○ 367.8-Sa63

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062261

社會主義は成功しつヽある
〔国際政治指導理論 書　第
1篇〕

モロトフ著
髙山洋吉訳 東京 白揚社 昭和6 四六 1 90銭 禁安1 264 昭和6.9.14 特500-174 安寧-402 ○ 特500-174 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137693

プロレタリアエスペラント
講座　第五巻

プロレタリア科学研
究所エスペラント研
究会編

東京 鉄塔書院 昭和6 四六 1 80銭 禁安1 265 昭和6.7.6 特500-175 安寧-405 ○ 特500-175 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138341

ロシア革命史　中巻
コミンテルン編
ロシア革命史料編纂
所訳

東京 ロプレタリア
書房 昭和6 四六 1 70銭 禁安1 266 昭和6.11.18 238.07-

Ko64ウ 安寧-406 ○ 238.07-
Ko64ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1042817

共産主義教科書　ロシア共
産黨綱領の解説　下巻

ブハーリン,プレオ
ラジエンスキー著
田尻清一訳

東京 プロレタリア
書房 昭和6 四六 1 80銭 禁安1 267 昭和6.10.22 特500-176 安寧-407 〇

『目録』のタイトル：
共産主義教科書　第2部
内容:実践篇 下巻

特500-176 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149833

第三期と失業問題 トロコンスキイ著
髙山洋吉訳 東京 南蛮書房 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 268 昭和6.10.24 特500-177 安寧-408 ○ 特500-177 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149825

安寧の部（受領年月日：昭和12.6.22）
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国際共産黨執行委員會第十
一回總會テーゼ､ 決議集　

（労働文庫 第五冊）
産業労働調査所訳 東京 希望閣 昭和6 四六 1 20銭 禁安1 252 昭和6.7.23 特500-167 安寧-387 ○ 特501-625は複本 特500-167 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460509

プロレタリア政治教程 青年コミンテルン編
田畑三四郎訳 東京 白揚社 昭和6 四六 1 70銭 禁安1 253 昭和6.8.12 × 不明

われら青年
〔日本プロレタリア作家同盟
パンフレット　第1〕

江口渙等 東京 日本プロレタ
リア作家同盟 昭和6 四六 1 5銭 禁安1 254 昭和6.9.3 特500-168 安寧-389 ○ 特500-168 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439853

ハンセンヱホン　誰のために
〔PP繪パンフレット　 第一輯〕

日本プロレタリ美術
家同盟編
松山文雄画

東京
日本プロレタ
リア美術家同
盟出版部

昭和6 四六 1 15銭 禁安1 255 昭和6.9.8 特500-169 安寧-391 ○ 特500-169 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439803

第三戰線　 国際無産青年運
動の発展史

ウイリー・ミユンツ
エンベルグ著
糸井尭男訳

東京 南蛮書房 昭和6 四六 1 1円 禁安1 256 昭和6.9.10 特500-170 安寧-393 ○ 特501-524は複本 特500-170 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149830

世界経済恐慌概論 ルビンシュタイン著
髙山洋吉訳 東京 南蛮書房 昭和6 四六 1 70銭 禁安1 257 昭和6.9.16 336.9-R81

ウ 安寧-394 ○ 336.9-R81
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061601

社會経済労働者評論　第5輯 RGI社會経済部編
社会経済研究会訳 東京 叢文閣 昭和6 四六 1 60銭 禁安1 258 昭和6.9.11 607-317 安寧-395 ○ 607-317 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460537

右翼的危険の増大と青年コ
ミンテルンの諸任務

エル．ヒタロフ著
藤川稔訳 東京 プロレタリア

書房 昭和6 四六 1 40銭 禁安1 259 昭和6.9.14 特500-171 安寧-396 ○ 特500-171 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149824

縣議戰を斯く鬪へ 風早謙 呉 全国労農大衆
黨支部 昭和6 四六 1 謄写版 10銭 禁安1 260 昭和6.9.23 特500-172 安寧-397 ○ 特500-172 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460497

若槻民政黨内閣打倒論 川瀬鉄堂 東京 昭和維新建設
同盟 大正6 四六 1 20銭 禁安1 261 昭和6.9.28 特500-173 安寧-398 ○ 特500-173 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267641

革命的労働組合青年活動と経
済鬪爭における青年指導部

「ユーゲント・イン
テルナチヨナーレ」
編輯局編
産業労働調査所訳

東京 同所 昭和〔6〕 特小 1 15銭 禁安1 262 昭和6.9.7 ナシ 安寧-399 ×

OPACでは出版年:〔昭
和12〕。表紙に「6.9.7
禁止」の書込みあり。
奥付破損のため出版年
の確認できず。

特256-802 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1100868

國際婦人運動の現勢 産業労働調査所訳編 東京 希望閣 昭和6 四六 1 40銭 禁安1 263 昭和6.3.13 367.8-Sa63
ウ なし ○ 367.8-Sa63

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062261

社會主義は成功しつヽある
〔国際政治指導理論 書　第
1篇〕

モロトフ著
髙山洋吉訳 東京 白揚社 昭和6 四六 1 90銭 禁安1 264 昭和6.9.14 特500-174 安寧-402 ○ 特500-174 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137693

プロレタリアエスペラント
講座　第五巻

プロレタリア科学研
究所エスペラント研
究会編

東京 鉄塔書院 昭和6 四六 1 80銭 禁安1 265 昭和6.7.6 特500-175 安寧-405 ○ 特500-175 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138341

ロシア革命史　中巻
コミンテルン編
ロシア革命史料編纂
所訳

東京 ロプレタリア
書房 昭和6 四六 1 70銭 禁安1 266 昭和6.11.18 238.07-

Ko64ウ 安寧-406 ○ 238.07-
Ko64ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1042817

共産主義教科書　ロシア共
産黨綱領の解説　下巻

ブハーリン,プレオ
ラジエンスキー著
田尻清一訳

東京 プロレタリア
書房 昭和6 四六 1 80銭 禁安1 267 昭和6.10.22 特500-176 安寧-407 〇

『目録』のタイトル：
共産主義教科書　第2部
内容:実践篇 下巻

特500-176 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149833

第三期と失業問題 トロコンスキイ著
髙山洋吉訳 東京 南蛮書房 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 268 昭和6.10.24 特500-177 安寧-408 ○ 特500-177 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149825
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土地を農民へ 日本プロレタリア作家
同盟農民文学研究会編 東京 新潮社 昭和6 四六 1 1円

20銭 禁安1 269 昭和6.10.14 F10-N775
ウ なし ○ F10-N775

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1132990

近代日本農民運動発達史 木村靖二 東京 白揚社 昭和6 四六 1 1円
20銭 禁安1 270 昭和6.12.7 611.96-Ki36

ウ 安寧-410 ○ 611.96-Ki36
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1066376

家主と如何に戰ふべきか 武藤運十郎 東京 借家人社 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 271 昭和6.9.30 特500-178 安寧-411 ○ 特500-178 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276868

組織論
ピアトニツキー著
プロレタリア書房編
輯部訳

東京 プロレタリア
書房 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 272 昭和6.10.21 特500-179 安寧-415 ○ 改訂版 特500-179 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149828

満蒙論　満蒙の経済的價値
と日本のとるべき態度 室伏髙信 東京 夜明け社 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 273 昭和6.11.17 特500-180 安寧-416 ○ 特500-180 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138422

プロレタリア教育の諸問題 浅野研眞 東京 厚生閣 昭和6 四六 1 1円
90銭 禁安1 274 昭和6.9.17 370.4-A87

ウ 安寧-417 ○ 370.4-A87
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267585

日本農業問題批判 髙松梧一 東京 白揚社 昭和6 四六 1 80銭 禁安1 275 昭和6.10.21 特500-181 安寧-418 ○ 特500-181 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702576

プロフインテルンの成立と発展
〔ロゾフスキー論文集　2〕

ロゾフスキイ著
希望閣編輯部訳 東京 希望閣 昭和6 四六 1 1円

30銭 禁安1 276 昭和6.10.15 366.08-L89
ウ なし ○ 366.08-L89

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1078719

法律學の基礎觀念 奈良正路 東京 日本評論社 昭和6 四六 1 2円
50銭 禁安1 277 昭和6.10.10 607-211 安寧-420 ○ 607-211 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1173030

勤王論の社會史観的研究 福原武 東京 大東文化協会 昭和6 四六 1 1円
20銭 禁安1 278 昭和6.9.28 210.04-F75

ウ なし ○ 210.04-F75
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041382

資本主義と青年労働者 A思想労働者協会編 東京 同協會 昭和6 特小 1 2銭 禁安1 279 昭和6.11.16 特500-182 安寧-424 ○ 出版地:名古屋、版:謄
写版 特500-182 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460527

農村の貧乏と縣會選挙 中谷正吉 愛媛縣北宇
和郡旭村

全国農民組合南
豫地方協議会 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 280 昭和6.9.10 特500-183 安寧-425 ○ 著者名:井谷正吉 特500-183 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138203

獄中のローザ．ルクセンブルグ 森岡嘉彦 和歌山縣
太地町

太地労働組合
青年部 昭和6 特小 1 謄写版 5銭 禁安1 281 昭和6.11.4 特500-184 安寧-426 ○

『目録』の出版者:全熊
野労働組合協議会青年
部もあり

特500-184 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137556

レーニンと消費組合 山田浩 大阪 労働問題研究所 昭和6 四六 1 10銭 禁安1 282 昭和6.5.23 特500-185 安寧-427 ○ 特500-185 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439839

プロレタリア讀本　第1 上越農民學校編 高田 全国農民組合
新潟縣聯合会 昭和6 菊 1 50銭 禁安1 283 昭和6.7.28 特500-186 安寧-432 ○ 版:謄写版 特500-186 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460609

プロレタリア映画のために 日本プロレタリア映
画同盟編 京都 京都共生閣 昭和6 四六 1 80銭 禁安1 284 昭和6.12.11 特500-187 なし ○ 特500-187 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138337

日本經濟年報　第6輯　昭和
6年　第34半期 東洋経済新報社編 東京 同社 昭和6 四六 1 1円 禁安1 285 昭和6.12.3 505-71 安寧-445 ○ 505-71 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267639

共産黨宣言　〔マルクス､ エ
ンゲルス研究 書　第1〕

マルクス､ エンゲルス著
リヤザノフ編
大田黒研究所訳編

東京 河西書店 昭和6 四六 1 1円
20銭 禁安1 286 昭和6.12.15 特500-188 安寧-448 ○ 特501-525は複本 特500-188 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1453079

ソヴェート同盟に於ける文
化革命

新興教育研究所ソヴェー
ト教育研究会訳編 東京 叢文閣 昭和6 四六 1 1円 禁安1 287 昭和6.12.10 302.38-

So92-2ウ なし × 特501-65は複本 302.38-
So923ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044616

静かなるドン　第3編
〔ソヴェート作家 書〕

シヨーロホフ著
外村史郎訳 東京 鉄塔書院 昭和6 四六 1 1円 禁安1 288 昭和6.12.30 F83-Sh96-2

ウ なし ○ F83-Sh96-2
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137103

安寧の部（受領年月日：昭和12.6.22）
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土地を農民へ 日本プロレタリア作家
同盟農民文学研究会編 東京 新潮社 昭和6 四六 1 1円

20銭 禁安1 269 昭和6.10.14 F10-N775
ウ なし ○ F10-N775

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1132990

近代日本農民運動発達史 木村靖二 東京 白揚社 昭和6 四六 1 1円
20銭 禁安1 270 昭和6.12.7 611.96-Ki36

ウ 安寧-410 ○ 611.96-Ki36
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1066376

家主と如何に戰ふべきか 武藤運十郎 東京 借家人社 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 271 昭和6.9.30 特500-178 安寧-411 ○ 特500-178 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276868

組織論
ピアトニツキー著
プロレタリア書房編
輯部訳

東京 プロレタリア
書房 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 272 昭和6.10.21 特500-179 安寧-415 ○ 改訂版 特500-179 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149828

満蒙論　満蒙の経済的價値
と日本のとるべき態度 室伏髙信 東京 夜明け社 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 273 昭和6.11.17 特500-180 安寧-416 ○ 特500-180 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138422

プロレタリア教育の諸問題 浅野研眞 東京 厚生閣 昭和6 四六 1 1円
90銭 禁安1 274 昭和6.9.17 370.4-A87

ウ 安寧-417 ○ 370.4-A87
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267585

日本農業問題批判 髙松梧一 東京 白揚社 昭和6 四六 1 80銭 禁安1 275 昭和6.10.21 特500-181 安寧-418 ○ 特500-181 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702576

プロフインテルンの成立と発展
〔ロゾフスキー論文集　2〕

ロゾフスキイ著
希望閣編輯部訳 東京 希望閣 昭和6 四六 1 1円

30銭 禁安1 276 昭和6.10.15 366.08-L89
ウ なし ○ 366.08-L89

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1078719

法律學の基礎觀念 奈良正路 東京 日本評論社 昭和6 四六 1 2円
50銭 禁安1 277 昭和6.10.10 607-211 安寧-420 ○ 607-211 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1173030

勤王論の社會史観的研究 福原武 東京 大東文化協会 昭和6 四六 1 1円
20銭 禁安1 278 昭和6.9.28 210.04-F75

ウ なし ○ 210.04-F75
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041382

資本主義と青年労働者 A思想労働者協会編 東京 同協會 昭和6 特小 1 2銭 禁安1 279 昭和6.11.16 特500-182 安寧-424 ○ 出版地:名古屋、版:謄
写版 特500-182 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460527

農村の貧乏と縣會選挙 中谷正吉 愛媛縣北宇
和郡旭村

全国農民組合南
豫地方協議会 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 280 昭和6.9.10 特500-183 安寧-425 ○ 著者名:井谷正吉 特500-183 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138203

獄中のローザ．ルクセンブルグ 森岡嘉彦 和歌山縣
太地町

太地労働組合
青年部 昭和6 特小 1 謄写版 5銭 禁安1 281 昭和6.11.4 特500-184 安寧-426 ○

『目録』の出版者:全熊
野労働組合協議会青年
部もあり

特500-184 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137556

レーニンと消費組合 山田浩 大阪 労働問題研究所 昭和6 四六 1 10銭 禁安1 282 昭和6.5.23 特500-185 安寧-427 ○ 特500-185 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439839

プロレタリア讀本　第1 上越農民學校編 高田 全国農民組合
新潟縣聯合会 昭和6 菊 1 50銭 禁安1 283 昭和6.7.28 特500-186 安寧-432 ○ 版:謄写版 特500-186 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460609

プロレタリア映画のために 日本プロレタリア映
画同盟編 京都 京都共生閣 昭和6 四六 1 80銭 禁安1 284 昭和6.12.11 特500-187 なし ○ 特500-187 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138337

日本經濟年報　第6輯　昭和
6年　第34半期 東洋経済新報社編 東京 同社 昭和6 四六 1 1円 禁安1 285 昭和6.12.3 505-71 安寧-445 ○ 505-71 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267639

共産黨宣言　〔マルクス､ エ
ンゲルス研究 書　第1〕

マルクス､ エンゲルス著
リヤザノフ編
大田黒研究所訳編

東京 河西書店 昭和6 四六 1 1円
20銭 禁安1 286 昭和6.12.15 特500-188 安寧-448 ○ 特501-525は複本 特500-188 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1453079

ソヴェート同盟に於ける文
化革命

新興教育研究所ソヴェー
ト教育研究会訳編 東京 叢文閣 昭和6 四六 1 1円 禁安1 287 昭和6.12.10 302.38-

So92-2ウ なし × 特501-65は複本 302.38-
So923ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044616

静かなるドン　第3編
〔ソヴェート作家 書〕

シヨーロホフ著
外村史郎訳 東京 鉄塔書院 昭和6 四六 1 1円 禁安1 288 昭和6.12.30 F83-Sh96-2

ウ なし ○ F83-Sh96-2
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137103
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

インタアナショナルの理論
〔世界経済問題 書第3〕 加田哲二 東京 同文[館] 昭和7 四六 1 1円

50銭 禁安1 289 昭和6.12.16 × 禁止年月日:昭和6.12.26※2 不明

社會主義と帝國主義
〔レーニン小文庫　2〕

レーニン著
山田喜作訳 東京 希望閣 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 290 昭和6.11.29 特500-189 安寧-452 ○ 特500-189 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149831

左翼労働組合と右翼トの鬪爭 鍋山貞親 東京 希望閣 昭和6 四六 1 1円
30銭 禁安1 291 昭和6.12.17 363.09-N11

ウ 安寧-455 ○ 363.09-N11
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459653

歿落の代議政体
〔「共学パンフレツト　第9輯」〕

クロポトキン著
石川三四郎訳 東京 共學社 昭和6 四六 1 30銭 禁安1 292 昭和6.6.25 特500-190 安寧-465 ○ 特500-190 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149829/

日本起つ乎 永井了吉 東京 同人 昭和6 四六 1 20銭 禁安1 293 昭和6.12.5 特500-191 安寧-468 ○ 特500-191 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138154

第四回プロレタリア美術大
展覧会出品目録

日本プロレタリア美
術家同盟編 東京 同出版部 昭和6 特小 1 5銭 禁安1 294 昭和6.12.3

特500-192
上野図発
見　48.2.19

なし ○ 特500-192 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138349

國際政治辞典 國際政治研究会編 東京 白揚社 昭和6 特小 1 1円
30銭 禁安1 295 昭和6.12.23

特500-193
上野[図書
館]より発
見　47.12.15

なし ○ 特500-193 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267614

労農手帖　一九三二年 産業労働調査所編 東京 希望閣 昭和6 特小 1 40銭 禁安1 296 昭和6.12.16

特500-194
上野[図書
館]より発
見　47.12.15

なし ○ 特501-713は複本 特500-194 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460641

プロレタリア科學研究　第
三輯

プロレタリア科学研
究所編 東京 同所 昭和6 菊 1 80銭 禁安1 297 昭和6.12.18 特500-195 安寧-473 ○ 特500-195 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138343

世界革命実話全集　第一輯 富士三六編 沼津 古典社 昭和6 菊 1 50銭 禁安1 298 昭和6.11.29 特500-196 安寧-474 ○ 特500-196 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137865

プロレタリア文學集 改造社編 東京 同社 昭和6 菊 1 1円
50銭 禁安1 299 昭和6.2.7 なし × 不明

ハリコフ會議の報告　其他 屋井参市訳編 東京 木星社書院 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 300 昭和6.11.25 特500-197 安寧-477 ○ 特500-197 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138249

社會運動年鑑　一九三一年版 日本社會運動通信社
調査部編 東京 三雄社書房 昭和6 四六 1 1円

30銭 禁安1 301 昭和6.9.2 R363.05-
Sh12ウ 安寧-481 ○ R363.05-

Sh12ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459659

日本農制史談 権藤成卿著
岡本利吉編 東京 純眞社 昭和6 四六 1 1円 禁安1 302 昭和6.12.23 612.1-G63

ウ なし ○ 612.1-G63
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1066430

レーニンの反宗教論
レーニン著
日本戰鬪的無神論同
盟訳

東京 白揚社 昭和6 四六 1 1円
30銭 禁安1 303 昭和6.12.6 160.4-L54-2

ウ なし ○ 160.4-L54-2
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1039863

インターナショナルスパイ 中島武訳 東京 人格社 昭和6 四六 1 95銭 禁安1 304 昭和6.9.26 特500-198 安寧-484 ○ 特500-198 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149841

日本無産階級は満蒙問題を
どう見る 島中雄三等 東京 先進社 昭和6 四六 1 30銭 禁安1 305 昭和6.12.16 特500-199 安寧-499 ○ 特500-199 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138176

無産黨出直すべし 近藤栄蔵 東京 経済問題研究会 昭和6 四六 1 20銭 禁安1 306 昭和6.12.4 特500-200 安寧-511 ○ 特501-832は複本 特500-200 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439837

詩集　俺は生きて為た 山﨑映城 長野 全日本超努級
作家聯盟 昭和6 四六 1 40銭 禁安1 307 昭和6.11.9 特500-201 安寧-512 ○ 特500-201 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137307

安寧の部（受領年月日：昭和12.6.22）
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

インタアナショナルの理論
〔世界経済問題 書第3〕 加田哲二 東京 同文[館] 昭和7 四六 1 1円

50銭 禁安1 289 昭和6.12.16 × 禁止年月日:昭和6.12.26※2 不明

社會主義と帝國主義
〔レーニン小文庫　2〕

レーニン著
山田喜作訳 東京 希望閣 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 290 昭和6.11.29 特500-189 安寧-452 ○ 特500-189 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149831

左翼労働組合と右翼トの鬪爭 鍋山貞親 東京 希望閣 昭和6 四六 1 1円
30銭 禁安1 291 昭和6.12.17 363.09-N11

ウ 安寧-455 ○ 363.09-N11
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459653

歿落の代議政体
〔「共学パンフレツト　第9輯」〕

クロポトキン著
石川三四郎訳 東京 共學社 昭和6 四六 1 30銭 禁安1 292 昭和6.6.25 特500-190 安寧-465 ○ 特500-190 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149829/

日本起つ乎 永井了吉 東京 同人 昭和6 四六 1 20銭 禁安1 293 昭和6.12.5 特500-191 安寧-468 ○ 特500-191 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138154

第四回プロレタリア美術大
展覧会出品目録

日本プロレタリア美
術家同盟編 東京 同出版部 昭和6 特小 1 5銭 禁安1 294 昭和6.12.3

特500-192
上野図発
見　48.2.19

なし ○ 特500-192 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138349

國際政治辞典 國際政治研究会編 東京 白揚社 昭和6 特小 1 1円
30銭 禁安1 295 昭和6.12.23

特500-193
上野[図書
館]より発
見　47.12.15

なし ○ 特500-193 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267614

労農手帖　一九三二年 産業労働調査所編 東京 希望閣 昭和6 特小 1 40銭 禁安1 296 昭和6.12.16

特500-194
上野[図書
館]より発
見　47.12.15

なし ○ 特501-713は複本 特500-194 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460641

プロレタリア科學研究　第
三輯

プロレタリア科学研
究所編 東京 同所 昭和6 菊 1 80銭 禁安1 297 昭和6.12.18 特500-195 安寧-473 ○ 特500-195 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138343

世界革命実話全集　第一輯 富士三六編 沼津 古典社 昭和6 菊 1 50銭 禁安1 298 昭和6.11.29 特500-196 安寧-474 ○ 特500-196 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137865

プロレタリア文學集 改造社編 東京 同社 昭和6 菊 1 1円
50銭 禁安1 299 昭和6.2.7 なし × 不明

ハリコフ會議の報告　其他 屋井参市訳編 東京 木星社書院 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 300 昭和6.11.25 特500-197 安寧-477 ○ 特500-197 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138249

社會運動年鑑　一九三一年版 日本社會運動通信社
調査部編 東京 三雄社書房 昭和6 四六 1 1円

30銭 禁安1 301 昭和6.9.2 R363.05-
Sh12ウ 安寧-481 ○ R363.05-

Sh12ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459659

日本農制史談 権藤成卿著
岡本利吉編 東京 純眞社 昭和6 四六 1 1円 禁安1 302 昭和6.12.23 612.1-G63

ウ なし ○ 612.1-G63
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1066430

レーニンの反宗教論
レーニン著
日本戰鬪的無神論同
盟訳

東京 白揚社 昭和6 四六 1 1円
30銭 禁安1 303 昭和6.12.6 160.4-L54-2

ウ なし ○ 160.4-L54-2
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1039863

インターナショナルスパイ 中島武訳 東京 人格社 昭和6 四六 1 95銭 禁安1 304 昭和6.9.26 特500-198 安寧-484 ○ 特500-198 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149841

日本無産階級は満蒙問題を
どう見る 島中雄三等 東京 先進社 昭和6 四六 1 30銭 禁安1 305 昭和6.12.16 特500-199 安寧-499 ○ 特500-199 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138176

無産黨出直すべし 近藤栄蔵 東京 経済問題研究会 昭和6 四六 1 20銭 禁安1 306 昭和6.12.4 特500-200 安寧-511 ○ 特501-832は複本 特500-200 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439837

詩集　俺は生きて為た 山﨑映城 長野 全日本超努級
作家聯盟 昭和6 四六 1 40銭 禁安1 307 昭和6.11.9 特500-201 安寧-512 ○ 特500-201 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137307
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
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デジタルコレクション

のURL

メーデ
（La Unna de Majo）

プロレタリア､ エスペ
ラント同盟教育部編 東京 鉄塔書院 昭和6 四六 1 40銭 禁安1 308 昭和6.5.19 特500-202 安寧-515 ○ 特500-202 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138588

日本無産階級と満蒙問題
〔日本社会主義研究所パンフ
レット　第2輯〕

奥澄男 東京 日本社会主義
研究所 昭和6 四六 1 5銭 禁安1 309 昭和6.12.17 特500-203 安寧-516 ○ 特501-843は複本 特500-203 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439816

鉄の規律
〔新鋭文学 書ノ中〕 明石鉄也 東京 改造社 昭和6 四六 1 30銭 禁安1 310 昭和6.11.17 596-254 安寧-530 ○ 出版年:昭和5年 596-254 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1184232

〇受領年月日：昭和12.7.15

世界を震撼させた十日間 シヨン､ リート著
樋口弘､ 佐々元十訳 東京 弘津堂 昭和4 四六 1 1円

50銭 禁安1 311 昭和7.3.21 特500-204 安-86 ○ 特501-36は複本 特500-204 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149846

国際赤色労働組合世界大会議
事録全集　第一巻 第一分冊 石田三郎訳 東京 新理社 昭和7 四六 1 1円 禁安1 312 昭和7.1.2 特500-205 安寧-442 ○ 特501-639は複本 特500-205 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138340

奴隷市場 堀田昇一 東京 中外書房 昭和7 四六 1 80銭 禁安1 313 昭和7.7.26 特500-206 安寧-446 ○ 特500-206 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138087

プロフインテルン第五回大
會報告. 2 産業労働調査所訳編 東京 希望閣 昭和7 四六 1 70銭 禁安1 314 昭和7.2.10 特500-207 安寧-447 ○ 禁止年月日:昭和7.2.10 特500-207 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460613

国際消費組合デーのために 産業労働調査所訳編 東京 希望閣 昭和7 特小 1 10銭 禁安1 315 昭和7.1.13 特500-208 安寧-464 ○ 特500-208 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137544

カールとローザは帝国主義
戰爭といかに鬪ったか 野村浩訳 東京 赤光社書店 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 316 昭和7.1.14 特500-209 安寧-467 ○ 特500-209 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149835

刑法の基本問題 奈良正蕗 東京 浅野書店 昭和7 菊 1 4円 禁安1 317 昭和7.1.24 326-N51ウ 安寧-476 ○ 326-N51ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1060687

農民の子 ゴルキー著
大庭敏郎訳 東京 大衆出版社 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 318 昭和7.1.7 特500-210 安寧-479 ○ 特500-210 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149843

マルクスは叫ぶ 矢橋三子雄 東京 大衆出版社 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 319 昭和7.1.7 特500-211 安寧-480 ○ 特500-211 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460623

没落する階級 齋藤野大 東京 共生閣 昭和7 菊 1 謄写版 1円 禁安1 320 昭和7.2.12 ナシ 安寧-486 × 特500-961 なし

ピオニール讀本　第2輯 新興教育研究所編 東京 同所 昭和7 菊 1 5銭 禁安1 321 昭和7.3.24 ナシ 安寧-487 × 特500-963 なし

解雇､ 退職手當に対する法
律戰術 布施辰治 東京 浅野書店 昭和7 四六 1 40銭 禁安1 322 昭和7.3.17 特500-212 安寧-489 ○ 特500-212 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276822

上海事変の､ その次の問題 北村佳逸 大阪 改善社 昭和7 四六 1 1円 禁安1 323 昭和7.4.14 特500-213 安寧-490 ○ 特500-213 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137697

中国大革命史 瞿秋白著
中国問題研究会訳 東京 プロレタリア

科學研究所 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 324 昭和7.3.9 222.07-
MA81ウ 安寧-491 ○ 『目録』の請求記号:

222.07-Ku11ウ
222.07-
Ko11ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1042448

日本母系時代の研究 渡辺義通 東京 白揚社 昭和7 菊 1 1円
20銭 禁安1 325 昭和7.1.2 600-290 安寧-472 ○

ローカル請求記号:
362.1-W46-2ウ
資料貼付ID:
1200700568826

600-290

年刊日本プロレタリア創作
集　一九三二年版

日本プロレタリ[ア]
作家同盟編 東京 同同盟出版部 昭和7 四六 1 1円

20銭 禁安1 326 昭和7.3.5 620-19 なし ○ 受入年月日不一致
禁止年月日:昭7.3.6※2 不明

無産者政治教程　上巻　第
一､ 二部

青年コミンテルン編
前川淨等訳 東京 不二書店 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 327 昭和7.2.23 特500-214 安寧-493 ○ 特500-214 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138471

安寧の部（受領年月日：昭和12.6.22, 昭和12.7.15）
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メーデ
（La Unna de Majo）

プロレタリア､ エスペ
ラント同盟教育部編 東京 鉄塔書院 昭和6 四六 1 40銭 禁安1 308 昭和6.5.19 特500-202 安寧-515 ○ 特500-202 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138588

日本無産階級と満蒙問題
〔日本社会主義研究所パンフ
レット　第2輯〕

奥澄男 東京 日本社会主義
研究所 昭和6 四六 1 5銭 禁安1 309 昭和6.12.17 特500-203 安寧-516 ○ 特501-843は複本 特500-203 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439816

鉄の規律
〔新鋭文学 書ノ中〕 明石鉄也 東京 改造社 昭和6 四六 1 30銭 禁安1 310 昭和6.11.17 596-254 安寧-530 ○ 出版年:昭和5年 596-254 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1184232

〇受領年月日：昭和12.7.15

世界を震撼させた十日間 シヨン､ リート著
樋口弘､ 佐々元十訳 東京 弘津堂 昭和4 四六 1 1円

50銭 禁安1 311 昭和7.3.21 特500-204 安-86 ○ 特501-36は複本 特500-204 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149846

国際赤色労働組合世界大会議
事録全集　第一巻 第一分冊 石田三郎訳 東京 新理社 昭和7 四六 1 1円 禁安1 312 昭和7.1.2 特500-205 安寧-442 ○ 特501-639は複本 特500-205 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138340

奴隷市場 堀田昇一 東京 中外書房 昭和7 四六 1 80銭 禁安1 313 昭和7.7.26 特500-206 安寧-446 ○ 特500-206 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138087

プロフインテルン第五回大
會報告. 2 産業労働調査所訳編 東京 希望閣 昭和7 四六 1 70銭 禁安1 314 昭和7.2.10 特500-207 安寧-447 ○ 禁止年月日:昭和7.2.10 特500-207 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460613

国際消費組合デーのために 産業労働調査所訳編 東京 希望閣 昭和7 特小 1 10銭 禁安1 315 昭和7.1.13 特500-208 安寧-464 ○ 特500-208 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137544

カールとローザは帝国主義
戰爭といかに鬪ったか 野村浩訳 東京 赤光社書店 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 316 昭和7.1.14 特500-209 安寧-467 ○ 特500-209 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149835

刑法の基本問題 奈良正蕗 東京 浅野書店 昭和7 菊 1 4円 禁安1 317 昭和7.1.24 326-N51ウ 安寧-476 ○ 326-N51ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1060687

農民の子 ゴルキー著
大庭敏郎訳 東京 大衆出版社 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 318 昭和7.1.7 特500-210 安寧-479 ○ 特500-210 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149843

マルクスは叫ぶ 矢橋三子雄 東京 大衆出版社 昭和6 四六 1 50銭 禁安1 319 昭和7.1.7 特500-211 安寧-480 ○ 特500-211 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460623

没落する階級 齋藤野大 東京 共生閣 昭和7 菊 1 謄写版 1円 禁安1 320 昭和7.2.12 ナシ 安寧-486 × 特500-961 なし

ピオニール讀本　第2輯 新興教育研究所編 東京 同所 昭和7 菊 1 5銭 禁安1 321 昭和7.3.24 ナシ 安寧-487 × 特500-963 なし

解雇､ 退職手當に対する法
律戰術 布施辰治 東京 浅野書店 昭和7 四六 1 40銭 禁安1 322 昭和7.3.17 特500-212 安寧-489 ○ 特500-212 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276822

上海事変の､ その次の問題 北村佳逸 大阪 改善社 昭和7 四六 1 1円 禁安1 323 昭和7.4.14 特500-213 安寧-490 ○ 特500-213 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137697

中国大革命史 瞿秋白著
中国問題研究会訳 東京 プロレタリア

科學研究所 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 324 昭和7.3.9 222.07-
MA81ウ 安寧-491 ○ 『目録』の請求記号:

222.07-Ku11ウ
222.07-
Ko11ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1042448

日本母系時代の研究 渡辺義通 東京 白揚社 昭和7 菊 1 1円
20銭 禁安1 325 昭和7.1.2 600-290 安寧-472 ○

ローカル請求記号:
362.1-W46-2ウ
資料貼付ID:
1200700568826

600-290

年刊日本プロレタリア創作
集　一九三二年版

日本プロレタリ[ア]
作家同盟編 東京 同同盟出版部 昭和7 四六 1 1円

20銭 禁安1 326 昭和7.3.5 620-19 なし ○ 受入年月日不一致
禁止年月日:昭7.3.6※2 不明

無産者政治教程　上巻　第
一､ 二部

青年コミンテルン編
前川淨等訳 東京 不二書店 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 327 昭和7.2.23 特500-214 安寧-493 ○ 特500-214 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138471
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デジタルコレクション

のURL

フアシズム論
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吉野次郎,萬里信一
郎共訳

東京 希望閣 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 328 昭和7.1.7 特500-215 安寧-495 ○ 特500-215 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149840

一九三一年に於ける太平洋
労働組合書記局重要問題報
告決議録　第一輯

須一書院編輯部編 東京 同書院 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 329 昭和7.5.21 特500-216 安寧-497 ○ 特501-635は複本 特500-216 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460567

国家と革命､ 左翼小児病
〔「レーニン主要著作集」第1輯〕

レーニン著
大田黒研究所訳編 東京 新興書房 昭和7 四六 1 1円

20銭 禁安1 330 昭和7.2.15 313.1-L54-3
ウ 安寧-500 ○ 313.1-L54-3

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459146

「無神論」教程　第1部　科
学と宗教

ルカチエフスキー著
日本戰鬪的無神論者
同盟訳

東京 白揚社 昭和7 四六 1 90銭 禁安1 331 昭和7.4.8 161.6-R84
ウ なし ○ 161.6-R84

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1039947

史的唯物論 メドヴエーヂエフ編
日本戰教育部編 東京 共生閣 昭和7 四六 1 5版 1円 禁安1 332 昭和7.5.9 363.31-N77

ウ 安寧-502 ○ 363.31-N77
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1085821

轉換期ハ竿ふ 山本昌房 松本 寸鉄新聞社 昭和7 四六 1 1円
50銭 禁安1 333 昭和7.4.12

特500-217
上野[図書
館]より発
見　47.12.15

安寧-503 ○ タイトル:転換期に呼ぶ 特500-217 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138036

無政府主義と農本主義
農本主義は成立せず 延島英一 東京 不有社 昭和7 四六 1 15銭 禁安1 334 昭和7.3.18 特500-218 安寧-504 ○ 特500-218 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460621

第三期と文化危機 ドイツ､ プロレタリ
ア革命作家同盟編 東京 文化書院 昭和7 四六 1 30銭 禁安1 335 昭和7.2.22 特500-219 安寧-505 ○ 特500-219 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137947

満蒙問題と無産階級 全国労農大衆黨反戰
鬪爭委員会編 東京 全国労農大衆

黨本部事業部 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 336 昭和7.1.7 特500-220 安寧-506 ○ 特500-220 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460618

瑞能神歌
〔　     王仁文庫　第三篇〕 出口王仁三郎 京都府

綾部町 第一天声社 昭和7 四六 1 35銭 禁安1 337 昭和7.2.6 特500-221 安寧-510 ○ 版:再版
特501-69は複本 特500-221 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702654

文化の解析 ドイツプロレタリア
革命作家同盟編 東京 同文書院 昭和7 四六 1 15銭 禁安1 338 昭和7.5.9 特500-222 安寧-514 ○ 特500-222 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138355

三月十五日
〔日本プロレタリア作家同盟
パンフレット　第二輯〕

日本プロレタリア作
家同盟出版部 東京 同部 昭和7 四六 1 謄写版 5銭 禁安1 339 昭和7.3.25 特500-223 安寧-519 ○ 特500-223 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460517

選擧鬪爭のために 日本プロレタリア文化
聯盟大坂地方協議会 大阪 同部 昭和7 四六 1 謄写版 7銭 禁安1 340 昭和7.2.17 ナシ 安寧-520 × 特500-962 なし

解放を目指して
（アナキー運動の具体化）
〔アナキー 書〕

黎民社編 福山 同社 昭和7 菊 1 謄写版 10銭 禁安1 341 昭和7.1.28 ナシ 安寧-521 × 特500-960 なし

詩集　まだ朝にならぬ 北守廣 金沢 新興詩派聯盟 昭和7 菊 1 謄写版 10銭 禁安1 342 昭和7.1.27 ナシ 安寧-522 × 特500-959 なし

戰鬪的無神論者 日本戰鬪的無神論者
同盟編 東京 同同盟 昭和6 菊 1 5銭 禁安1 343 昭和7.2.4 ナシ 安寧-525 × 特500-948 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149938

爭議團少年部読本
全国農民組合雨竜支
部三農場共同爭議團
青年部編

同爭議團本部 昭和7 菊倍横 1 5銭 禁安1 344 昭和7.3.8 ナシ 安寧-526 × 特500-949 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149939

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.15）
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フアシズム論

パシユカニー､ エル
コリ共著
吉野次郎,萬里信一
郎共訳

東京 希望閣 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 328 昭和7.1.7 特500-215 安寧-495 ○ 特500-215 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149840

一九三一年に於ける太平洋
労働組合書記局重要問題報
告決議録　第一輯

須一書院編輯部編 東京 同書院 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 329 昭和7.5.21 特500-216 安寧-497 ○ 特501-635は複本 特500-216 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460567

国家と革命､ 左翼小児病
〔「レーニン主要著作集」第1輯〕

レーニン著
大田黒研究所訳編 東京 新興書房 昭和7 四六 1 1円

20銭 禁安1 330 昭和7.2.15 313.1-L54-3
ウ 安寧-500 ○ 313.1-L54-3

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459146

「無神論」教程　第1部　科
学と宗教

ルカチエフスキー著
日本戰鬪的無神論者
同盟訳

東京 白揚社 昭和7 四六 1 90銭 禁安1 331 昭和7.4.8 161.6-R84
ウ なし ○ 161.6-R84

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1039947

史的唯物論 メドヴエーヂエフ編
日本戰教育部編 東京 共生閣 昭和7 四六 1 5版 1円 禁安1 332 昭和7.5.9 363.31-N77

ウ 安寧-502 ○ 363.31-N77
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1085821

轉換期ハ竿ふ 山本昌房 松本 寸鉄新聞社 昭和7 四六 1 1円
50銭 禁安1 333 昭和7.4.12

特500-217
上野[図書
館]より発
見　47.12.15

安寧-503 ○ タイトル:転換期に呼ぶ 特500-217 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138036

無政府主義と農本主義
農本主義は成立せず 延島英一 東京 不有社 昭和7 四六 1 15銭 禁安1 334 昭和7.3.18 特500-218 安寧-504 ○ 特500-218 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460621

第三期と文化危機 ドイツ､ プロレタリ
ア革命作家同盟編 東京 文化書院 昭和7 四六 1 30銭 禁安1 335 昭和7.2.22 特500-219 安寧-505 ○ 特500-219 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137947

満蒙問題と無産階級 全国労農大衆黨反戰
鬪爭委員会編 東京 全国労農大衆

黨本部事業部 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 336 昭和7.1.7 特500-220 安寧-506 ○ 特500-220 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460618

瑞能神歌
〔　     王仁文庫　第三篇〕 出口王仁三郎 京都府

綾部町 第一天声社 昭和7 四六 1 35銭 禁安1 337 昭和7.2.6 特500-221 安寧-510 ○ 版:再版
特501-69は複本 特500-221 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702654

文化の解析 ドイツプロレタリア
革命作家同盟編 東京 同文書院 昭和7 四六 1 15銭 禁安1 338 昭和7.5.9 特500-222 安寧-514 ○ 特500-222 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138355

三月十五日
〔日本プロレタリア作家同盟
パンフレット　第二輯〕

日本プロレタリア作
家同盟出版部 東京 同部 昭和7 四六 1 謄写版 5銭 禁安1 339 昭和7.3.25 特500-223 安寧-519 ○ 特500-223 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460517

選擧鬪爭のために 日本プロレタリア文化
聯盟大坂地方協議会 大阪 同部 昭和7 四六 1 謄写版 7銭 禁安1 340 昭和7.2.17 ナシ 安寧-520 × 特500-962 なし

解放を目指して
（アナキー運動の具体化）
〔アナキー 書〕

黎民社編 福山 同社 昭和7 菊 1 謄写版 10銭 禁安1 341 昭和7.1.28 ナシ 安寧-521 × 特500-960 なし

詩集　まだ朝にならぬ 北守廣 金沢 新興詩派聯盟 昭和7 菊 1 謄写版 10銭 禁安1 342 昭和7.1.27 ナシ 安寧-522 × 特500-959 なし

戰鬪的無神論者 日本戰鬪的無神論者
同盟編 東京 同同盟 昭和6 菊 1 5銭 禁安1 343 昭和7.2.4 ナシ 安寧-525 × 特500-948 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149938

爭議團少年部読本
全国農民組合雨竜支
部三農場共同爭議團
青年部編

同爭議團本部 昭和7 菊倍横 1 5銭 禁安1 344 昭和7.3.8 ナシ 安寧-526 × 特500-949 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149939
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文化の旗
日本プロレタリア文
化聯盟廣島地方協議
会教育出版編

廣島 同部 昭和7 四六倍 1 10銭 禁安1 345 昭和7.2.20 ナシ なし × 特500-971 なし

無政府主義讀本 無政府主義協会編 東京 同協會 昭和7 四六 1 15銭 禁安1 346 昭和7.3.8 特500-224 安寧-531 ○ 特500-224 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460622

赤い銃火
〔詩､ パンフレツト 第1輯〕

日本プロレタリア作
家同盟編 東京 同出版部 昭和7 特小 1 10銭 禁安1 347 昭和7.4.18 特500-225 判読不能 ○ 特500-225 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137189

国難に直面して 本多熊太郎 神奈川縣橘
樹郡生田村 愛国社村塾 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 348 昭和7.5.20 特500-226 安寧-534 ○ 特500-226 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1271078

プロレタリアの社會学
（社会科学への入門） 住谷悦治 大阪 労働問題研究所 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 349 昭和7.4.7 特500-227 安寧-535 ○ 特500-227 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439830

メーデーの話 日本労働組合總評議
會本部教育部編 東京 赤星社 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 350 昭和7.4.28 特500-228 安寧-536 ○ 特500-228 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460626

國賊大阪朝日新聞を葬れ 藤吉男 大阪 同人 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 351 昭和7.3.19 特500-229 安寧-537 〇
タイトル:大阪朝日新
聞は正に国賊だ!
特501-511は複本

特500-229 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137274

ファシスムに対する労働組
合の鬪爭

クララ､ ツエトキン､
アンドリア・ニン共著
日出雄訳

東京 中外書房 昭和7 四六 1 30銭 禁安1 352 昭和7.4.2 特500-230 安寧-538 ○ 特500-230 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149839

小作爭議自由論 工藤久米治
北海道夕
張郡長沼
市街地

北日本無産者
筆耕局 昭和7 四六 1 20銭 禁安1 353 昭和7.4.1 特500-231 判読不能 ○ 特500-231 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137568

明道會の内面曝露
（宗教は大衆的催眠術なり） 李中冠 東京 大成堂教化社 昭和7 四六 1 1円

50銭 禁安1 354 昭和7.7.22 特500-232 安寧-543 ○ 特500-232 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138492

日蓮聖人御遺文講義　第13
巻　檀越篇 第一 浅井勇麟 東京 龍吟社 昭和7 四六 1 2円

50銭 禁安1 355 昭和7.10.3 615-24 安寧-544 ○ 615-24 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1173108

スメラギズム入門
〔スメラギズム文庫　 第三輯〕 スメラギズム研究所編 東京 同所 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 356 昭和7.10.4 特500-233 安寧-545 ○ 特500-233 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137822

マルクス主義哲学の方法論 ルードルフ．ハウス著
田元培訳 京都 政経書院 昭和7 菊 1 1円

80銭 禁安1 357 昭和7.11.29 116.4-H96
ウ なし ○ 116.4-H96

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1038295

組織活動のABC ベーウエル著
阿部植訳 東京 希望閣 昭和7 四六 1 30銭 禁安1 358 昭和7.7.1 特500-234 安寧-548 ○ 特500-234 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149842

三眞一如　日本国体観
〔日本国体学基本論　第1輯〕藤野修冊 東京 日本国体学研

究会 昭和7 菊 1 20銭 禁安1 359 昭和7.9.14 ナシ 安寧-551 × 特500-943 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149930

城北　プロレタリア創作集
第1輯

日本プロレタリア作家
同盟城北地区出版部編 東京 同部 昭和7 菊 1 15銭 禁安1 360 昭和7.9.29 ナシ 安寧-552 × 特500-968 なし

プロレタリア詩集 プロレタリア詩人会編 東京 中外書房 昭和7 特小 1 40銭 禁安1 361 昭和7.8.11 ナシ × 不明

マルクス主義経済學

コフマン監輯　コム
アカデミートレーニ
ングラード支部経済
學研究所
廣島定吉才訳

東京 文閣 昭和7 菊 1 1円
50銭 禁安1 362 昭和7.10.4 331.34-

So92-2ウ なし ○ 331.34-
So92-2ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061049

自力更生に依つて救はれた
村々 岩谷愛石 東京 泰文館 昭和7 四六 1 1円

80銭 禁安1 363 昭和7.11.1 611.9-I48
ウ 安寧-555 〇 611.9-I97

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1066333

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.15）
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文化の旗
日本プロレタリア文
化聯盟廣島地方協議
会教育出版編

廣島 同部 昭和7 四六倍 1 10銭 禁安1 345 昭和7.2.20 ナシ なし × 特500-971 なし

無政府主義讀本 無政府主義協会編 東京 同協會 昭和7 四六 1 15銭 禁安1 346 昭和7.3.8 特500-224 安寧-531 ○ 特500-224 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460622

赤い銃火
〔詩､ パンフレツト 第1輯〕

日本プロレタリア作
家同盟編 東京 同出版部 昭和7 特小 1 10銭 禁安1 347 昭和7.4.18 特500-225 判読不能 ○ 特500-225 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137189

国難に直面して 本多熊太郎 神奈川縣橘
樹郡生田村 愛国社村塾 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 348 昭和7.5.20 特500-226 安寧-534 ○ 特500-226 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1271078

プロレタリアの社會学
（社会科学への入門） 住谷悦治 大阪 労働問題研究所 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 349 昭和7.4.7 特500-227 安寧-535 ○ 特500-227 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439830

メーデーの話 日本労働組合總評議
會本部教育部編 東京 赤星社 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 350 昭和7.4.28 特500-228 安寧-536 ○ 特500-228 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460626

國賊大阪朝日新聞を葬れ 藤吉男 大阪 同人 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 351 昭和7.3.19 特500-229 安寧-537 〇
タイトル:大阪朝日新
聞は正に国賊だ!
特501-511は複本

特500-229 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137274

ファシスムに対する労働組
合の鬪爭

クララ､ ツエトキン､
アンドリア・ニン共著
日出雄訳

東京 中外書房 昭和7 四六 1 30銭 禁安1 352 昭和7.4.2 特500-230 安寧-538 ○ 特500-230 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149839

小作爭議自由論 工藤久米治
北海道夕
張郡長沼
市街地

北日本無産者
筆耕局 昭和7 四六 1 20銭 禁安1 353 昭和7.4.1 特500-231 判読不能 ○ 特500-231 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137568

明道會の内面曝露
（宗教は大衆的催眠術なり） 李中冠 東京 大成堂教化社 昭和7 四六 1 1円

50銭 禁安1 354 昭和7.7.22 特500-232 安寧-543 ○ 特500-232 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138492

日蓮聖人御遺文講義　第13
巻　檀越篇 第一 浅井勇麟 東京 龍吟社 昭和7 四六 1 2円

50銭 禁安1 355 昭和7.10.3 615-24 安寧-544 ○ 615-24 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1173108

スメラギズム入門
〔スメラギズム文庫　 第三輯〕 スメラギズム研究所編 東京 同所 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 356 昭和7.10.4 特500-233 安寧-545 ○ 特500-233 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137822

マルクス主義哲学の方法論 ルードルフ．ハウス著
田元培訳 京都 政経書院 昭和7 菊 1 1円

80銭 禁安1 357 昭和7.11.29 116.4-H96
ウ なし ○ 116.4-H96

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1038295

組織活動のABC ベーウエル著
阿部植訳 東京 希望閣 昭和7 四六 1 30銭 禁安1 358 昭和7.7.1 特500-234 安寧-548 ○ 特500-234 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149842

三眞一如　日本国体観
〔日本国体学基本論　第1輯〕藤野修冊 東京 日本国体学研

究会 昭和7 菊 1 20銭 禁安1 359 昭和7.9.14 ナシ 安寧-551 × 特500-943 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149930

城北　プロレタリア創作集
第1輯

日本プロレタリア作家
同盟城北地区出版部編 東京 同部 昭和7 菊 1 15銭 禁安1 360 昭和7.9.29 ナシ 安寧-552 × 特500-968 なし

プロレタリア詩集 プロレタリア詩人会編 東京 中外書房 昭和7 特小 1 40銭 禁安1 361 昭和7.8.11 ナシ × 不明

マルクス主義経済學

コフマン監輯　コム
アカデミートレーニ
ングラード支部経済
學研究所
廣島定吉才訳

東京 文閣 昭和7 菊 1 1円
50銭 禁安1 362 昭和7.10.4 331.34-

So92-2ウ なし ○ 331.34-
So92-2ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061049

自力更生に依つて救はれた
村々 岩谷愛石 東京 泰文館 昭和7 四六 1 1円

80銭 禁安1 363 昭和7.11.1 611.9-I48
ウ 安寧-555 〇 611.9-I97

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1066333
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無政府主義文献出版年報　
第1輯 渓文社編 東京 同社 昭和7 菊横 1 謄写版 10銭 禁安1 364 昭和7.5.11 ナシ 安寧-556 × 特500-964 なし

御殿場行の一くさり
（他3篇） 庄司隆俊 東京 同人 昭和7 菊 1 謄写版 30銭 禁安1 365 昭和7.10.24 ナシ 安寧-557 × 特223-424 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1437895

社會主義と資本主義
〔マルクス主義政治教程　第1〕

ヤ・ティーマン著
橋本弘毅訳 東京 白揚社 昭和7 菊 1 1円 禁安1 366 昭和7.10.12 ナシ 安寧-558 × 禁安1-367のラベルあり 特500-944 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149936

靈界の研究 岸一太 東京 明道会 昭和7 四六 1 90銭 禁安1 367 昭和7.11.8 特500-235 安寧-559 ○ 特500-235 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138527

改良主義に抗して
〔プロレタリア文庫　大〕

A.ロゾウスキー著
髙山洋吉訳 東京 南北書院 昭和7 四六 1 40銭 禁安1 368 昭和7.6.12 特500-236 安寧-560 ○ 『目録』にはサブタイ

トルなし 特500-236 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149848

打開か破滅か興亡の此一戰 水野廣徳 東京 東海書院 昭和7 四六 1 1円
50銭 禁安1 369 昭和7.10.22 397-Mi96

ウ なし ○ 397-Mi96
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460388

第二次五ケ年計畫
W.モロトフ ､ クイ
ブイシエフ著
産業労働調査所訳編

東京 文閣 昭和7 四六 1 70銭 禁安1 370 昭和7.5.10 332.38-So92
ウ なし ○ 332.38-So92

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061271

溶解爐 北條鉄夫 松山 毛利禎吉 昭和7 菊 1 10銭 禁安1 371 昭和7.10.13 ナシ × 不明

農業恐慌　第2輯 農業問題研究会 東京 文閣 昭和7 四六 1 1円 禁安1 372 昭和7.11.2 621-115イ 安寧-566 ○ 621-115イは複本 621-115 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1213335

兇器乱舞の文化
（明治､ 大正､ 昭和　暗殺史）髙田義一郎等 東京 先進社 昭和7 四六 1 1円

80銭 禁安1 373 昭和7.5.26 369.12-
Ta27ウ なし ○ 369.12-

Ta27ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062338

プロット小脚本集　第1輯
日本プロレタリ[ア]
演劇同盟レパートリ
イ委員会編

東京 同同盟出版部 昭和7 四六 1 30銭 禁安1 374 昭和7.6.21 特500-237 安寧-568 ○ 特500-237 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138333

世界経済年報　第17　一九
三二年第一

ヴァルガ著
經濟批判會譯 東京 文閣 昭和7 四六 1 70銭 禁安1 375 昭和7.7.18 575-244 安寧-569 ○ 資料貼付ID:

1200600074510 575-244 なし

歴史學批判敍説 羽仁五郎 東京 鉄塔書院 昭和7 四六 1 1円
20銭 禁安1 376 昭和7.5.21 201-H29-2

ウ なし ×
特501-73は複本（改訂版）
201-H29-2ウは受入年
月不一致

不明

フアシズム論 パシユカニー､ エル
コリ共著 東京 希望閣 昭和7 四六 1 再版 50銭 禁安1 377 昭和7.6.11 特500-238 安寧-572 ○ 特500-238 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149850

農民は叫ぶ　附小学校国立
大学私立論 岸川岩次郎 東京 日本書院出版部 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 378 昭和7.8.27 特500-239 安寧-573 ○ 特500-239 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138228

法律と階級鬪爭 プロレタリア科学研
究所編 東京 共生閣 昭和7 四六 1 五版 50銭 禁安1 379 昭和7.10.2 320.4-P97

ウ 安寧-575 ○ 320.4-P97
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276008

新文藝用語の字引 山田清三郎編 東京 白揚社 昭和7 特小 1 90銭 禁安1 380 昭和7.9.15 特500-240 安寧-576 ○ 特500-240 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137797

時局経済小説　人生特急 久野豊彦 東京 千倉書房 昭和7 四六 1 1円
50銭 禁安1 381 昭和7.11.7 特500-241 安寧-577 ○ 禁安1-281のラベルあり 特500-241 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137771

満洲縦横記 篠原義政 東京 國政研究會 昭和7 四六 1 70銭 禁安1 382 昭和7.12.3 特500-242 安寧-578 ○ 特500-242 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138420

教會の反動的役割
〔共生閣文庫　第十一〕

ジヤン．バビイ
日本戰無同盟訳 東京 共生閣 昭和7 四六 1 20銭 禁安1 383 363.5-B12

ウ 安寧-533 ○ 363.5-B12
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061976

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.15）
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無政府主義文献出版年報　
第1輯 渓文社編 東京 同社 昭和7 菊横 1 謄写版 10銭 禁安1 364 昭和7.5.11 ナシ 安寧-556 × 特500-964 なし

御殿場行の一くさり
（他3篇） 庄司隆俊 東京 同人 昭和7 菊 1 謄写版 30銭 禁安1 365 昭和7.10.24 ナシ 安寧-557 × 特223-424 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1437895

社會主義と資本主義
〔マルクス主義政治教程　第1〕

ヤ・ティーマン著
橋本弘毅訳 東京 白揚社 昭和7 菊 1 1円 禁安1 366 昭和7.10.12 ナシ 安寧-558 × 禁安1-367のラベルあり 特500-944 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149936

靈界の研究 岸一太 東京 明道会 昭和7 四六 1 90銭 禁安1 367 昭和7.11.8 特500-235 安寧-559 ○ 特500-235 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138527

改良主義に抗して
〔プロレタリア文庫　大〕

A.ロゾウスキー著
髙山洋吉訳 東京 南北書院 昭和7 四六 1 40銭 禁安1 368 昭和7.6.12 特500-236 安寧-560 ○ 『目録』にはサブタイ

トルなし 特500-236 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149848

打開か破滅か興亡の此一戰 水野廣徳 東京 東海書院 昭和7 四六 1 1円
50銭 禁安1 369 昭和7.10.22 397-Mi96

ウ なし ○ 397-Mi96
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460388

第二次五ケ年計畫
W.モロトフ ､ クイ
ブイシエフ著
産業労働調査所訳編

東京 文閣 昭和7 四六 1 70銭 禁安1 370 昭和7.5.10 332.38-So92
ウ なし ○ 332.38-So92

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061271

溶解爐 北條鉄夫 松山 毛利禎吉 昭和7 菊 1 10銭 禁安1 371 昭和7.10.13 ナシ × 不明

農業恐慌　第2輯 農業問題研究会 東京 文閣 昭和7 四六 1 1円 禁安1 372 昭和7.11.2 621-115イ 安寧-566 ○ 621-115イは複本 621-115 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1213335

兇器乱舞の文化
（明治､ 大正､ 昭和　暗殺史）髙田義一郎等 東京 先進社 昭和7 四六 1 1円

80銭 禁安1 373 昭和7.5.26 369.12-
Ta27ウ なし ○ 369.12-

Ta27ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062338

プロット小脚本集　第1輯
日本プロレタリ[ア]
演劇同盟レパートリ
イ委員会編

東京 同同盟出版部 昭和7 四六 1 30銭 禁安1 374 昭和7.6.21 特500-237 安寧-568 ○ 特500-237 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138333

世界経済年報　第17　一九
三二年第一

ヴァルガ著
經濟批判會譯 東京 文閣 昭和7 四六 1 70銭 禁安1 375 昭和7.7.18 575-244 安寧-569 ○ 資料貼付ID:

1200600074510 575-244 なし

歴史學批判敍説 羽仁五郎 東京 鉄塔書院 昭和7 四六 1 1円
20銭 禁安1 376 昭和7.5.21 201-H29-2

ウ なし ×
特501-73は複本（改訂版）
201-H29-2ウは受入年
月不一致

不明

フアシズム論 パシユカニー､ エル
コリ共著 東京 希望閣 昭和7 四六 1 再版 50銭 禁安1 377 昭和7.6.11 特500-238 安寧-572 ○ 特500-238 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149850

農民は叫ぶ　附小学校国立
大学私立論 岸川岩次郎 東京 日本書院出版部 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 378 昭和7.8.27 特500-239 安寧-573 ○ 特500-239 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138228

法律と階級鬪爭 プロレタリア科学研
究所編 東京 共生閣 昭和7 四六 1 五版 50銭 禁安1 379 昭和7.10.2 320.4-P97

ウ 安寧-575 ○ 320.4-P97
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276008

新文藝用語の字引 山田清三郎編 東京 白揚社 昭和7 特小 1 90銭 禁安1 380 昭和7.9.15 特500-240 安寧-576 ○ 特500-240 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137797

時局経済小説　人生特急 久野豊彦 東京 千倉書房 昭和7 四六 1 1円
50銭 禁安1 381 昭和7.11.7 特500-241 安寧-577 ○ 禁安1-281のラベルあり 特500-241 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137771

満洲縦横記 篠原義政 東京 國政研究會 昭和7 四六 1 70銭 禁安1 382 昭和7.12.3 特500-242 安寧-578 ○ 特500-242 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138420

教會の反動的役割
〔共生閣文庫　第十一〕

ジヤン．バビイ
日本戰無同盟訳 東京 共生閣 昭和7 四六 1 20銭 禁安1 383 363.5-B12

ウ 安寧-533 ○ 363.5-B12
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061976
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社會思想史
〔社會思想全集　第39巻〕

島中雄三､ 山内房
[吉]著 東京 平凡社 昭和7 四六 1 1円

50銭 禁安1 384 昭和7.8.8 566-52 なし ○ 566-52 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1243913

五．一五テロ事件秘史 牧野精一 東京 精 書房 昭和7 四六 1 1円 禁安1 385 昭和7.10.22 特500-243 なし ○ 特500-243 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137472

昭和大暗殺秘史　浜口事件
五-一五事件までの眞相 久保田鉄蔵,永松浅造 東京 芳山房 昭和7 四六 1 1円

50銭 禁安1 386 昭和7.10.22 特500-244 安寧-581 ○ 特500-244 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137734

コミンテルン　ブロトコー
ル全集　第3冊 同刊行會訳編 東京 田中勝俊 昭和7 四六 1 90銭 禁安1 387 昭和7.5.10 特500-245 安寧-582 ○ 『目録』の出版者:白揚社 特500-245 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439778

レーニン選集　第2巻ノ二
レーニン著
産業労働調査所､ プロ
レタリア科学研究所訳

東京 希望閣 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 388 昭和7.9.24 308-L54-6
ウ 安寧-583 ○ 308-L54-6

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267257

詩集　我が希ふもの
〔人生社 書ノ中〕 進士猛著 静岡県磐田

郡幸浦村 人生社 昭和7 特小 1 謄写版 50銭 禁安1 389 昭和7.11.16 特500-246 安寧-584 ○ 特500-246 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138561

詩集　田園そのをりをり
〔人生社 書ノ中〕 勝俣次郎 静岡県磐田

郡幸浦村 人生社 昭和7 特小 1 謄写版 50銭 禁安1 390 昭和7.9.22 特500-247 安寧-585 ○ 特501-576は複本 特500-247 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138022

農村調査の要点
附:山梨に於ける調査の報告 産業労働調査所編 東京 同所 昭和7 和 特小 1 3銭 禁安1 391 昭和7.8.20 特500-248 安寧-587 ○ 特500-248 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138201

国際労働者演劇オリンピ
アーデ・モスクワ派遣革命
競爭中間プールプロット東
京支部競演（×戰・文化鬪
爭週間）パンフレット

新築地劇団 東京 新築地劇団編 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 392 昭和7.7.27 特500-249 安寧-588 ○ 特500-249 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137550

南海黒色詩集 白井冬雄等 松山 新創人社 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 393 昭和7.10.29 特500-250 安寧-589 ○ 特501-810は複本 特500-250 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138100

一乗立憲主義の概念 塚本堅太郎 東京 一乗立憲会本部 昭和7 四六 1 謄写版 25銭 禁安1 394 昭和7.12.1 特500-251 安寧-591 ○ 特500-251 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137232

貧農讀本 栗山昌良 秋田縣
一日市町 同人 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 395 昭和7.10.26 特500-252 安寧-592 ○ 特500-252 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138305

満洲に於ける最近の交通事情
〔交通研究資料　第二十二輯〕小林鉄太郎 東京 日本交通協会 昭和7 四六 1 15銭 禁安1 396 昭和7.8.10 特500-253 安寧-593 ○ 特500-253 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138415

市電労働者 日本プロレタリア作
家同盟東京支部編 東京 同事務所 昭和7 四六 1 謄写版 3銭 禁安1 397 昭和7.7.29 特500-254 安寧-596 ○ 特500-254 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137649

ソヴェート通信　軍備全廃
と赤軍

プロエス通信京都支
局訳編 京都 同支局 昭和7 特小 1 謄写版 2銭 禁安1 398 昭和7.5.31 特500-255 安寧-597 ○ 特500-255 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137417

赤色ロシアの正体曝露 自覚覺と建設社編 東京 同社 昭和7 四六 1 5銭 禁安1 399 昭和7.5.4 特500-256 安寧-598 ○ 特500-256 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137881

我等の綱領
〔スメラギズム文庫　第2輯〕スメラギズム研究会編 東京 同所 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 400 昭和7.10.4 特500-257 安寧-599 ○ 特500-257 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138570

メーデー記念　共同公演パ
ンフレット

（東京左翼劇場､ 新築地劇團）
左翼劇場編 東京 同場 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 401 昭和7.5.7 特500-258 安寧-600 ○ 特500-258 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137619

丑寅喜門魂神經 御国教本部編 和歌山縣
田辺町 同本部 昭和7 四六 1 20銭 禁安1 402 昭和7.9.6 特500-259 安寧-601 ○ 特500-259 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137245

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.15）
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社會思想史
〔社會思想全集　第39巻〕

島中雄三､ 山内房
[吉]著 東京 平凡社 昭和7 四六 1 1円

50銭 禁安1 384 昭和7.8.8 566-52 なし ○ 566-52 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1243913

五．一五テロ事件秘史 牧野精一 東京 精 書房 昭和7 四六 1 1円 禁安1 385 昭和7.10.22 特500-243 なし ○ 特500-243 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137472

昭和大暗殺秘史　浜口事件
五-一五事件までの眞相 久保田鉄蔵,永松浅造 東京 芳山房 昭和7 四六 1 1円

50銭 禁安1 386 昭和7.10.22 特500-244 安寧-581 ○ 特500-244 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137734

コミンテルン　ブロトコー
ル全集　第3冊 同刊行會訳編 東京 田中勝俊 昭和7 四六 1 90銭 禁安1 387 昭和7.5.10 特500-245 安寧-582 ○ 『目録』の出版者:白揚社 特500-245 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439778

レーニン選集　第2巻ノ二
レーニン著
産業労働調査所､ プロ
レタリア科学研究所訳

東京 希望閣 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 388 昭和7.9.24 308-L54-6
ウ 安寧-583 ○ 308-L54-6

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267257

詩集　我が希ふもの
〔人生社 書ノ中〕 進士猛著 静岡県磐田

郡幸浦村 人生社 昭和7 特小 1 謄写版 50銭 禁安1 389 昭和7.11.16 特500-246 安寧-584 ○ 特500-246 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138561

詩集　田園そのをりをり
〔人生社 書ノ中〕 勝俣次郎 静岡県磐田

郡幸浦村 人生社 昭和7 特小 1 謄写版 50銭 禁安1 390 昭和7.9.22 特500-247 安寧-585 ○ 特501-576は複本 特500-247 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138022

農村調査の要点
附:山梨に於ける調査の報告 産業労働調査所編 東京 同所 昭和7 和 特小 1 3銭 禁安1 391 昭和7.8.20 特500-248 安寧-587 ○ 特500-248 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138201

国際労働者演劇オリンピ
アーデ・モスクワ派遣革命
競爭中間プールプロット東
京支部競演（×戰・文化鬪
爭週間）パンフレット

新築地劇団 東京 新築地劇団編 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 392 昭和7.7.27 特500-249 安寧-588 ○ 特500-249 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137550

南海黒色詩集 白井冬雄等 松山 新創人社 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 393 昭和7.10.29 特500-250 安寧-589 ○ 特501-810は複本 特500-250 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138100

一乗立憲主義の概念 塚本堅太郎 東京 一乗立憲会本部 昭和7 四六 1 謄写版 25銭 禁安1 394 昭和7.12.1 特500-251 安寧-591 ○ 特500-251 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137232

貧農讀本 栗山昌良 秋田縣
一日市町 同人 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 395 昭和7.10.26 特500-252 安寧-592 ○ 特500-252 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138305

満洲に於ける最近の交通事情
〔交通研究資料　第二十二輯〕小林鉄太郎 東京 日本交通協会 昭和7 四六 1 15銭 禁安1 396 昭和7.8.10 特500-253 安寧-593 ○ 特500-253 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138415

市電労働者 日本プロレタリア作
家同盟東京支部編 東京 同事務所 昭和7 四六 1 謄写版 3銭 禁安1 397 昭和7.7.29 特500-254 安寧-596 ○ 特500-254 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137649

ソヴェート通信　軍備全廃
と赤軍

プロエス通信京都支
局訳編 京都 同支局 昭和7 特小 1 謄写版 2銭 禁安1 398 昭和7.5.31 特500-255 安寧-597 ○ 特500-255 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137417

赤色ロシアの正体曝露 自覚覺と建設社編 東京 同社 昭和7 四六 1 5銭 禁安1 399 昭和7.5.4 特500-256 安寧-598 ○ 特500-256 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137881

我等の綱領
〔スメラギズム文庫　第2輯〕スメラギズム研究会編 東京 同所 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 400 昭和7.10.4 特500-257 安寧-599 ○ 特500-257 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138570

メーデー記念　共同公演パ
ンフレット

（東京左翼劇場､ 新築地劇團）
左翼劇場編 東京 同場 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 401 昭和7.5.7 特500-258 安寧-600 ○ 特500-258 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137619

丑寅喜門魂神經 御国教本部編 和歌山縣
田辺町 同本部 昭和7 四六 1 20銭 禁安1 402 昭和7.9.6 特500-259 安寧-601 ○ 特500-259 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137245
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失業の話
〔日本自協教育部パンプ　第
二輯〕

日本労働組合自由聯
合協議会編 東京 同會 昭和7 四六 1 5銭 禁安1 403 昭和7.10.18 特500-260 安寧-611 ○ 特500-260 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460528

風雲の急迫る 立憲勤王黨本部編 東京 同部 昭和7 四六 1 5銭 禁安1 404 昭和7.6.21 特500-261 安寧-613 ○ 特501-72は複本 特500-261 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267631

農民文學の話
〔農民文学パンフ　第一輯〕 農民文學委員会編 東京

日本プロレタ
リ[ア]作家同
盟出版部

昭和7 四六 1 5銭 禁安1 405 昭和7.10.21 特500-262 安寧-614 ○ 特500-262 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138218

景気回復の実證的研究
（景気は如何にして回復するか）勝田貞次 東京 景気研究所 昭和7 四六 1 30銭 禁安1 406 昭和7.10.15 特500-263 安寧-615 ○ 特500-263 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137428

大阪市電自助會對立両派の
文書戰 菊 1 謄写版 5銭 禁安1 407 昭和7.8.19 ナシ 安寧-61● ×

特501-741は複本
『目録』は特501-741の
み掲載
出版事項:大阪､ 大月社
会問題調査所､ 昭和7.8

特500-967 なし

日本無政府主義運動批判参
考資料 大川五郎 東京 日本労働組合自

由聯合協議会 昭和7 菊 1 謄写版 5銭 禁安1 408 昭和7.10.29 ナシ × 不明

マルクス主義の旗の下に.
プロレタリア科学研
究所ソヴェート同盟
研究会編

東京 同会 昭和7 菊 1 1円 禁安1 409 昭和7.5.19 特500-264 なし ○ 特500-264 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138426

飢餓線上の農村
（窮乏の原因とその甦生策） 親泊康永 東京 新興社 昭和7 四六 1 40銭 禁安1 410 昭和7.7.18 特500-265 安寧-624 ○ 特500-265 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137361

世界農業の現勢と農業恐慌 マルコフ著
三好幸雄訳 東京 木星社書院 昭和7 四六 1 70銭 禁安1 411 昭和7.11.28 612-Ma52

ウ なし ○ 612-Ma52
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1066401

労働歌及鬪爭歌 白揚社編輯部編 東京 白揚社 昭和7 四六 1 30銭 禁安1 412 昭和7.12.7 特500-266 安寧-626 ○ 特500-266 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138540

我は日本國性の実現なり 永井義憲 東京 一乗立憲会本部 昭和7 四六 1 謄写版
再版 25銭 禁安1 413 昭和7.11.30 特500-267 安寧-628 ○ 特501-677は複本 特500-267 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138581

一九三二年歌集 日本歌人聯盟編 名古屋 石田　漣 昭和7 四六 1 1円 禁安1 414 昭和7.12.5 特500-268 安寧-629 ○ 特500-268 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137893

戰爭論 荒畑寒村 東京 浅野書店 昭和7 四六 1 1円
20銭 禁安1 415 昭和7.11.18 393-A62ウ 安寧-630 ○ 393-A62ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460241

アメリカ總攻撃 フロイド．ギボンス著
早坂二郎訳 東京 新潮社 昭和7 四六 1 1円

30銭 禁安1 416 昭和7.11.11 特500-269 安寧-631 ○ 禁止年月日:月を
11→12に訂正（表紙） 特500-269 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149859

秘録　五．一五事件 木村與作 東京 明治図書出版
協会 昭和7 四六 1 訂 50銭 禁安1 417 昭和7.12.17 特500-270 安寧-632 ○ 特500-270 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138306

ロシア革命誌 産業労働調査所編 東京 希望閣 昭和7 四六 1 20銭 禁安1 418 昭和7.11.5 特500-271 安寧-634 ○ 特500-271 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138548

ファシズムと社会ファシズム
〔コム．アカデミーマルクス
主義歴史協会叢書ノ中〕

小原次郎訳 東京 希望閣 昭和7 四六 1 70銭 禁安1 419 昭和7.11.15 特500-272 安寧-635 ○ 特500-272 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138314

憲政を破壊する政黨政治 大井一哲 東京 日本社会問題
研究所 昭和7 四六 1 1円

20銭 禁安1 420 昭和7.6.15 特500-273 安寧-636 ○ 特500-273 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137453

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.15）
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失業の話
〔日本自協教育部パンプ　第
二輯〕

日本労働組合自由聯
合協議会編 東京 同會 昭和7 四六 1 5銭 禁安1 403 昭和7.10.18 特500-260 安寧-611 ○ 特500-260 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460528

風雲の急迫る 立憲勤王黨本部編 東京 同部 昭和7 四六 1 5銭 禁安1 404 昭和7.6.21 特500-261 安寧-613 ○ 特501-72は複本 特500-261 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267631

農民文學の話
〔農民文学パンフ　第一輯〕 農民文學委員会編 東京

日本プロレタ
リ[ア]作家同
盟出版部

昭和7 四六 1 5銭 禁安1 405 昭和7.10.21 特500-262 安寧-614 ○ 特500-262 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138218

景気回復の実證的研究
（景気は如何にして回復するか）勝田貞次 東京 景気研究所 昭和7 四六 1 30銭 禁安1 406 昭和7.10.15 特500-263 安寧-615 ○ 特500-263 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137428

大阪市電自助會對立両派の
文書戰 菊 1 謄写版 5銭 禁安1 407 昭和7.8.19 ナシ 安寧-61● ×

特501-741は複本
『目録』は特501-741の
み掲載
出版事項:大阪､ 大月社
会問題調査所､ 昭和7.8

特500-967 なし

日本無政府主義運動批判参
考資料 大川五郎 東京 日本労働組合自

由聯合協議会 昭和7 菊 1 謄写版 5銭 禁安1 408 昭和7.10.29 ナシ × 不明

マルクス主義の旗の下に.
プロレタリア科学研
究所ソヴェート同盟
研究会編

東京 同会 昭和7 菊 1 1円 禁安1 409 昭和7.5.19 特500-264 なし ○ 特500-264 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138426

飢餓線上の農村
（窮乏の原因とその甦生策） 親泊康永 東京 新興社 昭和7 四六 1 40銭 禁安1 410 昭和7.7.18 特500-265 安寧-624 ○ 特500-265 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137361

世界農業の現勢と農業恐慌 マルコフ著
三好幸雄訳 東京 木星社書院 昭和7 四六 1 70銭 禁安1 411 昭和7.11.28 612-Ma52

ウ なし ○ 612-Ma52
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1066401

労働歌及鬪爭歌 白揚社編輯部編 東京 白揚社 昭和7 四六 1 30銭 禁安1 412 昭和7.12.7 特500-266 安寧-626 ○ 特500-266 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138540

我は日本國性の実現なり 永井義憲 東京 一乗立憲会本部 昭和7 四六 1 謄写版
再版 25銭 禁安1 413 昭和7.11.30 特500-267 安寧-628 ○ 特501-677は複本 特500-267 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138581

一九三二年歌集 日本歌人聯盟編 名古屋 石田　漣 昭和7 四六 1 1円 禁安1 414 昭和7.12.5 特500-268 安寧-629 ○ 特500-268 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137893

戰爭論 荒畑寒村 東京 浅野書店 昭和7 四六 1 1円
20銭 禁安1 415 昭和7.11.18 393-A62ウ 安寧-630 ○ 393-A62ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460241

アメリカ總攻撃 フロイド．ギボンス著
早坂二郎訳 東京 新潮社 昭和7 四六 1 1円

30銭 禁安1 416 昭和7.11.11 特500-269 安寧-631 ○ 禁止年月日:月を
11→12に訂正（表紙） 特500-269 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149859

秘録　五．一五事件 木村與作 東京 明治図書出版
協会 昭和7 四六 1 訂 50銭 禁安1 417 昭和7.12.17 特500-270 安寧-632 ○ 特500-270 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138306

ロシア革命誌 産業労働調査所編 東京 希望閣 昭和7 四六 1 20銭 禁安1 418 昭和7.11.5 特500-271 安寧-634 ○ 特500-271 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138548

ファシズムと社会ファシズム
〔コム．アカデミーマルクス
主義歴史協会叢書ノ中〕

小原次郎訳 東京 希望閣 昭和7 四六 1 70銭 禁安1 419 昭和7.11.15 特500-272 安寧-635 ○ 特500-272 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138314

憲政を破壊する政黨政治 大井一哲 東京 日本社会問題
研究所 昭和7 四六 1 1円

20銭 禁安1 420 昭和7.6.15 特500-273 安寧-636 ○ 特500-273 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137453
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農村自救論 権藤成卿 東京 文藝春秋社 昭和7 四六 1 1円
20銭 禁安1 421 昭和7.7.13 特500-274 安寧-639 ○ 特500-274 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138206

レーニン選集　第1巻ノ三
レーニン著
産業労働調査所､ プロ
レタリア科学研究所訳

東京 希望閣 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 422 昭和7.12.6 308-L54-6
ウ 安寧-640 ○ 308-L54-6

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267243

現代植民政策論 伊藤欽二 東京 雄文閣 昭和7 四六 1 2円 禁安1 423 昭和7.11.28 334.7-I89
ウ なし ○ 334.7-I89

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061528

民族の起原及其の発達
〔共生閣文庫（4）〕

ブロイド著
髙橋実訳 東京 共生閣 昭和7 四六 1 五八版 30銭 禁安1 424 昭和7.11.15 389.38-

TA33ウ 安寧-643 ○ 389.38-
TA33ウ なし

ピオニールの友　第3輯 新興教育出版部編 東京 同部 昭和7 菊 1 謄写版 5銭 禁安1 425 昭和7.5.13 ナシ 安寧-644 × 特500-965 なし

魂の紛失朝権の韜晦　南北
朝經緯管見 更始一心会編 東京 同会 昭和7 菊 1 15銭 禁安1 426 昭和7.11.26 ナシ 安寧-645 × 特500-950 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149942

ピオニーロ夏休み帖 新興教育研究所編 東京 同所 昭和7 菊 1 謄写版 5銭 禁安1 427 昭和7.8.8 ナシ 安寧-646 × 特500-966 なし

消費組合方針書集 日本無産者消費組合
聯盟組織部編 東京 同聯盟 昭和7 菊 1 35銭 禁安1 428 昭和7.12.28 ナシ 安寧-647 × 特219-39 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/924615

日向國髙千穂神乃光を示す 佐藤学 熊本 鳴滝大社大権
現熊本祠堂 昭和7 和 中 1 50銭 禁安1 429 ナシ 安寧-648 × 特501-75は複本 特204-966 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1086364

國民思想淨化ニ関スル管見 萱村庄右衛門著 大阪府
八尾町 同人 昭和7 菊 1 10銭 禁安1 430 昭和7.11.5 ナシ 安寧-650 × 特500-942 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1272445

伊邪那美命之御陵 妹尾伴次郎 鳥取縣西海
郡幡野村 同人 昭和7 菊 1 30銭 禁安1 431 昭和7.11.19 ナシ 安寧-651 ○

内務省正本（特501-743）
の複本として整理
資料貼付ID:
1200600271957

特501-743 なし

日本労働組合總評議会中央
委員會開催状況 大月社会問題調査所編 大阪 同所 昭和7 菊 1 謄写版 5銭 禁安1 432 昭和7 ナシ × 不明

法律〔ト〕強権
〔「黒友聯盟 書」　第一冊〕 金寒村訳 東京 黒友聯盟 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 433 昭和7.12.6 特500-275 安寧-654 ○ 特500-275 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149849

逆襲 日本プロレタリア作
家同盟東京支部編 東京 同同盟 昭和7 特小 1 5銭 禁安1 434 昭和7.11.15 特500-276 安寧-655 ○

『目録』のシリーズタイ
トル:パンフレット市電
従業員の為に　第2輯
特501-905は複本

特500-276 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460488

防衛
〔詩､ パンフレット　第二輯〕

日本プロレタリア作
家同盟編 東京 同同盟出版部 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 435 昭和7.11.24 特500-277 安寧-656 ○ 特500-277 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138383

国際労働運動史　第三分冊
〔マルクス主義労働者教程ノ中〕産業労働調査所訳編 東京 希望閣 昭和7 四六 1 25銭 禁安1 436 昭和7.5.12 特500-278 安寧-657 ○ 特500-278 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149854

借家事件と借家人の戰術 全日本借家人組合本
部教育部編

埼玉縣
深谷町 同組合深谷支部 昭和7 四六 1 5銭 禁安1 437 昭和7.11.25 特500-279 安寧-658 ○ 特500-279 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460531

日本共産黨公判に就いて
（宮城裁判長に贈る） 與呉鋼二 名古屋 大日本守国會 昭和7 四六 1 5銭 禁安1 438 昭和7.11.14 特500-280 安寧-660 ○ 特501-79は複本 特500-280 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439829

マラテスタ論文集　〔「労働
者の知識社叢書」　第一冊 労働者の知識社編 東京 同社 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 439 昭和7.11.11 特500-281 安寧-662 ○ 特500-281 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149853

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.15）
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農村自救論 権藤成卿 東京 文藝春秋社 昭和7 四六 1 1円
20銭 禁安1 421 昭和7.7.13 特500-274 安寧-639 ○ 特500-274 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138206

レーニン選集　第1巻ノ三
レーニン著
産業労働調査所､ プロ
レタリア科学研究所訳

東京 希望閣 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 422 昭和7.12.6 308-L54-6
ウ 安寧-640 ○ 308-L54-6

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267243

現代植民政策論 伊藤欽二 東京 雄文閣 昭和7 四六 1 2円 禁安1 423 昭和7.11.28 334.7-I89
ウ なし ○ 334.7-I89

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061528

民族の起原及其の発達
〔共生閣文庫（4）〕

ブロイド著
髙橋実訳 東京 共生閣 昭和7 四六 1 五八版 30銭 禁安1 424 昭和7.11.15 389.38-

TA33ウ 安寧-643 ○ 389.38-
TA33ウ なし

ピオニールの友　第3輯 新興教育出版部編 東京 同部 昭和7 菊 1 謄写版 5銭 禁安1 425 昭和7.5.13 ナシ 安寧-644 × 特500-965 なし

魂の紛失朝権の韜晦　南北
朝經緯管見 更始一心会編 東京 同会 昭和7 菊 1 15銭 禁安1 426 昭和7.11.26 ナシ 安寧-645 × 特500-950 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149942

ピオニーロ夏休み帖 新興教育研究所編 東京 同所 昭和7 菊 1 謄写版 5銭 禁安1 427 昭和7.8.8 ナシ 安寧-646 × 特500-966 なし

消費組合方針書集 日本無産者消費組合
聯盟組織部編 東京 同聯盟 昭和7 菊 1 35銭 禁安1 428 昭和7.12.28 ナシ 安寧-647 × 特219-39 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/924615

日向國髙千穂神乃光を示す 佐藤学 熊本 鳴滝大社大権
現熊本祠堂 昭和7 和 中 1 50銭 禁安1 429 ナシ 安寧-648 × 特501-75は複本 特204-966 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1086364

國民思想淨化ニ関スル管見 萱村庄右衛門著 大阪府
八尾町 同人 昭和7 菊 1 10銭 禁安1 430 昭和7.11.5 ナシ 安寧-650 × 特500-942 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1272445

伊邪那美命之御陵 妹尾伴次郎 鳥取縣西海
郡幡野村 同人 昭和7 菊 1 30銭 禁安1 431 昭和7.11.19 ナシ 安寧-651 ○

内務省正本（特501-743）
の複本として整理
資料貼付ID:
1200600271957

特501-743 なし

日本労働組合總評議会中央
委員會開催状況 大月社会問題調査所編 大阪 同所 昭和7 菊 1 謄写版 5銭 禁安1 432 昭和7 ナシ × 不明

法律〔ト〕強権
〔「黒友聯盟 書」　第一冊〕 金寒村訳 東京 黒友聯盟 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 433 昭和7.12.6 特500-275 安寧-654 ○ 特500-275 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149849

逆襲 日本プロレタリア作
家同盟東京支部編 東京 同同盟 昭和7 特小 1 5銭 禁安1 434 昭和7.11.15 特500-276 安寧-655 ○

『目録』のシリーズタイ
トル:パンフレット市電
従業員の為に　第2輯
特501-905は複本

特500-276 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460488

防衛
〔詩､ パンフレット　第二輯〕

日本プロレタリア作
家同盟編 東京 同同盟出版部 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 435 昭和7.11.24 特500-277 安寧-656 ○ 特500-277 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138383

国際労働運動史　第三分冊
〔マルクス主義労働者教程ノ中〕産業労働調査所訳編 東京 希望閣 昭和7 四六 1 25銭 禁安1 436 昭和7.5.12 特500-278 安寧-657 ○ 特500-278 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149854

借家事件と借家人の戰術 全日本借家人組合本
部教育部編

埼玉縣
深谷町 同組合深谷支部 昭和7 四六 1 5銭 禁安1 437 昭和7.11.25 特500-279 安寧-658 ○ 特500-279 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460531

日本共産黨公判に就いて
（宮城裁判長に贈る） 與呉鋼二 名古屋 大日本守国會 昭和7 四六 1 5銭 禁安1 438 昭和7.11.14 特500-280 安寧-660 ○ 特501-79は複本 特500-280 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439829

マラテスタ論文集　〔「労働
者の知識社叢書」　第一冊 労働者の知識社編 東京 同社 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 439 昭和7.11.11 特500-281 安寧-662 ○ 特500-281 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149853
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山下一夫訳 東京 自治聯盟 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 440 昭和7.12.29 特500-282 安寧-663 ○ 特500-282 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149855

水平社運動の批判
（全国水平社解消論）

全国水平社解消鬪爭
中央準備委員会編 京都 同会事務所 昭和7 四六 1 20銭 禁安1 441 昭和7.5.11 特500-283 安寧-664 ○ 特500-283 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460540

禁酒運動を暴露す
〔排酒問題パンフレット　第2〕安藤政吉 東京 日本排酒聯盟 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 442 昭和7.12.15 特500-284 安寧-666 ○ 特500-284 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276816

沼尻村 小林多喜二 東京 日本プロレタ
リア作家同盟 昭和7 四六 1 20銭 禁安1 443 昭和7.11.4 特500-285 安寧-667 ○ 特500-285 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138193

上海事変に就て 東亜社編 東京 同社出版部 昭和7 四六 1 15銭 禁安1 444 昭和7.4.15 特500-286 安寧-668 ○ 特500-286 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137689

藏原惟人論文集　第3巻
蔵原惟人著
日本プロレタリア作
家同盟編

東京 同同盟出版部 昭和7 四六 1 20銭 禁安1 445 昭和7.12.28 特500-287 安寧-669 ○ 特500-287 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137411

プロレタリア日誌　一九三
二年 社会大衆黨事業部編 東京 同部 昭和7 特小 1 25銭 禁安1 446 昭和7.12.22 ナシ 安寧-670 × 特277-697 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1080193

資本論入門 河上肇 東京 改造社 昭和7 菊 1 5円 禁安1 447 昭和7.11.8 なし なし × 637-28は複本。禁止年
月日:昭和7.11.7※2 不明

プロレタリア文学講座　第
二篇　理論篇

日本プロレタリア作
家同盟教育部編 東京 白揚社 昭和8 四六 1 1円 禁安1 448 昭和7.1.8 633-59イ 安寧-675 ○ 特501-88は複本 633-59イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1210807

実務上より見たる出版法略義 成田總一郎 東京 丸ノ内出版社 昭和8 四六 1 1円 禁安1 449 昭和7 特500-288 安寧-680 ○ 特500-288 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702577

日本フアシズム批判 長谷川如是閑 東京 大畑書店 昭和7 四六 1 1円
60銭 禁安1 450 昭和7.11.24 311.9-H36

ウ 安寧-686 ○ 311.9-H36
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459124

マルクス・エンゲルスに於
ける史的唯物論と法律 平野義太郎編 東京 大畑書店 昭和7 菊 1 2円

20銭 禁安1 451 昭和7.12.29 321-H66-2a
ウ なし ○ 321-H66-2a

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1045318

清水焼風景 須井一 東京 改造社 昭和7 四六 1 1円
20銭 禁安1 452 昭和7.11.25 F13-Su51

ウ なし ○ F13-Su51
ウ  

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1135343

農業の認識と更生の道 竹原貞治 東京 泰文館 昭和7 四六 1 85銭 禁安1 453 昭和7.12.7 611-Ta61
ウ 安寧-697 ○ 611-Ta61

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1065972

日本資本主義発達史講座
第二部資本主義発達史 政黨
及憲政史

（田中康夫） 東京 岩波書店 昭和7 菊 1 30銭 禁安1 454 昭和7.11.16 なし 安寧-698 ○ 資料貼付ID:
1200600267081 特500-914

日本資本主義発達史講座
第二部資本主義発達史 自然
科学史

岩波書店 東京 岩波書店 昭和7 菊 1 30銭 禁安1 455 昭和7.11.17 なし 安寧-700 ○ 資料貼付ID:
1200600265577 特500-913 

日本資本主義発達史講座
第二部資本主義発達史　幕
末に於ける政治的支配形態

岩波書店 東京 岩波書店 昭和7 菊 1 30銭 禁安1 456 昭和7.11.16 特500-289 安寧-701 ○ 特500-289  http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138238

日本資本主義発達史講座
第二部資本主義発達史　教
化史

（山下徳治） 東京 岩波書店 昭和7 菊 1 30銭 禁安1 457 昭和7.11.17 特500-290 安寧-702 ○ 特500-290 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460490

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.15）
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エマ．ゴールドマン著
山下一夫訳 東京 自治聯盟 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 440 昭和7.12.29 特500-282 安寧-663 ○ 特500-282 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149855

水平社運動の批判
（全国水平社解消論）

全国水平社解消鬪爭
中央準備委員会編 京都 同会事務所 昭和7 四六 1 20銭 禁安1 441 昭和7.5.11 特500-283 安寧-664 ○ 特500-283 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460540

禁酒運動を暴露す
〔排酒問題パンフレット　第2〕安藤政吉 東京 日本排酒聯盟 昭和7 四六 1 10銭 禁安1 442 昭和7.12.15 特500-284 安寧-666 ○ 特500-284 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276816

沼尻村 小林多喜二 東京 日本プロレタ
リア作家同盟 昭和7 四六 1 20銭 禁安1 443 昭和7.11.4 特500-285 安寧-667 ○ 特500-285 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138193

上海事変に就て 東亜社編 東京 同社出版部 昭和7 四六 1 15銭 禁安1 444 昭和7.4.15 特500-286 安寧-668 ○ 特500-286 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137689

藏原惟人論文集　第3巻
蔵原惟人著
日本プロレタリア作
家同盟編

東京 同同盟出版部 昭和7 四六 1 20銭 禁安1 445 昭和7.12.28 特500-287 安寧-669 ○ 特500-287 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137411

プロレタリア日誌　一九三
二年 社会大衆黨事業部編 東京 同部 昭和7 特小 1 25銭 禁安1 446 昭和7.12.22 ナシ 安寧-670 × 特277-697 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1080193

資本論入門 河上肇 東京 改造社 昭和7 菊 1 5円 禁安1 447 昭和7.11.8 なし なし × 637-28は複本。禁止年
月日:昭和7.11.7※2 不明

プロレタリア文学講座　第
二篇　理論篇

日本プロレタリア作
家同盟教育部編 東京 白揚社 昭和8 四六 1 1円 禁安1 448 昭和7.1.8 633-59イ 安寧-675 ○ 特501-88は複本 633-59イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1210807

実務上より見たる出版法略義 成田總一郎 東京 丸ノ内出版社 昭和8 四六 1 1円 禁安1 449 昭和7 特500-288 安寧-680 ○ 特500-288 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702577

日本フアシズム批判 長谷川如是閑 東京 大畑書店 昭和7 四六 1 1円
60銭 禁安1 450 昭和7.11.24 311.9-H36

ウ 安寧-686 ○ 311.9-H36
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459124

マルクス・エンゲルスに於
ける史的唯物論と法律 平野義太郎編 東京 大畑書店 昭和7 菊 1 2円

20銭 禁安1 451 昭和7.12.29 321-H66-2a
ウ なし ○ 321-H66-2a

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1045318

清水焼風景 須井一 東京 改造社 昭和7 四六 1 1円
20銭 禁安1 452 昭和7.11.25 F13-Su51

ウ なし ○ F13-Su51
ウ  

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1135343

農業の認識と更生の道 竹原貞治 東京 泰文館 昭和7 四六 1 85銭 禁安1 453 昭和7.12.7 611-Ta61
ウ 安寧-697 ○ 611-Ta61

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1065972

日本資本主義発達史講座
第二部資本主義発達史 政黨
及憲政史

（田中康夫） 東京 岩波書店 昭和7 菊 1 30銭 禁安1 454 昭和7.11.16 なし 安寧-698 ○ 資料貼付ID:
1200600267081 特500-914

日本資本主義発達史講座
第二部資本主義発達史 自然
科学史

岩波書店 東京 岩波書店 昭和7 菊 1 30銭 禁安1 455 昭和7.11.17 なし 安寧-700 ○ 資料貼付ID:
1200600265577 特500-913 

日本資本主義発達史講座
第二部資本主義発達史　幕
末に於ける政治的支配形態

岩波書店 東京 岩波書店 昭和7 菊 1 30銭 禁安1 456 昭和7.11.16 特500-289 安寧-701 ○ 特500-289  http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138238

日本資本主義発達史講座
第二部資本主義発達史　教
化史

（山下徳治） 東京 岩波書店 昭和7 菊 1 30銭 禁安1 457 昭和7.11.17 特500-290 安寧-702 ○ 特500-290 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460490
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日本資本主義発達史講座
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に於ける社会経済状態､ 階
級関係及階級鬪爭（後篇）

（羽仁五郎） 東京 岩波書店 昭和7 菊 1 30銭 禁安1 458 昭和7.11.16 特500-291 安寧-703 ○ 特500-291 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138237

日本資本主義発達史講座
第二部資本主義発達史　日本
社会主義文献解説の諸成果

（細川嘉六） 東京 岩波書店 昭和7 菊 1 30銭 禁安1 459 昭和7.11.16 なし 安寧-704 × 特500-969 なし

企業農村を基礎とする日本
プロレタリア作家同盟方向
轉換の諸成果

日本プロレタリア作
家同盟編 東京 同同盟出版部 昭和7 菊 1 謄写版 30銭 禁安1 460 昭和7.2.15 特500-292 安寧-713 ○

『目録』の出版年:昭和
8.2、シリーズタイトル:
日本プロレタリア作家
同盟パンフレット 第1輯
特501-783は複本

特500-292 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137369

詩集　異邦人 植村諦 東京 民謡レビュー社 昭和7 四六 1 1円 禁安1 461 昭和7.5.26 特500-293 安寧-744 ○ 特500-293 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137242

皇國軍人に愬ふ 遠藤友四郎 東京 錦旗會本部 昭和7 菊 1 80銭 禁安1 462 昭和7.12.20 ナシ 安寧-790 × 特500-941 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149934

唯物辨證法に就て アトラツキー著
小島京一訳 東京 木星社書院 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 463 昭和7.5.10 116.4-A16

ウ 安寧-834 ○ 116.4-A16
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1038290

戰爭経済學 正木千冬 東京 一元社 昭和7 四六 1 1円 禁安1 464 昭和7.11.30 333.3-Ma61
ウ なし ○ 333.3-Ma61

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459412

最近十年間に於ける思想関
係出版物總攬　附　最近思
想團体要覧

安田新栄､ 石倉俊雄編 東京 刀江書院 昭和8 四六 1 1円
80銭 禁安1 465 昭和8.1.28 安寧-642 ○ 資料貼付ID:

1200501969808 634-135

満蒙を語る 中村重吉編 浜松 駿遠日日新聞 昭和8 四六 1 30銭 禁安1 466 昭和8.1.10 特500-294 安寧-661 ○ 特500-294 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138418

罰當りは生きてゐる 岡本潤 東京 解放文化聯盟 昭和8 特小 1 50銭 禁安1 467 昭和8.2.22 特500-295 安寧-676 ○ 特500-295 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138246

爭ふ二つのもの
〔日本プロレタリア作家同盟

書　第5篇〕
藤森成吉 東京

日本プロレタ
リア作家同盟
出版部

昭和8 四六 1 35銭 禁安1 468 昭和8.1.24 特500-296 安寧-677 ○ 特500-296 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137215

極東危機の発展
〔極東問題パンフレット　第1〕極東経済研究会 東京 新興社 昭和8 四六 1 30銭 禁安1 469 昭和8.2.4 特500-297 安寧-678 ○ 特500-297 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439757

史的唯物論より観たる近代
短歌史 渡辺順三 東京 改造社 昭和8 四六 1 1円

80銭 禁安1 470 昭和8.1.9 911.16-W46
ウ なし ○ 911.16-W46

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1127735

 「史的唯物論」教程　上巻 

ヴォリフソン､ ガッ
ク共著
プロレタリア科学研
究所訳

東京 白揚社 昭和8 四六 1 1円 禁安1 471 昭和8.1.16 363.31-V91
ウ なし ○ 363.31-V91

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061969

史的唯物論
〔コムアカデミア編輯教科書
叢書　 第三分冊〕

ミーチン､ ラズモフ
スキー監修
廣島定吉,直井武夫訳

東京 ナウカ社 昭和8 四六 1 80銭 禁安1 472 昭和8.2.16 629-25イ なし ○ 629-25イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1210748

詩集　嵐．以後 徳藤文二 前橋 大成堂 昭和8 四六 1 20銭 禁安1 473 昭和8.1.8 特500-298 なし ○ 特500-298 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137212

大日本國旗及国歌 宮崎賢､ 矢部政治 東京 日本書店 昭和8 四六 1 60銭 禁安1 474 昭和8.4.10 特500-299 安寧-687 ○ 特500-299 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137953

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.15）
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日本資本主義発達史講座
第二部資本主義発達史幕末
に於ける社会経済状態､ 階
級関係及階級鬪爭（後篇）

（羽仁五郎） 東京 岩波書店 昭和7 菊 1 30銭 禁安1 458 昭和7.11.16 特500-291 安寧-703 ○ 特500-291 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138237

日本資本主義発達史講座
第二部資本主義発達史　日本
社会主義文献解説の諸成果

（細川嘉六） 東京 岩波書店 昭和7 菊 1 30銭 禁安1 459 昭和7.11.16 なし 安寧-704 × 特500-969 なし

企業農村を基礎とする日本
プロレタリア作家同盟方向
轉換の諸成果

日本プロレタリア作
家同盟編 東京 同同盟出版部 昭和7 菊 1 謄写版 30銭 禁安1 460 昭和7.2.15 特500-292 安寧-713 ○

『目録』の出版年:昭和
8.2、シリーズタイトル:
日本プロレタリア作家
同盟パンフレット 第1輯
特501-783は複本

特500-292 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137369

詩集　異邦人 植村諦 東京 民謡レビュー社 昭和7 四六 1 1円 禁安1 461 昭和7.5.26 特500-293 安寧-744 ○ 特500-293 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137242

皇國軍人に愬ふ 遠藤友四郎 東京 錦旗會本部 昭和7 菊 1 80銭 禁安1 462 昭和7.12.20 ナシ 安寧-790 × 特500-941 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149934

唯物辨證法に就て アトラツキー著
小島京一訳 東京 木星社書院 昭和7 四六 1 50銭 禁安1 463 昭和7.5.10 116.4-A16

ウ 安寧-834 ○ 116.4-A16
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1038290

戰爭経済學 正木千冬 東京 一元社 昭和7 四六 1 1円 禁安1 464 昭和7.11.30 333.3-Ma61
ウ なし ○ 333.3-Ma61

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459412

最近十年間に於ける思想関
係出版物總攬　附　最近思
想團体要覧

安田新栄､ 石倉俊雄編 東京 刀江書院 昭和8 四六 1 1円
80銭 禁安1 465 昭和8.1.28 安寧-642 ○ 資料貼付ID:

1200501969808 634-135

満蒙を語る 中村重吉編 浜松 駿遠日日新聞 昭和8 四六 1 30銭 禁安1 466 昭和8.1.10 特500-294 安寧-661 ○ 特500-294 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138418

罰當りは生きてゐる 岡本潤 東京 解放文化聯盟 昭和8 特小 1 50銭 禁安1 467 昭和8.2.22 特500-295 安寧-676 ○ 特500-295 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138246

爭ふ二つのもの
〔日本プロレタリア作家同盟

書　第5篇〕
藤森成吉 東京

日本プロレタ
リア作家同盟
出版部

昭和8 四六 1 35銭 禁安1 468 昭和8.1.24 特500-296 安寧-677 ○ 特500-296 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137215

極東危機の発展
〔極東問題パンフレット　第1〕極東経済研究会 東京 新興社 昭和8 四六 1 30銭 禁安1 469 昭和8.2.4 特500-297 安寧-678 ○ 特500-297 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439757

史的唯物論より観たる近代
短歌史 渡辺順三 東京 改造社 昭和8 四六 1 1円

80銭 禁安1 470 昭和8.1.9 911.16-W46
ウ なし ○ 911.16-W46

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1127735

 「史的唯物論」教程　上巻 

ヴォリフソン､ ガッ
ク共著
プロレタリア科学研
究所訳

東京 白揚社 昭和8 四六 1 1円 禁安1 471 昭和8.1.16 363.31-V91
ウ なし ○ 363.31-V91

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061969

史的唯物論
〔コムアカデミア編輯教科書
叢書　 第三分冊〕

ミーチン､ ラズモフ
スキー監修
廣島定吉,直井武夫訳

東京 ナウカ社 昭和8 四六 1 80銭 禁安1 472 昭和8.2.16 629-25イ なし ○ 629-25イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1210748

詩集　嵐．以後 徳藤文二 前橋 大成堂 昭和8 四六 1 20銭 禁安1 473 昭和8.1.8 特500-298 なし ○ 特500-298 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137212

大日本國旗及国歌 宮崎賢､ 矢部政治 東京 日本書店 昭和8 四六 1 60銭 禁安1 474 昭和8.4.10 特500-299 安寧-687 ○ 特500-299 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137953
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日本農業問題講話 青木惠一 東京 共生閣 昭和8 四六 1 70銭 禁安1 475 昭和8.2.21 611-A53ウ 安寧-688 ○ 611-A53ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1065907

プロレタリア歌曲集　三月
日本プロレタリア音
楽家同盟 神奈川支部
準備会編

横浜 同会 昭和8 菊 1 5銭 禁安1 476 昭和8.3.23 ナシ 安寧-689 × 版:謄写版 特500-970 なし

クオタリイ日本文學. 第一輯 山室静編 東京 耕進社 昭和8 菊 1 1円
20銭 禁安1 477 昭和8.2.2 なし × 特236-64  http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1107684

現代階級鬪爭の文学
〔岩波講座日本文学〕 三木清 東京 岩波書店 昭和8 菊 1 30銭 禁安1 478 昭和8.1.19 特500-300 安寧-699 ○ 特500-300 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137451

日本資本主義発達史講座　
最近の植民地政策．民族運動（鈴木小兵衛） 東京 岩波書店 昭和8 菊 1 30銭 禁安1 479 昭和8.2.19 特500-301 安寧-705 ○ 特500-301 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276828

日本資本主義発達史講座　
植民地政策史 （秋笹正之輔） 東京 岩波書店 昭和8 菊 1 30銭 禁安1 480 昭和8.2.19 特500-302 安寧-706 ○ 特500-302 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439777

政界秘話　踊る政局 鉄假面 東京 太陽社 昭和8 四六 1 50銭 禁安1 481 昭和8.5.4 特500-303 安寧-707 ○ 特500-303 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1271063

轉形期の人々 小林多喜二著 東京 國際書院 昭和8 四六 1 50銭 禁安1 482 昭和8.4.28 F13-Ko12a
ウ 安寧-708 ○ F13-Ko12a

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1134091

隠れたる史実　日本裏面史 篠原豊著 東京 一心社 昭和8 四六 1 2円
80銭 禁安1 483 昭和8.5.13 特500-304 安寧-709 ○ 特500-304 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137350

隠れたる史実日本裏面史 篠原豊著 東京 荘人社 昭和8 四六 1 2円
80銭 禁安1 484 昭和8.7.15 210.1-Sh67

ウ 安寧-709 ○ 禁止年月日:昭和8.5.17 210.1-Sh67
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041548

人類愛　第3輯 全関東水平社甦生聯
盟編

群馬縣
太田町 同[聯盟]本部 昭和8 四六 1 1円 禁安1 485 昭和8.5.11 特500-305 安寧-710

760か? ○ 特500-305 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702578

轉換期経済學
（過渡期を支配するもの） 木村禧八郎 東京 太陽社 昭和8 四六 1 1円

50銭 禁安1 486 昭和8.4.14 332-Ki39ウ 安寧-711 ○ 332-Ki39ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276228

興國日本の苦悶 富山直孝 東京 日本図書刊行会 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁安1 487 昭和8.1.25 特500-306 安寧-712 ○ 特500-306 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137494

對露外交の更新 佐藤慶治郎 東京 八紘社 昭和8 四六 1 40銭 禁安1 488 昭和8.2.23 特500-307 安寧-714 ○ 特500-307 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439799

日本古代社會史の研究 白掲社編 東京 同社 昭和8 菊 1 80銭 禁安1 489 昭和8.4.19 特500-308 安寧-715 ○ 特500-308 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138137

プラウダ．イズウエスチア
社説集　第一輯 竹尾弌編 東京 日露通報社 昭和8 菊 1 50銭 禁安1 490 昭和8.2.19 特500-309 安寧-716 ○ 特500-309 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138332

獨逸語論文譯讀研究　政治､
経済､ 思想論文篇 末吉寛編 東京 橘書店 昭和8 菊 1 1円 禁安1 491 昭和8.5.25 特500-310 安寧-●●7 ○ 特500-310 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138052

幕末､ 明治､ 大正　囘顧八
十年史　第三輯 東洋文化協会 東京 同協会 昭和8 特大横 1 2円 禁安1 492 昭和8.5.4 特500-311 安寧-718 ○ 特500-311 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1682633

ロート､ フロント 藤森成吉 東京 學藝社 昭和8 四六 1 1円
20銭 禁安1 493 昭和8.3.23 904-F62ウ なし ○ 904-F62ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1126985

農業綱領の諸問題　上
〔レーニン農業問題体系　第三〕

レーニン著
大山岩雄訳編 東京 改造社 昭和8 四六 1 2円 禁安1 494 昭和8.4.5 634-42 安寧-724 ○ 634-42 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1216424

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.15）
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日本農業問題講話 青木惠一 東京 共生閣 昭和8 四六 1 70銭 禁安1 475 昭和8.2.21 611-A53ウ 安寧-688 ○ 611-A53ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1065907

プロレタリア歌曲集　三月
日本プロレタリア音
楽家同盟 神奈川支部
準備会編

横浜 同会 昭和8 菊 1 5銭 禁安1 476 昭和8.3.23 ナシ 安寧-689 × 版:謄写版 特500-970 なし

クオタリイ日本文學. 第一輯 山室静編 東京 耕進社 昭和8 菊 1 1円
20銭 禁安1 477 昭和8.2.2 なし × 特236-64  http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1107684

現代階級鬪爭の文学
〔岩波講座日本文学〕 三木清 東京 岩波書店 昭和8 菊 1 30銭 禁安1 478 昭和8.1.19 特500-300 安寧-699 ○ 特500-300 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137451

日本資本主義発達史講座　
最近の植民地政策．民族運動（鈴木小兵衛） 東京 岩波書店 昭和8 菊 1 30銭 禁安1 479 昭和8.2.19 特500-301 安寧-705 ○ 特500-301 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276828

日本資本主義発達史講座　
植民地政策史 （秋笹正之輔） 東京 岩波書店 昭和8 菊 1 30銭 禁安1 480 昭和8.2.19 特500-302 安寧-706 ○ 特500-302 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439777

政界秘話　踊る政局 鉄假面 東京 太陽社 昭和8 四六 1 50銭 禁安1 481 昭和8.5.4 特500-303 安寧-707 ○ 特500-303 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1271063

轉形期の人々 小林多喜二著 東京 國際書院 昭和8 四六 1 50銭 禁安1 482 昭和8.4.28 F13-Ko12a
ウ 安寧-708 ○ F13-Ko12a

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1134091

隠れたる史実　日本裏面史 篠原豊著 東京 一心社 昭和8 四六 1 2円
80銭 禁安1 483 昭和8.5.13 特500-304 安寧-709 ○ 特500-304 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137350

隠れたる史実日本裏面史 篠原豊著 東京 荘人社 昭和8 四六 1 2円
80銭 禁安1 484 昭和8.7.15 210.1-Sh67

ウ 安寧-709 ○ 禁止年月日:昭和8.5.17 210.1-Sh67
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041548

人類愛　第3輯 全関東水平社甦生聯
盟編

群馬縣
太田町 同[聯盟]本部 昭和8 四六 1 1円 禁安1 485 昭和8.5.11 特500-305 安寧-710

760か? ○ 特500-305 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702578

轉換期経済學
（過渡期を支配するもの） 木村禧八郎 東京 太陽社 昭和8 四六 1 1円

50銭 禁安1 486 昭和8.4.14 332-Ki39ウ 安寧-711 ○ 332-Ki39ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276228

興國日本の苦悶 富山直孝 東京 日本図書刊行会 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁安1 487 昭和8.1.25 特500-306 安寧-712 ○ 特500-306 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137494

對露外交の更新 佐藤慶治郎 東京 八紘社 昭和8 四六 1 40銭 禁安1 488 昭和8.2.23 特500-307 安寧-714 ○ 特500-307 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439799

日本古代社會史の研究 白掲社編 東京 同社 昭和8 菊 1 80銭 禁安1 489 昭和8.4.19 特500-308 安寧-715 ○ 特500-308 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138137

プラウダ．イズウエスチア
社説集　第一輯 竹尾弌編 東京 日露通報社 昭和8 菊 1 50銭 禁安1 490 昭和8.2.19 特500-309 安寧-716 ○ 特500-309 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138332

獨逸語論文譯讀研究　政治､
経済､ 思想論文篇 末吉寛編 東京 橘書店 昭和8 菊 1 1円 禁安1 491 昭和8.5.25 特500-310 安寧-●●7 ○ 特500-310 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138052

幕末､ 明治､ 大正　囘顧八
十年史　第三輯 東洋文化協会 東京 同協会 昭和8 特大横 1 2円 禁安1 492 昭和8.5.4 特500-311 安寧-718 ○ 特500-311 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1682633

ロート､ フロント 藤森成吉 東京 學藝社 昭和8 四六 1 1円
20銭 禁安1 493 昭和8.3.23 904-F62ウ なし ○ 904-F62ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1126985

農業綱領の諸問題　上
〔レーニン農業問題体系　第三〕

レーニン著
大山岩雄訳編 東京 改造社 昭和8 四六 1 2円 禁安1 494 昭和8.4.5 634-42 安寧-724 ○ 634-42 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1216424
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日本資本主義の発生 スヴェトロフ著
早川二郎訳 東京 白揚社 昭和8 四六 1 訂 50銭 禁安1 495 昭和8.10.18 332.1-Su2

ウ なし ○ 332.1-Sv2
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061122

七十七年の回顧 関直彦 東京 三省堂 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁安1 496 昭和8.10.12 289-Se24

ウ 安寧-727 ○ 289-Se24
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1058065

それを敢てした女 細田民樹 東京 中央公論社 昭和8 四六 1 1円
70銭 禁安1 497 昭和8.6.28 F13-H93-3

ウ なし ○ F13-H93-3
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1133583

小林多喜二全集　第二巻
小林多喜二著
日本プロレタリア作
家同盟編

東京 日本プロレタ
リア作家同盟 昭和8 四六 1 50銭 禁安1 498 昭和8.4.6 918.6-

Ko12-3ウ なし ○ 918.6-
Ko12-3ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1131396

小学生の読む陸軍讀本 松尾義人監修
松平義雄著 東京 金の星社 昭和8 四六 1 75銭 禁安1 499 昭和8.10.23 特500-312 安寧-730 ○ 特500-312 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460541

小説　血の叫び
〔つはもの 書　第1〕 田中軍吉 東京 つはもの発行所 昭和8 特小 1 10銭 禁安1 500 昭和8.11.15 特500-313 安寧-731 ○ 特500-313 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137996

血の叫び
〔時事パンフレット　第7輯〕田中軍吉著 東京 時事新報社 昭和8 四六 1 10銭 禁安1 501 昭和8.11.21 特500-314 安寧-731 ○ 特500-314 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137995

皇道政治樹立を謀る「五．一
五」の全貌と解説　陸海軍大
公判と血盟團公判の新記録

忠誠堂編輯部編 東京 忠誠堂 昭和8 四六 1 1円 禁安1 502 昭和8.11.6 210.72-C67
ウ 安寧-732 ○

『目録』のサブタイト
ル:陸海軍側大公判の
血盟団公判の真記録

210.72-C67
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041953

堺利彦全集 堺利彦著
山川均等編 東京 中央公論社 昭和8 四六 1 1円 禁安1 503 昭和8.10.25 629-43 安寧-733 ○ 629-43 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1210722

軍部を衝く 野依秀市著 東京 秀文閣 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁安1 504 昭和8.7.21 310.4-

N97-3ウ なし ○ 『目録』の出版者:秀文閣 310.4-
N97-3ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044797

電燈爭議の新戰術 布施辰治著 東京 希望閣 昭和8 四六 1 50銭 禁安1 505 昭和8.4.15 特500-315 安寧-735 ○ 特501-430は複本 特500-315 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138035

日和見主義に対する鬪爭 小林多喜二著 東京
日本プロレタ
リア文化聯盟
出版部

昭和8 四六 1 70銭 禁安1 506 昭和8.5 914.6-
Ko126ウ なし ○ 914.6-

Ko126ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1130058

インフレーションの経済學 名取文雄著 東京 同大社 昭和8 四六 1 60銭 禁安1 507 昭和8.5.25 337.9-N57
ウ なし ○ 337.9-N57

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276517

法窓漫筆 末弘嚴太郎著 東京 日本評論社 昭和8 四六 1 2円 禁安1 508 昭和8.1.18 320.49-
Su16ウ 安寧-741 ○ 320.49-

Su16ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276013

大日本創生史 石井櫻樹著 東京 弘文館 昭和8 四六 1 1円
80銭 禁安1 509 昭和8.10.28 210.3-I75

ウ 安寧-742 ○ 210.3-I75
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041675 

1932年　世界経済恐慌の動き 世界経済恐慌研究会
訳編 東京 隆章閣 昭和8 四六 1 1円 禁安1 510 昭和8.4.26 336.9-

Se221ウ 安寧-745 ○ 336.9-
Se221ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061630

マルクス主義経済學　第三巻

コムアカデミイ．
レーニングラード支
部経済学研究所編
廣島定吉等訳

東京 文閣 昭和8 四六 1 1円
30銭 禁安1 511 昭和8.5.20 331.34-

So92-2ウ なし ○ 331.34-
So92-2ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061050

辨證法的經濟學方法論

アベズガウス､
ドゥーコル共著
岡本誠一郎,稲葉明
男共訳

東京 白揚社 昭和8 菊 1 1円 禁安1 512 昭和8.4.8 331.1-O42
ウ なし ○ 331.1-O42

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1060943

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.15）
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日本資本主義の発生 スヴェトロフ著
早川二郎訳 東京 白揚社 昭和8 四六 1 訂 50銭 禁安1 495 昭和8.10.18 332.1-Su2

ウ なし ○ 332.1-Sv2
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061122

七十七年の回顧 関直彦 東京 三省堂 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁安1 496 昭和8.10.12 289-Se24

ウ 安寧-727 ○ 289-Se24
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1058065

それを敢てした女 細田民樹 東京 中央公論社 昭和8 四六 1 1円
70銭 禁安1 497 昭和8.6.28 F13-H93-3

ウ なし ○ F13-H93-3
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1133583

小林多喜二全集　第二巻
小林多喜二著
日本プロレタリア作
家同盟編

東京 日本プロレタ
リア作家同盟 昭和8 四六 1 50銭 禁安1 498 昭和8.4.6 918.6-

Ko12-3ウ なし ○ 918.6-
Ko12-3ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1131396

小学生の読む陸軍讀本 松尾義人監修
松平義雄著 東京 金の星社 昭和8 四六 1 75銭 禁安1 499 昭和8.10.23 特500-312 安寧-730 ○ 特500-312 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460541

小説　血の叫び
〔つはもの 書　第1〕 田中軍吉 東京 つはもの発行所 昭和8 特小 1 10銭 禁安1 500 昭和8.11.15 特500-313 安寧-731 ○ 特500-313 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137996

血の叫び
〔時事パンフレット　第7輯〕田中軍吉著 東京 時事新報社 昭和8 四六 1 10銭 禁安1 501 昭和8.11.21 特500-314 安寧-731 ○ 特500-314 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137995

皇道政治樹立を謀る「五．一
五」の全貌と解説　陸海軍大
公判と血盟團公判の新記録

忠誠堂編輯部編 東京 忠誠堂 昭和8 四六 1 1円 禁安1 502 昭和8.11.6 210.72-C67
ウ 安寧-732 ○

『目録』のサブタイト
ル:陸海軍側大公判の
血盟団公判の真記録

210.72-C67
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041953

堺利彦全集 堺利彦著
山川均等編 東京 中央公論社 昭和8 四六 1 1円 禁安1 503 昭和8.10.25 629-43 安寧-733 ○ 629-43 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1210722

軍部を衝く 野依秀市著 東京 秀文閣 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁安1 504 昭和8.7.21 310.4-

N97-3ウ なし ○ 『目録』の出版者:秀文閣 310.4-
N97-3ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044797

電燈爭議の新戰術 布施辰治著 東京 希望閣 昭和8 四六 1 50銭 禁安1 505 昭和8.4.15 特500-315 安寧-735 ○ 特501-430は複本 特500-315 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138035

日和見主義に対する鬪爭 小林多喜二著 東京
日本プロレタ
リア文化聯盟
出版部

昭和8 四六 1 70銭 禁安1 506 昭和8.5 914.6-
Ko126ウ なし ○ 914.6-

Ko126ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1130058

インフレーションの経済學 名取文雄著 東京 同大社 昭和8 四六 1 60銭 禁安1 507 昭和8.5.25 337.9-N57
ウ なし ○ 337.9-N57

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276517

法窓漫筆 末弘嚴太郎著 東京 日本評論社 昭和8 四六 1 2円 禁安1 508 昭和8.1.18 320.49-
Su16ウ 安寧-741 ○ 320.49-

Su16ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276013

大日本創生史 石井櫻樹著 東京 弘文館 昭和8 四六 1 1円
80銭 禁安1 509 昭和8.10.28 210.3-I75

ウ 安寧-742 ○ 210.3-I75
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041675 

1932年　世界経済恐慌の動き 世界経済恐慌研究会
訳編 東京 隆章閣 昭和8 四六 1 1円 禁安1 510 昭和8.4.26 336.9-

Se221ウ 安寧-745 ○ 336.9-
Se221ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061630

マルクス主義経済學　第三巻

コムアカデミイ．
レーニングラード支
部経済学研究所編
廣島定吉等訳

東京 文閣 昭和8 四六 1 1円
30銭 禁安1 511 昭和8.5.20 331.34-

So92-2ウ なし ○ 331.34-
So92-2ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061050

辨證法的經濟學方法論

アベズガウス､
ドゥーコル共著
岡本誠一郎,稲葉明
男共訳

東京 白揚社 昭和8 菊 1 1円 禁安1 512 昭和8.4.8 331.1-O42
ウ なし ○ 331.1-O42

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1060943
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世界経済と世界政治　第三輯 世界情勢研究会訳編 東京 文閣 昭和8 菊 1 1円 禁安1 513 昭和8.5.15 637-54イ 安寧-748 ○ 637-54イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1210776

日本原始社会史　第一分冊 渡部義通著 東京 白揚社 昭和8 菊 1 50銭 禁安1 514 昭和8.5.16 特500-316 安寧-749 ○ 特500-316 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439812

朝鮮政治史綱 髙権三著 東京 永田書店 昭和8 菊 1 1円
80銭 禁安1 515 昭和8.7.24 221-Ko11 なし ○ 221-Ko11

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1042323

藝術學研究　第三輯 藝術學研究会編 東京 文閣 昭和8 菊 1 1円
50銭 禁安1 516 昭和8.7.6 特500-317 安寧-753 ○ 特500-317 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137438

サヴエート法思想の発展過程
アー､ カ､ スタリゲ
ウイツチ著
山之内一郎訳

東京 大畑書店 昭和8 菊 1 90銭 禁安1 517 昭和8.4.25 649-154イ 安寧-754 ○ 649-154イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1215948

憲法の歴史的研究 鈴木安蔵著 東京 大畑書店 昭和8 菊 1 2円
70銭 禁安1 518 昭和8.6.25 323.2-Su96

ウ なし ○ 323.2-Su96
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1273702

レーニン主義文學鬪爭への道 宮本顕治著 東京 木星社書院 昭和8 菊 1 1円
50銭 禁安1 519 昭和8.3.28 904-Mi773-

3aウ 安寧-756 ○ 904-Mi773-
3aウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1127024

プロレタリア日本歴史 佐野学著 東京 白揚社 昭和8 四六 1 50銭 禁安1 520 昭和8.5.13 210.1-
Sa664ウ 安寧-757 ○ 210.1-

Sa664ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041538

皇道楽土の建設 津田光造 東京 軍事教育社 昭和8 四六 1 27銭 禁安1 521 特500-318 安寧-758 ○ 特500-318 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1271072

經濟學教程 レオンチェフ著
小原次朗訳 東京 希望閣 昭和8 四六 1 1円

20銭 禁安1 522 昭和8.4.22 331.34-
L55-3ウ なし ○ 331.34-

L55-3ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061023

世界景気の分析　第一輯 世界景気研究会訳編 東京 文閣 昭和8 四六 1 1円 禁安1 523 昭和8.10.16 644-214 安寧-760 ○ 644-214 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1210762

國民經済辞典
〔小辞典全集　第1〕 髙橋亀吉監修 東京 非凡閣 昭和8 特小 1 1円

50銭 禁安1 524 昭和8.11.14 R330.33-
Ko48ウ なし ○ 『目録』の編者:松元竹

二、田所輝明共編
R330.33-
Ko48ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1124074

我等の大陸空軍 大日本国防会編 東京 大陸空軍刊行会 昭和8 四六 1 2円 禁安1 525 昭和8.11.2 特500-319 安寧-764? ○ 特500-319 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460648

社會大衆黨の危機 大月社會問題調査所編 大阪 同社 昭和8 菊 1 5銭 禁安1 526 昭和8.8.24 特500-320 安寧-765? ○ 版:謄写版 特500-320 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460530

国際労働者協會　その企図､
目標､ 原則

〔日本自協　国際資料　第1〕
延島英一訳 東京 日本労働組合自

由聯合協議会 昭和8 菊 1 謄写版 10銭 禁安1 527 昭和8.7.17 特500-321 安寧-766 ○ 特501-614は複本 特500-321 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137548

非國難非非常時 渋川喜助著 東京 同人 昭和8 四六倍 1 10銭 禁安1 528 昭和8.4.11 特500-322 安寧-767 ○ 特500-322 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460598

マルクス主義哲學
〔岩波講座哲学ノ内〕 船山信一著 東京 岩波書店 昭和8 菊 1 20銭 禁安1 529 昭和8.7.12 特500-323 安寧-768 ○ 特500-323 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138406

製糸經濟教程
日本プロレタリア科
学者同盟長野支部下
伊那地区委員会編

長野縣
飯田町 同会 昭和8 和 中 1 謄写版 10銭 禁安1 530 昭和8.3.22 特500-324 安寧-769 ○ 特500-324 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276843

第一次五ヶ年計畫の実績に
就いて 日ソ文化協会編 東京 同会 昭和8 菊 1 謄写版 10銭 禁安1 531 昭和8.3.20 特500-325 安寧-770 ○ 特500-325 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460556

満洲国現政治の実状 岡津泰正著 浜松 同人 昭和8 和 中 1 15銭 禁安1 532 昭和8.4.17 特500-326 安寧-771 ○ 特500-326 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439827

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.15）
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世界経済と世界政治　第三輯 世界情勢研究会訳編 東京 文閣 昭和8 菊 1 1円 禁安1 513 昭和8.5.15 637-54イ 安寧-748 ○ 637-54イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1210776

日本原始社会史　第一分冊 渡部義通著 東京 白揚社 昭和8 菊 1 50銭 禁安1 514 昭和8.5.16 特500-316 安寧-749 ○ 特500-316 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439812

朝鮮政治史綱 髙権三著 東京 永田書店 昭和8 菊 1 1円
80銭 禁安1 515 昭和8.7.24 221-Ko11 なし ○ 221-Ko11

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1042323

藝術學研究　第三輯 藝術學研究会編 東京 文閣 昭和8 菊 1 1円
50銭 禁安1 516 昭和8.7.6 特500-317 安寧-753 ○ 特500-317 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137438

サヴエート法思想の発展過程
アー､ カ､ スタリゲ
ウイツチ著
山之内一郎訳

東京 大畑書店 昭和8 菊 1 90銭 禁安1 517 昭和8.4.25 649-154イ 安寧-754 ○ 649-154イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1215948

憲法の歴史的研究 鈴木安蔵著 東京 大畑書店 昭和8 菊 1 2円
70銭 禁安1 518 昭和8.6.25 323.2-Su96

ウ なし ○ 323.2-Su96
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1273702

レーニン主義文學鬪爭への道 宮本顕治著 東京 木星社書院 昭和8 菊 1 1円
50銭 禁安1 519 昭和8.3.28 904-Mi773-

3aウ 安寧-756 ○ 904-Mi773-
3aウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1127024

プロレタリア日本歴史 佐野学著 東京 白揚社 昭和8 四六 1 50銭 禁安1 520 昭和8.5.13 210.1-
Sa664ウ 安寧-757 ○ 210.1-

Sa664ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041538

皇道楽土の建設 津田光造 東京 軍事教育社 昭和8 四六 1 27銭 禁安1 521 特500-318 安寧-758 ○ 特500-318 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1271072

經濟學教程 レオンチェフ著
小原次朗訳 東京 希望閣 昭和8 四六 1 1円

20銭 禁安1 522 昭和8.4.22 331.34-
L55-3ウ なし ○ 331.34-

L55-3ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061023

世界景気の分析　第一輯 世界景気研究会訳編 東京 文閣 昭和8 四六 1 1円 禁安1 523 昭和8.10.16 644-214 安寧-760 ○ 644-214 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1210762

國民經済辞典
〔小辞典全集　第1〕 髙橋亀吉監修 東京 非凡閣 昭和8 特小 1 1円

50銭 禁安1 524 昭和8.11.14 R330.33-
Ko48ウ なし ○ 『目録』の編者:松元竹

二、田所輝明共編
R330.33-
Ko48ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1124074

我等の大陸空軍 大日本国防会編 東京 大陸空軍刊行会 昭和8 四六 1 2円 禁安1 525 昭和8.11.2 特500-319 安寧-764? ○ 特500-319 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460648

社會大衆黨の危機 大月社會問題調査所編 大阪 同社 昭和8 菊 1 5銭 禁安1 526 昭和8.8.24 特500-320 安寧-765? ○ 版:謄写版 特500-320 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460530

国際労働者協會　その企図､
目標､ 原則

〔日本自協　国際資料　第1〕
延島英一訳 東京 日本労働組合自

由聯合協議会 昭和8 菊 1 謄写版 10銭 禁安1 527 昭和8.7.17 特500-321 安寧-766 ○ 特501-614は複本 特500-321 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137548

非國難非非常時 渋川喜助著 東京 同人 昭和8 四六倍 1 10銭 禁安1 528 昭和8.4.11 特500-322 安寧-767 ○ 特500-322 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460598

マルクス主義哲學
〔岩波講座哲学ノ内〕 船山信一著 東京 岩波書店 昭和8 菊 1 20銭 禁安1 529 昭和8.7.12 特500-323 安寧-768 ○ 特500-323 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138406

製糸經濟教程
日本プロレタリア科
学者同盟長野支部下
伊那地区委員会編

長野縣
飯田町 同会 昭和8 和 中 1 謄写版 10銭 禁安1 530 昭和8.3.22 特500-324 安寧-769 ○ 特500-324 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276843

第一次五ヶ年計畫の実績に
就いて 日ソ文化協会編 東京 同会 昭和8 菊 1 謄写版 10銭 禁安1 531 昭和8.3.20 特500-325 安寧-770 ○ 特500-325 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460556

満洲国現政治の実状 岡津泰正著 浜松 同人 昭和8 和 中 1 15銭 禁安1 532 昭和8.4.17 特500-326 安寧-771 ○ 特500-326 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439827
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落陽に祈る 野中喜四郎著 東京 楽陽堂 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁安1 533 昭和8.1.21 特500-327 安寧-684 ○ 特500-327 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138522

日本資本主義発達史講座　
最近における政治情勢史 （坂本三善） 東京 岩波書店 昭和8 菊 1 30銭 禁安1 534 昭和8.8.23 特500-328 安寧-772 ○ 特500-328 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137599

日本資本主義発達史講座　
明治維新に於ける商工業上
の諸変革

（小林良正） 東京 岩波書店 昭和8 菊 1 30銭 禁安1 535 昭和8.6.23 特500-329 安寧-773 ○ 特500-329 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138463

日本資本主義発達史講座　
農民の状態及農民運動小史 （稲岡暹） 東京 岩波書店 昭和8 菊 1 30銭 禁安1 536 昭和8.6.27 特500-330 安寧-774 ○ 特500-330 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138212

日本資本主義発達史講座　
幕末に於ける思想的動向 （羽仁五郎） 東京 岩波書店 昭和8 菊 1 30銭 禁安1 537 昭和8.8.31 特500-331 安寧-775 ○ 特500-331 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138234

季刊　批評　第二 隆章閣編 東京 同閣 昭和8 菊 1 1円
20銭 禁安1 538 昭和8.6.26 安寧-776 × 特500-972 なし

時事新報社爭議團報告書　
附時事従業員組合解体報告書

時事新報社爭議團､
時事従業員組合残務
整理委員会編

東京 同会 昭和8 菊 1 5銭 禁安1 539 昭和8.2.14 特500-332 安寧-777 ○ 禁安1-538との誤記入
あり 特500-332 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460524/3

一､ 八　公判鬪爭パンフレット 日本プロレタリア文化
聯盟新潟地方協議会編 新潟 同会 昭和8 菊 1 15銭 禁安1 540 昭和8.3.8 特500-333 安寧-778 ○ 特500-333 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138243

プロレタリア漫画カット集 日本労働組合自由聯
合協議会編 東京 同会 昭和8 菊 1 謄写版 80銭 禁安1 541 昭和8.4.12 特500-334 安寧-779 ○ 特500-334 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138354

アナーキズムと民衆の文学
〔アナキズム文学編　第1分冊〕小野十三郎 東京 解放文化聯盟

出版部 昭和8 四六 1 20銭 禁安1 542 昭和8.7.3 特500-335 安寧-780 ○ 特500-335 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137204

國運の危機　杉村陽太郎氏
の『国際外交録を読みて 松田福松 東京 原理日本社 昭和8 四六 1 10銭 禁安1 543 昭和8.9.6 特500-336 安寧-781 ○ 特500-336 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276823

五-一五事件描写劇　血涙の
法廷　〔他一〕 栗島狭衣脚色 東京 アサヒ蓄音器

商会 〔昭和8〕 四六 1 10銭 禁安1 544 昭和8.10.6 特500-337 安寧-783 ○ 特501-813は複本 特500-337 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137443

労働問題雜觀 向山敏也 長野縣上伊
那郡手良村 髙原評論社 昭和8 四六 1 10銭 禁安1 545 昭和8.4.11 特500-338 なし ○ 特500-338 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460633

新世紀の使命と社會的宗教
〔新興佛教報告　第5輯〕 林[霊]法 東京 佛旗社 昭和8 四六 1 10銭 禁安1 546 昭和8.10.28 特500-339 安寧-786 ○ 特500-339 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137760

借家人讀本 武藤運十郎 東京 借家人社 昭和8 四六 1 10銭 禁安1 547 昭和8.6.8 特500-340 安寧-787 ○ 特500-340 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439776

ロンドン條約の実体　統帥
権干犯問題再検討

（五一五事件嚴正批判）
國体擁護聯合会編 東京 同会 昭和8 菊 1 5銭 禁安1 548 昭和8.9.16 特500-341 安寧-788 ○ 特500-341 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439847

社會學講話　社会科学への
入門 山田進 大阪 フタバ書房 昭和8 四六 1 50銭 禁安1 549 昭和8. 特500-342 安寧-791 ○ 特500-342 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137684

國魂要義 髙橋鉄太郎 東京 蘭香 昭和8 四六 1 95銭 禁安1 550 昭和8.9.9 特500-343 安寧-792 ○ 特500-343 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137543

日本の運命 上杉愼吉 東京 日本學術普及会 昭和8 四六 1 65銭 禁安1 551 昭和8.9.15 特500-344 安寧-793 ○ 特500-344 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1271085

民族への警告 中田重治 東京 ホーリネス教
会出版部 昭和8 四六 1 訂 10銭 禁安1 552 昭和8.7.8 特500-345 安寧-795 ○ 特500-345 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138454

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.15）
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落陽に祈る 野中喜四郎著 東京 楽陽堂 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁安1 533 昭和8.1.21 特500-327 安寧-684 ○ 特500-327 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138522

日本資本主義発達史講座　
最近における政治情勢史 （坂本三善） 東京 岩波書店 昭和8 菊 1 30銭 禁安1 534 昭和8.8.23 特500-328 安寧-772 ○ 特500-328 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137599

日本資本主義発達史講座　
明治維新に於ける商工業上
の諸変革

（小林良正） 東京 岩波書店 昭和8 菊 1 30銭 禁安1 535 昭和8.6.23 特500-329 安寧-773 ○ 特500-329 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138463

日本資本主義発達史講座　
農民の状態及農民運動小史 （稲岡暹） 東京 岩波書店 昭和8 菊 1 30銭 禁安1 536 昭和8.6.27 特500-330 安寧-774 ○ 特500-330 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138212

日本資本主義発達史講座　
幕末に於ける思想的動向 （羽仁五郎） 東京 岩波書店 昭和8 菊 1 30銭 禁安1 537 昭和8.8.31 特500-331 安寧-775 ○ 特500-331 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138234

季刊　批評　第二 隆章閣編 東京 同閣 昭和8 菊 1 1円
20銭 禁安1 538 昭和8.6.26 安寧-776 × 特500-972 なし

時事新報社爭議團報告書　
附時事従業員組合解体報告書

時事新報社爭議團､
時事従業員組合残務
整理委員会編

東京 同会 昭和8 菊 1 5銭 禁安1 539 昭和8.2.14 特500-332 安寧-777 ○ 禁安1-538との誤記入
あり 特500-332 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460524/3

一､ 八　公判鬪爭パンフレット 日本プロレタリア文化
聯盟新潟地方協議会編 新潟 同会 昭和8 菊 1 15銭 禁安1 540 昭和8.3.8 特500-333 安寧-778 ○ 特500-333 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138243

プロレタリア漫画カット集 日本労働組合自由聯
合協議会編 東京 同会 昭和8 菊 1 謄写版 80銭 禁安1 541 昭和8.4.12 特500-334 安寧-779 ○ 特500-334 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138354

アナーキズムと民衆の文学
〔アナキズム文学編　第1分冊〕小野十三郎 東京 解放文化聯盟

出版部 昭和8 四六 1 20銭 禁安1 542 昭和8.7.3 特500-335 安寧-780 ○ 特500-335 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137204

國運の危機　杉村陽太郎氏
の『国際外交録を読みて 松田福松 東京 原理日本社 昭和8 四六 1 10銭 禁安1 543 昭和8.9.6 特500-336 安寧-781 ○ 特500-336 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276823

五-一五事件描写劇　血涙の
法廷　〔他一〕 栗島狭衣脚色 東京 アサヒ蓄音器

商会 〔昭和8〕 四六 1 10銭 禁安1 544 昭和8.10.6 特500-337 安寧-783 ○ 特501-813は複本 特500-337 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137443

労働問題雜觀 向山敏也 長野縣上伊
那郡手良村 髙原評論社 昭和8 四六 1 10銭 禁安1 545 昭和8.4.11 特500-338 なし ○ 特500-338 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460633

新世紀の使命と社會的宗教
〔新興佛教報告　第5輯〕 林[霊]法 東京 佛旗社 昭和8 四六 1 10銭 禁安1 546 昭和8.10.28 特500-339 安寧-786 ○ 特500-339 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137760

借家人讀本 武藤運十郎 東京 借家人社 昭和8 四六 1 10銭 禁安1 547 昭和8.6.8 特500-340 安寧-787 ○ 特500-340 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439776

ロンドン條約の実体　統帥
権干犯問題再検討

（五一五事件嚴正批判）
國体擁護聯合会編 東京 同会 昭和8 菊 1 5銭 禁安1 548 昭和8.9.16 特500-341 安寧-788 ○ 特500-341 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439847

社會學講話　社会科学への
入門 山田進 大阪 フタバ書房 昭和8 四六 1 50銭 禁安1 549 昭和8. 特500-342 安寧-791 ○ 特500-342 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137684

國魂要義 髙橋鉄太郎 東京 蘭香 昭和8 四六 1 95銭 禁安1 550 昭和8.9.9 特500-343 安寧-792 ○ 特500-343 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137543

日本の運命 上杉愼吉 東京 日本學術普及会 昭和8 四六 1 65銭 禁安1 551 昭和8.9.15 特500-344 安寧-793 ○ 特500-344 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1271085

民族への警告 中田重治 東京 ホーリネス教
会出版部 昭和8 四六 1 訂 10銭 禁安1 552 昭和8.7.8 特500-345 安寧-795 ○ 特500-345 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138454
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皇道讀本 内山智照 東京 皇道宣布会 昭和8 四六 1 20銭 禁安1 553 昭和8.1.30 特500-346 安寧-796 ○ 『目録』の出版年:昭和9 特500-346 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137518

五．一五事件　背後の思想 伊福部隆輝 東京 明治図書出版
協会 昭和8 四六 1 10版 50銭 禁安1 554 昭和8. 311.9-I22

ウ 安寧-800 ○ 『目録』の版次:改訂版 311.9-I22
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459120

光は日本から
〔建設文庫〕 千家尊建 東京 建設社 昭和8 四六 1 50銭 禁安1 555 昭和8.12.21 特500-347 安寧-801 ○ 特500-347 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702579

働く婦人のために ナルプ神奈川支部婦
人委員会編 横浜

日本プロレタ
リア作家同盟
神奈川支部

昭和8 四六 1 謄写版 10銭 禁安1 556 昭和8.6.6 特500-348 安寧-802 ○ 特501-630は複本 特500-348 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138245

社會問題文典　上
〔春秋文庫　第一部 第63〕 永井亨 東京 春秋社 昭和8 四六 1 1円 禁安1 557 昭和8.11.25 338-440 安寧-805 ○ 338-440 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1440085

日本 ポポフ著
松崎敏太郎訳 東京 文閣 昭和8 菊 1 2円

50銭 禁安1 558 昭和8.12.22 302.1-P81
ウ なし ○ 302.1-P81

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044523

明治天皇様御思召（四）（五）三條比古之 東京 同人 昭和8 四六 1 40銭 禁安1 559 昭和8.8.22 特500-349 安寧-809 ○ 特500-349 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138470

民衆愛の権化　木内宗五郎
（永遠に不朽､ 不滅の人格） 有家楠家 廣島 教化文献社 昭和8 菊 1 30銭 禁安1 560 昭和8.12.11 特500-350 安寧-815 ○ 『目録』の著者:有家楠

学（丈蔵） 特500-350 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137355

天晴地明經濟學論 柿花啓正 東京 二松堂 昭和8 菊 1 2円
50銭 禁安1 561 昭和8.9.12 特500-351 安寧-817 ○ 特500-351 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276861

社會大衆黨昭和八年度大會
議案 社會大衆黨本部編 東京 同黨書記局 昭和8 菊 1 10銭 禁安1 562 昭和8.12.7 特500-352 安寧-819 ○ 特500-352 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267609

近世朝鮮興亡史 髙権三 東京 考古書院 昭和8 菊 1 2円 禁安1 563 昭和8.7.28 221-Ko11-2
ウ なし ○ 221-Ko11-2

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1042321

鍬と銃（反戰小脚本集）
コツプ日本プロレタ
リア演劇同盟レパア
トリイ委員会編

東京 同出版部 昭和8 1 10銭 禁安1 564 昭和8.8.3 特500-353 安寧-825 ○ 特501-493は複本 特500-353 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137413

「われ等の科学」叢書　第1輯 日本プロレタリア科
学同盟編 東京 プロレタリア

科学研究所 昭和8 四六 1 10銭 禁安1 565 昭和8.4.28 特500-354 安寧-829 ○ 特500-354 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138569

詩集　隅田河 森山啓 東京 耕進社 昭和8 四六 1 80銭 禁安1 566 昭和8.9.2 911.56-
Mo73ウ 安寧-830 ○ 911.56-

Mo73ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1129053

「恐怖」
〔プロレタリア戯曲 書　第二〕

ア．アフイノゲーノフ著
プロツト国際委員会訳 東京

日本プロレタ
リア演劇同盟
出版部 

昭和8 四六 1 15銭 禁安1 567 昭和8.5.18 特500-355 安寧-831 ○ 特500-355 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149861

世界經濟年報　第二十一　
一九三三年第一四半期

ヴァルガ著
經濟批判会訳 東京 叢文閣 昭和8 四六 1 改訂版 70銭 禁安1 568 昭和8.8.31 575-244イ 安寧-835 ○ 改訂版の記載なし 575-244 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1171153

近代學校､ との起源と理想
フランシスコ．フミ
レル著
渡部栄介訳

東京 溪文社 昭和8 四六 1 1円 禁安1 569 昭和8.6.13 372.3-F22
ウ 安寧-847 ○ 372.3-F22

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062391

あゝ五．一五事件 中村三郎著 東京 同人 昭和8 菊 1 15銭 禁安1 570 昭和8.7.24 特500-356 安寧-852 ○ 『目録』の発行:庭山信郎 特500-356 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137166

詩集　明日の約束 山路次朗著 新潟縣
柏崎町 黒点社 昭和8 四六 1 謄写版 15銭 禁安1 571 昭和8.8.26 特500-357 安寧-869 ○ 特501-95は複本 特500-357 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137198

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.15）
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皇道讀本 内山智照 東京 皇道宣布会 昭和8 四六 1 20銭 禁安1 553 昭和8.1.30 特500-346 安寧-796 ○ 『目録』の出版年:昭和9 特500-346 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137518

五．一五事件　背後の思想 伊福部隆輝 東京 明治図書出版
協会 昭和8 四六 1 10版 50銭 禁安1 554 昭和8. 311.9-I22

ウ 安寧-800 ○ 『目録』の版次:改訂版 311.9-I22
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459120

光は日本から
〔建設文庫〕 千家尊建 東京 建設社 昭和8 四六 1 50銭 禁安1 555 昭和8.12.21 特500-347 安寧-801 ○ 特500-347 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702579

働く婦人のために ナルプ神奈川支部婦
人委員会編 横浜

日本プロレタ
リア作家同盟
神奈川支部

昭和8 四六 1 謄写版 10銭 禁安1 556 昭和8.6.6 特500-348 安寧-802 ○ 特501-630は複本 特500-348 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138245

社會問題文典　上
〔春秋文庫　第一部 第63〕 永井亨 東京 春秋社 昭和8 四六 1 1円 禁安1 557 昭和8.11.25 338-440 安寧-805 ○ 338-440 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1440085

日本 ポポフ著
松崎敏太郎訳 東京 文閣 昭和8 菊 1 2円

50銭 禁安1 558 昭和8.12.22 302.1-P81
ウ なし ○ 302.1-P81

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044523

明治天皇様御思召（四）（五）三條比古之 東京 同人 昭和8 四六 1 40銭 禁安1 559 昭和8.8.22 特500-349 安寧-809 ○ 特500-349 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138470

民衆愛の権化　木内宗五郎
（永遠に不朽､ 不滅の人格） 有家楠家 廣島 教化文献社 昭和8 菊 1 30銭 禁安1 560 昭和8.12.11 特500-350 安寧-815 ○ 『目録』の著者:有家楠

学（丈蔵） 特500-350 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137355

天晴地明經濟學論 柿花啓正 東京 二松堂 昭和8 菊 1 2円
50銭 禁安1 561 昭和8.9.12 特500-351 安寧-817 ○ 特500-351 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276861

社會大衆黨昭和八年度大會
議案 社會大衆黨本部編 東京 同黨書記局 昭和8 菊 1 10銭 禁安1 562 昭和8.12.7 特500-352 安寧-819 ○ 特500-352 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267609

近世朝鮮興亡史 髙権三 東京 考古書院 昭和8 菊 1 2円 禁安1 563 昭和8.7.28 221-Ko11-2
ウ なし ○ 221-Ko11-2

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1042321

鍬と銃（反戰小脚本集）
コツプ日本プロレタ
リア演劇同盟レパア
トリイ委員会編

東京 同出版部 昭和8 1 10銭 禁安1 564 昭和8.8.3 特500-353 安寧-825 ○ 特501-493は複本 特500-353 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137413

「われ等の科学」叢書　第1輯 日本プロレタリア科
学同盟編 東京 プロレタリア

科学研究所 昭和8 四六 1 10銭 禁安1 565 昭和8.4.28 特500-354 安寧-829 ○ 特500-354 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138569

詩集　隅田河 森山啓 東京 耕進社 昭和8 四六 1 80銭 禁安1 566 昭和8.9.2 911.56-
Mo73ウ 安寧-830 ○ 911.56-

Mo73ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1129053

「恐怖」
〔プロレタリア戯曲 書　第二〕

ア．アフイノゲーノフ著
プロツト国際委員会訳 東京

日本プロレタ
リア演劇同盟
出版部 

昭和8 四六 1 15銭 禁安1 567 昭和8.5.18 特500-355 安寧-831 ○ 特500-355 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149861

世界經濟年報　第二十一　
一九三三年第一四半期

ヴァルガ著
經濟批判会訳 東京 叢文閣 昭和8 四六 1 改訂版 70銭 禁安1 568 昭和8.8.31 575-244イ 安寧-835 ○ 改訂版の記載なし 575-244 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1171153

近代學校､ との起源と理想
フランシスコ．フミ
レル著
渡部栄介訳

東京 溪文社 昭和8 四六 1 1円 禁安1 569 昭和8.6.13 372.3-F22
ウ 安寧-847 ○ 372.3-F22

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062391

あゝ五．一五事件 中村三郎著 東京 同人 昭和8 菊 1 15銭 禁安1 570 昭和8.7.24 特500-356 安寧-852 ○ 『目録』の発行:庭山信郎 特500-356 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137166

詩集　明日の約束 山路次朗著 新潟縣
柏崎町 黒点社 昭和8 四六 1 謄写版 15銭 禁安1 571 昭和8.8.26 特500-357 安寧-869 ○ 特501-95は複本 特500-357 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137198
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刑法讀本 瀧川幸辰著 東京 大畑書店 昭和8 菊 1 訂 1円 禁安1 572 昭和8.9.5 624-91イ なし ○ 624-91イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439764

ソヴェート同盟　第二卷 ヘルマン．レンメレ著
産業労働調査所編 東京 文閣 昭和8 菊 1 80銭 禁安1 573 昭和8.6.6 なし 安寧-872 ○ 302.38-

Sa63ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1085779

正岡子規研究 渡辺順三等編 東京 楽浪書院 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁安1 574 昭和8.11.14 910.28-

W46-2ウ なし ○ 910.28-
W46-2ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1069384

記紀對照批判 岸一太 東京 明道會 昭和8 四六 1 90銭 禁安1 575 昭和8.11.1 特500-358 安寧-983 ○ 特500-358 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702580

一九三六年危機は迫る　列
強の軍備競争 松下芳男 東京 不動書房 昭和8 四六 1 80銭 禁安1 576 昭和8.10.26 特500-359 安寧-986 ○ 特500-359 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1450686

子供の脚本集
〔プロレタリア戯曲 書　第3〕プロット少年委員会編 東京

日本プロレタ
リア演劇同盟
出版部

昭和8 四六 1 10銭 禁安1 577 昭和8.6.12 特500-360 安寧-991 ○ 特500-360 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137577

マルクス記念論集「資本論」
研究　第二輯 東京 ナウカ社 昭和8 菊 1 2円 禁安1 578 昭和8.11.2 331.34-

Ma59-12ウ なし ○ 331.34-
Ma59-12ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061061

軍部を罵倒する国賊　大阪
朝日新聞を葬れ 松井芳太郎 大阪 国粋神風隊印

刷所 昭和8 四六 1 20銭 禁安1 579 昭和8.10.28 特500-361 安寧-1018 ○ 特500-361 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137418

純正國家主義 角田清彦 東京 内外更始倶楽部 昭和8 特小 1 30銭 禁安1 580 昭和8.11.7 特500-362 安寧-1021 ○ 特500-362 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137704

槻の木　第3巻 長島不二三編 秋田縣
浅舞町 同人 昭和8 菊 1 30銭 禁安1 581 昭和8.11.25 特500-363 安寧-1022 ○ 特500-363 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138011

詩集　痩土に燃ゆる 大杉幸吉著 東京 解放文化聯盟
出版部 昭和8 四六 1 40銭 禁安1 582 昭和8.11.6 特500-364 安寧-1024 ○ 特501-494は複本 特500-364 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137924

西園寺､ 牧野両重臣に與ふ 江藤源九郎 東京 政治批判社 昭和8 四六 1 20銭 禁安1 583 昭和8.12.13 特500-365 安寧-1035 ○ 特500-365 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276826

昭和九年御宝鑑 木所喜象編 神奈川縣
高津町

不動教會新盛
講本部 昭和8 四六 1 20銭 禁安1 584 昭和8.12.1 特500-366 安寧-1036か? ○ 特500-366 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137724

新しい美術とレアリズムの
問題　附ソヴェート美術の
新しい段階

岡本唐貴 東京 国際書院 昭和8 四六 1 40銭 禁安1 585 昭和8.12.23 特500-367 なし ○ 特500-367 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137203

科学的軍備と現代戰爭 ボチャロフ編
橋本弘毅訳 東京 白揚社 昭和8 菊 1 1円

80銭 禁安1 586 昭和8.12.20 390-B61ウ なし ○ 390-B61ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062710

〇受領年月日：昭和12.7.17

レーニン主義の諸問題　第1
分册　〔スターリン著作集〕

スターリン著
白井轉訳 東京 白揚社 昭和8 四六 1 90銭 禁安1 587 昭和8.1.21 621-135イ 安寧-638 ○ 621-135イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1172934

非常日本への直言 清澤洌 東京 千倉書房 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁安1 588 昭和8.4.1 304-Ki91ウ 安寧-683 ○ 304-Ki91ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1273639

女性五十講 山川菊栄 東京 改造社 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁安1 589 昭和8.5.23 367-Y27-6

ウ 安寧-720 ○ 367-Y27-6
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439615

発聲満洲 群司次郎正 東京 東光書院 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁安1 590 昭和8.7.13 特500-368 安寧-736 ○ 特500-368 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138252

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.15, 昭和12.7.17）
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刑法讀本 瀧川幸辰著 東京 大畑書店 昭和8 菊 1 訂 1円 禁安1 572 昭和8.9.5 624-91イ なし ○ 624-91イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439764

ソヴェート同盟　第二卷 ヘルマン．レンメレ著
産業労働調査所編 東京 文閣 昭和8 菊 1 80銭 禁安1 573 昭和8.6.6 なし 安寧-872 ○ 302.38-

Sa63ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1085779

正岡子規研究 渡辺順三等編 東京 楽浪書院 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁安1 574 昭和8.11.14 910.28-

W46-2ウ なし ○ 910.28-
W46-2ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1069384

記紀對照批判 岸一太 東京 明道會 昭和8 四六 1 90銭 禁安1 575 昭和8.11.1 特500-358 安寧-983 ○ 特500-358 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702580

一九三六年危機は迫る　列
強の軍備競争 松下芳男 東京 不動書房 昭和8 四六 1 80銭 禁安1 576 昭和8.10.26 特500-359 安寧-986 ○ 特500-359 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1450686

子供の脚本集
〔プロレタリア戯曲 書　第3〕プロット少年委員会編 東京

日本プロレタ
リア演劇同盟
出版部

昭和8 四六 1 10銭 禁安1 577 昭和8.6.12 特500-360 安寧-991 ○ 特500-360 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137577

マルクス記念論集「資本論」
研究　第二輯 東京 ナウカ社 昭和8 菊 1 2円 禁安1 578 昭和8.11.2 331.34-

Ma59-12ウ なし ○ 331.34-
Ma59-12ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061061

軍部を罵倒する国賊　大阪
朝日新聞を葬れ 松井芳太郎 大阪 国粋神風隊印

刷所 昭和8 四六 1 20銭 禁安1 579 昭和8.10.28 特500-361 安寧-1018 ○ 特500-361 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137418

純正國家主義 角田清彦 東京 内外更始倶楽部 昭和8 特小 1 30銭 禁安1 580 昭和8.11.7 特500-362 安寧-1021 ○ 特500-362 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137704

槻の木　第3巻 長島不二三編 秋田縣
浅舞町 同人 昭和8 菊 1 30銭 禁安1 581 昭和8.11.25 特500-363 安寧-1022 ○ 特500-363 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138011

詩集　痩土に燃ゆる 大杉幸吉著 東京 解放文化聯盟
出版部 昭和8 四六 1 40銭 禁安1 582 昭和8.11.6 特500-364 安寧-1024 ○ 特501-494は複本 特500-364 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137924

西園寺､ 牧野両重臣に與ふ 江藤源九郎 東京 政治批判社 昭和8 四六 1 20銭 禁安1 583 昭和8.12.13 特500-365 安寧-1035 ○ 特500-365 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276826

昭和九年御宝鑑 木所喜象編 神奈川縣
高津町

不動教會新盛
講本部 昭和8 四六 1 20銭 禁安1 584 昭和8.12.1 特500-366 安寧-1036か? ○ 特500-366 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137724

新しい美術とレアリズムの
問題　附ソヴェート美術の
新しい段階

岡本唐貴 東京 国際書院 昭和8 四六 1 40銭 禁安1 585 昭和8.12.23 特500-367 なし ○ 特500-367 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137203

科学的軍備と現代戰爭 ボチャロフ編
橋本弘毅訳 東京 白揚社 昭和8 菊 1 1円

80銭 禁安1 586 昭和8.12.20 390-B61ウ なし ○ 390-B61ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062710

〇受領年月日：昭和12.7.17

レーニン主義の諸問題　第1
分册　〔スターリン著作集〕

スターリン著
白井轉訳 東京 白揚社 昭和8 四六 1 90銭 禁安1 587 昭和8.1.21 621-135イ 安寧-638 ○ 621-135イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1172934

非常日本への直言 清澤洌 東京 千倉書房 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁安1 588 昭和8.4.1 304-Ki91ウ 安寧-683 ○ 304-Ki91ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1273639

女性五十講 山川菊栄 東京 改造社 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁安1 589 昭和8.5.23 367-Y27-6

ウ 安寧-720 ○ 367-Y27-6
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439615

発聲満洲 群司次郎正 東京 東光書院 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁安1 590 昭和8.7.13 特500-368 安寧-736 ○ 特500-368 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138252
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五．一五事件背後の思想 伊福部隆輝 東京 明治図書出版
協会 昭和8 四六 1 50銭 禁安1 591 昭和8.10.26 特500-369 安寧-737 ○ 『目録』の版次:10版

特501-98は複本 特500-369 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702655

農村を語る 橘孝三郎 東京 建設社 昭和8 四六 1 1円 禁安1 592 昭和8.6.22 610.4-Ta13
ウ 安寧-743 ○ 610.4-Ta13

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1065874

帝国主義論 ヴァルガ監修
西雅雄訳 東京 ナウカ社 昭和8 四六 1 1円

50銭 禁安1 593 昭和8.5.10 333.9-V42
ウ なし ○ 333.9-V42

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061426

漫画漫文　のらくら上等兵 みどり山人 東京 日吉堂 昭和8 四六 1 35銭 禁安1 594 昭和8.3.31 特500-370 安寧-762 ○ 特500-370 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138224

世界各國の共産黨潰滅政策 内外社会問題調査所編 東京 同所 昭和8 四六 1 20銭 禁安1 595 昭和8.3.29 特500-371 安寧-881 ○ 特500-371 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460549

日本古代史 伊豆公夫 東京 文閣 昭和8 四六 1 80銭 禁安1 596 昭和8.12.2 210.04-I99
ウ 安寧-984 ○ 210.04-I99

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1123679

ヘーゲルと辨證法的唯物論
〔辨證法的唯物論 書〕

バムメリ等著
廣島定吉訳 東京 ナウカ社 昭和8 四六 1 1円

50銭 禁安1 597 昭和8.12.12 598-62 なし ○ 598-62 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1180847

妖魔と戰ふ
（統帥権干犯より五．一五事
件へ）

平田敏郎 神戸 征撃社 昭和8 四六 1 1円 禁安1 598 昭和8.11.8 特500-372 安寧-996 ○ 特500-372 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439852

評論集　文學のために 林房雄（後藤寿夫） 東京 ナウカ社 昭和9 四六 1 1円
30銭 禁安1 599 昭和9.2.15 904-H48ウ なし ○ 904-H48ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1126970

伊勢神宮と日本精神 一松又治 東京 一葉社 昭和9 四六 1 1円 禁安1 600 昭和9.2.5 特500-373 安寧-798 ○ 版:改訂四版 特500-373 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137229

季刊　露西亜文學研究 第1輯 早稲田大学露西亜文
学会編 東京 耕進社 昭和9 菊 1 1円

50銭 禁安1 601 昭和9.1.19 特500-374 安寧-799 ○ 特500-374 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138555

鍋島論語　葉隠全集 中村郁一編 佐賀 大坪惇信堂 昭和9 菊 1 訂五版 2円 禁安1 602 昭和9.2.5 156.4-N37
ウ 安寧-804 ○ 156.4-N37

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1039583

政黨の軍民離間運動の実證 帝国新報社思想部編 東京 同部 昭和9 四六 1 5銭 禁安1 603 昭和9.1.31 特500-375 安寧-810 ○ 特500-375 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439788

小田東の全貌 丸尾長顕 大阪 ミナト屋書店 昭和9 四六 1 1円 禁安1 604 昭和9.1.27 特500-376 安寧-814 ○ 特500-376 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137303

物質の哲學的概念 梯明秀 京都 政経書院 昭和9 菊大 1 3円 禁安1 605 昭和9.2.15 401.6-Ka24a
ウ なし ○ 401.6-Ka24a

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062976

東北遺物展覧会記念帖 同會編 仙台 同會 昭和8 和 横 1 5円 禁安1 606 昭和9.1. 特500-377 なし ○ 奥付なし
序の日付:昭和3.5 特500-377 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1682631

太平洋危機突破論 石丸藤太 東京 春秋社 昭和9 四六 1 1円
90銭 禁安1 607 昭和9.5.22 319.8-I77

ウ 安寧-926 ○ 319.8-I77
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459251

東亜の風雲と日ソ戰　一九
三六年の危機と列強の戰備 松尾矗明 東京 忠誠堂 昭和9 四六 1 1円

50銭 禁安1 608 昭和9.5.19 特500-378 安寧-927 ○ 特500-378 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439826

司法權と國民の疑惑　會頭
は何故控訴したか

〔神武会小冊　第三〕
神武會法務部編 東京 神武会出版部 昭和9 四六 1 20銭 禁安1 609 昭和9.4.5 特500-379 安寧-929 ○ 特501-369は複本 特500-379 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137672

苦境に立てるアメリカ外交
ロースロツプ・スツ
ダード著
清水博訳

東京 斯文書院 昭和9 四六 1 2円 禁安1 610 昭和9.6.13 特500-380 安寧-932 ○ 特500-380 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149874

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.17）
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五．一五事件背後の思想 伊福部隆輝 東京 明治図書出版
協会 昭和8 四六 1 50銭 禁安1 591 昭和8.10.26 特500-369 安寧-737 ○ 『目録』の版次:10版

特501-98は複本 特500-369 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702655

農村を語る 橘孝三郎 東京 建設社 昭和8 四六 1 1円 禁安1 592 昭和8.6.22 610.4-Ta13
ウ 安寧-743 ○ 610.4-Ta13

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1065874

帝国主義論 ヴァルガ監修
西雅雄訳 東京 ナウカ社 昭和8 四六 1 1円

50銭 禁安1 593 昭和8.5.10 333.9-V42
ウ なし ○ 333.9-V42

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061426

漫画漫文　のらくら上等兵 みどり山人 東京 日吉堂 昭和8 四六 1 35銭 禁安1 594 昭和8.3.31 特500-370 安寧-762 ○ 特500-370 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138224

世界各國の共産黨潰滅政策 内外社会問題調査所編 東京 同所 昭和8 四六 1 20銭 禁安1 595 昭和8.3.29 特500-371 安寧-881 ○ 特500-371 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460549

日本古代史 伊豆公夫 東京 文閣 昭和8 四六 1 80銭 禁安1 596 昭和8.12.2 210.04-I99
ウ 安寧-984 ○ 210.04-I99

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1123679

ヘーゲルと辨證法的唯物論
〔辨證法的唯物論 書〕

バムメリ等著
廣島定吉訳 東京 ナウカ社 昭和8 四六 1 1円

50銭 禁安1 597 昭和8.12.12 598-62 なし ○ 598-62 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1180847

妖魔と戰ふ
（統帥権干犯より五．一五事
件へ）

平田敏郎 神戸 征撃社 昭和8 四六 1 1円 禁安1 598 昭和8.11.8 特500-372 安寧-996 ○ 特500-372 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439852

評論集　文學のために 林房雄（後藤寿夫） 東京 ナウカ社 昭和9 四六 1 1円
30銭 禁安1 599 昭和9.2.15 904-H48ウ なし ○ 904-H48ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1126970

伊勢神宮と日本精神 一松又治 東京 一葉社 昭和9 四六 1 1円 禁安1 600 昭和9.2.5 特500-373 安寧-798 ○ 版:改訂四版 特500-373 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137229

季刊　露西亜文學研究 第1輯 早稲田大学露西亜文
学会編 東京 耕進社 昭和9 菊 1 1円

50銭 禁安1 601 昭和9.1.19 特500-374 安寧-799 ○ 特500-374 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138555

鍋島論語　葉隠全集 中村郁一編 佐賀 大坪惇信堂 昭和9 菊 1 訂五版 2円 禁安1 602 昭和9.2.5 156.4-N37
ウ 安寧-804 ○ 156.4-N37

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1039583

政黨の軍民離間運動の実證 帝国新報社思想部編 東京 同部 昭和9 四六 1 5銭 禁安1 603 昭和9.1.31 特500-375 安寧-810 ○ 特500-375 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439788

小田東の全貌 丸尾長顕 大阪 ミナト屋書店 昭和9 四六 1 1円 禁安1 604 昭和9.1.27 特500-376 安寧-814 ○ 特500-376 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137303

物質の哲學的概念 梯明秀 京都 政経書院 昭和9 菊大 1 3円 禁安1 605 昭和9.2.15 401.6-Ka24a
ウ なし ○ 401.6-Ka24a

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062976

東北遺物展覧会記念帖 同會編 仙台 同會 昭和8 和 横 1 5円 禁安1 606 昭和9.1. 特500-377 なし ○ 奥付なし
序の日付:昭和3.5 特500-377 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1682631

太平洋危機突破論 石丸藤太 東京 春秋社 昭和9 四六 1 1円
90銭 禁安1 607 昭和9.5.22 319.8-I77

ウ 安寧-926 ○ 319.8-I77
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459251

東亜の風雲と日ソ戰　一九
三六年の危機と列強の戰備 松尾矗明 東京 忠誠堂 昭和9 四六 1 1円

50銭 禁安1 608 昭和9.5.19 特500-378 安寧-927 ○ 特500-378 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439826

司法權と國民の疑惑　會頭
は何故控訴したか

〔神武会小冊　第三〕
神武會法務部編 東京 神武会出版部 昭和9 四六 1 20銭 禁安1 609 昭和9.4.5 特500-379 安寧-929 ○ 特501-369は複本 特500-379 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137672

苦境に立てるアメリカ外交
ロースロツプ・スツ
ダード著
清水博訳

東京 斯文書院 昭和9 四六 1 2円 禁安1 610 昭和9.6.13 特500-380 安寧-932 ○ 特500-380 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149874
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南洋大観 山田毅一 東京 平凡社 昭和9 四六 1 2円
30銭 禁安1 611 昭和9.5.22 292.3-Y19-2

ウ 安寧-933 ○ 292.3-Y19-2
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044092

國民政治のために戰ふ 野依秀市 東京 秀文閣 昭和9 四六 1 1円
20銭 禁安1 612 昭和9.6.14 310.4-N97-2

ウ なし ○ 310.4-N97-2
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044799

満洲國法權問題の考察 岸田英治 東京 斯文書院 昭和9 四六 1 1円 禁安1 613 昭和9.5.4 329.16-Ki57
ウ 安寧-935 ○ 329.16-Ki57

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1273786

戰争の危機と皇道日本の建設 吉田勝次郎 札幌 吉田堅治 昭和9 四六 1 40銭 禁安1 614 昭和9.6.14 特500-381 安寧-936 ○ 特500-381 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137898

非常時に躍る軍部の人物展望 松下芳男 東京 大道書院 昭和9 四六 1 1円
20銭 禁安1 615 昭和9.4.24 特500-382 安寧-939 ○ 特500-382 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702581

トルストイ研究 米川正史､ 熊沢復六
訳編 東京 隆章閣 昭和9 四六 1 2円

30銭 禁安1 616 昭和9.5.29 980.28-
Ku36ウ 安寧-940 ○ 980.28-

Ku36ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1132806

平賀源内全集　下 平賀源内先生顕彰会編 東京 同會 昭和9 菊 1 3円
50銭 禁安1 617 昭和9.7.24 610-175ロ 安寧-944 ○ 資料貼付ID:

1200501927054 610-175

新生を歩む内蒙古　内蒙自
治は斯うして確立した!!

〔善隣 書　第三〕
善隣協会編 東京 同會 昭和9 四六 1 20銭 禁安1 618 昭和9.6.18 特500-383 安寧-946 ○ 特500-383 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702583

佛教より観たる時事問題 野依秀市 東京 秀文閣 昭和9 四六 1 1円
20銭 禁安1 619 昭和9.4.20 特500-384 安寧-947 ○ 禁安1-614の記入あり 特500-384 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138331

石川啄木の研究 遠地輝武 東京 改造社 昭和9 四六 1 1円
80銭 禁安1 620 昭和9.7.19 910.28-O65

ウ なし ○ 910.28-O65
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1069359

東亜の風雲と日ソ戰 松尾矗明 東京 忠誠堂 昭和9 四六 1 訂 1円
50銭 禁安1 621 昭和9.7.25 特500-385 安寧-949 ○ 特500-385 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439824

改訂増補　神道の宗教学的
新研究 加藤玄智 東京 甲文堂 昭和9 四六 1 2円

90銭 禁安1 622 昭和9.6.30 170-Ka86
ウ なし ○ 170-Ka86

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1040078

鉄柵の歌 佐野欽一､ 和沢昌治 金澤 詩歌思潮社 昭和9 四六 1 謄写版 15銭 禁安1 623 昭和9.10.15 特500-386 安寧-951 ○ 特500-386 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138017

危機外交秘密史 伊東鋭太郎 東京 日本公論社 昭和9 四六 1 1円
60銭 禁安1 624 昭和9.10.19 319-I89ウ 安寧-952 ○ 319-I89ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267375

満洲産業建設學徒研究團報告
第3篇 政治経済論集 同團編 東京 同團 昭和9 菊大 1 1円

50銭 禁安1 625 昭和9.9.15 640-246イ 安寧-953 ○ 資料貼付ID:
1200700088156 640-246

太平洋軍備大写眞帖 帝国軍備研究会編 東京 同會 昭和9 和 横 1 1円
50銭 禁安1 626 昭和9.10.26 特500-387 安寧-954 ○ 特500-387 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702584

全訳　日本政記論文詳解 市村省三 東京 大修館 昭和9 特小 1 1円 禁安1 627 昭和9.10.10 特500-388 安寧-957 ○ 特500-388 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138159

皇道講話 今泉定助 東京 山洲堂 昭和9 四六 1 1円 禁安1 628 昭和9.11.13 特500-389 安寧-959 ○ 特500-389 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702585

経済自治 千頭亨 髙知 同人 昭和9 四六 1 50銭 禁安1 629 昭和9.10.24 特500-390 安寧-960 ○ 『目録』の著者:千頭帆
南（亨）述 特500-390 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276821

日本産業戰略 清水芳太郎 東京 千倉書房 昭和9 四六 1 1円
50銭 禁安1 630 昭和9.11.1 509.1-Sh49

ウ なし ○ 509.1-Sh49
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1058338

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.17）
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南洋大観 山田毅一 東京 平凡社 昭和9 四六 1 2円
30銭 禁安1 611 昭和9.5.22 292.3-Y19-2

ウ 安寧-933 ○ 292.3-Y19-2
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044092

國民政治のために戰ふ 野依秀市 東京 秀文閣 昭和9 四六 1 1円
20銭 禁安1 612 昭和9.6.14 310.4-N97-2

ウ なし ○ 310.4-N97-2
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044799

満洲國法權問題の考察 岸田英治 東京 斯文書院 昭和9 四六 1 1円 禁安1 613 昭和9.5.4 329.16-Ki57
ウ 安寧-935 ○ 329.16-Ki57

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1273786

戰争の危機と皇道日本の建設 吉田勝次郎 札幌 吉田堅治 昭和9 四六 1 40銭 禁安1 614 昭和9.6.14 特500-381 安寧-936 ○ 特500-381 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137898

非常時に躍る軍部の人物展望 松下芳男 東京 大道書院 昭和9 四六 1 1円
20銭 禁安1 615 昭和9.4.24 特500-382 安寧-939 ○ 特500-382 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702581

トルストイ研究 米川正史､ 熊沢復六
訳編 東京 隆章閣 昭和9 四六 1 2円

30銭 禁安1 616 昭和9.5.29 980.28-
Ku36ウ 安寧-940 ○ 980.28-

Ku36ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1132806

平賀源内全集　下 平賀源内先生顕彰会編 東京 同會 昭和9 菊 1 3円
50銭 禁安1 617 昭和9.7.24 610-175ロ 安寧-944 ○ 資料貼付ID:

1200501927054 610-175

新生を歩む内蒙古　内蒙自
治は斯うして確立した!!

〔善隣 書　第三〕
善隣協会編 東京 同會 昭和9 四六 1 20銭 禁安1 618 昭和9.6.18 特500-383 安寧-946 ○ 特500-383 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702583

佛教より観たる時事問題 野依秀市 東京 秀文閣 昭和9 四六 1 1円
20銭 禁安1 619 昭和9.4.20 特500-384 安寧-947 ○ 禁安1-614の記入あり 特500-384 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138331

石川啄木の研究 遠地輝武 東京 改造社 昭和9 四六 1 1円
80銭 禁安1 620 昭和9.7.19 910.28-O65

ウ なし ○ 910.28-O65
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1069359

東亜の風雲と日ソ戰 松尾矗明 東京 忠誠堂 昭和9 四六 1 訂 1円
50銭 禁安1 621 昭和9.7.25 特500-385 安寧-949 ○ 特500-385 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439824

改訂増補　神道の宗教学的
新研究 加藤玄智 東京 甲文堂 昭和9 四六 1 2円

90銭 禁安1 622 昭和9.6.30 170-Ka86
ウ なし ○ 170-Ka86

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1040078

鉄柵の歌 佐野欽一､ 和沢昌治 金澤 詩歌思潮社 昭和9 四六 1 謄写版 15銭 禁安1 623 昭和9.10.15 特500-386 安寧-951 ○ 特500-386 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138017

危機外交秘密史 伊東鋭太郎 東京 日本公論社 昭和9 四六 1 1円
60銭 禁安1 624 昭和9.10.19 319-I89ウ 安寧-952 ○ 319-I89ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267375

満洲産業建設學徒研究團報告
第3篇 政治経済論集 同團編 東京 同團 昭和9 菊大 1 1円

50銭 禁安1 625 昭和9.9.15 640-246イ 安寧-953 ○ 資料貼付ID:
1200700088156 640-246

太平洋軍備大写眞帖 帝国軍備研究会編 東京 同會 昭和9 和 横 1 1円
50銭 禁安1 626 昭和9.10.26 特500-387 安寧-954 ○ 特500-387 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702584

全訳　日本政記論文詳解 市村省三 東京 大修館 昭和9 特小 1 1円 禁安1 627 昭和9.10.10 特500-388 安寧-957 ○ 特500-388 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138159

皇道講話 今泉定助 東京 山洲堂 昭和9 四六 1 1円 禁安1 628 昭和9.11.13 特500-389 安寧-959 ○ 特500-389 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702585

経済自治 千頭亨 髙知 同人 昭和9 四六 1 50銭 禁安1 629 昭和9.10.24 特500-390 安寧-960 ○ 『目録』の著者:千頭帆
南（亨）述 特500-390 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276821

日本産業戰略 清水芳太郎 東京 千倉書房 昭和9 四六 1 1円
50銭 禁安1 630 昭和9.11.1 509.1-Sh49

ウ なし ○ 509.1-Sh49
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1058338
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日本精神に生よ 井上日召著
奥山八郎等編 東京 改造社 昭和9 四六 1 1円 禁安1 631 昭和9.10.9 特500-391 安寧-962 ○ 特500-391 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138158

日本と次の大戰争 阪井徳三郎訳編 東京 時局新聞社 昭和9 四六 1 20銭 禁安1 632 昭和9.11.1 特500-392 安寧-963 × 特500-392 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137879

白い戰線 川崎久敏訳編 東京 川崎久敏 昭和9 四六 1 95銭 禁安1 633 昭和9.8.23 特500-393 安寧-964 ○ 特500-393 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137739

軍縮會議と軍部強硬の眞相 原田為五郎 東京 日東書院 昭和9 四六 1 80銭 禁安1 634 昭和9.10.16 特500-394 安寧-965 ○ 特500-394 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137419

純正國体論
〔郷統社パンフレット　第一輯〕郷統社編 東京 同社 昭和9 菊 1 10銭 禁安1 635 昭和9.10.19 特500-395 安寧-966 ○ 特500-395 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137702

小説　日米若し戰はば 斎藤建一編 東京 同人 昭和9 四六 1 30銭 禁安1 636 昭和9.9.18 特500-396 安寧-967 ○ 特500-396 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138116

米國政治経済研究 田畑為彦 東京 立命館出版部 昭和9 菊 1 3円
20銭 禁安1 637 昭和9.10.12 312.53-Ta11

ウ 安寧-968 ○ 312.53-Ta11
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1273681

一九三六・アメリカはどう
なる? 世界時事問題調査会編 東京 日本公論社 昭和9 四六 1 1円

50銭 禁安1 638 昭和9.3.28 392.53-Se22
ウ なし ○ 392.53-Se22

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062807

日本歴史大觀 里見岸雄監修
里見研究所編 京都 同出版所 昭和9 菊 1 30銭 禁安1 639 昭和9.7.27 特500-397 安寧-971 ○ 特500-397 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138179

日清戰争　その政治的､ 外
交的観察 信夫清三郎 東京 福田書房 昭和9 菊 1 3円 禁安1 640 昭和9.10.23 210.65-SH65

ウ 安寧-972 ○ 210.65-Sh65
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041933

Kokusai Kyokai,Comp
Kodo-no-Nippon　Being a 
vindication of Nipponism,
Tokyo,Kokusai Kyokai,1934 

234p. 23cm illus 1 1円
50銭 禁安1 641 昭和9.10.30 特500-398 安寧-973 ○ 特500-398 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138589

リンチ事件以来の赤化運動
情勢　上

〔産業労働資料　第6〕
京浜産業労働調査会編 川崎 同會 昭和9 菊 1 80銭 禁安1 642 昭和9.8.27 特500-399 安寧-974 ○ 版:謄写版 特500-399 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439840

辨證法的唯物論

シーチン監修
コムアカデミア哲學
研究所編
廣島定吉訳

東京 ナウカ社 昭和9 菊 1 2円 禁安1 643 昭和9.9.21 687-71 安寧-975 ○ 629-25ロ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1216583

小學年鑑　昭和十年 小學館編 東京 同館 昭和9 四六 1 60銭 禁安1 644 昭和9.11.26 特500-400 安寧-976 ○ 移管印なし 特500-400 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137721

詩集　[廃]園の血脈 定村比呂志 東京 詩の仲間社 昭和9 四六 1 80銭 禁安1 645 昭和9.3.17 特500-401 安寧-977 ○ 特500-401 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138229

かむながら医學　巻二 三浦大 埼玉縣
羽生町 心王教本院 昭和9 四六 1 60銭 禁安1 646 昭和9.10.31 特500-402 安寧-978 ○ 特500-402 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137352

世界地圖第百版 武藤貞一 東京 新政社 昭和9 四六 1 1円 禁安1 647 昭和9.12.8 304-Mu93
ウ 安寧-979 ○ 304-Mu93

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267225

元老､ 重臣､ 官僚､ 族 野依秀市 東京 秀文閣 昭和9 四六 1 70銭 禁安1 648 昭和9.11.27 特500-403 安寧-981 ○ 特500-403 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137454

新聞　政治､ 外交面の讀み方
（政治外交記事の基礎知識） 小川節 東京 栗田書店 昭和9 四六 1 2円 禁安1 649 昭和9.12.1 × 不明

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.17）
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日本精神に生よ 井上日召著
奥山八郎等編 東京 改造社 昭和9 四六 1 1円 禁安1 631 昭和9.10.9 特500-391 安寧-962 ○ 特500-391 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138158

日本と次の大戰争 阪井徳三郎訳編 東京 時局新聞社 昭和9 四六 1 20銭 禁安1 632 昭和9.11.1 特500-392 安寧-963 × 特500-392 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137879

白い戰線 川崎久敏訳編 東京 川崎久敏 昭和9 四六 1 95銭 禁安1 633 昭和9.8.23 特500-393 安寧-964 ○ 特500-393 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137739

軍縮會議と軍部強硬の眞相 原田為五郎 東京 日東書院 昭和9 四六 1 80銭 禁安1 634 昭和9.10.16 特500-394 安寧-965 ○ 特500-394 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137419

純正國体論
〔郷統社パンフレット　第一輯〕郷統社編 東京 同社 昭和9 菊 1 10銭 禁安1 635 昭和9.10.19 特500-395 安寧-966 ○ 特500-395 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137702

小説　日米若し戰はば 斎藤建一編 東京 同人 昭和9 四六 1 30銭 禁安1 636 昭和9.9.18 特500-396 安寧-967 ○ 特500-396 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138116

米國政治経済研究 田畑為彦 東京 立命館出版部 昭和9 菊 1 3円
20銭 禁安1 637 昭和9.10.12 312.53-Ta11

ウ 安寧-968 ○ 312.53-Ta11
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1273681

一九三六・アメリカはどう
なる? 世界時事問題調査会編 東京 日本公論社 昭和9 四六 1 1円

50銭 禁安1 638 昭和9.3.28 392.53-Se22
ウ なし ○ 392.53-Se22

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062807

日本歴史大觀 里見岸雄監修
里見研究所編 京都 同出版所 昭和9 菊 1 30銭 禁安1 639 昭和9.7.27 特500-397 安寧-971 ○ 特500-397 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138179

日清戰争　その政治的､ 外
交的観察 信夫清三郎 東京 福田書房 昭和9 菊 1 3円 禁安1 640 昭和9.10.23 210.65-SH65

ウ 安寧-972 ○ 210.65-Sh65
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041933

Kokusai Kyokai,Comp
Kodo-no-Nippon　Being a 
vindication of Nipponism,
Tokyo,Kokusai Kyokai,1934 

234p. 23cm illus 1 1円
50銭 禁安1 641 昭和9.10.30 特500-398 安寧-973 ○ 特500-398 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138589

リンチ事件以来の赤化運動
情勢　上

〔産業労働資料　第6〕
京浜産業労働調査会編 川崎 同會 昭和9 菊 1 80銭 禁安1 642 昭和9.8.27 特500-399 安寧-974 ○ 版:謄写版 特500-399 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439840

辨證法的唯物論

シーチン監修
コムアカデミア哲學
研究所編
廣島定吉訳

東京 ナウカ社 昭和9 菊 1 2円 禁安1 643 昭和9.9.21 687-71 安寧-975 ○ 629-25ロ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1216583

小學年鑑　昭和十年 小學館編 東京 同館 昭和9 四六 1 60銭 禁安1 644 昭和9.11.26 特500-400 安寧-976 ○ 移管印なし 特500-400 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137721

詩集　[廃]園の血脈 定村比呂志 東京 詩の仲間社 昭和9 四六 1 80銭 禁安1 645 昭和9.3.17 特500-401 安寧-977 ○ 特500-401 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138229

かむながら医學　巻二 三浦大 埼玉縣
羽生町 心王教本院 昭和9 四六 1 60銭 禁安1 646 昭和9.10.31 特500-402 安寧-978 ○ 特500-402 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137352

世界地圖第百版 武藤貞一 東京 新政社 昭和9 四六 1 1円 禁安1 647 昭和9.12.8 304-Mu93
ウ 安寧-979 ○ 304-Mu93

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267225

元老､ 重臣､ 官僚､ 族 野依秀市 東京 秀文閣 昭和9 四六 1 70銭 禁安1 648 昭和9.11.27 特500-403 安寧-981 ○ 特500-403 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137454

新聞　政治､ 外交面の讀み方
（政治外交記事の基礎知識） 小川節 東京 栗田書店 昭和9 四六 1 2円 禁安1 649 昭和9.12.1 × 不明
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東京 同人社 昭和9 四六 1 1円 禁安1 650 昭和9.3.6 特500-404 安寧-987 ○ 特500-404 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149868

人類社會発達史概要　上 ヴィット､ フォーゲル著
水野力等訳 東京 大畑書店 昭和9 四六 1 1円

60銭 禁安1 651 昭和9.6.18 362-W79ウ なし ○ 362-W79ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061878

請願隊は如何に鬪つたか? 小山荊冠 浜松 全国水平社静
岡聯合会 昭和9 四六 1 30銭 禁安1 652 昭和9.3.14 特500-405 安寧-990 ○ 特501-780は複本 特500-405 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137840

日本プロレタリア文學運動
方向轉換のために

〔ナルプパンフレット　第一輯〕

鹿地亘著
ナルプ常任中央委員会編 東京 ナルプ出版部 昭和9 四六 1 25銭 禁安1 653 昭和9.2.3 特500-406 安寧-993 ○ 特500-406 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138173

労働組合の話
〔教育パンフレット〕

東京市従業員組合本
部編 東京 同部 昭和9 四六 1 謄写版 5銭 禁安1 654 昭和9.1.17 特500-407 安寧-9●● ○ 特500-407 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460632

インタアナショナルの政策 バクニン著
延島英一訳 東京 黒旗社 昭和9 四六 1 謄写版 5銭 禁安1 655 昭和9.2.13 特500-408 ●-●●● ○ 特500-408 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149864

文明の髙士 石坂養平著 東京 清和書房 昭和9 四六 1 1円
60銭 禁安1 656 昭和9.11.21 041-I84ウ 安寧-998 ○ 041-I84ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1123142

國防論 崎浜秀和 那覇 超越 昭和9 菊 1 30銭 禁安1 657 昭和9.8.17 特500-409 安寧-1020 ○ 特500-409 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1085663

日本歴史

コンラード等著
ソヴェート中央委員
会編
早川二郎訳

東京 白揚社 昭和9 四六 1 50銭 禁安1 658 昭和9.1.30 特500-410 安寧-1043 ○ 特500-410 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149867

詩集　松ケ鼻渡しを渡る 田木繁 大阪
日本プロレタリ
ア作家同盟関西
地方委員会

昭和9 四六 1 15銭 禁安1 659 昭和9.2.5 特500-411 安寧-1044 ○ 特500-411 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138399

御國教 上巻 御国教本部編 和歌山縣
田辺町 同部 昭和9 菊 1 謄写版 35銭 禁安1 660 昭和9.1.31 特500-412 安寧-1045 ○ 特500-412 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138423

御國教 中巻 御國教本部編 和歌山縣
田辺町 同部 昭和9 菊 1 40銭 禁安1 661 昭和9.2.16 特500-412 安寧-1046 ○ 版:謄写版 特500-412 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138425

賊は尊氏一人か　奸賊徳川
光圀を撃て

勝本秀之助､ 井上五
郎著 東京 日本不二通信社 昭和9 四六 1 20銭 禁安1 662 昭和9.3.7 特500-413 安寧-1047 ○ 特500-413 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137928

棟梁皇祖皇大神宮御宝の由来 青森縣
黒石町 木村哲郎 昭和9 四六 1 5銭 禁安1 663 昭和9.3.1 特500-414 安寧-1048 ○ 特501-839は複本 特500-414 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138066

佛の道 中本誓完 廣島 同人 昭和9 菊 1 5銭 禁安1 664 昭和9.3.30 特500-415 安寧-1049 ○ 特500-415 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138391

協働と連帯 木下茂訳 東京 自由聯合新聞社 昭和9 四六 1 15銭 禁安1 665 昭和9.3.2 特500-416 安寧-1050 ○ 特500-416 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149865

反マルクス論　下
〔「世界大思想全集　第88」〕

カール．ムース著
草間平作訳 東京 春秋社 昭和9 四六 1 1円 禁安1 666 昭和9.3.5 545-59 安寧-1051 ○ 545-59 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1180528

全國水平社大會詳報　第12回 大月社会問題調査所編 大阪 同所 昭和9 菊 1 25銭 禁安1 667 昭和9.4.21 特500-417 安寧-1053か? ○ 特500-417 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460557

神か人か　生殺自在､ 忠孝教
神崇祖之神様　嗚呼．神秘 長橋靖彦編 金沢 [コウ]本神道会 昭和9 四六 1 20銭 禁安1 668 昭和9.7.4 特500-418 安寧-1065 ○ 訂正版 特500-418 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1682626

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.17）
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東京 同人社 昭和9 四六 1 1円 禁安1 650 昭和9.3.6 特500-404 安寧-987 ○ 特500-404 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149868

人類社會発達史概要　上 ヴィット､ フォーゲル著
水野力等訳 東京 大畑書店 昭和9 四六 1 1円

60銭 禁安1 651 昭和9.6.18 362-W79ウ なし ○ 362-W79ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061878

請願隊は如何に鬪つたか? 小山荊冠 浜松 全国水平社静
岡聯合会 昭和9 四六 1 30銭 禁安1 652 昭和9.3.14 特500-405 安寧-990 ○ 特501-780は複本 特500-405 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137840

日本プロレタリア文學運動
方向轉換のために

〔ナルプパンフレット　第一輯〕

鹿地亘著
ナルプ常任中央委員会編 東京 ナルプ出版部 昭和9 四六 1 25銭 禁安1 653 昭和9.2.3 特500-406 安寧-993 ○ 特500-406 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138173

労働組合の話
〔教育パンフレット〕

東京市従業員組合本
部編 東京 同部 昭和9 四六 1 謄写版 5銭 禁安1 654 昭和9.1.17 特500-407 安寧-9●● ○ 特500-407 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460632

インタアナショナルの政策 バクニン著
延島英一訳 東京 黒旗社 昭和9 四六 1 謄写版 5銭 禁安1 655 昭和9.2.13 特500-408 ●-●●● ○ 特500-408 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149864

文明の髙士 石坂養平著 東京 清和書房 昭和9 四六 1 1円
60銭 禁安1 656 昭和9.11.21 041-I84ウ 安寧-998 ○ 041-I84ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1123142

國防論 崎浜秀和 那覇 超越 昭和9 菊 1 30銭 禁安1 657 昭和9.8.17 特500-409 安寧-1020 ○ 特500-409 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1085663

日本歴史

コンラード等著
ソヴェート中央委員
会編
早川二郎訳

東京 白揚社 昭和9 四六 1 50銭 禁安1 658 昭和9.1.30 特500-410 安寧-1043 ○ 特500-410 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149867

詩集　松ケ鼻渡しを渡る 田木繁 大阪
日本プロレタリ
ア作家同盟関西
地方委員会

昭和9 四六 1 15銭 禁安1 659 昭和9.2.5 特500-411 安寧-1044 ○ 特500-411 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138399

御國教 上巻 御国教本部編 和歌山縣
田辺町 同部 昭和9 菊 1 謄写版 35銭 禁安1 660 昭和9.1.31 特500-412 安寧-1045 ○ 特500-412 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138423

御國教 中巻 御國教本部編 和歌山縣
田辺町 同部 昭和9 菊 1 40銭 禁安1 661 昭和9.2.16 特500-412 安寧-1046 ○ 版:謄写版 特500-412 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138425

賊は尊氏一人か　奸賊徳川
光圀を撃て

勝本秀之助､ 井上五
郎著 東京 日本不二通信社 昭和9 四六 1 20銭 禁安1 662 昭和9.3.7 特500-413 安寧-1047 ○ 特500-413 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137928

棟梁皇祖皇大神宮御宝の由来 青森縣
黒石町 木村哲郎 昭和9 四六 1 5銭 禁安1 663 昭和9.3.1 特500-414 安寧-1048 ○ 特501-839は複本 特500-414 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138066

佛の道 中本誓完 廣島 同人 昭和9 菊 1 5銭 禁安1 664 昭和9.3.30 特500-415 安寧-1049 ○ 特500-415 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138391

協働と連帯 木下茂訳 東京 自由聯合新聞社 昭和9 四六 1 15銭 禁安1 665 昭和9.3.2 特500-416 安寧-1050 ○ 特500-416 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149865

反マルクス論　下
〔「世界大思想全集　第88」〕

カール．ムース著
草間平作訳 東京 春秋社 昭和9 四六 1 1円 禁安1 666 昭和9.3.5 545-59 安寧-1051 ○ 545-59 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1180528

全國水平社大會詳報　第12回 大月社会問題調査所編 大阪 同所 昭和9 菊 1 25銭 禁安1 667 昭和9.4.21 特500-417 安寧-1053か? ○ 特500-417 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460557

神か人か　生殺自在､ 忠孝教
神崇祖之神様　嗚呼．神秘 長橋靖彦編 金沢 [コウ]本神道会 昭和9 四六 1 20銭 禁安1 668 昭和9.7.4 特500-418 安寧-1065 ○ 訂正版 特500-418 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1682626
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危機将に迫る!　岡田内閣の
正体を見よ 江藤源九郎著 東京 政治批判社 昭和9 四六 1 10銭 禁安1 669 昭和9.9.12 特500-419 安寧-1069 ○ 特500-419 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460489

一九三五､ 六年の嵐を前に　
狂彈何をか撃つ 後藤蒼洋 東京 支那事情研究会 昭和9 四六 1 1円

20銭 禁安1 670 昭和9.9.26 310.4-G72
ウ 安寧-1075 ○ 310.4-G72

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459090

暁闇を衝いて 前田芳蔵 東京 昭和義塾 昭和9 四六 1 50銭 禁安1 671 昭和9.10.1 特500-420 安寧-1078 ○ 特500-420 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439756

府條約[癈]棄と日本の危機 菅谷英世 東京 東京毎夕新聞社 昭和9 四六 1 10銭 禁安1 672 昭和9.10.11 特500-421 安寧-1079 ○ 特501-330は複本 特500-421 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460487

極東問題
〔太平洋問題資料　12〕

ジョーヂ．H．ブ
レークスリー著
太平洋問題調査会訳 

東京 太平洋問題調
査会 昭和9 菊 1 30銭 禁安1 673 昭和9.11.21 781-175 安寧-1088 ○ 625-286 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1173076

中國に於ける左翼戰線の現況 労働資料社国際部編 大阪 同社 昭和9 菊 1 謄写版 30銭 禁安1 674 昭和9.11.21 特500-422 安寧-1089 ○ 特501-562は複本 特500-422 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460572

今議會を轉機とする政局の
動向を探る 政治外交調査會編 東京 東京パンフレッ 

ト社 昭和10 四六 1 10銭 禁安1 675 昭和9.1.21 特500-423 安寧-1108 ○
禁止年は昭和10.1.21の
誤記入？
特501-366は複本

特500-423 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267607

藝術写真､ 商業写真､ 新聞写真
〔最新写眞科学大系〕 新光社編輯部編 東京 新光社 昭和10 菊 1 1円 禁安1 676 昭和10.2.8 615-49 なし ○ 615-49 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1173059

赤外線写眞
〔最新写眞科学大系〕 新光社編輯部編 東京 新光社 昭和10 菊 1 1円 禁安1 677 昭和10.2.8 615-49 なし × 615-49 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1173068

最近に於ける農民各層の動き
（混乱期の農村政治運動） 大月社会問題調査所編 大阪 同所 昭和10 菊 1 10銭 禁安1 678 昭和10.2.13 特500-424 安寧-1127 ○ 版:謄写版 特500-424 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137598

列強對満工作史　下 ヴエ､ アヴアリン著
ロシヤ問題研究所訳 東京 ナウカ社 昭和10 菊 1 2円 禁安1 679 昭和10.2.13 678-33イ 安寧-1129 ○ 678-33イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1237918

弘法大師傳全集　第9巻 長谷[寶]秀編 京都 六大新報社 昭和10 和 中 1 1円
50銭 禁安1 680 昭和10.3.1 215-325イ 安寧-1132 ○

ローカル請求記号:215-326イ
資料貼付ID:
1200901469803

215-325 なし

戯曲　聖徳太子 水戸愛川 東京 佛教年鑑社 昭和10 四六 1 1円
20銭 禁安1 681 昭和10.3.7 912.6-Mi62

ウ 安寧-1133 ○ 912.6-Mi62
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1129417

人生の目的 帆足理一郎 東京 新生堂 昭和10 四六 1 1円
50銭 禁安1 682 昭和10.3.26 159-H81-2

ロウ 安寧-1143 ○ 159-H81-2
ロウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1039646

射山居士　聞居聞語 小川平吉（射山）著
小松光男編 東京 日本新聞社 昭和10 菊 1 50銭 禁安1 683 昭和10.3.26 049-O24ウ 安寧-1144 × 049-O24ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1123434

満州国皇帝　満蒙太平記 米田 舡 東京 日本書院 昭和10 四六 1 1円
50銭 禁安1 684 昭和10.4.11 特500-425 安寧-1148 ○ 特500-425 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138433

桑原武遺稿集 桑原武著　柴田賢一編 東京 同集出版発起
人會 昭和10 菊 1 1円 禁安1 685 昭和10.5.21 918.6-Ku95 安寧-1164 ○ 918.6-Ku95

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1123563

護れ祖國の生命線 春口輝大 鹿児島 皇道義盟團本部 昭和10 四六 1 20銭 禁安1 686 昭和10.5.24 特500-426 安寧-1167 ○ 特500-426 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138405

ピラミツドの正体 モルトン､ エドガア著
酒井勝軍訳編 東京 吉川弘文館 昭和10 四六 1 1円 禁安1 687 昭和10.5.24 特500-427 安寧-1168 ○ 特500-427 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149872

飯の社會學 吉方一廣 東京 日本公論社 昭和10 四六 1 1円
50銭 禁安1 688 昭和10.5.24 特500-428 安寧-1170 ○ 特500-428 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267643

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.17）
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危機将に迫る!　岡田内閣の
正体を見よ 江藤源九郎著 東京 政治批判社 昭和9 四六 1 10銭 禁安1 669 昭和9.9.12 特500-419 安寧-1069 ○ 特500-419 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460489

一九三五､ 六年の嵐を前に　
狂彈何をか撃つ 後藤蒼洋 東京 支那事情研究会 昭和9 四六 1 1円

20銭 禁安1 670 昭和9.9.26 310.4-G72
ウ 安寧-1075 ○ 310.4-G72

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459090

暁闇を衝いて 前田芳蔵 東京 昭和義塾 昭和9 四六 1 50銭 禁安1 671 昭和9.10.1 特500-420 安寧-1078 ○ 特500-420 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439756

府條約[癈]棄と日本の危機 菅谷英世 東京 東京毎夕新聞社 昭和9 四六 1 10銭 禁安1 672 昭和9.10.11 特500-421 安寧-1079 ○ 特501-330は複本 特500-421 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460487

極東問題
〔太平洋問題資料　12〕

ジョーヂ．H．ブ
レークスリー著
太平洋問題調査会訳 

東京 太平洋問題調
査会 昭和9 菊 1 30銭 禁安1 673 昭和9.11.21 781-175 安寧-1088 ○ 625-286 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1173076

中國に於ける左翼戰線の現況 労働資料社国際部編 大阪 同社 昭和9 菊 1 謄写版 30銭 禁安1 674 昭和9.11.21 特500-422 安寧-1089 ○ 特501-562は複本 特500-422 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460572

今議會を轉機とする政局の
動向を探る 政治外交調査會編 東京 東京パンフレッ 

ト社 昭和10 四六 1 10銭 禁安1 675 昭和9.1.21 特500-423 安寧-1108 ○
禁止年は昭和10.1.21の
誤記入？
特501-366は複本

特500-423 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267607

藝術写真､ 商業写真､ 新聞写真
〔最新写眞科学大系〕 新光社編輯部編 東京 新光社 昭和10 菊 1 1円 禁安1 676 昭和10.2.8 615-49 なし ○ 615-49 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1173059

赤外線写眞
〔最新写眞科学大系〕 新光社編輯部編 東京 新光社 昭和10 菊 1 1円 禁安1 677 昭和10.2.8 615-49 なし × 615-49 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1173068

最近に於ける農民各層の動き
（混乱期の農村政治運動） 大月社会問題調査所編 大阪 同所 昭和10 菊 1 10銭 禁安1 678 昭和10.2.13 特500-424 安寧-1127 ○ 版:謄写版 特500-424 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137598

列強對満工作史　下 ヴエ､ アヴアリン著
ロシヤ問題研究所訳 東京 ナウカ社 昭和10 菊 1 2円 禁安1 679 昭和10.2.13 678-33イ 安寧-1129 ○ 678-33イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1237918

弘法大師傳全集　第9巻 長谷[寶]秀編 京都 六大新報社 昭和10 和 中 1 1円
50銭 禁安1 680 昭和10.3.1 215-325イ 安寧-1132 ○

ローカル請求記号:215-326イ
資料貼付ID:
1200901469803

215-325 なし

戯曲　聖徳太子 水戸愛川 東京 佛教年鑑社 昭和10 四六 1 1円
20銭 禁安1 681 昭和10.3.7 912.6-Mi62

ウ 安寧-1133 ○ 912.6-Mi62
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1129417

人生の目的 帆足理一郎 東京 新生堂 昭和10 四六 1 1円
50銭 禁安1 682 昭和10.3.26 159-H81-2

ロウ 安寧-1143 ○ 159-H81-2
ロウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1039646

射山居士　聞居聞語 小川平吉（射山）著
小松光男編 東京 日本新聞社 昭和10 菊 1 50銭 禁安1 683 昭和10.3.26 049-O24ウ 安寧-1144 × 049-O24ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1123434

満州国皇帝　満蒙太平記 米田 舡 東京 日本書院 昭和10 四六 1 1円
50銭 禁安1 684 昭和10.4.11 特500-425 安寧-1148 ○ 特500-425 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138433

桑原武遺稿集 桑原武著　柴田賢一編 東京 同集出版発起
人會 昭和10 菊 1 1円 禁安1 685 昭和10.5.21 918.6-Ku95 安寧-1164 ○ 918.6-Ku95

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1123563

護れ祖國の生命線 春口輝大 鹿児島 皇道義盟團本部 昭和10 四六 1 20銭 禁安1 686 昭和10.5.24 特500-426 安寧-1167 ○ 特500-426 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138405

ピラミツドの正体 モルトン､ エドガア著
酒井勝軍訳編 東京 吉川弘文館 昭和10 四六 1 1円 禁安1 687 昭和10.5.24 特500-427 安寧-1168 ○ 特500-427 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149872

飯の社會學 吉方一廣 東京 日本公論社 昭和10 四六 1 1円
50銭 禁安1 688 昭和10.5.24 特500-428 安寧-1170 ○ 特500-428 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267643
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東郷元帥[写]眞帖 大日本偉績顕彰会編
纂部編 東京 同会 昭和10 特大 1 3円 禁安1 689 特500-429 安寧-1171 ○ 特500-429 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702586

新興日本青壮年諸君ハ日本
精神を鼓吹す　旧教巫子方
便邪教迷信を打破すべし 

鈴木龍蔵 兵庫縣
高砂町 同人 昭和10 四六 1 15銭 禁安1 690 昭和10.6.31 特500-430 安寧-1172 ○ 特500-430 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137746

日本は挑戰する アプトン．クローズ著
菊地守之介訳 東京 白揚社 昭和10 四六 1 2円 禁安1 691 昭和10.6.3 210.04-C76

ウ なし ○ 210.04-C79
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041371

日出箴言　第二 豊田天地洞（豊）著 熊本 日出会本部 昭和10 四六 1 1円 禁安1 692 昭和10.6.13 特500-431 安寧-1182 ○ 特500-431 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138288

日本精神講座　第12巻 新潮社編 東京 同社 昭和10 菊 1 1円
30銭 禁安1 693 昭和10.6.22 特500-432 安寧-1186 ○ 特500-432 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138150

消費組合運動の倫理的基礎 山﨑勉治 大阪 開拓社 昭和10 四六 1 30銭 禁安1 694 昭和10.6.26 335.66-Y48
ウ 安寧-1187 ○ 335.66-Y48

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439322

日本は挑戰する アプトン､ クロース著
菊地守之介訳 東京 白揚社 昭和10 四六 1 訂 2円 禁安1 695 昭和10.6.26 特500-433 安寧-1188 ○ 特500-433 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149886

静かなるドン　〔現代ソヴェ
ト文學全集　第一巻〕 

ショーロホフ著
外村史郎訳 東京 三笠書房 昭和10 四六 1 1円

50銭 禁安1 696 昭和10.6.26 682-56 なし ○ 682-56 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1211546

國政一新論叢　第五輯 國政一新會 東京 言海書房 昭和10 四六 1 30銭 禁安1 697 昭和10.7.3 特500-434 安寧-1193 ○ 特500-434 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702587

國民教育根本方針　祖教の
大道 谷本喜代助 大阪 同人 昭和10 和 中 1 80銭 禁安1 698 昭和10.7.3 特500-435 安寧-1194 ○ 特500-435 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137219

天皇中心の宗教 竹由天柱 下関 三秘寮本部 昭和10 四六 1 20銭 禁安1 699 昭和10.7.31 特500-436 安寧-1199 ○ 特500-436 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138031

日本精神史纂要 亘理章三郎､ 大杉謹一 東京 中文館 昭和10 菊 1 1円
20銭 禁安1 700 昭和10.8.2 特500-437 安寧-1202 ○ 特500-437 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138146

プロレタリアのPY戰略・戰
術. 第1輯 パンフ発行会編 東京 同会 昭和10 四六 1 謄写版 10銭 禁安1 701 昭和10.8.6 特500-438 安寧-1204 ○ 特500-438 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276860

Marx,Karl
Das Kapital; Kritik der 
politischen Okonomie Buch; 
Moskau,Marx Engels-Lenin

〔1935〕　20cm
〔Buch,der productions 
prozess des Kapitals〕

1 7円 禁安1 702 昭和10.8.8 330.1-M392Ka 安寧-1206 ○ 資料貼付ID:
1201200906978 330.1-M392Ka なし

伊藤痴遊　快傑傳 伊藤痴遊（仁太郎） 東京 平凡社 昭和10 四六 1 3円
50銭 禁安1 703 昭和10.8.8 特500-439 安寧-1207 ○ 特500-439 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137367

日本民族基本強健法 山田雲峰 東京 強健社 昭和10 菊 1 1円 禁安1 704 昭和10.8.8 特500-440 安寧-1208 ○ 特500-440 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138178

一切を挙げて赤露の挑戰に備
へよ　〔皇道パンフレット〕 赤尾政 東京 建国会出版部 昭和10 四六 1 10銭 禁安1 705 昭和10.8.26 特500-441 安寧-1216か? ○ 特500-441 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137235

米国新聞記者の見た日本と
満洲 日本新聞協会編 東京 同会 昭和10 菊 1 増補

再版 80銭 禁安1 706 昭和10.9.13 684-38イ 安寧-1222 ○

ローカル請求記号
684-38イ
資料貼付ID:
1200700117354

302.1-N776
ウ なし

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.17）
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東郷元帥[写]眞帖 大日本偉績顕彰会編
纂部編 東京 同会 昭和10 特大 1 3円 禁安1 689 特500-429 安寧-1171 ○ 特500-429 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702586

新興日本青壮年諸君ハ日本
精神を鼓吹す　旧教巫子方
便邪教迷信を打破すべし 

鈴木龍蔵 兵庫縣
高砂町 同人 昭和10 四六 1 15銭 禁安1 690 昭和10.6.31 特500-430 安寧-1172 ○ 特500-430 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137746

日本は挑戰する アプトン．クローズ著
菊地守之介訳 東京 白揚社 昭和10 四六 1 2円 禁安1 691 昭和10.6.3 210.04-C76

ウ なし ○ 210.04-C79
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041371

日出箴言　第二 豊田天地洞（豊）著 熊本 日出会本部 昭和10 四六 1 1円 禁安1 692 昭和10.6.13 特500-431 安寧-1182 ○ 特500-431 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138288

日本精神講座　第12巻 新潮社編 東京 同社 昭和10 菊 1 1円
30銭 禁安1 693 昭和10.6.22 特500-432 安寧-1186 ○ 特500-432 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138150

消費組合運動の倫理的基礎 山﨑勉治 大阪 開拓社 昭和10 四六 1 30銭 禁安1 694 昭和10.6.26 335.66-Y48
ウ 安寧-1187 ○ 335.66-Y48

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439322

日本は挑戰する アプトン､ クロース著
菊地守之介訳 東京 白揚社 昭和10 四六 1 訂 2円 禁安1 695 昭和10.6.26 特500-433 安寧-1188 ○ 特500-433 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149886

静かなるドン　〔現代ソヴェ
ト文學全集　第一巻〕 

ショーロホフ著
外村史郎訳 東京 三笠書房 昭和10 四六 1 1円

50銭 禁安1 696 昭和10.6.26 682-56 なし ○ 682-56 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1211546

國政一新論叢　第五輯 國政一新會 東京 言海書房 昭和10 四六 1 30銭 禁安1 697 昭和10.7.3 特500-434 安寧-1193 ○ 特500-434 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702587

國民教育根本方針　祖教の
大道 谷本喜代助 大阪 同人 昭和10 和 中 1 80銭 禁安1 698 昭和10.7.3 特500-435 安寧-1194 ○ 特500-435 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137219

天皇中心の宗教 竹由天柱 下関 三秘寮本部 昭和10 四六 1 20銭 禁安1 699 昭和10.7.31 特500-436 安寧-1199 ○ 特500-436 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138031

日本精神史纂要 亘理章三郎､ 大杉謹一 東京 中文館 昭和10 菊 1 1円
20銭 禁安1 700 昭和10.8.2 特500-437 安寧-1202 ○ 特500-437 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138146

プロレタリアのPY戰略・戰
術. 第1輯 パンフ発行会編 東京 同会 昭和10 四六 1 謄写版 10銭 禁安1 701 昭和10.8.6 特500-438 安寧-1204 ○ 特500-438 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276860

Marx,Karl
Das Kapital; Kritik der 
politischen Okonomie Buch; 
Moskau,Marx Engels-Lenin

〔1935〕　20cm
〔Buch,der productions 
prozess des Kapitals〕

1 7円 禁安1 702 昭和10.8.8 330.1-M392Ka 安寧-1206 ○ 資料貼付ID:
1201200906978 330.1-M392Ka なし

伊藤痴遊　快傑傳 伊藤痴遊（仁太郎） 東京 平凡社 昭和10 四六 1 3円
50銭 禁安1 703 昭和10.8.8 特500-439 安寧-1207 ○ 特500-439 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137367

日本民族基本強健法 山田雲峰 東京 強健社 昭和10 菊 1 1円 禁安1 704 昭和10.8.8 特500-440 安寧-1208 ○ 特500-440 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138178

一切を挙げて赤露の挑戰に備
へよ　〔皇道パンフレット〕 赤尾政 東京 建国会出版部 昭和10 四六 1 10銭 禁安1 705 昭和10.8.26 特500-441 安寧-1216か? ○ 特500-441 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137235

米国新聞記者の見た日本と
満洲 日本新聞協会編 東京 同会 昭和10 菊 1 増補

再版 80銭 禁安1 706 昭和10.9.13 684-38イ 安寧-1222 ○

ローカル請求記号
684-38イ
資料貼付ID:
1200700117354

302.1-N776
ウ なし
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おもしろいおとぎばなし　
懷しの子守唄 大村主計編 東京 宏文堂 昭和10 菊 1 90銭 禁安1 707 昭和10.9.17 特500-442 安寧-1225 ○ 特500-442 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138092

群馬縣年鑑　昭和11年版 佐藤億兆編 東京 中央時事通信社 昭和10 四六 1 2円 禁安1 708 昭和10.9.21 特500-443 安寧-1226 ○ 特500-443 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137433

永田事件の眞相 をゝしまひろし 東京 時事研究会 昭和10 四六 1 八版 10銭 禁安1 709 昭和10.9.27 特500-444 安寧-1227 ○ 特500-444 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138085

大日本國民常識大觀 教育聯合通信社編 東京 同社 昭和10 菊 1 5円 禁安1 710 昭和10.9.27 031.2-D25
ウ なし ○ 031.2-D25

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1086563

資本主義のからくり 青木敏 東京 東京パンフレッ
ト社 昭和10 四六 1 10銭 禁安1 711 昭和10.9.28 特500-445 安寧-1229 ○ 特500-445 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276832

マルクス主義對社會主義
アルト､ レ､ ミユラ
レーニンク著
植村諦聞

東京 解放文化聯盟
出版部 昭和10 四六 1 謄写版 10銭 禁安1 712 昭和10.10.1 特500-446 安寧-1230 ○ 特500-446 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149870

黙働聖典 寺本婉雅 京都 黙働社 昭和10 特小 1 20銭 禁安1 713 昭和10.10.20 特500-447 安寧-1231 ○ 特500-447 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138480

ポール､ サヴイニイ
〔Unna Seriode Esperanto〕 西山雄太郎編 東京 無風帯社 昭和10 特小 1 25銭 禁安1 714 昭和10.10.11 特500-448 安寧-1235 × 特500-448 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138583

第七囘国際共産黨大會に於
ける日本及中国共産黨代表
演説内容

日本政治経済調査所編 東京 同所 昭和10 菊 1 謄写版 10銭 禁安1 715 昭和10.10.11 特500-449 安寧-1236 ○ 特500-449 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439794

青年縣青年學校教科書. 巻一 青森縣教育会編 東京 東文館 昭和10 菊 1 35銭 禁安1 716 昭和10.10.18 特500-450 安寧-1237 ○ 特500-450 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460475

創作集　越天楽 近衛直麿 東京 近衛家 昭和10 和 大 1 2円 禁安1 717 昭和10.10.19 311-112 安寧-1238 ○ 311-112 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137259

大百科事典　第28巻 索引 平凡社編 東京 同社 昭和10 四六 1 14円 禁安1 718 昭和10.10.21 722-38イ なし ○ 722-38イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1265804

鉄道沿革史　一名　鉄道の
沿革と内閣通史 富岡信仰 東京 通文閣 昭和10 菊 1 1円

50銭 禁安1 719 昭和10.10.26 686.21-
To56ウ 安寧-1240 ○ 686.21-

To56ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1068468

或る討伐隊員の手記 安藤盛 東京 言海書房 昭和10 四六 1 1円
50銭 禁安1 720 昭和10.10.29 × 不明

エスペラント訳　日本書紀
巻一 野原休一訳 東京 日本エスペラ

ント学会 昭和10 菊 1 1円
20銭 禁安1 721 昭和10.10.29 特500-451 安寧-1242 × 特500-451 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138587

訓話資料　日日教育宝典 日本文化研究所編 東京 三杏書院 昭和10 菊 1 4円
80銭 禁安1 722 昭和10.10.29 259-885 安寧-1243 ○ 259-885 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460814

重臣ブロックを暴く 林貞四郎 小樽 護國日本社 昭和10 四六 1 20銭 禁安1 723 昭和10.10.31 特500-452 安寧-1244 ○ 特500-452 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137695

我等の郷土 桃山 京都市桃山尋常髙等
小学校編 京都 同校 昭和10 四六 1 10銭 禁安1 724 昭和10.11.4 特500-453 安寧-1245 ○ 特500-453 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138571

中堅將校と一問一答 裕田明道 東京 小冊子書林 昭和10 四六 1 10銭 禁安1 725 昭和10.11.4 特500-454 安寧-1246 ○ 特500-454 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439802

支那!　（危局下の蔣政権と北
支､ 蒙古の動向） 野田経済研究所編 東京 同所 昭和10 四六 1 10銭 禁安1 726 昭和10.11.5 特500-455 安寧-1247 ○ 特500-455 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137656

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.17）



−193−

書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

おもしろいおとぎばなし　
懷しの子守唄 大村主計編 東京 宏文堂 昭和10 菊 1 90銭 禁安1 707 昭和10.9.17 特500-442 安寧-1225 ○ 特500-442 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138092

群馬縣年鑑　昭和11年版 佐藤億兆編 東京 中央時事通信社 昭和10 四六 1 2円 禁安1 708 昭和10.9.21 特500-443 安寧-1226 ○ 特500-443 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137433

永田事件の眞相 をゝしまひろし 東京 時事研究会 昭和10 四六 1 八版 10銭 禁安1 709 昭和10.9.27 特500-444 安寧-1227 ○ 特500-444 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138085

大日本國民常識大觀 教育聯合通信社編 東京 同社 昭和10 菊 1 5円 禁安1 710 昭和10.9.27 031.2-D25
ウ なし ○ 031.2-D25

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1086563

資本主義のからくり 青木敏 東京 東京パンフレッ
ト社 昭和10 四六 1 10銭 禁安1 711 昭和10.9.28 特500-445 安寧-1229 ○ 特500-445 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276832

マルクス主義對社會主義
アルト､ レ､ ミユラ
レーニンク著
植村諦聞

東京 解放文化聯盟
出版部 昭和10 四六 1 謄写版 10銭 禁安1 712 昭和10.10.1 特500-446 安寧-1230 ○ 特500-446 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149870

黙働聖典 寺本婉雅 京都 黙働社 昭和10 特小 1 20銭 禁安1 713 昭和10.10.20 特500-447 安寧-1231 ○ 特500-447 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138480

ポール､ サヴイニイ
〔Unna Seriode Esperanto〕 西山雄太郎編 東京 無風帯社 昭和10 特小 1 25銭 禁安1 714 昭和10.10.11 特500-448 安寧-1235 × 特500-448 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138583

第七囘国際共産黨大會に於
ける日本及中国共産黨代表
演説内容

日本政治経済調査所編 東京 同所 昭和10 菊 1 謄写版 10銭 禁安1 715 昭和10.10.11 特500-449 安寧-1236 ○ 特500-449 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439794

青年縣青年學校教科書. 巻一 青森縣教育会編 東京 東文館 昭和10 菊 1 35銭 禁安1 716 昭和10.10.18 特500-450 安寧-1237 ○ 特500-450 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460475

創作集　越天楽 近衛直麿 東京 近衛家 昭和10 和 大 1 2円 禁安1 717 昭和10.10.19 311-112 安寧-1238 ○ 311-112 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137259

大百科事典　第28巻 索引 平凡社編 東京 同社 昭和10 四六 1 14円 禁安1 718 昭和10.10.21 722-38イ なし ○ 722-38イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1265804

鉄道沿革史　一名　鉄道の
沿革と内閣通史 富岡信仰 東京 通文閣 昭和10 菊 1 1円

50銭 禁安1 719 昭和10.10.26 686.21-
To56ウ 安寧-1240 ○ 686.21-

To56ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1068468

或る討伐隊員の手記 安藤盛 東京 言海書房 昭和10 四六 1 1円
50銭 禁安1 720 昭和10.10.29 × 不明

エスペラント訳　日本書紀
巻一 野原休一訳 東京 日本エスペラ

ント学会 昭和10 菊 1 1円
20銭 禁安1 721 昭和10.10.29 特500-451 安寧-1242 × 特500-451 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138587

訓話資料　日日教育宝典 日本文化研究所編 東京 三杏書院 昭和10 菊 1 4円
80銭 禁安1 722 昭和10.10.29 259-885 安寧-1243 ○ 259-885 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460814

重臣ブロックを暴く 林貞四郎 小樽 護國日本社 昭和10 四六 1 20銭 禁安1 723 昭和10.10.31 特500-452 安寧-1244 ○ 特500-452 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137695

我等の郷土 桃山 京都市桃山尋常髙等
小学校編 京都 同校 昭和10 四六 1 10銭 禁安1 724 昭和10.11.4 特500-453 安寧-1245 ○ 特500-453 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138571

中堅將校と一問一答 裕田明道 東京 小冊子書林 昭和10 四六 1 10銭 禁安1 725 昭和10.11.4 特500-454 安寧-1246 ○ 特500-454 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439802

支那!　（危局下の蔣政権と北
支､ 蒙古の動向） 野田経済研究所編 東京 同所 昭和10 四六 1 10銭 禁安1 726 昭和10.11.5 特500-455 安寧-1247 ○ 特500-455 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137656
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難思 村田鉄三郎編 東京 有光社 昭和10 四六 1 再版 1円
80銭 禁安1 727 昭和10.11.7 特500-456 安寧-1248 ○ 特500-456 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702588

国際阿片問題の経緯　附麻
薬略説

〔日本国際協会 書　第158輯〕
宮島幹之助 東京 日本國際協会 昭和10 四六 1 1円 禁安1 728 昭和10.11.9 515-52 安寧-1249 ○

ローカル請求記号:
60-1864
資料貼付ID:
1200700673508

『目録』の請求記号:
515-52

515-52-
（158） なし

社會美談 馬場繁男編 福岡縣田川
郡川崎村 同人 昭和10 四六 1 60銭 禁安1 729 昭和10.11.19 特500-457 なし ○ 特500-457 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137686

日米大海戰
〔金蘭社模範名著文庫〕 加治亮介編 東京 金蘭社 昭和10 四六 1 50銭 禁安1 730 昭和10.11.22 特500-458 なし ○ 特500-458 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138117

新聞集成　明治編年史　第
七 憲法発布期　明治21-2年 同史編纂会編 東京 財政経済学会 昭和10 四六倍 1 7円 禁安1 731 昭和10.11.26 210.6-Sh61

ウ 安寧-1253 ○

資料貼付ID:
1200501928879

『目録』の請求記号:
210.6-Sh61ウ

614-181 なし

徳教とは?　現代人の新しき
宗教 松本君平 東京 青年教團 昭和10 四六 1 15銭 禁安1 732 昭和10.11.30 特500-459 安寧-1256 ○ 特500-459 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138069

帷薄叢論 山越秋峯 東京 大日本神政倶
楽部 昭和10 四六 1 20銭 禁安1 733 昭和10.12.5 特500-460 安寧-1257 ○ 特500-460 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267595

聖上御盛徳録 聖徳奉賛会編 東京 同會 昭和10 四六倍 1 再版 20円 禁安1 734 昭和10.12.11 288.4-Se19
ウ 安寧-1258 ○ 288.4-Se19

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043206

詩集　辛抱づよい者へ 松田解子 東京 同人社 昭和10 四六 1 50銭 禁安1 735 昭和10.12.17 特500-461 安寧-1261 ○ 特500-461 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137799

凾館市誌 佐藤勘三郎編 函館 函館日日新聞社 昭和10 菊 1 3円
50銭 禁安1 736 昭和10.12.10 291.19-H82

ウ なし ○ 291.16-H18
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043698

萬世一系の今上天皇陛下に
帰命し奉る 松坂天剣 門司 三秘寮第一支部 昭和10 四六 1 10銭 禁安1 737 昭和10.12.24 特500-462 安寧-1263 ○ 特500-462 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138261

久原房之助と宇垣一成 大野愼 東京 中野パンフレ
ツト社 昭和10 四六 1 10銭 禁安1 738 昭和10.12.27 特500-463 安寧-1264 ○ 特500-463 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1271062

大塚地理學會論文集　第五輯 同学会編 東京 古今書院 昭和10 菊 1 3円
20銭 禁安1 739 昭和10.12.28 640-37イ なし ○ 640-37イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1210689

創作集　蒼白いヒロイズム 中村鬼十郎 甲府 郷土社 昭和11 菊 1 20銭 禁安1 740 昭和10.12.30 特500-464 安寧-1266 ○ 版:謄写版 特500-464 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137182

中野重治詩集 中野重治 東京 ナウカ社 昭和10 四六 1 1円 禁安1 741 昭和10.12.27 911.56-N39
ウ 安寧-1285 ○ 911.56-N39

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1129082

書翰十年 徳富健次郎著
同愛子編 東京 岩波書店 昭和10 四六 1 3円

80銭 禁安1 742 昭和10.12.19 916.6-To45
ウ 安寧-1281 ○

ローカル請求記号:
916.6-To45ウ
資料貼付ID:
1200700595467

『目録』の請求記号:
916.6-To45ウ

696-45 なし

文學論 マキシム．ゴーリキイ著
本間七郎訳 東京 改造社 昭和10 四六 1 1円

80銭 禁安1 743 昭和10.12.23 904-G674
ウ なし ○ 904-G674

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1126916

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.17）
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難思 村田鉄三郎編 東京 有光社 昭和10 四六 1 再版 1円
80銭 禁安1 727 昭和10.11.7 特500-456 安寧-1248 ○ 特500-456 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702588

国際阿片問題の経緯　附麻
薬略説

〔日本国際協会 書　第158輯〕
宮島幹之助 東京 日本國際協会 昭和10 四六 1 1円 禁安1 728 昭和10.11.9 515-52 安寧-1249 ○

ローカル請求記号:
60-1864
資料貼付ID:
1200700673508

『目録』の請求記号:
515-52

515-52-
（158） なし

社會美談 馬場繁男編 福岡縣田川
郡川崎村 同人 昭和10 四六 1 60銭 禁安1 729 昭和10.11.19 特500-457 なし ○ 特500-457 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137686

日米大海戰
〔金蘭社模範名著文庫〕 加治亮介編 東京 金蘭社 昭和10 四六 1 50銭 禁安1 730 昭和10.11.22 特500-458 なし ○ 特500-458 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138117

新聞集成　明治編年史　第
七 憲法発布期　明治21-2年 同史編纂会編 東京 財政経済学会 昭和10 四六倍 1 7円 禁安1 731 昭和10.11.26 210.6-Sh61

ウ 安寧-1253 ○

資料貼付ID:
1200501928879

『目録』の請求記号:
210.6-Sh61ウ

614-181 なし

徳教とは?　現代人の新しき
宗教 松本君平 東京 青年教團 昭和10 四六 1 15銭 禁安1 732 昭和10.11.30 特500-459 安寧-1256 ○ 特500-459 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138069

帷薄叢論 山越秋峯 東京 大日本神政倶
楽部 昭和10 四六 1 20銭 禁安1 733 昭和10.12.5 特500-460 安寧-1257 ○ 特500-460 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267595

聖上御盛徳録 聖徳奉賛会編 東京 同會 昭和10 四六倍 1 再版 20円 禁安1 734 昭和10.12.11 288.4-Se19
ウ 安寧-1258 ○ 288.4-Se19

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043206

詩集　辛抱づよい者へ 松田解子 東京 同人社 昭和10 四六 1 50銭 禁安1 735 昭和10.12.17 特500-461 安寧-1261 ○ 特500-461 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137799

凾館市誌 佐藤勘三郎編 函館 函館日日新聞社 昭和10 菊 1 3円
50銭 禁安1 736 昭和10.12.10 291.19-H82

ウ なし ○ 291.16-H18
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043698

萬世一系の今上天皇陛下に
帰命し奉る 松坂天剣 門司 三秘寮第一支部 昭和10 四六 1 10銭 禁安1 737 昭和10.12.24 特500-462 安寧-1263 ○ 特500-462 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138261

久原房之助と宇垣一成 大野愼 東京 中野パンフレ
ツト社 昭和10 四六 1 10銭 禁安1 738 昭和10.12.27 特500-463 安寧-1264 ○ 特500-463 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1271062

大塚地理學會論文集　第五輯 同学会編 東京 古今書院 昭和10 菊 1 3円
20銭 禁安1 739 昭和10.12.28 640-37イ なし ○ 640-37イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1210689

創作集　蒼白いヒロイズム 中村鬼十郎 甲府 郷土社 昭和11 菊 1 20銭 禁安1 740 昭和10.12.30 特500-464 安寧-1266 ○ 版:謄写版 特500-464 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137182

中野重治詩集 中野重治 東京 ナウカ社 昭和10 四六 1 1円 禁安1 741 昭和10.12.27 911.56-N39
ウ 安寧-1285 ○ 911.56-N39

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1129082

書翰十年 徳富健次郎著
同愛子編 東京 岩波書店 昭和10 四六 1 3円

80銭 禁安1 742 昭和10.12.19 916.6-To45
ウ 安寧-1281 ○

ローカル請求記号:
916.6-To45ウ
資料貼付ID:
1200700595467

『目録』の請求記号:
916.6-To45ウ

696-45 なし

文學論 マキシム．ゴーリキイ著
本間七郎訳 東京 改造社 昭和10 四六 1 1円

80銭 禁安1 743 昭和10.12.23 904-G674
ウ なし ○ 904-G674

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1126916
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日本經済研究　第二輯 日本経済研究会訳編 東京 文閣 昭和10 四六 1 1円 禁安1 744 昭和10.12.27 664-21イ 安寧-1283 ○ 資料貼付ID:
1200502023726 668-21 なし

經済評論　昭和十年度下
〔昭和10年7月-12月〕 東京 文閣 昭和11 四六 1 2円 禁安1 745 昭和11.1.25 雑22-84 安寧-1290 × 資料貼付ID:

1201501633346 雜22-84

第一回　満洲研究團報告 大亜細亜日本青年聯
盟本部編 東京 同本部 昭和10 四六 1 5円 禁安1 746 昭和11.1.28 特500-465 安寧-1291 ○ 大きさ:27cm 特500-465 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138459

聖書より観たる水戸學の本質 冨山昌徳著 名古屋 一粒社 昭和11 四六 1 2円
50銭 禁安1 747 昭和11.1.28 121.8-To59

ウ 安寧-●●● ○ 121.8-To59
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1038561

死んだ男 D.H.ロレンス著
織田正信訳 東京 昌久書房 昭和11 四六 1 1円 禁安1 748 昭和11.2.4 特500-466 安寧-1296 ○ 特500-466 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149875

長篇故事詩　六月流火 蒲風 東京 黄飄霞 昭和10 特小 1 55銭 禁安1 749 昭和11.1.14

特500-467
上野図あ
り発見　
48.2.19

なし ○ 特500-467 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138547

人生と運命 大谷良寛 東京 言海書房 昭和11 四六 1 60銭 禁安1 750 昭和11.2.5 特500-468 なし ○ 特500-468 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137769

危機に立つ國際政局 
〔社会大衆黨パンフレット　
第8〕

社會大衆黨出版部編 東京 同部 昭和11 四六 1 15銭 禁安1 751 昭和11.2.3 特500-469 なし ○ 特500-469 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267603

社會大衆黨の革新政綱　国内
政治機構の改革と産業政策

〔社会大衆黨パンフレット　第9〕
社會大衆黨出版部編 東京 同部 昭和11 四六 1 15銭 禁安1 752 昭和11.2.5 特500-470 なし ○ 特500-470 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267611

心[霊]科學概要 加藤吉人編 山形縣西田
川郡栄村 同人 昭和10 菊 1 1円 禁安1 753 昭和11.1.1 特500-471 なし ○ 版:謄写版 特500-471 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137810

日本社會事業大年表 社會事業研究所編 東京 刀江書店 昭和11 四六倍 1 5円 禁安1 754 昭和11.3.24 R369.03-C66
ウ なし ○ R369.03-C66

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439633

思川文集　第三 天野弘一 東京 同人 昭和11 菊 1 2円 禁安1 755 昭和11.4.6 615-9 なし ○ 615-9 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1172357

易より観たる廣田内閣 小林宜園 東京 運命大學院 昭和11 四六 1 50銭 禁安1 756 昭和11.4.2 特500-472 なし ○ 版:謄写版 特500-472 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267601

救へ!哀れたる金持特權階級 田窪鴻雲 大阪 皇道精神普及
会幸福の家 昭和11 四六 1 10銭 禁安1 757 昭和11.4.2 特500-473 なし ○ 特500-473 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267617

日本の奥地を探る某國スパ
イの手記 ウエストン 東京 大文字書院 昭和11 四六 1 10銭 禁安1 758 昭和11.3.30 特500-474 なし ○ 特500-474 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149873

水平運動の推移とその鬪爭　上 河上利治編 京都 河上融和運動
研究所 昭和11 菊 1 20銭 禁安1 759 昭和11.4.25 特500-475 なし ○ 特500-475 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276840

激動期の日本 西村栄一 大阪 新正堂書店 昭和11 四六 1 15銭 禁安1 760 昭和11.5.1 特500-476 なし ○ 特500-476 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137432

愛國運動鬪志列傳 田辺三郎等 東京 新光閣 昭和11 四六 1 1円 禁安1 761 昭和11.6.18 281-Ta83
ウ なし ○ 281-Ta83

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1042966

百事如意 谷口雅春 東京 光明思想普及會 昭和11 四六 1 1円 禁安1 762 昭和11.5.13 704-8 なし ○ 704-8 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1229658

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.17）



−197−

書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

日本經済研究　第二輯 日本経済研究会訳編 東京 文閣 昭和10 四六 1 1円 禁安1 744 昭和10.12.27 664-21イ 安寧-1283 ○ 資料貼付ID:
1200502023726 668-21 なし

經済評論　昭和十年度下
〔昭和10年7月-12月〕 東京 文閣 昭和11 四六 1 2円 禁安1 745 昭和11.1.25 雑22-84 安寧-1290 × 資料貼付ID:

1201501633346 雜22-84

第一回　満洲研究團報告 大亜細亜日本青年聯
盟本部編 東京 同本部 昭和10 四六 1 5円 禁安1 746 昭和11.1.28 特500-465 安寧-1291 ○ 大きさ:27cm 特500-465 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138459

聖書より観たる水戸學の本質 冨山昌徳著 名古屋 一粒社 昭和11 四六 1 2円
50銭 禁安1 747 昭和11.1.28 121.8-To59

ウ 安寧-●●● ○ 121.8-To59
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1038561

死んだ男 D.H.ロレンス著
織田正信訳 東京 昌久書房 昭和11 四六 1 1円 禁安1 748 昭和11.2.4 特500-466 安寧-1296 ○ 特500-466 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149875

長篇故事詩　六月流火 蒲風 東京 黄飄霞 昭和10 特小 1 55銭 禁安1 749 昭和11.1.14

特500-467
上野図あ
り発見　
48.2.19

なし ○ 特500-467 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138547

人生と運命 大谷良寛 東京 言海書房 昭和11 四六 1 60銭 禁安1 750 昭和11.2.5 特500-468 なし ○ 特500-468 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137769

危機に立つ國際政局 
〔社会大衆黨パンフレット　
第8〕

社會大衆黨出版部編 東京 同部 昭和11 四六 1 15銭 禁安1 751 昭和11.2.3 特500-469 なし ○ 特500-469 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267603

社會大衆黨の革新政綱　国内
政治機構の改革と産業政策

〔社会大衆黨パンフレット　第9〕
社會大衆黨出版部編 東京 同部 昭和11 四六 1 15銭 禁安1 752 昭和11.2.5 特500-470 なし ○ 特500-470 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267611

心[霊]科學概要 加藤吉人編 山形縣西田
川郡栄村 同人 昭和10 菊 1 1円 禁安1 753 昭和11.1.1 特500-471 なし ○ 版:謄写版 特500-471 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137810

日本社會事業大年表 社會事業研究所編 東京 刀江書店 昭和11 四六倍 1 5円 禁安1 754 昭和11.3.24 R369.03-C66
ウ なし ○ R369.03-C66

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439633

思川文集　第三 天野弘一 東京 同人 昭和11 菊 1 2円 禁安1 755 昭和11.4.6 615-9 なし ○ 615-9 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1172357

易より観たる廣田内閣 小林宜園 東京 運命大學院 昭和11 四六 1 50銭 禁安1 756 昭和11.4.2 特500-472 なし ○ 版:謄写版 特500-472 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267601

救へ!哀れたる金持特權階級 田窪鴻雲 大阪 皇道精神普及
会幸福の家 昭和11 四六 1 10銭 禁安1 757 昭和11.4.2 特500-473 なし ○ 特500-473 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267617

日本の奥地を探る某國スパ
イの手記 ウエストン 東京 大文字書院 昭和11 四六 1 10銭 禁安1 758 昭和11.3.30 特500-474 なし ○ 特500-474 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149873

水平運動の推移とその鬪爭　上 河上利治編 京都 河上融和運動
研究所 昭和11 菊 1 20銭 禁安1 759 昭和11.4.25 特500-475 なし ○ 特500-475 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276840

激動期の日本 西村栄一 大阪 新正堂書店 昭和11 四六 1 15銭 禁安1 760 昭和11.5.1 特500-476 なし ○ 特500-476 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137432

愛國運動鬪志列傳 田辺三郎等 東京 新光閣 昭和11 四六 1 1円 禁安1 761 昭和11.6.18 281-Ta83
ウ なし ○ 281-Ta83

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1042966

百事如意 谷口雅春 東京 光明思想普及會 昭和11 四六 1 1円 禁安1 762 昭和11.5.13 704-8 なし ○ 704-8 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1229658
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二．二六事変 水野源太郎 同人 昭和11 四六 1 10銭 禁安1 763 昭和11.6.3 特500-477 なし ○ 特500-477 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138126

保護少年少女観察の実際 荒木善次 東京 文川堂 昭和11 四六 1 2円
50銭 禁安1 764 昭和11.5.27 298-46 なし ○ 298-46 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276876

小林多喜二全集　第三巻　
×生活者　他 小林多喜二 東京 ナウカ社 昭和11 四六 1 1円 禁安1 765 昭和11.6.5 632-149 なし ○ 資料貼付ID:

1200501973729 632-149 なし

日本文學史 カール．フローレンツ著
土方定一等訳 東京 楽浪書院 昭和11 四六 1 2円

50銭 禁安1 766 昭和11.6.27 665-231ロ なし ○ 665-231イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/3430394

鋼鉄はいかに鍛へられたか
エヌ．オストロフス
キイ著
杉本良吉訳

東京 ナウカ社 昭和11 四六 1 1円 禁安1 767 昭和11.7.25 710-141 なし ○ 710-141 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1238088

日露の空は雨か風か 武富陸軍少將著 名古屋 日本碍子株式
会社 昭和11 菊 1 5銭 禁安1 768 昭和11.6.27 特500-478 なし ○ 特500-478 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138124

「資本論」への序 マルクス著
長谷部文雄訳 東京 ナウカ社 昭和11 菊 1 1円 禁安1 769 昭和11.7.1 331.34-

Ma59-10ウ なし ○ 331.34-
Ma59-10ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061041

改悪されたる肥料統制法案 高幣常一 和歌山県那
賀郡長田村 飛躍塾出版部 昭和11 四六 1 10銭 禁安1 770 昭和11.5.14 特500-479 なし ○ 特501-338は複本 特500-479 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137310

水戸學再認識 西村文則 東京 象文閣 昭和11 四六 1 1円
60銭 禁安1 771 昭和11.8.6 121.8-N84

ウ なし ○ 121.8-N84
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1038546

明治､ 大正政変秘話（物語） 千田理示造 東京 森田書房 昭和11 四六 1 10銭 禁安1 772 昭和11.9.1 特500-480 なし ○ 特500-480 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138469

全国農民組合創立十五年小
史　上 全国農民組合總本部 大阪府

布施町 同部 昭和11 四六 1 40銭 禁安1 773 昭和11.9.10 611.96-Z3
ウ なし ○ 611.96-Z3

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1066384

博士物語 千田理示造 東京 森田書房 昭和11 四六 1 10銭 禁安1 774 昭和11.8.31 特500-481 なし ○ 特500-481 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276855

月見草　後編 安田卯八郎 東京 同人 昭和11 四六 1 2円
50銭 禁安1 775 昭和11.9.14 特500-482 なし ○ 特500-482 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138025

國家革新案について 尾崎行雄 東京 国民経済新報社 昭和11 四六 1 10銭 禁安1 776 昭和11.9.6 特500-483 なし ○ 特500-483 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439763

神代秘史　第三 国教宣明團編 東京 同團 昭和11 和 中 1 1円 禁安1 777 昭和11.7.9 特500-484 なし ○ 特500-484 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137773

天体運行科学宗教々育政治
誤謬悟得概要　後編 古谷音松編 東京 古谷長春堂 昭和11 四六 1 20銭 禁安1 778 昭和11.10.25 特500-485 なし ○ 特500-485 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137580

〇受領年月日：昭和14.8.16

日本哲學全書　第3部　第12
巻　人生哲学 三枝博音編 東京 第一書房 昭和11 四六 1 1円

50銭 禁安1 779 699-64イ なし ○

資料貼付ID:
1200801323510

『目録』の請求記号:
699-64イ

699-64 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/3430218

鉄道と文化 鉄道道友会本部編 東京 同部 昭和11 四六 1 1円 禁安1 780 686.08-
Te86ウ なし ○

『目録』の請求記号:
686-Te862ウ
禁安番号なし

686-Te862
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1068435

湘南方丈記 三土忠造 東京 千倉書房 昭和11 四六 1 1円 禁安4 781 049-Mi63
ウ なし ○ 版:新訂新版 049-Mi63

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1123406

安寧の部（受領年月日：昭和12.7.17, 昭和14.8.16）
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

二．二六事変 水野源太郎 同人 昭和11 四六 1 10銭 禁安1 763 昭和11.6.3 特500-477 なし ○ 特500-477 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138126

保護少年少女観察の実際 荒木善次 東京 文川堂 昭和11 四六 1 2円
50銭 禁安1 764 昭和11.5.27 298-46 なし ○ 298-46 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276876

小林多喜二全集　第三巻　
×生活者　他 小林多喜二 東京 ナウカ社 昭和11 四六 1 1円 禁安1 765 昭和11.6.5 632-149 なし ○ 資料貼付ID:

1200501973729 632-149 なし

日本文學史 カール．フローレンツ著
土方定一等訳 東京 楽浪書院 昭和11 四六 1 2円

50銭 禁安1 766 昭和11.6.27 665-231ロ なし ○ 665-231イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/3430394

鋼鉄はいかに鍛へられたか
エヌ．オストロフス
キイ著
杉本良吉訳

東京 ナウカ社 昭和11 四六 1 1円 禁安1 767 昭和11.7.25 710-141 なし ○ 710-141 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1238088

日露の空は雨か風か 武富陸軍少將著 名古屋 日本碍子株式
会社 昭和11 菊 1 5銭 禁安1 768 昭和11.6.27 特500-478 なし ○ 特500-478 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138124

「資本論」への序 マルクス著
長谷部文雄訳 東京 ナウカ社 昭和11 菊 1 1円 禁安1 769 昭和11.7.1 331.34-

Ma59-10ウ なし ○ 331.34-
Ma59-10ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061041

改悪されたる肥料統制法案 高幣常一 和歌山県那
賀郡長田村 飛躍塾出版部 昭和11 四六 1 10銭 禁安1 770 昭和11.5.14 特500-479 なし ○ 特501-338は複本 特500-479 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137310

水戸學再認識 西村文則 東京 象文閣 昭和11 四六 1 1円
60銭 禁安1 771 昭和11.8.6 121.8-N84

ウ なし ○ 121.8-N84
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1038546

明治､ 大正政変秘話（物語） 千田理示造 東京 森田書房 昭和11 四六 1 10銭 禁安1 772 昭和11.9.1 特500-480 なし ○ 特500-480 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138469

全国農民組合創立十五年小
史　上 全国農民組合總本部 大阪府

布施町 同部 昭和11 四六 1 40銭 禁安1 773 昭和11.9.10 611.96-Z3
ウ なし ○ 611.96-Z3

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1066384

博士物語 千田理示造 東京 森田書房 昭和11 四六 1 10銭 禁安1 774 昭和11.8.31 特500-481 なし ○ 特500-481 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276855

月見草　後編 安田卯八郎 東京 同人 昭和11 四六 1 2円
50銭 禁安1 775 昭和11.9.14 特500-482 なし ○ 特500-482 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138025

國家革新案について 尾崎行雄 東京 国民経済新報社 昭和11 四六 1 10銭 禁安1 776 昭和11.9.6 特500-483 なし ○ 特500-483 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439763

神代秘史　第三 国教宣明團編 東京 同團 昭和11 和 中 1 1円 禁安1 777 昭和11.7.9 特500-484 なし ○ 特500-484 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137773

天体運行科学宗教々育政治
誤謬悟得概要　後編 古谷音松編 東京 古谷長春堂 昭和11 四六 1 20銭 禁安1 778 昭和11.10.25 特500-485 なし ○ 特500-485 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137580

〇受領年月日：昭和14.8.16

日本哲學全書　第3部　第12
巻　人生哲学 三枝博音編 東京 第一書房 昭和11 四六 1 1円

50銭 禁安1 779 699-64イ なし ○

資料貼付ID:
1200801323510

『目録』の請求記号:
699-64イ

699-64 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/3430218

鉄道と文化 鉄道道友会本部編 東京 同部 昭和11 四六 1 1円 禁安1 780 686.08-
Te86ウ なし ○

『目録』の請求記号:
686-Te862ウ
禁安番号なし

686-Te862
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1068435

湘南方丈記 三土忠造 東京 千倉書房 昭和11 四六 1 1円 禁安4 781 049-Mi63
ウ なし ○ 版:新訂新版 049-Mi63

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1123406
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

日蓮聖人自叙傳 宇都宮日綱 東京 日蓮宗布教助
成会 昭和11 菊 1 3円 禁安4 782 188.92-U96

ウ なし ○ 188.92-U96
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1040840

最新世界現勢地図帖 小川琢治 東京 新光社 昭和8 四六倍 1 12円 禁安4 783 R290.38-O24
ウ なし ○ 不明

日露年鑑　昭和13年版 日露通信社編 東京 同社 昭和12 菊 1 10円 禁安4 784 567-2ロ ○

資料貼付ID:
1200600044673

『目録』の請求記号:
567-2ロ

567-2 なし

松本榮司遺[稿]集　巻2 松本栄司著
南亮三郎監修 東京 叢文閣 昭和13 菊 1 5円 禁安4 785 743-68 なし × 743-68 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1262405

甦生途上の支那を視察して 坂西利八郎 東京 東亜同文会 昭和14 四六 1 5銭 禁安4 786 昭和14.1.26 特500-486 なし ○ 特500-486 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267605

親鸞聖人の信仰と生涯 松本青邨 東京 大洋社 昭和14 四六 1 1円
80銭 禁安4 787 昭和14.2.8 なし × 特226-23は削除版 不明

大日本祖道　上巻 荒深道齊 西宮 純正眞道本部 昭和14 菊 1 謄写版 50銭 禁安4 788 昭和14.3.28 特500-487 なし ○ 特500-487 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137959

戰塵 夢ひさし 前橋 長谷川亀造 昭和14 四六 1 1円
20銭 禁安4 789 昭和14.3.17 特500-488 なし ○ 特500-488 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137901

支那の羊毛 金建寅著
若林友康訳 東京 生活社 昭和14 四六 1 1円

80銭 禁安4 790 昭和14.3.24 586.52-
Ki41-2ウ なし ○ 禁安番号なし 586.52-

Ki41-2ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1065300

東亜の羊毛 金建寅著
若林友康訳 東京 生活社 昭和14 四六 1 1円

80銭 禁安4 791 昭和14.3.24 586.52-
Ki41ウ なし ○ 禁安番号なし 586.52-

Ki41ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1065301

「ソ」聯外交政策今後の動向 国際思想研究所編 東京 同所 昭和14 四六 1 5銭 禁安4 792 昭和14.3.15 特500-489 なし ○ 特500-489 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276844

改造文庫　第2部　第353編
ルテツィア

ハイネ著
土井義信訳 東京 改造社 昭和14 特小 1 55銭 禁安4 793 昭和14.3.22 730-313 なし ○

『目録』の請求記号:
730-313
禁安番号なし

944-H51-3
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1086538

大日本帝國陸軍大観 明治天皇聖德奉讃会編 東京 同会 昭和14 特大 1 4円 禁安4 794 昭和14.4.14 特500-490 なし ○ 特500-490 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460619

髙天ヶ原考 笹古金作 長野縣上伊
那郡赤穂村 惟神教会出版部 昭和14 和 大 1 1円

50銭 禁安4 795 昭和14.4.20 特500-491 なし ○ 特500-491 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137976

全体主義の理論と大乗精神 中川日史 兵庫縣武庫
郡本庄村 海事教育振興会 昭和14 菊 1 20銭 禁安4 796 昭和14.4.20 特500-492 なし ○ 特500-492 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137903

明治大正文學全集　第34巻
武者小路実篤篇 東京 春陽堂 昭和3 四六 1 1円 禁安4 797 昭和14.4.21 545-66イ なし ○

資料貼付ID:
1200502060708

『目録』の請求記号:
545-66イ

545-66

こんな外交で日本はどうなる? 興亜経済調査会編 東京 同会 昭和14 四六 1 10銭 禁安4 798 昭和14.4.11 特500-493 なし ○ 特500-493 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439769

日の出の子達 プライス著
澤田謙訳 東京 青年書房 昭和14 四六 1 2円

20銭 禁安4 799 昭和14.4.13 302.1-P93
ウ なし ○ 禁安番号なし 302.1-P93

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044524

岩波文庫　第322　その妹 武者小路実篤 東京 岩波書店 昭和3 特小 1 20銭 禁安4 800 昭和4.4.15 569-14イ なし ○ 『目録』の請求記号:569-14
禁安番号なし 569-14 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1183995

安寧の部（受領年月日：昭和14.8.16）
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

日蓮聖人自叙傳 宇都宮日綱 東京 日蓮宗布教助
成会 昭和11 菊 1 3円 禁安4 782 188.92-U96

ウ なし ○ 188.92-U96
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1040840

最新世界現勢地図帖 小川琢治 東京 新光社 昭和8 四六倍 1 12円 禁安4 783 R290.38-O24
ウ なし ○ 不明

日露年鑑　昭和13年版 日露通信社編 東京 同社 昭和12 菊 1 10円 禁安4 784 567-2ロ ○

資料貼付ID:
1200600044673

『目録』の請求記号:
567-2ロ

567-2 なし

松本榮司遺[稿]集　巻2 松本栄司著
南亮三郎監修 東京 叢文閣 昭和13 菊 1 5円 禁安4 785 743-68 なし × 743-68 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1262405

甦生途上の支那を視察して 坂西利八郎 東京 東亜同文会 昭和14 四六 1 5銭 禁安4 786 昭和14.1.26 特500-486 なし ○ 特500-486 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267605

親鸞聖人の信仰と生涯 松本青邨 東京 大洋社 昭和14 四六 1 1円
80銭 禁安4 787 昭和14.2.8 なし × 特226-23は削除版 不明

大日本祖道　上巻 荒深道齊 西宮 純正眞道本部 昭和14 菊 1 謄写版 50銭 禁安4 788 昭和14.3.28 特500-487 なし ○ 特500-487 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137959

戰塵 夢ひさし 前橋 長谷川亀造 昭和14 四六 1 1円
20銭 禁安4 789 昭和14.3.17 特500-488 なし ○ 特500-488 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137901

支那の羊毛 金建寅著
若林友康訳 東京 生活社 昭和14 四六 1 1円

80銭 禁安4 790 昭和14.3.24 586.52-
Ki41-2ウ なし ○ 禁安番号なし 586.52-

Ki41-2ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1065300

東亜の羊毛 金建寅著
若林友康訳 東京 生活社 昭和14 四六 1 1円

80銭 禁安4 791 昭和14.3.24 586.52-
Ki41ウ なし ○ 禁安番号なし 586.52-

Ki41ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1065301

「ソ」聯外交政策今後の動向 国際思想研究所編 東京 同所 昭和14 四六 1 5銭 禁安4 792 昭和14.3.15 特500-489 なし ○ 特500-489 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276844

改造文庫　第2部　第353編
ルテツィア

ハイネ著
土井義信訳 東京 改造社 昭和14 特小 1 55銭 禁安4 793 昭和14.3.22 730-313 なし ○

『目録』の請求記号:
730-313
禁安番号なし

944-H51-3
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1086538

大日本帝國陸軍大観 明治天皇聖德奉讃会編 東京 同会 昭和14 特大 1 4円 禁安4 794 昭和14.4.14 特500-490 なし ○ 特500-490 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460619

髙天ヶ原考 笹古金作 長野縣上伊
那郡赤穂村 惟神教会出版部 昭和14 和 大 1 1円

50銭 禁安4 795 昭和14.4.20 特500-491 なし ○ 特500-491 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137976

全体主義の理論と大乗精神 中川日史 兵庫縣武庫
郡本庄村 海事教育振興会 昭和14 菊 1 20銭 禁安4 796 昭和14.4.20 特500-492 なし ○ 特500-492 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137903

明治大正文學全集　第34巻
武者小路実篤篇 東京 春陽堂 昭和3 四六 1 1円 禁安4 797 昭和14.4.21 545-66イ なし ○

資料貼付ID:
1200502060708

『目録』の請求記号:
545-66イ

545-66

こんな外交で日本はどうなる? 興亜経済調査会編 東京 同会 昭和14 四六 1 10銭 禁安4 798 昭和14.4.11 特500-493 なし ○ 特500-493 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439769

日の出の子達 プライス著
澤田謙訳 東京 青年書房 昭和14 四六 1 2円

20銭 禁安4 799 昭和14.4.13 302.1-P93
ウ なし ○ 禁安番号なし 302.1-P93

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044524

岩波文庫　第322　その妹 武者小路実篤 東京 岩波書店 昭和3 特小 1 20銭 禁安4 800 昭和4.4.15 569-14イ なし ○ 『目録』の請求記号:569-14
禁安番号なし 569-14 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1183995
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

岩波文庫　第881-882　自然
と人生 徳富蘆花 東京 岩波書店 昭和14 特小 1 40銭 禁安4 801 昭和14.4.24 914.6-

To453ウ なし ○ 禁安番号なし 914.6-
To453ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1130565

事實を見よ 明石順三著
文泰順訳 東京 燈[臺]社 昭和14 四六 1 10銭 禁安4 802 昭和14.5.18 特500-494 なし 〇 タイトルの一部はハン

グル 特500-494 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137639

人生點滴 満井佐吉 東京 第一出版社 昭和14 四六 1 1円
70銭 禁安4 803 昭和14.5.27 特500-495 なし ○ 特500-495 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702590

進軍 石塚響一 東京 末松部隊本部 昭和14 四六 1 1円
50銭 禁安4 804 昭和14.5.24 特500-496 なし ○ 特500-496 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137748

新選落語集 花谷善太郎編 東京 春江堂 昭和14 四六 1 1円 禁安4 805 昭和14.5.27 特500-497 なし ○ 特500-497 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137782

公民倫理概論 深作安文 東京 モナス 昭和14 菊 1 3円 禁安4 806 昭和14.6.3 154-F72ウ なし 〇
版:増補改訂版

『目録』の請求記号:
154-F52ウ

154-F72ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1039399

日本兵制起原論 髙窪治郎左衛門 東京 東宛書房 昭和14 四六 1 2円 禁安4 807 昭和14.6.28 392.1-Ta38
ウ なし ○ 禁安番号なし 392.1-Ta38

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460234

経済學者の話 加田哲二 東京 財政経済新報社 昭和14 四六 1 2円
80銭 禁安4 808 昭和14.6.6 331.2-Ka13

ウ なし ○ 禁安番号なし 331.2-Ka13
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1273812

失明勇士の手記　闇をひらく 平田宗行著
元田喜代子編 京都 人文書院 昭和14 四六 1 1円 禁安4 809 昭和14.6.7 特500-498 なし ○ 特500-498 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138501

國境からふと 前田河廣一郎 東京 六藝社 昭和14 四六 1 1円
30銭 禁安4 810 昭和14.6.8 763-196ロ なし ○

ローカル請求記号:
763-196ロ
資料貼付ID:
1200700247763

『目録』の請求記号:
763-196ロ

763-196イ なし

英佛ソ協定と日独伊軍事同盟 XYZ 東京 東京情報社 昭和14 四六 1 10銭 禁安4 811 昭和14.6.2 特500-499 なし ○ 特500-499 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439740

月の出 小城美知 東京 新潮社 昭和14 四六 1 1円
30銭 禁安4 812 昭和14.6.1 F13-Ko86

ウ なし ○ 禁安番号なし F13-Ko86
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1134115

産金技師の見たソ聯の実状 國際思想研究所編 東京 同所 昭和14 四六 1 10銭 禁安4 813 昭和14.6.1

特500-500
上野図で
発見　
48.2.19

なし ○ 特500-500 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137630

隠れたる事実　明治裏面史
正､ 續編 伊藤仁太郎 東京 大同出版社 昭和14 四六 2 3円

50銭 禁安4 814 昭和14.6.28 210.6-I89
ウ なし ○ 禁安番号なし 210.6-I89

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041874

日本憲兵昭和史　上卷 寶來正芳編 東京 川流堂 昭和14 菊 1 2円
50銭 禁安4 815 昭和14.7.1 391.3-H87

ウ なし ○ 禁安番号なし 391.3-H87
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1085855

防諜讀本　近代スパイ戰 原圭二 東京 六人社 昭和14 四六 1 1円
20銭 禁安4 816 昭和14.7.3 特500-501 なし ○ 特500-501 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460506

自動車と兵隊 流線型社編 東京 同社 昭和14 菊 1 50銭 禁安4 817 昭和14.7.5 特500-502 なし ○ 禁安番号なし 特500-502 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1682628

學徒至誠會派遣團研究報告
昭和13年度 東京 學徒至誠会 昭和14 菊 1 2円 禁安4 818 昭和14.7.14 640-246イ なし ○ 禁安番号なし 640-246イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1242665

安寧の部（受領年月日：昭和14.8.16）
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

岩波文庫　第881-882　自然
と人生 徳富蘆花 東京 岩波書店 昭和14 特小 1 40銭 禁安4 801 昭和14.4.24 914.6-

To453ウ なし ○ 禁安番号なし 914.6-
To453ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1130565

事實を見よ 明石順三著
文泰順訳 東京 燈[臺]社 昭和14 四六 1 10銭 禁安4 802 昭和14.5.18 特500-494 なし 〇 タイトルの一部はハン

グル 特500-494 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137639

人生點滴 満井佐吉 東京 第一出版社 昭和14 四六 1 1円
70銭 禁安4 803 昭和14.5.27 特500-495 なし ○ 特500-495 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702590

進軍 石塚響一 東京 末松部隊本部 昭和14 四六 1 1円
50銭 禁安4 804 昭和14.5.24 特500-496 なし ○ 特500-496 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137748

新選落語集 花谷善太郎編 東京 春江堂 昭和14 四六 1 1円 禁安4 805 昭和14.5.27 特500-497 なし ○ 特500-497 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137782

公民倫理概論 深作安文 東京 モナス 昭和14 菊 1 3円 禁安4 806 昭和14.6.3 154-F72ウ なし 〇
版:増補改訂版

『目録』の請求記号:
154-F52ウ

154-F72ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1039399

日本兵制起原論 髙窪治郎左衛門 東京 東宛書房 昭和14 四六 1 2円 禁安4 807 昭和14.6.28 392.1-Ta38
ウ なし ○ 禁安番号なし 392.1-Ta38

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460234

経済學者の話 加田哲二 東京 財政経済新報社 昭和14 四六 1 2円
80銭 禁安4 808 昭和14.6.6 331.2-Ka13

ウ なし ○ 禁安番号なし 331.2-Ka13
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1273812

失明勇士の手記　闇をひらく 平田宗行著
元田喜代子編 京都 人文書院 昭和14 四六 1 1円 禁安4 809 昭和14.6.7 特500-498 なし ○ 特500-498 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138501

國境からふと 前田河廣一郎 東京 六藝社 昭和14 四六 1 1円
30銭 禁安4 810 昭和14.6.8 763-196ロ なし ○

ローカル請求記号:
763-196ロ
資料貼付ID:
1200700247763

『目録』の請求記号:
763-196ロ

763-196イ なし

英佛ソ協定と日独伊軍事同盟 XYZ 東京 東京情報社 昭和14 四六 1 10銭 禁安4 811 昭和14.6.2 特500-499 なし ○ 特500-499 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439740

月の出 小城美知 東京 新潮社 昭和14 四六 1 1円
30銭 禁安4 812 昭和14.6.1 F13-Ko86

ウ なし ○ 禁安番号なし F13-Ko86
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1134115

産金技師の見たソ聯の実状 國際思想研究所編 東京 同所 昭和14 四六 1 10銭 禁安4 813 昭和14.6.1

特500-500
上野図で
発見　
48.2.19

なし ○ 特500-500 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137630

隠れたる事実　明治裏面史
正､ 續編 伊藤仁太郎 東京 大同出版社 昭和14 四六 2 3円

50銭 禁安4 814 昭和14.6.28 210.6-I89
ウ なし ○ 禁安番号なし 210.6-I89

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041874

日本憲兵昭和史　上卷 寶來正芳編 東京 川流堂 昭和14 菊 1 2円
50銭 禁安4 815 昭和14.7.1 391.3-H87

ウ なし ○ 禁安番号なし 391.3-H87
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1085855

防諜讀本　近代スパイ戰 原圭二 東京 六人社 昭和14 四六 1 1円
20銭 禁安4 816 昭和14.7.3 特500-501 なし ○ 特500-501 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460506

自動車と兵隊 流線型社編 東京 同社 昭和14 菊 1 50銭 禁安4 817 昭和14.7.5 特500-502 なし ○ 禁安番号なし 特500-502 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1682628

學徒至誠會派遣團研究報告
昭和13年度 東京 學徒至誠会 昭和14 菊 1 2円 禁安4 818 昭和14.7.14 640-246イ なし ○ 禁安番号なし 640-246イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1242665
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

サガレン紀行 チヱーホフ著
三宅賢訳 東京 外地評論社 1 2円 禁安4 819 昭和14.7.15 985-C376

ウ なし ○ 禁安番号なし 985-C37b
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1132868

生命の實相　第2巻 谷口雅春 東京 光明思想普及会 1 1円
80銭 禁安4 820 昭和14.7.18 特500-503 なし ○ 禁安番号なし 特500-503 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137866

支那事変　忠勇列傳　陸軍
之部 第3巻 忠勇顕彰会編 東京 同会 昭和14 菊 1 3円

50銭 禁安4 821 昭和14.7.22 343-1イ なし ○ 343-1 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1148622

我が日本學 中山忠直 東京 嵐山荘 昭和14 四六 1 2円
20銭 禁安4 822 昭和14.7.25 767-199 なし ○ 禁安番号なし 767-199ロ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1256686

日本及日本國民之起原 小谷部全一郎 東京 厚生閣 昭和14 菊 1 3円
60銭 禁安4 823 昭和14.7.25 210.2-O94

イウ なし ○

出版年:昭和6年
『目録』の請求記号:
210.2-Q94イウ  版:8版
禁安番号なし

210.2-O94
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041692

海軍要覽　昭和14年版 海軍有終会編 東京 同会 昭和14 菊 1 4円 禁安4 824 昭和14.7.31 563-29イ なし ○ 禁安番号なし 563-29イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460725

世界と新大陸 日本青年外交協会編 東京 同会 昭和14 四六 1 80銭 禁安4 825 昭和14.8.1 特500-504 なし ○ 禁安番号なし 特500-504 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137885

近代侵撃技術・第二次帝国
主義戰爭の諸問題 東京 日本文化協会 昭和14 菊 1 10銭 禁安4 826 昭和14.8.2 特500-505 なし ○

『目録』のタイトル:思
想問題参考資料
禁安番号なし

特500-505 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137648

興亜大観 皇德社編 東京 同社 昭和14 横菊 1 3円 禁安4 827 昭和14.8.2 特500-506 なし ○ 特500-506 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267623

南洋印度等に於ける支那人
の排日貨に関する報告 白石源吉 東京 通信調査会 昭和14 菊 1 25銭 禁安4 828 昭和14.8.3 319.22-

Sh82イ なし ○ 禁安番号なし 319.22-
Sh82ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439025

妙法の御名を叫びて　死鬪
四十時間 倉澤樹一郎編 東京 本門八品淨風

教会 昭和14 四六 1 10銭 禁安4 829 昭和14.8.8 特500-507 なし ○ 特500-507 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138447

英國を追放す 報知新聞社編 東京 同社 昭和14 四六 1 20銭 禁安4 830 昭和14.8.8 特500-508 なし ○ 特500-508 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137257

近畿政友會一元化運動 田中藤作編 大阪 近畿二府五縣
聯盟 昭和14 四六 1 20銭 禁安4 831 昭和14.8.9 特500-509 なし ○ 特500-509 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137397

〇受領年月日：昭和15.8.20

信仰と古典 アサヒ書房編 東京 同書房 昭和14 菊 1 80銭 禁安5 832 昭和14.8.19 特500-510 なし ○ 特500-510 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137750

皇道政治之要諦 国弘健一 東京 日本官界情報社 昭和14 菊 1 2版 1円 禁安5 833 昭和14.8.25 特500-511 なし ○ 特500-511 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439761

大別山從軍記 坪井淳 東京 日本公論社 昭和14 四六 1 1円
50銭 禁安5 834 昭和14.8.28 915.9-Ts15

ウ なし ○ 禁安番号なし 915.9-Ts15
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1131282

支那事変　從軍記蒐録　第3編 宮居康太郎編 東京 興亜協会 昭14 菊 1 3円 禁安5 835 昭和14.8.30 766-88イ なし ○

資料貼付ID:
1200600015857

『目録』の請求記号:
766-88イ

766-88 なし

御靈告全集　下巻 楠本幸[覺] 和歌山縣
田辺町

大日本御国教
本部 昭和14 菊 1 50銭 禁安5 836 昭和14.9.1 特500-512 なし ○ 特500-512 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137589

安寧の部（受領年月日：昭和14.8.16, 昭和15.8.20）
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

サガレン紀行 チヱーホフ著
三宅賢訳 東京 外地評論社 1 2円 禁安4 819 昭和14.7.15 985-C376

ウ なし ○ 禁安番号なし 985-C37b
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1132868

生命の實相　第2巻 谷口雅春 東京 光明思想普及会 1 1円
80銭 禁安4 820 昭和14.7.18 特500-503 なし ○ 禁安番号なし 特500-503 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137866

支那事変　忠勇列傳　陸軍
之部 第3巻 忠勇顕彰会編 東京 同会 昭和14 菊 1 3円

50銭 禁安4 821 昭和14.7.22 343-1イ なし ○ 343-1 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1148622

我が日本學 中山忠直 東京 嵐山荘 昭和14 四六 1 2円
20銭 禁安4 822 昭和14.7.25 767-199 なし ○ 禁安番号なし 767-199ロ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1256686

日本及日本國民之起原 小谷部全一郎 東京 厚生閣 昭和14 菊 1 3円
60銭 禁安4 823 昭和14.7.25 210.2-O94

イウ なし ○

出版年:昭和6年
『目録』の請求記号:
210.2-Q94イウ  版:8版
禁安番号なし

210.2-O94
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041692

海軍要覽　昭和14年版 海軍有終会編 東京 同会 昭和14 菊 1 4円 禁安4 824 昭和14.7.31 563-29イ なし ○ 禁安番号なし 563-29イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460725

世界と新大陸 日本青年外交協会編 東京 同会 昭和14 四六 1 80銭 禁安4 825 昭和14.8.1 特500-504 なし ○ 禁安番号なし 特500-504 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137885

近代侵撃技術・第二次帝国
主義戰爭の諸問題 東京 日本文化協会 昭和14 菊 1 10銭 禁安4 826 昭和14.8.2 特500-505 なし ○

『目録』のタイトル:思
想問題参考資料
禁安番号なし

特500-505 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137648

興亜大観 皇德社編 東京 同社 昭和14 横菊 1 3円 禁安4 827 昭和14.8.2 特500-506 なし ○ 特500-506 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267623

南洋印度等に於ける支那人
の排日貨に関する報告 白石源吉 東京 通信調査会 昭和14 菊 1 25銭 禁安4 828 昭和14.8.3 319.22-

Sh82イ なし ○ 禁安番号なし 319.22-
Sh82ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439025

妙法の御名を叫びて　死鬪
四十時間 倉澤樹一郎編 東京 本門八品淨風

教会 昭和14 四六 1 10銭 禁安4 829 昭和14.8.8 特500-507 なし ○ 特500-507 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138447

英國を追放す 報知新聞社編 東京 同社 昭和14 四六 1 20銭 禁安4 830 昭和14.8.8 特500-508 なし ○ 特500-508 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137257

近畿政友會一元化運動 田中藤作編 大阪 近畿二府五縣
聯盟 昭和14 四六 1 20銭 禁安4 831 昭和14.8.9 特500-509 なし ○ 特500-509 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137397

〇受領年月日：昭和15.8.20

信仰と古典 アサヒ書房編 東京 同書房 昭和14 菊 1 80銭 禁安5 832 昭和14.8.19 特500-510 なし ○ 特500-510 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137750

皇道政治之要諦 国弘健一 東京 日本官界情報社 昭和14 菊 1 2版 1円 禁安5 833 昭和14.8.25 特500-511 なし ○ 特500-511 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439761

大別山從軍記 坪井淳 東京 日本公論社 昭和14 四六 1 1円
50銭 禁安5 834 昭和14.8.28 915.9-Ts15

ウ なし ○ 禁安番号なし 915.9-Ts15
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1131282

支那事変　從軍記蒐録　第3編 宮居康太郎編 東京 興亜協会 昭14 菊 1 3円 禁安5 835 昭和14.8.30 766-88イ なし ○

資料貼付ID:
1200600015857

『目録』の請求記号:
766-88イ

766-88 なし

御靈告全集　下巻 楠本幸[覺] 和歌山縣
田辺町

大日本御国教
本部 昭和14 菊 1 50銭 禁安5 836 昭和14.9.1 特500-512 なし ○ 特500-512 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137589
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皇土の英租界　救世軍の正体 古賀慶三郎 東京 会通社 昭和14 四六 1 10銭 禁安5 837 昭和14.9.2 特500-513 なし ○ 特500-513 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137528

統制商品の解説 長谷川茂雄 東京 商工行政社 昭和14 四六 1 1円
80銭 禁安5 838 昭和14.9.14 674-H36ウ なし ○ 674-H36ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1067903

太古神傳　六神法秘密奥傳 山口光堂 東京 曙書院 昭和14 和 中 1 3円
50銭 禁安5 839 昭和14.9.15 特500-514 なし ○ 版:謄写版 特500-514 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137940

第五十二回第五十三回　神兵
隊公判速記録 影山正治 東京 大東塾 昭和14 菊 1 40銭 禁安5 840 昭和14.9.25 特500-515 なし ○ 版:謄写版 特500-515 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137792

神經の新醫學 服部仁郎 東京 光明思想普及会 昭和14 四六 1 1円
50銭 禁安5 841 昭和14.9.26 特500-516 なし ○ 特500-516 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137758

日本救世軍暴露 大日本青年黨京都府
聯合会支部編 京都 同支部 昭和14 四六 1 10銭 禁安5 842 昭和14.9.30 特500-517 なし × 特500-517 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137373

池田中佐追憶録 大島光次編 東京 冨山房 昭和14 菊 1 2円 禁安5 843 昭和14.10.4 特500-518 なし ○ 特500-518 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137228

日本海運の戰時編成 米田倭文夫 東京 商工行政社 昭和14 四六 1 3円
50銭 禁安5 844 昭和14.10.6 683.2-Y82

ウ なし ○ 禁安番号なし 683.2-Y82
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1068347

國民年鑑　昭和15年版 国民新聞社編 東京 同社 昭和14 四六 1 1円 禁安5 845 昭和14.10.10 350-227 なし ○ 禁安番号なし 350-227 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137594/

新愛知年鑑　昭和15年版 新愛知新聞社編 名古屋 同社 昭和14 四六 1 1円 禁安5 846 昭和14.10.10 14.4-1074 なし ○ 禁安番号なし 14.4-1074 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1069702

火線 柴田賢次郎 東京 改造社 昭和14 四六 1 1円
60銭 禁安5 847 昭和14.10.10 F13-SH183

ウ なし ○ 特501-729は複本 F13-Sh183
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1135213

郷土史
（神代・大島・喜界島概史・
小野津史）

鹿児島縣大島郡小野
津小學校編

鹿児島縣
大島郡

小野津村
同校 昭和14 菊 1 2円

50銭 禁安5 848 昭和14.10.11 特500-519 なし ○ 特500-519 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137396

戰爭文學全集
長駆強行五百キロ（他3篇） 東京 潮文閣 昭和14 四六 1 2円

30銭 禁安5 849 昭和14.10.14 786-98イ なし ○

資料貼付ID:
1200600079752

『目録』の請求記号:
786-98イ

786-98

〔札幌遞信局〕管内電氣事業
要覽　第16回 札幌電氣局編 札幌 電氣協会北海

道支部 昭和14 四六倍 1 1円 禁安5 850 昭和14.10.23 × 不明

日本發送電株式會社大觀 電氣新報社編 東京 同社 昭和14 菊 1 3円
50銭 禁安5 851 昭和14.10.26 540.92-D58 なし ○ 『目録』の請求記号:772-119 540.92-D58

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1059563

[臺]湾從横觀 千種康充 東京 経済市場社 昭和14 菊 1 10円 禁安5 852 昭和14.10.26 292.24-C43
ウ なし ○ 禁安番号なし 292.24-C43

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043945

戰時物價形成の話 都新聞社経済部編 東京 商工行政社 昭和14 四六 1 2円
20銭 禁安5 853 昭和14.10.27 337.83-

Mi76ウ なし ○ 禁安番号なし 337.83-
Mi76ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267567

漢文から時文へ 実藤恵秀 東京 三修社 昭和14 四六 1 1円
60銭 禁安5 854 昭和14.10.27 820-Sa62

ウ なし ○ 禁安番号なし 820-Sa62
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1126565

再編成過程の日本経済
（朝日経済年史　特輯） 朝日新聞社経済部編 大阪 同社 昭和14 菊 1 3円 禁安5 855 昭和14.10.27 573-186 なし ○ 禁安番号なし 573-186 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276882

房總の一隅から 福田祐泉 千葉 房總時代社 昭和14 四六 1 5円 禁安5 856 昭和14.11.6 特500-520 なし ○ 特500-520 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267638

安寧の部（受領年月日：昭和15.8.20）
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皇土の英租界　救世軍の正体 古賀慶三郎 東京 会通社 昭和14 四六 1 10銭 禁安5 837 昭和14.9.2 特500-513 なし ○ 特500-513 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137528

統制商品の解説 長谷川茂雄 東京 商工行政社 昭和14 四六 1 1円
80銭 禁安5 838 昭和14.9.14 674-H36ウ なし ○ 674-H36ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1067903

太古神傳　六神法秘密奥傳 山口光堂 東京 曙書院 昭和14 和 中 1 3円
50銭 禁安5 839 昭和14.9.15 特500-514 なし ○ 版:謄写版 特500-514 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137940

第五十二回第五十三回　神兵
隊公判速記録 影山正治 東京 大東塾 昭和14 菊 1 40銭 禁安5 840 昭和14.9.25 特500-515 なし ○ 版:謄写版 特500-515 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137792

神經の新醫學 服部仁郎 東京 光明思想普及会 昭和14 四六 1 1円
50銭 禁安5 841 昭和14.9.26 特500-516 なし ○ 特500-516 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137758

日本救世軍暴露 大日本青年黨京都府
聯合会支部編 京都 同支部 昭和14 四六 1 10銭 禁安5 842 昭和14.9.30 特500-517 なし × 特500-517 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137373

池田中佐追憶録 大島光次編 東京 冨山房 昭和14 菊 1 2円 禁安5 843 昭和14.10.4 特500-518 なし ○ 特500-518 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137228

日本海運の戰時編成 米田倭文夫 東京 商工行政社 昭和14 四六 1 3円
50銭 禁安5 844 昭和14.10.6 683.2-Y82

ウ なし ○ 禁安番号なし 683.2-Y82
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1068347

國民年鑑　昭和15年版 国民新聞社編 東京 同社 昭和14 四六 1 1円 禁安5 845 昭和14.10.10 350-227 なし ○ 禁安番号なし 350-227 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137594/

新愛知年鑑　昭和15年版 新愛知新聞社編 名古屋 同社 昭和14 四六 1 1円 禁安5 846 昭和14.10.10 14.4-1074 なし ○ 禁安番号なし 14.4-1074 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1069702

火線 柴田賢次郎 東京 改造社 昭和14 四六 1 1円
60銭 禁安5 847 昭和14.10.10 F13-SH183

ウ なし ○ 特501-729は複本 F13-Sh183
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1135213

郷土史
（神代・大島・喜界島概史・
小野津史）

鹿児島縣大島郡小野
津小學校編

鹿児島縣
大島郡

小野津村
同校 昭和14 菊 1 2円

50銭 禁安5 848 昭和14.10.11 特500-519 なし ○ 特500-519 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137396

戰爭文學全集
長駆強行五百キロ（他3篇） 東京 潮文閣 昭和14 四六 1 2円

30銭 禁安5 849 昭和14.10.14 786-98イ なし ○

資料貼付ID:
1200600079752

『目録』の請求記号:
786-98イ

786-98

〔札幌遞信局〕管内電氣事業
要覽　第16回 札幌電氣局編 札幌 電氣協会北海

道支部 昭和14 四六倍 1 1円 禁安5 850 昭和14.10.23 × 不明

日本發送電株式會社大觀 電氣新報社編 東京 同社 昭和14 菊 1 3円
50銭 禁安5 851 昭和14.10.26 540.92-D58 なし ○ 『目録』の請求記号:772-119 540.92-D58

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1059563

[臺]湾從横觀 千種康充 東京 経済市場社 昭和14 菊 1 10円 禁安5 852 昭和14.10.26 292.24-C43
ウ なし ○ 禁安番号なし 292.24-C43

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043945

戰時物價形成の話 都新聞社経済部編 東京 商工行政社 昭和14 四六 1 2円
20銭 禁安5 853 昭和14.10.27 337.83-

Mi76ウ なし ○ 禁安番号なし 337.83-
Mi76ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267567

漢文から時文へ 実藤恵秀 東京 三修社 昭和14 四六 1 1円
60銭 禁安5 854 昭和14.10.27 820-Sa62

ウ なし ○ 禁安番号なし 820-Sa62
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1126565

再編成過程の日本経済
（朝日経済年史　特輯） 朝日新聞社経済部編 大阪 同社 昭和14 菊 1 3円 禁安5 855 昭和14.10.27 573-186 なし ○ 禁安番号なし 573-186 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1276882

房總の一隅から 福田祐泉 千葉 房總時代社 昭和14 四六 1 5円 禁安5 856 昭和14.11.6 特500-520 なし ○ 特500-520 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267638
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税制改革を中心とせる國家
革新案 松岡眞 東京 協立社 昭和14 菊 1 60銭 禁安5 857 昭和14.11.8 特500-521 なし ○ 版:謄写版 特500-521 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439800

真にお気の毒な欧洲の民情
戰爭を吹つ飛ばせ 庄司隆俊 鎌倉 庄司隆俊 昭和14 和 中 1 40銭 禁安5 858 昭和14.11.8 特500-522 なし ○ 特500-522 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1271075

電力國家管理は失敗か 電氣日日新聞社編 東京 同社 昭和14 四六 1 10銭 禁安5 859 昭和14.11.10 特500-523 なし ○ 特500-523 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138043

ヒツトラーは何を求るか
（日本評論　第14巻第11号
附録）

ロリマー著
日本評論社編集部訳編 東京 同社 昭和14 四六 1 ― 禁安5 860 昭和14.10. 特500-524

購入印 なし ○ 特500-524 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149880

日本評論　第14巻第11号 東京 日本評論新社 昭和14 菊 1 1円
20銭 禁安5 861 昭和14.10. 購入印 なし × 資料貼付ID:

1201501329881 Z051.3-N1 なし

電氣之友　第81巻第857号 東京 電氣之友社 昭和14 四六倍 1 40銭 禁安5 862 昭和14.9. 寄贈印 なし × 雑31-63 なし

戰爭詩集 東京詩人クラブ編 東京 昭森社 昭和14 四六 1 1円
50銭 禁安5 863 昭和14.8.19

911.508-
To46ウ
納本印

なし ○ 911.508-
To46ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1128849

Japan christian year book, 
1939 東京 教文館 昭和14 四六 1 2円

50銭 禁安5 864 昭和14.7.22 納本印 × 不明

Tokyo Chamber of 
Commerce and Industry 東京 東京商工会議所 昭和14 菊倍 1 3円

50銭 禁安5 865 昭和14.10.10 納本印 なし ×
書名:The Industries of 
Japan-No.4 Mecanics※2

か？
不明

全解商品統制の知識 中外商業新報社経済
部編 東京 千倉書房 昭和14 四六 1 2円 禁安5 866 昭和14.11.9 775-86

納本印 なし ○ 禁安番号なし 775-86 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1262958

今後の東亜をどうするか 清水芳太郎 東京 平凡社 昭和14 四六 1 1円 禁安5 867 昭和14.11.9 特500-525 なし ○ 特500-525 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137596

虚々実々　歐州に鎬を削る
外交戰 本多太郎 東京 協同書房 昭和14 四六 1 10銭 禁安5 868 昭和14.11.13 特500-526 なし ○ 特500-526 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439743

英國打倒歐洲参戰の主張 野依秀市 東京 秀文閣 昭和14 四六 1 1円
50銭 禁安5 869 昭和14.11.13 特500-527 なし ○ 特500-527 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137265

支那人の見た日本人 ［魚］返善雄（信濃
憂人）編 東京 青年書房 昭和14 四六 1 1円

30銭 禁安5 870 昭和14.11.23 302.1-SH59
ウ なし ○ 302.1-Sh59

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044525

大陸の感[覺] 林周盛 熊本 同人 昭和14 四六 1 50銭 禁安5 871 昭和14.11.28 特500-528 なし ○ 特500-528 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137966

第二の開闢 橋本欣五郎 東京 大日本青年黨
本部 昭和14 菊 1 1円 禁安5 872 昭和14.11.28 特500-529 なし ○ 特500-529 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137956

同盟時事年鑑　昭和15年版 同盟通信社編 東京 同社 昭和14 四六倍 1 3円 禁安5 873 昭和14.11.28 144-478 なし ○ 資料貼付ID:
1200501206613 14.4-478 なし

自動車便覧　昭和15年版 オートモビル社編 東京 同社 昭和14 四六 1 3円 禁安5 874 昭和14.11.30 771-18イ なし ○ 禁安番号なし 771-18イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1262383

歐洲戰爭と米國の對日態度 国際思想研究所編 東京 同社 昭和14 四六 1 15銭 禁安5 875 昭和14.12.1 特500-530 なし ○ 特500-530 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149877

北海タイムス年鑑　昭和15
年度版 札幌 北海タイムス社 昭和14 四六 1 1円 禁安5 876 昭和14.12. 14.5-768 なし ○ 禁安番号なし 14.5-768 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1069704

安寧の部（受領年月日：昭和15.8.20）
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税制改革を中心とせる國家
革新案 松岡眞 東京 協立社 昭和14 菊 1 60銭 禁安5 857 昭和14.11.8 特500-521 なし ○ 版:謄写版 特500-521 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439800

真にお気の毒な欧洲の民情
戰爭を吹つ飛ばせ 庄司隆俊 鎌倉 庄司隆俊 昭和14 和 中 1 40銭 禁安5 858 昭和14.11.8 特500-522 なし ○ 特500-522 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1271075

電力國家管理は失敗か 電氣日日新聞社編 東京 同社 昭和14 四六 1 10銭 禁安5 859 昭和14.11.10 特500-523 なし ○ 特500-523 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138043

ヒツトラーは何を求るか
（日本評論　第14巻第11号
附録）

ロリマー著
日本評論社編集部訳編 東京 同社 昭和14 四六 1 ― 禁安5 860 昭和14.10. 特500-524

購入印 なし ○ 特500-524 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149880

日本評論　第14巻第11号 東京 日本評論新社 昭和14 菊 1 1円
20銭 禁安5 861 昭和14.10. 購入印 なし × 資料貼付ID:

1201501329881 Z051.3-N1 なし

電氣之友　第81巻第857号 東京 電氣之友社 昭和14 四六倍 1 40銭 禁安5 862 昭和14.9. 寄贈印 なし × 雑31-63 なし

戰爭詩集 東京詩人クラブ編 東京 昭森社 昭和14 四六 1 1円
50銭 禁安5 863 昭和14.8.19

911.508-
To46ウ
納本印

なし ○ 911.508-
To46ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1128849

Japan christian year book, 
1939 東京 教文館 昭和14 四六 1 2円

50銭 禁安5 864 昭和14.7.22 納本印 × 不明

Tokyo Chamber of 
Commerce and Industry 東京 東京商工会議所 昭和14 菊倍 1 3円

50銭 禁安5 865 昭和14.10.10 納本印 なし ×
書名:The Industries of 
Japan-No.4 Mecanics※2

か？
不明

全解商品統制の知識 中外商業新報社経済
部編 東京 千倉書房 昭和14 四六 1 2円 禁安5 866 昭和14.11.9 775-86

納本印 なし ○ 禁安番号なし 775-86 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1262958

今後の東亜をどうするか 清水芳太郎 東京 平凡社 昭和14 四六 1 1円 禁安5 867 昭和14.11.9 特500-525 なし ○ 特500-525 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137596

虚々実々　歐州に鎬を削る
外交戰 本多太郎 東京 協同書房 昭和14 四六 1 10銭 禁安5 868 昭和14.11.13 特500-526 なし ○ 特500-526 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439743

英國打倒歐洲参戰の主張 野依秀市 東京 秀文閣 昭和14 四六 1 1円
50銭 禁安5 869 昭和14.11.13 特500-527 なし ○ 特500-527 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137265

支那人の見た日本人 ［魚］返善雄（信濃
憂人）編 東京 青年書房 昭和14 四六 1 1円

30銭 禁安5 870 昭和14.11.23 302.1-SH59
ウ なし ○ 302.1-Sh59

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044525

大陸の感[覺] 林周盛 熊本 同人 昭和14 四六 1 50銭 禁安5 871 昭和14.11.28 特500-528 なし ○ 特500-528 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137966

第二の開闢 橋本欣五郎 東京 大日本青年黨
本部 昭和14 菊 1 1円 禁安5 872 昭和14.11.28 特500-529 なし ○ 特500-529 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137956

同盟時事年鑑　昭和15年版 同盟通信社編 東京 同社 昭和14 四六倍 1 3円 禁安5 873 昭和14.11.28 144-478 なし ○ 資料貼付ID:
1200501206613 14.4-478 なし

自動車便覧　昭和15年版 オートモビル社編 東京 同社 昭和14 四六 1 3円 禁安5 874 昭和14.11.30 771-18イ なし ○ 禁安番号なし 771-18イ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1262383

歐洲戰爭と米國の對日態度 国際思想研究所編 東京 同社 昭和14 四六 1 15銭 禁安5 875 昭和14.12.1 特500-530 なし ○ 特500-530 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149877

北海タイムス年鑑　昭和15
年度版 札幌 北海タイムス社 昭和14 四六 1 1円 禁安5 876 昭和14.12. 14.5-768 なし ○ 禁安番号なし 14.5-768 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1069704
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世界平和への道 藤田謙一 東京 興成館 昭和14 四六 1 1円 禁安5 877 昭和14.12.6 319-F67ウ なし ○ 319-F67ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267372

天佑 国谷豊次郎 東京 国谷豊次郎 昭和14 四六 1 15銭 禁安5 878 昭和14.12.8 特500-531 なし ○ 特500-531 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138037

投資の新研究 阿部留太 東京 ダイヤモンド社 昭14 四六 1 1円
80銭 禁安5 879 昭和14.12.8 特500-532 なし ○ 特500-532 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702591

人生如何に生くべきか 石丸梧平 千葉 人生創造社 昭和14 四六 1 1円
40銭 禁安5 880 昭和14.12.8 159-I77ウ なし ○ 禁安番号なし 159-I77ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1039664

機械工學年鑑　昭和14年 日本機械學会編 東京 同会 昭和14 菊 1 1円
50銭 禁安5 881 昭和14.12.8 14.5-385

納本印 なし ○ 禁安番号なし 14.5-385 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1144731

東亞財界展望　昭和14年 東亞財界情報社編 東京 同社 昭和14 特大 1 50銭 禁安5 882 昭和14.12.11 納本印 なし × 不明

Japan in 1939 東京 ジャパンタイ
ムス社 昭和14 菊倍 1 6円 禁安5 883 昭和14.12.14 納本印 × 不明

Japan-Manchoukuo year book, 
1940 東京 ジヤパンマンチ

ユコー年鑑社 昭和14 四六倍 1 15円 禁安5 884 昭和14.12.24 ナシ なし ×
請求記号:Z67-P14他所
蔵している資料はすべ
て削除済版

不明

中支を征く 塚田粂治郎編 東京 塚田粂治郎 昭和14 四六倍 1 2円
50銭 禁安5 885 昭和14.12.28 特500-533 なし ○ 特500-533 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138002

内鮮一体論 姜昌基 東京 国民評論社 昭和14 四六 1 1円
15銭 禁安5 886 昭和14.12.28 特500-534 なし ○ 特500-534 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460588

肉彈は歌ふ 齋藤瀏 東京 八雲書林 昭和14 四六 1 1円
50銭 禁安5 887 昭和14.12.30 787-166イ なし ○ 787-166イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1682632

獨逸財政經濟の實情 関東産業團体聯合会編 東京 同会 昭和14 四六 1 30銭 禁安5 888 昭和14.12.30 342.34-
Ta84ウ なし ○ 資料貼付ID:

1200500739058
342.34-
Ta84ウ なし

獨逸に於ける経済統制 田中貢 熊本 古荘合資会社 昭和14 菊 1 10銭 禁安5 889 昭和15.1.6 特500-535 なし ○ 特500-535 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138050

現下の二大問題を衝く 投資経済社編 東京 同社 昭和15 四六 1 35銭 禁安5 890 昭和15.1.6 特500-536 なし ○ 特500-536 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137447

新經濟組織と國民の心得 横川重次 東京 東亜経済研究所 昭和15 四六 1 30銭 禁安5 891 昭和15.1.11 特500-537 なし ○ 特500-537 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137741

國民諸君の協力を求む 横川重次 東京 東亜経済研究所 昭和15 四六 1 30銭 禁安5 892 昭和15.1.11 特500-538 なし ○ 特500-538 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137560

経済學の新概念 葛西千秋 東京 同文館 昭和15 菊 1 1円
80銭 禁安5 893 昭和15.1.15 331-Ka72

ウ なし ○ 331-Ka72
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276158

Things Japanese チャンバレン 神戸
ゼー・エル・
タムソン株式
会社

昭和15 菊 1 10円 禁安5 894 昭和15.1.15 × 不明

生長の家聖典　生命の實相
信の巻 谷口雅春 東京 光明思想普及会 昭和15 特小 1 8版 3円 禁安5 895 昭和15.1.20 特500-539 なし ○ 特500-539 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137880

蒙疆の資源と經濟
（実業教育資料　第4） 大島豊 東京 実業教育振興

中央会 昭15 四六 1 20銭 禁安5 896 昭和15.1.22 特500-540 なし ○ 特500-540 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702592

安寧の部（受領年月日：昭和15.8.20）
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世界平和への道 藤田謙一 東京 興成館 昭和14 四六 1 1円 禁安5 877 昭和14.12.6 319-F67ウ なし ○ 319-F67ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267372

天佑 国谷豊次郎 東京 国谷豊次郎 昭和14 四六 1 15銭 禁安5 878 昭和14.12.8 特500-531 なし ○ 特500-531 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138037

投資の新研究 阿部留太 東京 ダイヤモンド社 昭14 四六 1 1円
80銭 禁安5 879 昭和14.12.8 特500-532 なし ○ 特500-532 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702591

人生如何に生くべきか 石丸梧平 千葉 人生創造社 昭和14 四六 1 1円
40銭 禁安5 880 昭和14.12.8 159-I77ウ なし ○ 禁安番号なし 159-I77ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1039664

機械工學年鑑　昭和14年 日本機械學会編 東京 同会 昭和14 菊 1 1円
50銭 禁安5 881 昭和14.12.8 14.5-385

納本印 なし ○ 禁安番号なし 14.5-385 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1144731

東亞財界展望　昭和14年 東亞財界情報社編 東京 同社 昭和14 特大 1 50銭 禁安5 882 昭和14.12.11 納本印 なし × 不明

Japan in 1939 東京 ジャパンタイ
ムス社 昭和14 菊倍 1 6円 禁安5 883 昭和14.12.14 納本印 × 不明

Japan-Manchoukuo year book, 
1940 東京 ジヤパンマンチ

ユコー年鑑社 昭和14 四六倍 1 15円 禁安5 884 昭和14.12.24 ナシ なし ×
請求記号:Z67-P14他所
蔵している資料はすべ
て削除済版

不明

中支を征く 塚田粂治郎編 東京 塚田粂治郎 昭和14 四六倍 1 2円
50銭 禁安5 885 昭和14.12.28 特500-533 なし ○ 特500-533 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138002

内鮮一体論 姜昌基 東京 国民評論社 昭和14 四六 1 1円
15銭 禁安5 886 昭和14.12.28 特500-534 なし ○ 特500-534 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460588

肉彈は歌ふ 齋藤瀏 東京 八雲書林 昭和14 四六 1 1円
50銭 禁安5 887 昭和14.12.30 787-166イ なし ○ 787-166イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1682632

獨逸財政經濟の實情 関東産業團体聯合会編 東京 同会 昭和14 四六 1 30銭 禁安5 888 昭和14.12.30 342.34-
Ta84ウ なし ○ 資料貼付ID:

1200500739058
342.34-
Ta84ウ なし

獨逸に於ける経済統制 田中貢 熊本 古荘合資会社 昭和14 菊 1 10銭 禁安5 889 昭和15.1.6 特500-535 なし ○ 特500-535 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138050

現下の二大問題を衝く 投資経済社編 東京 同社 昭和15 四六 1 35銭 禁安5 890 昭和15.1.6 特500-536 なし ○ 特500-536 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137447

新經濟組織と國民の心得 横川重次 東京 東亜経済研究所 昭和15 四六 1 30銭 禁安5 891 昭和15.1.11 特500-537 なし ○ 特500-537 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137741

國民諸君の協力を求む 横川重次 東京 東亜経済研究所 昭和15 四六 1 30銭 禁安5 892 昭和15.1.11 特500-538 なし ○ 特500-538 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137560

経済學の新概念 葛西千秋 東京 同文館 昭和15 菊 1 1円
80銭 禁安5 893 昭和15.1.15 331-Ka72

ウ なし ○ 331-Ka72
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276158

Things Japanese チャンバレン 神戸
ゼー・エル・
タムソン株式
会社

昭和15 菊 1 10円 禁安5 894 昭和15.1.15 × 不明

生長の家聖典　生命の實相
信の巻 谷口雅春 東京 光明思想普及会 昭和15 特小 1 8版 3円 禁安5 895 昭和15.1.20 特500-539 なし ○ 特500-539 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137880

蒙疆の資源と經濟
（実業教育資料　第4） 大島豊 東京 実業教育振興

中央会 昭15 四六 1 20銭 禁安5 896 昭和15.1.22 特500-540 なし ○ 特500-540 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702592
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The spirit of Shinto 
mythology メーソン 東京 富山房 昭和14 四六 1 3円

70銭 禁安5 897 昭和15.1.25 なし × 299.56-M399s http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1676946

銃後の叫び 森喜一 新潟 林喜一 昭和15 四六 1 1円
50銭 禁安5 898 昭和15.1.30 特500-541 なし ○ 特501-495は複本 特500-541 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267615

支那の鑛床及鑛業 ウイリアム・コリンス著
西村雄三訳 東京 白揚社 昭15 菊 1 2円

50銭 禁安5 899 昭和15.1.31 795-33イ なし ○

資料貼付ID:
1200600091997

『目録』の請求記号:
795-33イ

795-33 なし

人間學講話　下巻 米田稔 鳥取 人間學講堂 昭和15 和 中 1 1円
50銭 禁安5 900 昭和15.2.3 特500-542 なし ○ 版:謄写版 特500-542 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138187

醫療宣撫行 新垣恒政 東京 東亜公論社 昭和15 四六 1 1円
60銭 禁安5 901 昭和15.2.10 915.9-N72

ウ なし ○ 915.9-N72
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1131153

第二次歐洲大戰と日本の立場 渡辺銕藏 東京 渡辺経済研究所 昭和15 菊 1 30銭 禁安5 902 ［昭和15.］2.11 230.8-W46
ウ なし ○ 禁安番号なし 230.8-W46

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1042688

戰時食糧政策に背反する臺湾
米移出管理案は潔く撤廃せよ 大庭一 東京 日本民族社 昭和15 菊 1 10銭 禁安5 903 ［昭和15.］2.12 611.31-O11

ウ なし ○ 禁安番号なし 611.31-O11
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1066166

硝煙を潜りて 千葉部隊第三中隊編 東京 硝煙を潜りて
発行所 昭和15 菊 1 2円

50銭 禁安5 904 昭和15.2.14 特500-543 なし ○ 禁安番号なし 特500-543 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137714

企業統制論 小島精一 東京 千倉書房 昭和14 菊 1 1円
80銭 禁安5 905 昭和15.2.15 593-26 なし ○ 資料貼付ID:

1200600125829 593-26イ なし

君民國土一體精神 眞崎勝次 東京 日本協会出版部 昭和14 四六 1 15銭 禁安5 906 昭和14.8.18 特500-544 なし ○ 特500-544 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137424

東亜經済讀本 中外商業経済部編 東京 昭15 四六 1 1円
80銭 禁安5 907 昭和15.2.15 332.2-C62

ウ なし ○

ローカル請求記号:
332.2-C62ウ
資料貼付ID:
1200700553167

『目録』の請求記号:
332.2-C62ウ

768-154 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1441524

豊後日田郡司職家相傳　財
津家譜 武石繁次､ 大蔵和市編 大分縣日田

郡三花村 財津家譜編纂部 昭和15 四六 1軸 3円 禁安5 908 昭和15.5.25 特500-545 なし ○ 受入年月日不一致 不明

インド解放へ
〔戦争文化 書　第23〕 小倉虎治 東京 アジア問題研

究所 昭和15 四六 1 50銭 禁安5 909 昭和15.2.16 751-255イ なし ○

資料貼付ID:
1200600005797

『目録』の請求記号:
751-255イ

751-255-
（23） なし

皇國民讀本 石山正夫 東京 平凡社 昭和15 四六 1 2円
80銭 禁安5 910 昭和15.2.21 特500-546 なし ○ 特500-546 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137497

死と日本人 エルヴィン・ベルツ著
伊東鍈太郎訳 東京 青年書房 昭和15 四六 1 90銭 禁安5 911 昭和15.2.22 121.1-B14

ウ なし ○ 禁安番号なし 121.1-B14
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1038362

歐洲巨頭の星占ひ レオナルド・ブレーク著
若林一郎訳 東京 昭和書房 昭和15 四六 1 15銭 禁安5 912 昭和15.2.24 特500-547 なし ○ 特500-547 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149878

物價はどうなる!! 山川直夫 東京 東京情報社 昭和15 四六 1 10銭 禁安5 913 昭和15.2.24 特500-548 なし ○ 特500-548 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276859

安寧の部（受領年月日：昭和15.8.20）
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

The spirit of Shinto 
mythology メーソン 東京 富山房 昭和14 四六 1 3円

70銭 禁安5 897 昭和15.1.25 なし × 299.56-M399s http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1676946

銃後の叫び 森喜一 新潟 林喜一 昭和15 四六 1 1円
50銭 禁安5 898 昭和15.1.30 特500-541 なし ○ 特501-495は複本 特500-541 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267615

支那の鑛床及鑛業 ウイリアム・コリンス著
西村雄三訳 東京 白揚社 昭15 菊 1 2円

50銭 禁安5 899 昭和15.1.31 795-33イ なし ○

資料貼付ID:
1200600091997

『目録』の請求記号:
795-33イ

795-33 なし

人間學講話　下巻 米田稔 鳥取 人間學講堂 昭和15 和 中 1 1円
50銭 禁安5 900 昭和15.2.3 特500-542 なし ○ 版:謄写版 特500-542 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138187

醫療宣撫行 新垣恒政 東京 東亜公論社 昭和15 四六 1 1円
60銭 禁安5 901 昭和15.2.10 915.9-N72

ウ なし ○ 915.9-N72
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1131153

第二次歐洲大戰と日本の立場 渡辺銕藏 東京 渡辺経済研究所 昭和15 菊 1 30銭 禁安5 902 ［昭和15.］2.11 230.8-W46
ウ なし ○ 禁安番号なし 230.8-W46

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1042688

戰時食糧政策に背反する臺湾
米移出管理案は潔く撤廃せよ 大庭一 東京 日本民族社 昭和15 菊 1 10銭 禁安5 903 ［昭和15.］2.12 611.31-O11

ウ なし ○ 禁安番号なし 611.31-O11
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1066166

硝煙を潜りて 千葉部隊第三中隊編 東京 硝煙を潜りて
発行所 昭和15 菊 1 2円

50銭 禁安5 904 昭和15.2.14 特500-543 なし ○ 禁安番号なし 特500-543 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137714

企業統制論 小島精一 東京 千倉書房 昭和14 菊 1 1円
80銭 禁安5 905 昭和15.2.15 593-26 なし ○ 資料貼付ID:

1200600125829 593-26イ なし

君民國土一體精神 眞崎勝次 東京 日本協会出版部 昭和14 四六 1 15銭 禁安5 906 昭和14.8.18 特500-544 なし ○ 特500-544 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137424

東亜經済讀本 中外商業経済部編 東京 昭15 四六 1 1円
80銭 禁安5 907 昭和15.2.15 332.2-C62

ウ なし ○

ローカル請求記号:
332.2-C62ウ
資料貼付ID:
1200700553167

『目録』の請求記号:
332.2-C62ウ

768-154 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1441524

豊後日田郡司職家相傳　財
津家譜 武石繁次､ 大蔵和市編 大分縣日田

郡三花村 財津家譜編纂部 昭和15 四六 1軸 3円 禁安5 908 昭和15.5.25 特500-545 なし ○ 受入年月日不一致 不明

インド解放へ
〔戦争文化 書　第23〕 小倉虎治 東京 アジア問題研

究所 昭和15 四六 1 50銭 禁安5 909 昭和15.2.16 751-255イ なし ○

資料貼付ID:
1200600005797

『目録』の請求記号:
751-255イ

751-255-
（23） なし

皇國民讀本 石山正夫 東京 平凡社 昭和15 四六 1 2円
80銭 禁安5 910 昭和15.2.21 特500-546 なし ○ 特500-546 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137497

死と日本人 エルヴィン・ベルツ著
伊東鍈太郎訳 東京 青年書房 昭和15 四六 1 90銭 禁安5 911 昭和15.2.22 121.1-B14

ウ なし ○ 禁安番号なし 121.1-B14
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1038362

歐洲巨頭の星占ひ レオナルド・ブレーク著
若林一郎訳 東京 昭和書房 昭和15 四六 1 15銭 禁安5 912 昭和15.2.24 特500-547 なし ○ 特500-547 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149878

物價はどうなる!! 山川直夫 東京 東京情報社 昭和15 四六 1 10銭 禁安5 913 昭和15.2.24 特500-548 なし ○ 特500-548 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276859
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

わかりやすく神代を語る 伊東擧位 東京 一樹会 昭和15 四六 1 20銭 禁安5 914 昭和15.2.26

特500-549
上野図で
発見　
48.2.19

なし ○ 特500-549 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138567

新東亜産業大觀 東京日日新聞社編 東京 同社 昭和15 特大 1 10円 禁安5 915 昭和15.2.26 431-24 なし ○ 禁安番号なし 431-24 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460569

強力内閣製造法 藤田勇 東京 大中社 昭和15 四六 1 10銭 禁安5 916 昭和15.2

特500-550
上野図で
発見　
48.2.19

なし ○ 特500-550 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137387

興亜産業大鑑 興亜産業調査会編 東京 同会 昭和15 四六倍 1 20円 禁安5 917 昭和15.3.1 602.1-Ko11
ウ なし ○ 禁安番号なし 602.1-Ko11

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1065647

ソ聯の内幕 クリヴイツキー著
富樫長英､ 篠原武英訳 東京 人文閣 昭和15 四六 1 1円

60銭 禁安5 918 昭和15.3.4 × 不明

生命の實相　第6巻 谷口雅春 東京 光明思想普及会 昭和15 菊 1 1円
80銭 禁安5 919 昭和15.3.7 特500-551 なし ○ 特500-551 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137867

軍神杉本五郎中佐 中桶武夫 東京 平凡社 昭和15 四六 1 2円
80銭 禁安5 920 昭和15.3.11 特500-552 なし ○ 特500-552 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137437

重臣を衝く 野依秀市 東京 秀文閣 昭和15 四六 1 1円
20銭 禁安5 921 昭和15.3.13 特500-553 なし ○ 特500-553 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137708

重大時局に處する國内石油資
源開発策　轉換期の事業会社 長谷川尚一 東京 矢田泰藏 昭和15 四六 1 5銭 禁安5 922 昭和15.3.15 特500-554 なし ○ 特500-554 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137696

會社四季報
（昭和15年 第2輯） 東京 東洋経済新報社 昭和15 特小 1 60銭 禁安5 923 昭和15.3.27 14.5-817 なし ○ 禁安番号なし 14.5-817 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1072511

戰時下獨逸の實情に就て 森川覺三 東京 鉄鋼聯盟 昭和15 菊 1 20銭 禁安5 924 昭和15.3.30 特500-555 なし ○ 特500-555 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702594

哲学と人間 本荘可宗 東京 千倉書房 昭和15 四六 1 1円
80銭 禁安5 925 昭和15.3. 159-H85-4

ウ なし ○ 159-H85-4
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1039649

支那事変を繞る國際情勢 佐藤尚武 東京 山一證券株式
会社 昭和15 菊 1 15銭 禁安5 926 昭和15.4.4 特500-556 なし ○ 特500-556 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137661

歐洲事情 書　第2冊　英吉
利の印度支配

ラインハルト・フラ
ンク著
欧洲事情研究会訳編

東京 ニツポンプレス 昭和15.4 四六 1 30銭 禁安5 927 昭和15.5.2 特500-557 なし ○ 特500-557 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149884

書おろし長篇　第二の人生 里村欣三 東京 河出書房 昭和15 四六 1 1円
80銭 禁安5 928 昭和15.5.10 F13-Sa87-5

ウ なし ○

ローカル請求記号:
F13-Sa87ウ
資料貼付ID:
1200700613746

『目録』の請求記号:
F13-Sa87-5ウ

738-80 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1135138

東亜の理念
（新しき世界觀のために） 井伊亜夫 東京 東京書房 昭和15 四六 1 2円 禁安5 929 昭和15.5.10 特500-558 なし ○ 特500-558 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138057

アンドレ・ジイドの日記　
第6巻（1933-1939年）

ジイド著
新庄嘉章訳 東京 新潮社 昭和15 四六 1 1円

80銭 禁安5 930 昭和15.5.25 × 不明

安寧の部（受領年月日：昭和15.8.20）
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

わかりやすく神代を語る 伊東擧位 東京 一樹会 昭和15 四六 1 20銭 禁安5 914 昭和15.2.26

特500-549
上野図で
発見　
48.2.19

なし ○ 特500-549 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138567

新東亜産業大觀 東京日日新聞社編 東京 同社 昭和15 特大 1 10円 禁安5 915 昭和15.2.26 431-24 なし ○ 禁安番号なし 431-24 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460569

強力内閣製造法 藤田勇 東京 大中社 昭和15 四六 1 10銭 禁安5 916 昭和15.2

特500-550
上野図で
発見　
48.2.19

なし ○ 特500-550 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137387

興亜産業大鑑 興亜産業調査会編 東京 同会 昭和15 四六倍 1 20円 禁安5 917 昭和15.3.1 602.1-Ko11
ウ なし ○ 禁安番号なし 602.1-Ko11

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1065647

ソ聯の内幕 クリヴイツキー著
富樫長英､ 篠原武英訳 東京 人文閣 昭和15 四六 1 1円

60銭 禁安5 918 昭和15.3.4 × 不明

生命の實相　第6巻 谷口雅春 東京 光明思想普及会 昭和15 菊 1 1円
80銭 禁安5 919 昭和15.3.7 特500-551 なし ○ 特500-551 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137867

軍神杉本五郎中佐 中桶武夫 東京 平凡社 昭和15 四六 1 2円
80銭 禁安5 920 昭和15.3.11 特500-552 なし ○ 特500-552 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137437

重臣を衝く 野依秀市 東京 秀文閣 昭和15 四六 1 1円
20銭 禁安5 921 昭和15.3.13 特500-553 なし ○ 特500-553 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137708

重大時局に處する國内石油資
源開発策　轉換期の事業会社 長谷川尚一 東京 矢田泰藏 昭和15 四六 1 5銭 禁安5 922 昭和15.3.15 特500-554 なし ○ 特500-554 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137696

會社四季報
（昭和15年 第2輯） 東京 東洋経済新報社 昭和15 特小 1 60銭 禁安5 923 昭和15.3.27 14.5-817 なし ○ 禁安番号なし 14.5-817 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1072511

戰時下獨逸の實情に就て 森川覺三 東京 鉄鋼聯盟 昭和15 菊 1 20銭 禁安5 924 昭和15.3.30 特500-555 なし ○ 特500-555 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702594

哲学と人間 本荘可宗 東京 千倉書房 昭和15 四六 1 1円
80銭 禁安5 925 昭和15.3. 159-H85-4

ウ なし ○ 159-H85-4
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1039649

支那事変を繞る國際情勢 佐藤尚武 東京 山一證券株式
会社 昭和15 菊 1 15銭 禁安5 926 昭和15.4.4 特500-556 なし ○ 特500-556 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137661

歐洲事情 書　第2冊　英吉
利の印度支配

ラインハルト・フラ
ンク著
欧洲事情研究会訳編

東京 ニツポンプレス 昭和15.4 四六 1 30銭 禁安5 927 昭和15.5.2 特500-557 なし ○ 特500-557 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149884

書おろし長篇　第二の人生 里村欣三 東京 河出書房 昭和15 四六 1 1円
80銭 禁安5 928 昭和15.5.10 F13-Sa87-5

ウ なし ○

ローカル請求記号:
F13-Sa87ウ
資料貼付ID:
1200700613746

『目録』の請求記号:
F13-Sa87-5ウ

738-80 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1135138

東亜の理念
（新しき世界觀のために） 井伊亜夫 東京 東京書房 昭和15 四六 1 2円 禁安5 929 昭和15.5.10 特500-558 なし ○ 特500-558 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138057

アンドレ・ジイドの日記　
第6巻（1933-1939年）

ジイド著
新庄嘉章訳 東京 新潮社 昭和15 四六 1 1円

80銭 禁安5 930 昭和15.5.25 × 不明
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

日本精神とカトリック教　改 山口鹿三 東京 ドンボスコ社 昭和15 四六 1 35銭 禁安5 931 昭和15.6.1 特500-559 なし ○ 特500-559 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138147

利潤統制と切符制の實施 岡田勝人 東京 東京情報社 昭和15 四六 1 15銭 禁安5 932 昭和15.6.6 特500-560 なし ○ 特500-560 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276865

歐羅巴の退却
ヴェラ・ミヘレス・
ディーン著
荒畑勝三訳

東京 東亜公論社 昭和15 四六 1 2円 禁安5 933 昭和15.6.10 319.3-D51
ウ なし ○ 禁安番号なし 319.3-D51

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1045196

モスコー・ベルリン樞軸
リツプマン､ バセチ
エス共著
福田澄男訳

東京 日本ワァルド・
レヴユウ社 昭和15 四六 1 20銭 禁安5 934 昭和15.6.10 特500-561 なし ○ 特500-561 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149882

時局パンフレツト 聯合通信社編 東京 同社 昭和15 四六 1 25銭 禁安5 935 昭和15.6.11 特500-562 なし ○ 特500-562 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137636

藤井武全集　第12巻 藤井武著　塚本武二､
矢内原忠雄編 東京 藤井武全集刊

行会 昭和7 四六 1 2円
50銭 禁安5 936 昭和15.6.15 613-40 なし ○ 禁安番号なし 613-40 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1260130

藤井武全集　第12巻
再販

藤井武著　
塚本武二､ 矢内原忠
雄編

東京 藤井武全集刊
行会 昭和15 四六 1 再版 2円

50銭 禁安5 937 昭和15.6.15 613-40ロ なし ○

ローカル請求記号:
613-40ロ
資料貼付ID:
1200700079497

『目録』の請求記号:
613-40ロ

613-40イ なし

ベルリン駐剳終了に至るま
での事情に関する英国大使
ネヴィル・ヘンダーソン卿
の最終報告書

ヘンダーソン著
英国大使館訳編 東京 同館 昭和15 四六 1 20銭 禁安5 938 昭和15.6.18 特500-563 なし ○ 特500-563 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138365

戰史評論　第2卷 兵學研究会編 東京 干城堂 昭和15 菊 1 2円
50銭 禁安5 939 昭和15.6.18 790-86イ なし ○ 禁安番号なし 790-86イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1701935

生活必需品の切符制に就て 愛知縣産業組合青年
連盟編 名古屋 同聯盟 昭和15 四六 1 10銭 禁安5 940 昭和15.6.21 特500-564 なし ○ 特500-564 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137833

新支那建國讀本 山口梧郎 東京 テンセン社 昭和15 四六 1 1円
20銭 禁安5 941 昭和15.6.21 特500-565

納本印 なし ○ 特500-565 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137759

特殊鋼年鑑　昭和15年版 特殊鋼社編 仙台 同社 昭和15 四六 1 1円
80銭 禁安5 942 昭和15.6.26

R564.8-
To43ウ
納本印

なし ○ 資料貼付ID:
1200800313225

R564.8-
To43ウ なし

産業年鑑　昭和15年版 工業日日新聞社編 東京 同社 昭和15 四六 1 2円 禁安5 943 昭和15.6.27 14.2-141
納本印 なし 〇 禁安番号なし 14.2ハー

141 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1070354

アジアの悲劇 クロード・ファレール著
森本武也訳 東京 日光書院 昭和15 四六 1 1円 禁安5 944 昭和15.7.1

319.122-
F15ウ
納本印

なし ○ 319.122-
F15ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1045186

祖國を如何にして守るべきか? 瀧田錬太郎 高崎 清水園出版部 昭和15 四六 1 2円
60銭 禁安5 945 昭和15.7.1 特500-566 なし ○ 特500-566 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460570

ヒットラーの大勝と英佛の
齟齬 大沢吉五郎 名古屋 国際事情研究会 昭和15 四六 1 25銭 禁安5 946 昭和15.7.17 特500-567 なし ○ 特500-567 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138276

Time. Vol.26,no.23 菊倍 1 禁安5 947 購入印　
ナシ なし × 請求記号:Z55-A401の

当該巻号は複本 不明

安寧の部（受領年月日：昭和15.8.20）
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

日本精神とカトリック教　改 山口鹿三 東京 ドンボスコ社 昭和15 四六 1 35銭 禁安5 931 昭和15.6.1 特500-559 なし ○ 特500-559 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138147

利潤統制と切符制の實施 岡田勝人 東京 東京情報社 昭和15 四六 1 15銭 禁安5 932 昭和15.6.6 特500-560 なし ○ 特500-560 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276865

歐羅巴の退却
ヴェラ・ミヘレス・
ディーン著
荒畑勝三訳

東京 東亜公論社 昭和15 四六 1 2円 禁安5 933 昭和15.6.10 319.3-D51
ウ なし ○ 禁安番号なし 319.3-D51

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1045196

モスコー・ベルリン樞軸
リツプマン､ バセチ
エス共著
福田澄男訳

東京 日本ワァルド・
レヴユウ社 昭和15 四六 1 20銭 禁安5 934 昭和15.6.10 特500-561 なし ○ 特500-561 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149882

時局パンフレツト 聯合通信社編 東京 同社 昭和15 四六 1 25銭 禁安5 935 昭和15.6.11 特500-562 なし ○ 特500-562 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137636

藤井武全集　第12巻 藤井武著　塚本武二､
矢内原忠雄編 東京 藤井武全集刊

行会 昭和7 四六 1 2円
50銭 禁安5 936 昭和15.6.15 613-40 なし ○ 禁安番号なし 613-40 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1260130

藤井武全集　第12巻
再販

藤井武著　
塚本武二､ 矢内原忠
雄編

東京 藤井武全集刊
行会 昭和15 四六 1 再版 2円

50銭 禁安5 937 昭和15.6.15 613-40ロ なし ○

ローカル請求記号:
613-40ロ
資料貼付ID:
1200700079497

『目録』の請求記号:
613-40ロ

613-40イ なし

ベルリン駐剳終了に至るま
での事情に関する英国大使
ネヴィル・ヘンダーソン卿
の最終報告書

ヘンダーソン著
英国大使館訳編 東京 同館 昭和15 四六 1 20銭 禁安5 938 昭和15.6.18 特500-563 なし ○ 特500-563 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138365

戰史評論　第2卷 兵學研究会編 東京 干城堂 昭和15 菊 1 2円
50銭 禁安5 939 昭和15.6.18 790-86イ なし ○ 禁安番号なし 790-86イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1701935

生活必需品の切符制に就て 愛知縣産業組合青年
連盟編 名古屋 同聯盟 昭和15 四六 1 10銭 禁安5 940 昭和15.6.21 特500-564 なし ○ 特500-564 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137833

新支那建國讀本 山口梧郎 東京 テンセン社 昭和15 四六 1 1円
20銭 禁安5 941 昭和15.6.21 特500-565

納本印 なし ○ 特500-565 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137759

特殊鋼年鑑　昭和15年版 特殊鋼社編 仙台 同社 昭和15 四六 1 1円
80銭 禁安5 942 昭和15.6.26

R564.8-
To43ウ
納本印

なし ○ 資料貼付ID:
1200800313225

R564.8-
To43ウ なし

産業年鑑　昭和15年版 工業日日新聞社編 東京 同社 昭和15 四六 1 2円 禁安5 943 昭和15.6.27 14.2-141
納本印 なし 〇 禁安番号なし 14.2ハー

141 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1070354

アジアの悲劇 クロード・ファレール著
森本武也訳 東京 日光書院 昭和15 四六 1 1円 禁安5 944 昭和15.7.1

319.122-
F15ウ
納本印

なし ○ 319.122-
F15ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1045186

祖國を如何にして守るべきか? 瀧田錬太郎 高崎 清水園出版部 昭和15 四六 1 2円
60銭 禁安5 945 昭和15.7.1 特500-566 なし ○ 特500-566 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460570

ヒットラーの大勝と英佛の
齟齬 大沢吉五郎 名古屋 国際事情研究会 昭和15 四六 1 25銭 禁安5 946 昭和15.7.17 特500-567 なし ○ 特500-567 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138276

Time. Vol.26,no.23 菊倍 1 禁安5 947 購入印　
ナシ なし × 請求記号:Z55-A401の

当該巻号は複本 不明
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

Time. Vol27,no.8 菊倍 1 禁安5 948 購入印　 なし × 請求記号:Z55-A401の
当該巻号は欠号 不明

Time. Vol27,no.11 菊倍 1 禁安5 949 購入印　 なし × 請求記号:Z55-A401の
当該巻号は欠号 不明

Illustrated London news.
vl.191, no.5141 特大 1 禁安5 950 購入印　 なし × 請求記号:Z55-A197の

当該巻号は複本 不明

Berliner Illustrirte Zeitung. 
Jahrg.46,Nr.37 特大 1 禁安5 951 寄贈印　 なし × 不明

The Times. No.3180 特大 1 禁安5 952 購入印　 なし ×
資料貼付ID:
1200404469557
刊行年月日:1937.12.23

Z92-42 なし

Time. Vol.34,no.17 菊倍 1 禁安5 953 購入印　 なし × 請求記号:Z55-A401の
当該巻号は複本 不明

Time. Vol.35,no.8 菊倍 1 禁安5 954 購入印　 なし × 請求記号:Z55-A401の
当該巻号は複本 不明

國策會社概要 渡辺銕藏 東京 渡辺経済研究所 昭和14 菊 1 20銭 禁安5 955 昭和14.12.20
335.49-
W49ウ
納本印

なし 〇 禁安番号なし 335.49-
W46ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459447

〇受領年月日：昭和17.7.30

新聞活殺劍 式正次 東京 精華書房 昭和14 四六 1 1円 禁安7 956 　 717-90イ なし ○ 資料貼付ID:
1200501990087 717-90 なし

古事記及日本書紀の新研究 津田左右吉 東京 洛陽堂 大正8 菊 1 4円
50銭 禁安7 957 昭和15.2.10 210.3-Ts34-

4a なし ○ 禁安番号なし 210.3-Ts34-
4aウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/925906

古事記及日本書紀の新研究 津田左右吉 東京 洛陽堂 大正8 菊 1 4円
50銭 禁安7 958 昭和15.2.10 なし ？ 210.3-Ts34-4aウは1冊

のみ 不明

神代史の研究 津田左右吉 東京 岩波書店 大正13 菊 1 3円
50銭 禁安7 959 昭和15.2.10 なし × 資料貼付ID:

1200800937834 519-108 なし

古事記及日本書紀の研究 津田左右吉 東京 岩波書店 大正13 菊 1 4円 禁安7 960 昭和15.2.10 210.3-
Ts34-4ウ なし ○ 210.3-

Ts34-4ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1085731

日本上代史研究 津田左右吉 東京 岩波書店 昭和5 菊 1 5円 禁安7 961 昭和15.2.10 210.3-
Ts34-3ウ なし ○ 210.3-

Ts34-3ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041707

上代日本の社會及び思想 津田左右吉 東京 岩波書店 昭和8 菊 1 4円 禁安7 962 昭和15. 210.3-
Ts34-2ウ なし ○ 210.3-

Ts34-2ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041708

獄中記 林房雄 東京 創元社 昭和15 四六 1 1円
60銭 禁安7 963 昭和15.3.25 915.6-H48

ウ なし ○ 915.6-H48
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1130781

軍事援護實例
（方面委員取扱） 全日本方面委員聯盟編 東京 同聯盟 昭和15 四六 1 30銭 禁安7 964 昭和15.6.13 666-275 なし ○ 666-275 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1451187

人間軍人 飯村泉 東京 狼柏荘書房 昭和15 四六 1 1円
60銭 禁安7 965 昭和15.7.27 なし × 不明

明日の満洲 大河平隆光 東京 大日本法令出
版株式会社 昭和15 四六 1 1円

30銭 禁安7 966 昭和15.7.27 302.22-O53
ウ なし ○ 禁安番号なし 302.22-O53

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267118

安寧の部（受領年月日：昭和15.8.20, 昭和17.7.30）
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

Time. Vol27,no.8 菊倍 1 禁安5 948 購入印　 なし × 請求記号:Z55-A401の
当該巻号は欠号 不明

Time. Vol27,no.11 菊倍 1 禁安5 949 購入印　 なし × 請求記号:Z55-A401の
当該巻号は欠号 不明

Illustrated London news.
vl.191, no.5141 特大 1 禁安5 950 購入印　 なし × 請求記号:Z55-A197の

当該巻号は複本 不明

Berliner Illustrirte Zeitung. 
Jahrg.46,Nr.37 特大 1 禁安5 951 寄贈印　 なし × 不明

The Times. No.3180 特大 1 禁安5 952 購入印　 なし ×
資料貼付ID:
1200404469557
刊行年月日:1937.12.23

Z92-42 なし

Time. Vol.34,no.17 菊倍 1 禁安5 953 購入印　 なし × 請求記号:Z55-A401の
当該巻号は複本 不明

Time. Vol.35,no.8 菊倍 1 禁安5 954 購入印　 なし × 請求記号:Z55-A401の
当該巻号は複本 不明

國策會社概要 渡辺銕藏 東京 渡辺経済研究所 昭和14 菊 1 20銭 禁安5 955 昭和14.12.20
335.49-
W49ウ
納本印

なし 〇 禁安番号なし 335.49-
W46ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459447

〇受領年月日：昭和17.7.30

新聞活殺劍 式正次 東京 精華書房 昭和14 四六 1 1円 禁安7 956 　 717-90イ なし ○ 資料貼付ID:
1200501990087 717-90 なし

古事記及日本書紀の新研究 津田左右吉 東京 洛陽堂 大正8 菊 1 4円
50銭 禁安7 957 昭和15.2.10 210.3-Ts34-

4a なし ○ 禁安番号なし 210.3-Ts34-
4aウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/925906

古事記及日本書紀の新研究 津田左右吉 東京 洛陽堂 大正8 菊 1 4円
50銭 禁安7 958 昭和15.2.10 なし ？ 210.3-Ts34-4aウは1冊

のみ 不明

神代史の研究 津田左右吉 東京 岩波書店 大正13 菊 1 3円
50銭 禁安7 959 昭和15.2.10 なし × 資料貼付ID:

1200800937834 519-108 なし

古事記及日本書紀の研究 津田左右吉 東京 岩波書店 大正13 菊 1 4円 禁安7 960 昭和15.2.10 210.3-
Ts34-4ウ なし ○ 210.3-

Ts34-4ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1085731

日本上代史研究 津田左右吉 東京 岩波書店 昭和5 菊 1 5円 禁安7 961 昭和15.2.10 210.3-
Ts34-3ウ なし ○ 210.3-

Ts34-3ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041707

上代日本の社會及び思想 津田左右吉 東京 岩波書店 昭和8 菊 1 4円 禁安7 962 昭和15. 210.3-
Ts34-2ウ なし ○ 210.3-

Ts34-2ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1041708

獄中記 林房雄 東京 創元社 昭和15 四六 1 1円
60銭 禁安7 963 昭和15.3.25 915.6-H48

ウ なし ○ 915.6-H48
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1130781

軍事援護實例
（方面委員取扱） 全日本方面委員聯盟編 東京 同聯盟 昭和15 四六 1 30銭 禁安7 964 昭和15.6.13 666-275 なし ○ 666-275 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1451187

人間軍人 飯村泉 東京 狼柏荘書房 昭和15 四六 1 1円
60銭 禁安7 965 昭和15.7.27 なし × 不明

明日の満洲 大河平隆光 東京 大日本法令出
版株式会社 昭和15 四六 1 1円

30銭 禁安7 966 昭和15.7.27 302.22-O53
ウ なし ○ 禁安番号なし 302.22-O53

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267118
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偉人二千六百年史 山口梧郎 東京 天泉社 昭和15 四六 1 1円 禁安7 967 昭和15.7.29 281.08-Y24
ウ なし ○ 281.08-Y24

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043053

戰爭文學全集
（征野二年､ 弾痕､ 兵車行） 松田利通等 東京 潮文閣 昭和15 四六 1 2円

30銭 禁安7 968 昭和15.8.31 786-98 なし ○ 786-98 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1682629

法華経の發見 飯島貫實 東京 大東出版社 昭和15 四六 1 2円
80銭 禁安7 969 昭和15.8.20 183.3-I27

ウ なし ○ 183.3-I27
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1057629

日本に鞭つ 野依秀市著 東京 秀文閣書房 昭和15 四六 1 1円
30銭 禁安7 970 昭和15.8.26 特500-568 なし ○ 特500-568 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138166

戰爭文學全集
（泥濘二百八十里）（帰る兵
隊）（軍服の聖者）

前山賢次等 東京 潮文閣 昭和15 四六 1 2円
30銭 禁安7 971 昭和15.8.26 786-98イ なし ○ 資料貼付ID:

1200600080775 786-98 なし

人間と社會 阿部真之助 東京 三省堂 昭和15 四六 1 2円
20銭 禁安7 972 昭和15.9.3 304-A12ウ なし ○ 304-A12ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1273627

世界最終戦論 石原莞爾著
福島清三郎編 京都 立命館出版部 昭和15 四六 1 40銭 禁安7 973 昭和15.9.14 特500-569 なし ○ 特500-569 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460551

ヒットラーは語る
ヘルマン・ロウシュ
ニング著
長澤含訳

東京 新興之日本社 昭和15 四六 1 10銭 禁安7 974 昭和15.9.16 特500-570 なし ○ 特500-570 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149881

皇国の世界史的使命と國内
新体制の方向 三浦延治 名古屋 中部國民道場

研究部 昭和15 四六 1 10銭 禁安7 975 昭和15.9.18 特500-571 なし ○ 特500-571 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267602

醫事雜考　妖。異。變 田中香涯（祐吉） 東京 鳳鳴堂書店 昭和15 四六 1 2円 禁安7 976 昭和15.9.26 特500-572 なし ○ 特500-572 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138511

ヘエゲル篇
（世界大思想家選集） 三枝博音 東京 第一書房 昭和15 四六 1 1円

80銭 禁安7 977 昭和15.9.30 761-167 なし ○ 個体貼付ID:
1200600029791 761-167 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/3430207

衛生部隊前進 齋藤駿 東京 大東出版社 昭和15 四六 1 1円
20銭 禁安7 978 昭和15.10.16 特500-573 なし ○ 特500-573 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460480

第二次大戰の性格 E.ヴァルガ著
三宅邦男訳 東京 慶應書房 昭和15 四六 1 2円 禁安7 979 333.3-Mi76

ウ なし ○ 333.3-Mi76
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061360

The roll of dishonour
（British information series,no.9）Redman,H.Vere 東京 英國大使館情

報部 昭和15 四六 1 禁安7 980 特500-574 なし ○ 特500-574 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149883

在米同胞と語る 永田稠 東京 日本力行會 昭和15 四六 1 1円 禁安7 981 特500-575 なし ○ 特500-575 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137609

我が國体 山崎冨傳 東京 皇道宣揚義會 昭和15 菊 1 1円
50銭 禁安7 982 特500-576 なし ○ 特500-576 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138564

エヌ・エル・エフ小説集 木村太郎等訳編 東京 青木書房 昭和15 四六 1 2円 禁安7 983 F50-E64ウ なし ○ 資料貼付ID:
1200502002706 F50-E64ウ なし

皇道翼賛のために 木村徹英 廣島 興亜運動國民
同志會 昭和15 四六 1 40銭 禁安7 984 昭16.1.7 特500-577 なし ○ 特500-577 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439758

フリッツ・ティッセンの書簡
（ナチ首脳部に宛てた前独逸
鋼鉄王の手紙）

英國大使館情報部 東京 同部 昭和16 四六 1 禁安7 985 昭16.1.17 ［特500］
-578 なし ○ 特500-578 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138330

The letters of Fritz Thyssen 
（British iformation series,no.11.）英國大使館情報部 東京 同部 昭和16 四六 1 禁安7 986 昭16.1.17 ［特500］

-579 なし ○ 出版年:1940 特500-579 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138580

安寧の部（受領年月日：昭和17.7.30）
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偉人二千六百年史 山口梧郎 東京 天泉社 昭和15 四六 1 1円 禁安7 967 昭和15.7.29 281.08-Y24
ウ なし ○ 281.08-Y24

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043053

戰爭文學全集
（征野二年､ 弾痕､ 兵車行） 松田利通等 東京 潮文閣 昭和15 四六 1 2円

30銭 禁安7 968 昭和15.8.31 786-98 なし ○ 786-98 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1682629

法華経の發見 飯島貫實 東京 大東出版社 昭和15 四六 1 2円
80銭 禁安7 969 昭和15.8.20 183.3-I27

ウ なし ○ 183.3-I27
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1057629

日本に鞭つ 野依秀市著 東京 秀文閣書房 昭和15 四六 1 1円
30銭 禁安7 970 昭和15.8.26 特500-568 なし ○ 特500-568 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138166

戰爭文學全集
（泥濘二百八十里）（帰る兵
隊）（軍服の聖者）

前山賢次等 東京 潮文閣 昭和15 四六 1 2円
30銭 禁安7 971 昭和15.8.26 786-98イ なし ○ 資料貼付ID:

1200600080775 786-98 なし

人間と社會 阿部真之助 東京 三省堂 昭和15 四六 1 2円
20銭 禁安7 972 昭和15.9.3 304-A12ウ なし ○ 304-A12ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1273627

世界最終戦論 石原莞爾著
福島清三郎編 京都 立命館出版部 昭和15 四六 1 40銭 禁安7 973 昭和15.9.14 特500-569 なし ○ 特500-569 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460551

ヒットラーは語る
ヘルマン・ロウシュ
ニング著
長澤含訳

東京 新興之日本社 昭和15 四六 1 10銭 禁安7 974 昭和15.9.16 特500-570 なし ○ 特500-570 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149881

皇国の世界史的使命と國内
新体制の方向 三浦延治 名古屋 中部國民道場

研究部 昭和15 四六 1 10銭 禁安7 975 昭和15.9.18 特500-571 なし ○ 特500-571 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267602

醫事雜考　妖。異。變 田中香涯（祐吉） 東京 鳳鳴堂書店 昭和15 四六 1 2円 禁安7 976 昭和15.9.26 特500-572 なし ○ 特500-572 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138511

ヘエゲル篇
（世界大思想家選集） 三枝博音 東京 第一書房 昭和15 四六 1 1円

80銭 禁安7 977 昭和15.9.30 761-167 なし ○ 個体貼付ID:
1200600029791 761-167 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/3430207

衛生部隊前進 齋藤駿 東京 大東出版社 昭和15 四六 1 1円
20銭 禁安7 978 昭和15.10.16 特500-573 なし ○ 特500-573 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460480

第二次大戰の性格 E.ヴァルガ著
三宅邦男訳 東京 慶應書房 昭和15 四六 1 2円 禁安7 979 333.3-Mi76

ウ なし ○ 333.3-Mi76
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061360

The roll of dishonour
（British information series,no.9）Redman,H.Vere 東京 英國大使館情

報部 昭和15 四六 1 禁安7 980 特500-574 なし ○ 特500-574 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149883

在米同胞と語る 永田稠 東京 日本力行會 昭和15 四六 1 1円 禁安7 981 特500-575 なし ○ 特500-575 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137609

我が國体 山崎冨傳 東京 皇道宣揚義會 昭和15 菊 1 1円
50銭 禁安7 982 特500-576 なし ○ 特500-576 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138564

エヌ・エル・エフ小説集 木村太郎等訳編 東京 青木書房 昭和15 四六 1 2円 禁安7 983 F50-E64ウ なし ○ 資料貼付ID:
1200502002706 F50-E64ウ なし

皇道翼賛のために 木村徹英 廣島 興亜運動國民
同志會 昭和15 四六 1 40銭 禁安7 984 昭16.1.7 特500-577 なし ○ 特500-577 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439758

フリッツ・ティッセンの書簡
（ナチ首脳部に宛てた前独逸
鋼鉄王の手紙）

英國大使館情報部 東京 同部 昭和16 四六 1 禁安7 985 昭16.1.17 ［特500］
-578 なし ○ 特500-578 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138330

The letters of Fritz Thyssen 
（British iformation series,no.11.）英國大使館情報部 東京 同部 昭和16 四六 1 禁安7 986 昭16.1.17 ［特500］

-579 なし ○ 出版年:1940 特500-579 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138580
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新經濟体制の方向
（石田信之助「商店経済文庫
第1輯）

小島精一 東京 柴田義久 昭和16 菊 1 20銭 禁安7 987 昭16.1.20 ［特500］
-580 なし ○ 特500-580 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137737

科學動員の研究 中村政雄､ 蜂谷吉之助 東京 髙山書院 昭和16 菊 1 2円 禁安7 988 昭16.3.4 402.38-
N37-2ウ なし ○ 402.38-

N37-2ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1063053

商業者の新体制と企業合同 伊東岩男 東京 伊藤書店 昭和16 四六 1 1円
60銭 禁安7 989 昭16.3.8 335-I893ウ なし ○ 335-I893ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1061538

支那事変解決を阻害するもの
（東亜聯盟論とは何か） 精神科學研究所編 東京 同所 昭和16 四六 1 1円 禁安7 990 昭16.3.11 特500-581

イ なし ○ 特500-581
イ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439781

支那事変解決を阻害するもの
（東亜聯盟論とは何か） 精神科學研究所編 東京 同所 昭和16 四六 1 1円 禁安7 991 昭16.3.11 特500-581

ロ なし × 特500-581
イ なし

支那事変解決を阻害するもの
（東亜聯盟論とは何か） 精神科學研究所編 東京 同所 昭和16 四六 1 1円 禁安7 992 昭16.3.11 特500-581

ハ なし × 特500-581
イ なし

農村青年に與ふ 下位春吉 東京 嵐山荘 昭和16 四六 1 1円
50銭 禁安7 993 昭16.3.14 610.4-Sh52

ウ なし ○ 610.4-Sh52
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1065871

ナチスの科學政策 深尾重光 東京 アルス 昭和16 四六 1 60銭 禁安7 994 昭16.3.20 775-192 なし ○

ローカル請求記号:
775-192
資料貼付ID:
1200700240380

『目録』の請求記号:
775-192

783-483 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1683556

産業資本と支那農民 陳翰笙著
水田博訳 東京 生活社 昭和16 四六 1 1円

20銭 禁安7 995 昭16.3.27 777-22 なし ○ 777-22-（6）http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1262939

現代支那の政黨 日森虎雄 東京 生活社 昭和16 四六 1 1円
40銭 禁安7 996 昭16.3.27 777-22イ なし ○ 777-22イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460508

The Nazi "New order" for 
Europe.

（British information series, no.13）
英國大使館情報部 東京 同部 昭和16 四六 1 禁安7 997 昭16.3.27 特500-582 なし ○ 特500-582 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149885

新版　現代哲學辭典 三木清編 東京 日本評論社 昭和16 菊 1 5円 禁安7 998 昭16.3.28 R103.3-
Mi24aウ なし ○ R103.3-

Mi24aウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1123546

大日本生産黨十年史 大日本生産党十年史
編纂委員會編 東京 同党本部 昭和16 四六 1 禁安7 999 昭16.4.2 特500-583 なし ○ 特500-583 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702595

遊撃隊・遊撃戰 長野朗 東京 和泉書院 昭和15 四六 1 1円
40銭 禁安7 1000 昭16.4.2 ［特500］

-584 なし ○ 特500-584 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138504

遊撃隊・遊撃戦 長野朗 東京 和泉書院 昭和16 四六 1 1円
40銭 禁安7 1001 昭和16.4.2 393.3-N16

ウ なし ？

『目録』の393.3-N16ウ
はタイトル:遊撃隊・遊
撃戦研究、出版者:坂上
書院、受入年不一致

不明

英雄の死
リチャード・オル
ディングトン著
新田潤訳

東京 今日の問題社 昭和16 四六 1 2円 禁安7 1002 昭和16.4.10 F13-A411
ウ なし ○ F33-A411

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1136134

支那人の見た日本人 魚返善雄（信濃憂人） 東京 青年書房 昭和16 四六 1 1円
60銭 禁安7 1003 昭和16.4.16 302.1-Sh59

ウ なし ○ 302.1-Sh59
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044525

安寧の部（受領年月日：昭和17.7.30）
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新經濟体制の方向
（石田信之助「商店経済文庫
第1輯）

小島精一 東京 柴田義久 昭和16 菊 1 20銭 禁安7 987 昭16.1.20 ［特500］
-580 なし ○ 特500-580 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137737

科學動員の研究 中村政雄､ 蜂谷吉之助 東京 髙山書院 昭和16 菊 1 2円 禁安7 988 昭16.3.4 402.38-
N37-2ウ なし ○ 402.38-

N37-2ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1063053

商業者の新体制と企業合同 伊東岩男 東京 伊藤書店 昭和16 四六 1 1円
60銭 禁安7 989 昭16.3.8 335-I893ウ なし ○ 335-I893ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1061538

支那事変解決を阻害するもの
（東亜聯盟論とは何か） 精神科學研究所編 東京 同所 昭和16 四六 1 1円 禁安7 990 昭16.3.11 特500-581

イ なし ○ 特500-581
イ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439781

支那事変解決を阻害するもの
（東亜聯盟論とは何か） 精神科學研究所編 東京 同所 昭和16 四六 1 1円 禁安7 991 昭16.3.11 特500-581

ロ なし × 特500-581
イ なし

支那事変解決を阻害するもの
（東亜聯盟論とは何か） 精神科學研究所編 東京 同所 昭和16 四六 1 1円 禁安7 992 昭16.3.11 特500-581

ハ なし × 特500-581
イ なし

農村青年に與ふ 下位春吉 東京 嵐山荘 昭和16 四六 1 1円
50銭 禁安7 993 昭16.3.14 610.4-Sh52

ウ なし ○ 610.4-Sh52
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1065871

ナチスの科學政策 深尾重光 東京 アルス 昭和16 四六 1 60銭 禁安7 994 昭16.3.20 775-192 なし ○

ローカル請求記号:
775-192
資料貼付ID:
1200700240380

『目録』の請求記号:
775-192

783-483 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1683556

産業資本と支那農民 陳翰笙著
水田博訳 東京 生活社 昭和16 四六 1 1円

20銭 禁安7 995 昭16.3.27 777-22 なし ○ 777-22-（6）http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1262939

現代支那の政黨 日森虎雄 東京 生活社 昭和16 四六 1 1円
40銭 禁安7 996 昭16.3.27 777-22イ なし ○ 777-22イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460508

The Nazi "New order" for 
Europe.

（British information series, no.13）
英國大使館情報部 東京 同部 昭和16 四六 1 禁安7 997 昭16.3.27 特500-582 なし ○ 特500-582 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149885

新版　現代哲學辭典 三木清編 東京 日本評論社 昭和16 菊 1 5円 禁安7 998 昭16.3.28 R103.3-
Mi24aウ なし ○ R103.3-

Mi24aウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1123546

大日本生産黨十年史 大日本生産党十年史
編纂委員會編 東京 同党本部 昭和16 四六 1 禁安7 999 昭16.4.2 特500-583 なし ○ 特500-583 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702595

遊撃隊・遊撃戰 長野朗 東京 和泉書院 昭和15 四六 1 1円
40銭 禁安7 1000 昭16.4.2 ［特500］

-584 なし ○ 特500-584 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138504

遊撃隊・遊撃戦 長野朗 東京 和泉書院 昭和16 四六 1 1円
40銭 禁安7 1001 昭和16.4.2 393.3-N16

ウ なし ？

『目録』の393.3-N16ウ
はタイトル:遊撃隊・遊
撃戦研究、出版者:坂上
書院、受入年不一致

不明

英雄の死
リチャード・オル
ディングトン著
新田潤訳

東京 今日の問題社 昭和16 四六 1 2円 禁安7 1002 昭和16.4.10 F13-A411
ウ なし ○ F33-A411

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1136134

支那人の見た日本人 魚返善雄（信濃憂人） 東京 青年書房 昭和16 四六 1 1円
60銭 禁安7 1003 昭和16.4.16 302.1-Sh59

ウ なし ○ 302.1-Sh59
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044525
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

日本革新の原則と方法 白木喜久次 東京 東京創生会本部 昭和16 菊 1 15銭 禁安7 1004 昭和16.4.16 特500-585 なし ○ 特500-585 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1271077

時代の先覺者　藤田勇を語る 中山忠直 東京 嵐山莊 〔昭和16〕 菊 1 50銭 禁安7 1005 昭和16.4.16 ［特500］
-586 なし ○ 特500-586 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137652

經濟の南進を熱望す 山田忍三 東京 白木屋 昭和16 菊 1 20銭 禁安7 1006 昭和16.4.23 ［特500］
-587 なし ○ 特500-587 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137429

征韓役を基點とする日本書
紀の年代改訂 安藤政直 東京 安藤政直 昭和16 菊 1 50銭 禁安7 1007 昭和16.4.24 ［特500］

-588 なし ○ 禁安番号なし 特500-588 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137839

歌集　みたみわれ
（新ぐろりあ叢書　第18） 影山正治 東京 ぐろりあ・そ

さえてぃ 昭和16 菊 1 1円
60銭 禁安7 1008 昭和16.4.28 なし × 不明

ナチスのユダヤ政策
（ナチス叢書　第10） 清水宣雄 東京 アルス 昭和16 菊 1 60銭 禁安7 1009 昭和16.5.3 775-192 なし ○

ローカル請求記号:
775-192
資料貼付ID:
1200700239294

『目録』の請求記号:
775-192

a364-39 なし

戰ふ海軍魂 大和桂一､ 田口利介 東京 揚子江社出版部 昭和16 菊 1 1円
50銭 禁安7 1010 昭和16.5.3 特500-589 なし ○ 特500-589 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137980

東方會何を為すか 三田村武夫 東京 東方會出版部 昭和16 菊 1 20銭 禁安7 1011 昭和16.5.5 ［特500］
-590 なし ○ 特500-590 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138060

新体制國民講座　第1輯 朝日新聞社発行 大阪 同社 昭和16 四六倍 1 1円 禁安7 1012 昭和16.5.7 ［特500］
-591 なし ○ 特500-591 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137778

ふるさとの馬に 大道寺浩一 東京 高山書院 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1013 昭和16.5.8 F13-D15 なし ○ F13-D15ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1133146

風花
（青垣叢書　第24篇） 菅野清子 東京 青垣會 昭和16 四六 1 2円

50銭 禁安7 1014 昭和16.5.8 763-146 なし ○

ローカル請求記号:
763-146
資料貼付ID:
1200700894992

911.168-
Ka57ウ なし

アメリカより見た日米の衝突 ロバート・スミス著
石丸藤太訳 東京 髙山書院 昭和16 四六 1 1円

50銭 禁安7 1015 昭和16.5.9 319.153-
Sm5ウ なし ○ 319.153-

Sm5ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1045188

北斗に祈る 石[橋]尺山（開藏） 福岡縣宗像
郡東郷町 石[橋]尺山 昭和16 四六 1 禁安7 1016 昭和16.5.12 特500-592 なし ○ 特500-592 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138388

科學と工業　マグネシウム 松浦梁作 東京 誠文堂新光社 昭和16 菊 1 5円 禁安7 1017 昭和16.5.15 565.5-Ma89
ウ なし ○ 資料貼付ID:

1200501897788
565.5-Ma89
ウ なし

皇陵二千六百年史 山口梧郎 東京 天泉社 昭和16 四六 1 1円 禁安7 1018 昭和16.5.22 288.4-Y242
ウ なし ○ 288.4-Y242

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043227

日本の意志 山田正紀 東京 横山書店 昭和16 四六 1 95銭 禁安7 1019 昭和16.5.22 特500-593 なし ○ 特500-593 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138161

日本經濟の諸問題 難波田春夫 東京 朝倉書店 昭和16 四六 1 2円
40銭 禁安7 1020 昭和16.5.26 330.4-

N48-2ウ なし ○ 資料貼付ID:
1200501864153

330.4-
N48-2ウ なし

師弟愛通信　無電兵戰話 森田正覺 東京 帝教書房 昭和16 四六 1 1円
50銭 禁安7 1021 昭和16.5.26 915.9-Mo66

ウ なし ○ 915.9-Mo66
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1131125

愛と智と 里見弴 東京 實業之日本社 昭和16 四六 1 2円 禁安7 1022 昭和16.6.4 F13-Sa86-6
イウ なし ○ 受入年月日不一致 不明

安寧の部（受領年月日：昭和17.7.30）
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

日本革新の原則と方法 白木喜久次 東京 東京創生会本部 昭和16 菊 1 15銭 禁安7 1004 昭和16.4.16 特500-585 なし ○ 特500-585 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1271077

時代の先覺者　藤田勇を語る 中山忠直 東京 嵐山莊 〔昭和16〕 菊 1 50銭 禁安7 1005 昭和16.4.16 ［特500］
-586 なし ○ 特500-586 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137652

經濟の南進を熱望す 山田忍三 東京 白木屋 昭和16 菊 1 20銭 禁安7 1006 昭和16.4.23 ［特500］
-587 なし ○ 特500-587 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137429

征韓役を基點とする日本書
紀の年代改訂 安藤政直 東京 安藤政直 昭和16 菊 1 50銭 禁安7 1007 昭和16.4.24 ［特500］

-588 なし ○ 禁安番号なし 特500-588 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137839

歌集　みたみわれ
（新ぐろりあ叢書　第18） 影山正治 東京 ぐろりあ・そ

さえてぃ 昭和16 菊 1 1円
60銭 禁安7 1008 昭和16.4.28 なし × 不明

ナチスのユダヤ政策
（ナチス叢書　第10） 清水宣雄 東京 アルス 昭和16 菊 1 60銭 禁安7 1009 昭和16.5.3 775-192 なし ○

ローカル請求記号:
775-192
資料貼付ID:
1200700239294

『目録』の請求記号:
775-192

a364-39 なし

戰ふ海軍魂 大和桂一､ 田口利介 東京 揚子江社出版部 昭和16 菊 1 1円
50銭 禁安7 1010 昭和16.5.3 特500-589 なし ○ 特500-589 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137980

東方會何を為すか 三田村武夫 東京 東方會出版部 昭和16 菊 1 20銭 禁安7 1011 昭和16.5.5 ［特500］
-590 なし ○ 特500-590 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138060

新体制國民講座　第1輯 朝日新聞社発行 大阪 同社 昭和16 四六倍 1 1円 禁安7 1012 昭和16.5.7 ［特500］
-591 なし ○ 特500-591 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137778

ふるさとの馬に 大道寺浩一 東京 高山書院 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1013 昭和16.5.8 F13-D15 なし ○ F13-D15ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1133146

風花
（青垣叢書　第24篇） 菅野清子 東京 青垣會 昭和16 四六 1 2円

50銭 禁安7 1014 昭和16.5.8 763-146 なし ○

ローカル請求記号:
763-146
資料貼付ID:
1200700894992

911.168-
Ka57ウ なし

アメリカより見た日米の衝突 ロバート・スミス著
石丸藤太訳 東京 髙山書院 昭和16 四六 1 1円

50銭 禁安7 1015 昭和16.5.9 319.153-
Sm5ウ なし ○ 319.153-

Sm5ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1045188

北斗に祈る 石[橋]尺山（開藏） 福岡縣宗像
郡東郷町 石[橋]尺山 昭和16 四六 1 禁安7 1016 昭和16.5.12 特500-592 なし ○ 特500-592 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138388

科學と工業　マグネシウム 松浦梁作 東京 誠文堂新光社 昭和16 菊 1 5円 禁安7 1017 昭和16.5.15 565.5-Ma89
ウ なし ○ 資料貼付ID:

1200501897788
565.5-Ma89
ウ なし

皇陵二千六百年史 山口梧郎 東京 天泉社 昭和16 四六 1 1円 禁安7 1018 昭和16.5.22 288.4-Y242
ウ なし ○ 288.4-Y242

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043227

日本の意志 山田正紀 東京 横山書店 昭和16 四六 1 95銭 禁安7 1019 昭和16.5.22 特500-593 なし ○ 特500-593 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138161

日本經濟の諸問題 難波田春夫 東京 朝倉書店 昭和16 四六 1 2円
40銭 禁安7 1020 昭和16.5.26 330.4-

N48-2ウ なし ○ 資料貼付ID:
1200501864153

330.4-
N48-2ウ なし

師弟愛通信　無電兵戰話 森田正覺 東京 帝教書房 昭和16 四六 1 1円
50銭 禁安7 1021 昭和16.5.26 915.9-Mo66

ウ なし ○ 915.9-Mo66
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1131125

愛と智と 里見弴 東京 實業之日本社 昭和16 四六 1 2円 禁安7 1022 昭和16.6.4 F13-Sa86-6
イウ なし ○ 受入年月日不一致 不明
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石油國策論集 長谷川尚一 東京 長谷川事務所 昭和16 菊 1 禁安7 1023 昭和16.6.12 568.9-H36
ウ なし ○ 568.9-H36

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1060412

新聞経濟面の讀み方
（財政篇） 木村孫八郎 東京 栗田書店 昭和16 四六 1 2円

50銭 禁安7 1024 昭和16.6.16 660-194ロ なし ○ 資料貼付ID:
1200502002484 660-194イ なし

岐路に立つ英國
アルバアト・ヴァイ
トン著
栗原古城訳

東京 青年書房 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1025 昭和16.6.17 312.33-V83

ウ なし ○ 312.33-V83
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044956

森恪は生きて居る 山浦貫一 東京 髙山書院 昭和16 四六 1 2円 禁安7 1026 昭和16.6.17 310.4-Y46
ウ なし ○ 310.4-Y46

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1086531

新聞經濟面の讀み方
（金融篇） 木村孫八郎 東京 栗田書店 昭和12 四六 1 1円

80銭 禁安7 1027 昭和16.6.24 660-194ロ なし ○ 660-194 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267628

新聞經濟面の讀み方
（金融篇） 木村孫八郎 東京 栗田書店 昭和16 四六 1 2円

50銭 禁安7 1028 昭和16.6.24 660-194 なし ○ 資料貼付ID:
1200700090077 660-194イ

中部日本の事業と會社 東洋經済新報社 東京 同社 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1029 昭和16.6.25 14.2-193ハ なし ○ 14.2ハー

193 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1070872

支那の空 パール・バック著
中里廉訳 東京 青磁社 昭和16 四六 1 1円

70銭 禁安7 1030 昭和16.6.30 F33-B82-3
ウ なし ○ F33-B82-3

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1136158

戰爭と自由 淡德三郎 東京 改造社 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1031 昭和16.7.7 ナシ なし × 不明

海運 岡崎幸壽 東京 ダイヤモンド社 昭和16 四六 1 訂 3円
20銭 禁安7 1032 昭和16.7.17 744-83ロ なし ○

ローカル請求記号:
744-83ロ
資料貼付ID:
1200700178989

『目録』の請求記号:
744-83ロ
請求記号:744-83イは帝
国図書館により
pp.569-570、pp.631-634
が削除済

744-83イ なし

米國に於ける第五列の暗躍
（独伊間諜の秘密）

Gブリット著
小松孝彰訳 東京 第一公論社 昭和16 四六 1 1円

40銭 禁安7 1033 昭和16.7.24 391.6-B74
ウ なし ○ 391.6-B74

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062837

外蒙古横断記

ミハイル・ローゼン
フェリド著
善隣協会蒙古研究所
調査部訳

東京 善隣協會 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1034 昭和16.7.25 292.27-R79

ウ なし ○ 特501-760は複本 292.27-R79
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043984

獨・ソ機械戰
（その戰略と戰術）

マックス・ウェル
ナー著
杉山二郎訳

東京 科學主義工業社 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1035 昭和16.7.29 396.3-W59

ウ なし ○ 396.3-W59
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062879

火戰の母
（戰線慰問六萬キロ） 萩萩月 東京 婦女界社 昭和16 四六 1 1円

20銭 禁安7 1036 昭和16.8.11 特500-594 なし ○ 特500-594 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137335

支那風土記
ジー・ビー・クレッ
シイ著
髙垣勣次郎訳

東京 東方文化學會 昭和16 四六 1 3円
20銭 禁安7 1037 昭和16.8.22 292.2-C92

ウ なし ○ 292.2-C92
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043880

戰火の背景
（ルドルフ・ヘスの悲劇） 水野正次 東京 新民書房 昭和16 四六 1 1円

70銭 禁安7 1038 昭和16.9.1 390-Mi96
ウ なし ○ 390-Mi96

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460187

安寧の部（受領年月日：昭和17.7.30）
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
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国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

石油國策論集 長谷川尚一 東京 長谷川事務所 昭和16 菊 1 禁安7 1023 昭和16.6.12 568.9-H36
ウ なし ○ 568.9-H36

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1060412

新聞経濟面の讀み方
（財政篇） 木村孫八郎 東京 栗田書店 昭和16 四六 1 2円

50銭 禁安7 1024 昭和16.6.16 660-194ロ なし ○ 資料貼付ID:
1200502002484 660-194イ なし

岐路に立つ英國
アルバアト・ヴァイ
トン著
栗原古城訳

東京 青年書房 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1025 昭和16.6.17 312.33-V83

ウ なし ○ 312.33-V83
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044956

森恪は生きて居る 山浦貫一 東京 髙山書院 昭和16 四六 1 2円 禁安7 1026 昭和16.6.17 310.4-Y46
ウ なし ○ 310.4-Y46

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1086531

新聞經濟面の讀み方
（金融篇） 木村孫八郎 東京 栗田書店 昭和12 四六 1 1円

80銭 禁安7 1027 昭和16.6.24 660-194ロ なし ○ 660-194 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1267628

新聞經濟面の讀み方
（金融篇） 木村孫八郎 東京 栗田書店 昭和16 四六 1 2円

50銭 禁安7 1028 昭和16.6.24 660-194 なし ○ 資料貼付ID:
1200700090077 660-194イ

中部日本の事業と會社 東洋經済新報社 東京 同社 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1029 昭和16.6.25 14.2-193ハ なし ○ 14.2ハー

193 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1070872

支那の空 パール・バック著
中里廉訳 東京 青磁社 昭和16 四六 1 1円

70銭 禁安7 1030 昭和16.6.30 F33-B82-3
ウ なし ○ F33-B82-3

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1136158

戰爭と自由 淡德三郎 東京 改造社 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1031 昭和16.7.7 ナシ なし × 不明

海運 岡崎幸壽 東京 ダイヤモンド社 昭和16 四六 1 訂 3円
20銭 禁安7 1032 昭和16.7.17 744-83ロ なし ○

ローカル請求記号:
744-83ロ
資料貼付ID:
1200700178989

『目録』の請求記号:
744-83ロ
請求記号:744-83イは帝
国図書館により
pp.569-570、pp.631-634
が削除済

744-83イ なし

米國に於ける第五列の暗躍
（独伊間諜の秘密）

Gブリット著
小松孝彰訳 東京 第一公論社 昭和16 四六 1 1円

40銭 禁安7 1033 昭和16.7.24 391.6-B74
ウ なし ○ 391.6-B74

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062837

外蒙古横断記

ミハイル・ローゼン
フェリド著
善隣協会蒙古研究所
調査部訳

東京 善隣協會 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1034 昭和16.7.25 292.27-R79

ウ なし ○ 特501-760は複本 292.27-R79
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043984

獨・ソ機械戰
（その戰略と戰術）

マックス・ウェル
ナー著
杉山二郎訳

東京 科學主義工業社 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1035 昭和16.7.29 396.3-W59

ウ なし ○ 396.3-W59
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062879

火戰の母
（戰線慰問六萬キロ） 萩萩月 東京 婦女界社 昭和16 四六 1 1円

20銭 禁安7 1036 昭和16.8.11 特500-594 なし ○ 特500-594 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137335

支那風土記
ジー・ビー・クレッ
シイ著
髙垣勣次郎訳

東京 東方文化學會 昭和16 四六 1 3円
20銭 禁安7 1037 昭和16.8.22 292.2-C92

ウ なし ○ 292.2-C92
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043880

戰火の背景
（ルドルフ・ヘスの悲劇） 水野正次 東京 新民書房 昭和16 四六 1 1円

70銭 禁安7 1038 昭和16.9.1 390-Mi96
ウ なし ○ 390-Mi96

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460187



−228−
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国会
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請求記号
デジタルコレクション

のURL

ソ聯の演劇 P.A.マルコフ著
堀川寛一訳 東京 桃蹊書房 昭和16 四六 1 1円

30銭 禁安7 1039 昭和16.9.4 772.8-Ma52
ウ なし ○ 772.8-Ma52

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1125503

満洲協和會の発達 小山貞知 東京 中央公論社 昭和16 四六 1 80銭 禁安7 1040 昭和16.9.5 777-39イ なし ○ 資料貼付ID:
1200600038768 777-39-（9）なし

日本固有民族信仰 松岡静雄 東京 刀江書院 昭和16 菊 1 3円
80銭 禁安7 1041 昭和16.9.19 164-Ma86a

ウ なし ○ 164-Ma86a
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1040028

理想なき民は亡ぶ 大野[慎] 東京 大新社 昭和16 四六 1 2円 禁安7 1042 昭和16.9.20 特500-595 なし ○ 特500-595 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138525

文學建設 板垣直子 東京 髙山書院 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1043 昭和16.9.27 914.6-I864

ウ なし ○ 資料貼付ID:
1200501975933

914.6-I864
ウ なし

藤田東湖　正氣の歌 大野[慎] 東京 大新社 昭和16 四六 1 1円
50銭 禁安7 1044 昭和16.9.27 特500-596 なし ○ 特500-596 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138319

松岡映丘畫集 松岡映丘 東京 國畫院 昭和16 四六 1 85円 禁安7 1045 昭和16.9.27 425-159 なし ○ 受入年月日不一致 不明

[渡邊經濟研究所]資料　第51 渡邊銕藏 千葉 渡辺経済研究所 昭和15 菊 1 禁安7 1046 昭和16.10.1 なし ×
タイトル:独逸の割当
制の現状・英国労働者
の戦時災害補償制度※2

333.33-W46
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061408

濘路を征く 阪上安太郎 東京 久野書店 昭和16 四六 1 1円
30銭 禁安7 1047 昭和16.10.2 特500-597 なし ○ 特500-597 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138199

一歸還作家の手記 上田廣 東京 六藝社 昭和16 四六 1 1円
50銭 禁安7 1048 昭和16.10.2 F13-U32-2

ウ なし ○ F13-U32-2
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1135774

日本臣道史 小関尚志 東京 刀江書院 昭和16 四六 1 3円
50銭 禁安7 1049 昭和16.10.2 155.2-O75

ウ なし ○ 155.2-O75
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1039509

近世演劇の研究 髙野正己 東京 東京堂 昭和16 菊 1 3円
20銭 禁安7 1050 昭和16.10.2 774.2-Ta47

ウ なし ○ 774.2-Ta47
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1125666

賴山陽 上田庄三郎 東京 啓文社 昭和16 四六 1 2円 禁安7 1051 昭和16.10.2 289-R127-3
ウ なし ○ 289-R127-3

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1058007

日本を亡ぼすものはたれだ
（白色人種　人種を敵として､
戰はねばならぬ理由）

櫻澤如一 東京 成史書院 昭和16 四六 1 95銭 禁安7 1052 昭和16.10.8 389-Sa49
ウ なし ○ 389-Sa49

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062663

マクシム・ゴーリキー ロスキン著
和泉久利譯 東京 橘書店 昭和16 四六 1 1円

20銭 禁安7 1053 昭和16.10.11 なし ×

NDL-OPACのタイトル:
ロシヤ語対訳叢書
内容細目:第5編 マク
シム･ゴーリキー

887.7-R72
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1126862

結婚の教養 式場隆三郎 東京 昭和書房 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1054 昭和16.10.27 367.4-Sh34

ウ なし ○ 367.4-Sh34
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062301

兵站線 宇多武次 東京 大日本出版株
式會社 昭和16 四六 1 2円 禁安7 1055 昭和16.10.30 特500-598 なし ○ 特500-598 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702596

日本分脈　神代御輯　第1 [橋]本博著 東京 日本系譜學會 昭和16 和 大 1 5円 禁安7 1056 昭和16.10.30 301-168ロ なし ○ 301-168ロ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1142480

獨立機関銃隊いまだ猛射中
なり 坂口一郎 東京 非凡閣 昭和16 四六 1 1円

50銭 禁安7 1057 昭和16. 特500-599 なし ○ 特500-599 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138079

琉球の研究 加藤三吾著
早川孝太郎編 東京 文一路社 昭和16 菊 1 3円

50銭 禁安7 1058 昭和16. 291.99-
Ka86ウ なし ○ 291.99-

Ka86ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043841

安寧の部（受領年月日：昭和17.7.30）
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のURL

ソ聯の演劇 P.A.マルコフ著
堀川寛一訳 東京 桃蹊書房 昭和16 四六 1 1円

30銭 禁安7 1039 昭和16.9.4 772.8-Ma52
ウ なし ○ 772.8-Ma52

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1125503

満洲協和會の発達 小山貞知 東京 中央公論社 昭和16 四六 1 80銭 禁安7 1040 昭和16.9.5 777-39イ なし ○ 資料貼付ID:
1200600038768 777-39-（9）なし

日本固有民族信仰 松岡静雄 東京 刀江書院 昭和16 菊 1 3円
80銭 禁安7 1041 昭和16.9.19 164-Ma86a

ウ なし ○ 164-Ma86a
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1040028

理想なき民は亡ぶ 大野[慎] 東京 大新社 昭和16 四六 1 2円 禁安7 1042 昭和16.9.20 特500-595 なし ○ 特500-595 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138525

文學建設 板垣直子 東京 髙山書院 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1043 昭和16.9.27 914.6-I864

ウ なし ○ 資料貼付ID:
1200501975933

914.6-I864
ウ なし

藤田東湖　正氣の歌 大野[慎] 東京 大新社 昭和16 四六 1 1円
50銭 禁安7 1044 昭和16.9.27 特500-596 なし ○ 特500-596 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138319

松岡映丘畫集 松岡映丘 東京 國畫院 昭和16 四六 1 85円 禁安7 1045 昭和16.9.27 425-159 なし ○ 受入年月日不一致 不明

[渡邊經濟研究所]資料　第51 渡邊銕藏 千葉 渡辺経済研究所 昭和15 菊 1 禁安7 1046 昭和16.10.1 なし ×
タイトル:独逸の割当
制の現状・英国労働者
の戦時災害補償制度※2

333.33-W46
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061408

濘路を征く 阪上安太郎 東京 久野書店 昭和16 四六 1 1円
30銭 禁安7 1047 昭和16.10.2 特500-597 なし ○ 特500-597 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138199

一歸還作家の手記 上田廣 東京 六藝社 昭和16 四六 1 1円
50銭 禁安7 1048 昭和16.10.2 F13-U32-2

ウ なし ○ F13-U32-2
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1135774

日本臣道史 小関尚志 東京 刀江書院 昭和16 四六 1 3円
50銭 禁安7 1049 昭和16.10.2 155.2-O75

ウ なし ○ 155.2-O75
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1039509

近世演劇の研究 髙野正己 東京 東京堂 昭和16 菊 1 3円
20銭 禁安7 1050 昭和16.10.2 774.2-Ta47

ウ なし ○ 774.2-Ta47
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1125666

賴山陽 上田庄三郎 東京 啓文社 昭和16 四六 1 2円 禁安7 1051 昭和16.10.2 289-R127-3
ウ なし ○ 289-R127-3

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1058007

日本を亡ぼすものはたれだ
（白色人種　人種を敵として､
戰はねばならぬ理由）

櫻澤如一 東京 成史書院 昭和16 四六 1 95銭 禁安7 1052 昭和16.10.8 389-Sa49
ウ なし ○ 389-Sa49

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062663

マクシム・ゴーリキー ロスキン著
和泉久利譯 東京 橘書店 昭和16 四六 1 1円

20銭 禁安7 1053 昭和16.10.11 なし ×

NDL-OPACのタイトル:
ロシヤ語対訳叢書
内容細目:第5編 マク
シム･ゴーリキー

887.7-R72
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1126862

結婚の教養 式場隆三郎 東京 昭和書房 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1054 昭和16.10.27 367.4-Sh34

ウ なし ○ 367.4-Sh34
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062301

兵站線 宇多武次 東京 大日本出版株
式會社 昭和16 四六 1 2円 禁安7 1055 昭和16.10.30 特500-598 なし ○ 特500-598 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702596

日本分脈　神代御輯　第1 [橋]本博著 東京 日本系譜學會 昭和16 和 大 1 5円 禁安7 1056 昭和16.10.30 301-168ロ なし ○ 301-168ロ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1142480

獨立機関銃隊いまだ猛射中
なり 坂口一郎 東京 非凡閣 昭和16 四六 1 1円

50銭 禁安7 1057 昭和16. 特500-599 なし ○ 特500-599 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138079

琉球の研究 加藤三吾著
早川孝太郎編 東京 文一路社 昭和16 菊 1 3円

50銭 禁安7 1058 昭和16. 291.99-
Ka86ウ なし ○ 291.99-

Ka86ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1043841
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

憂國改新の書 清水芳太郎 東京 非凡閣 昭和16 四六 1 1円
20銭 禁安7 1059 昭和16. 特500-600 なし ○ 特500-600 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702597

獨逸の商船撃沈の意味､ イ
ランの概観 渡邊銕藏 東京 渡邊経済研究所 昭和16 菊 1 禁安7 1060 昭和16. 230.8-

W46-2ウ なし ○ 230.8-
W46-2ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1042687

南洋と松江春次 能仲文夫 東京 時代社 昭和16 四六 1 2円
80銭 禁安7 1061 昭和16 289-Ma76

ウ なし ○ 289-Ma76
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1057826

スターリンの中立及戰爭政策 赤神良讓 東京 赤神良讓 昭和16 四六 1 禁安7 1062 昭和16 319.38-A29
ウ なし ○ 319.38-A29

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276001

ニコライエフスク秘録　赤
軍の女參謀 川田功 東京 スメル書房 昭和16 四六 1 1円 禁安7 1063 昭和16 特500-601 なし ○ 特500-601 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702598

日本戰爭經濟力の諸問題 古屋美貞 東京 同文館 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1064 昭和16 332.1-F95

ウ なし ○ 332.1-F95
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061139

對ソ民閒外交 中原明編 東京 白林社 昭和16 四六 1 40銭 禁安7 1065 昭和16 特500-602 なし ○ 特500-602 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137948

ハワイの現實
（新日本圏叢書　第1）

ジェームス・バーカー・ 
ジューニヤー著
国友忠夫訳

東京 育生社弘道閣 昭和16 四六 1 2円 禁安7 1066 昭和16 302.76-B21
ウ なし ○

資料貼付ID:
1200700548001
凾-叢書等の内務省印
あり。302.76-B21ウの
正本は削除済版。

302.76-B21
ウ なし

理科年表　第18冊 東京天文[臺]編 東京 丸善株式會社 昭和17 四六 1 1円
50銭 禁安7 1067 昭和17.1.9 516-285イ なし ○ 資料貼付ID:

1200501961795 516-285 なし

評傳　山本五十六 伊藤金次郎 東京 昭和書房 昭和17 四六 1 1円
80銭 禁安7 1068 昭和17.2.27 なし × 不明

南國記 竹越與三郎著
木村荘五解説 東京 日本評論社 昭和17 四六 1 2円 禁安7 1069 昭和17.3.5 777-45イ なし ○ 777-45イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1265706

日本教養論
（日本新書） 井乃香樹 東京 三友社 昭和17 四六 1 1円

80銭 禁安7 1070 昭和17.4.13 041-I55ウ なし ○ 資料貼付ID:
1200501794441 041-I55ウ なし

太平洋地政學 ハウスホーファー著
佐藤荘一郎訳 東京 岩波書店 昭和17 四六 1 5円

60銭 禁安7 1071 昭和17.5.6 312.9-H45
ウ なし ○ 312.9-H45

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459149

孤獨なる魂 張赫宙 東京 三崎書房 昭和17 四六 1 1円
80銭 禁安7 1072 F13-C52-5

ウ なし ○ F13-C52-5
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1134750

ドイツはアジアをかく見る
（太平洋問題新書　第2）

ウエルネル・A. ローエ著
東健治訳 東京 南北社 昭和16 四六 1 1円

80銭 禁安7 1073 昭和16.10.2 312.2-L83
ウ なし ○ 312.2-L83

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044898

宣戰布告 野口米次郎 東京 道統社 昭和17 菊 1 2円
80銭 禁安7 1074 911.56-

N93-2ウ なし ○ 911.56-
N93-2ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1129101

小泉八雲全集　第8巻 小泉八雲著
戸川明三訳 東京 第一書房 昭和2 菊 1 禁安7 1075 555-15 なし ○ 555-15 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1172330

小泉八雲全集　第8巻 小泉八雲著
戸川明三訳 東京 第一書房 昭和2 菊 1 禁安7 1076 555-15イ なし × 資料貼付ID:

1200600015725 555-15 なし

神國日本 小泉八雲著
戸川明三訳 東京 第一書房 昭和7 四六 1 1円

80銭 禁安7 1077 121.1-H51
イウ なし ○ 121.1-H51

イウ なし

小泉八雲全集　第9巻 小泉八雲著
戸川明三訳 東京 第一書房 昭和12 四六 1 1円

50銭 禁安7 1078 723-203 なし ○ 723-203 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1220327

安寧の部（受領年月日：昭和17.7.30）
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

憂國改新の書 清水芳太郎 東京 非凡閣 昭和16 四六 1 1円
20銭 禁安7 1059 昭和16. 特500-600 なし ○ 特500-600 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702597

獨逸の商船撃沈の意味､ イ
ランの概観 渡邊銕藏 東京 渡邊経済研究所 昭和16 菊 1 禁安7 1060 昭和16. 230.8-

W46-2ウ なし ○ 230.8-
W46-2ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1042687

南洋と松江春次 能仲文夫 東京 時代社 昭和16 四六 1 2円
80銭 禁安7 1061 昭和16 289-Ma76

ウ なし ○ 289-Ma76
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1057826

スターリンの中立及戰爭政策 赤神良讓 東京 赤神良讓 昭和16 四六 1 禁安7 1062 昭和16 319.38-A29
ウ なし ○ 319.38-A29

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1276001

ニコライエフスク秘録　赤
軍の女參謀 川田功 東京 スメル書房 昭和16 四六 1 1円 禁安7 1063 昭和16 特500-601 なし ○ 特500-601 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702598

日本戰爭經濟力の諸問題 古屋美貞 東京 同文館 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1064 昭和16 332.1-F95

ウ なし ○ 332.1-F95
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1061139

對ソ民閒外交 中原明編 東京 白林社 昭和16 四六 1 40銭 禁安7 1065 昭和16 特500-602 なし ○ 特500-602 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137948

ハワイの現實
（新日本圏叢書　第1）

ジェームス・バーカー・ 
ジューニヤー著
国友忠夫訳

東京 育生社弘道閣 昭和16 四六 1 2円 禁安7 1066 昭和16 302.76-B21
ウ なし ○

資料貼付ID:
1200700548001
凾-叢書等の内務省印
あり。302.76-B21ウの
正本は削除済版。

302.76-B21
ウ なし

理科年表　第18冊 東京天文[臺]編 東京 丸善株式會社 昭和17 四六 1 1円
50銭 禁安7 1067 昭和17.1.9 516-285イ なし ○ 資料貼付ID:

1200501961795 516-285 なし

評傳　山本五十六 伊藤金次郎 東京 昭和書房 昭和17 四六 1 1円
80銭 禁安7 1068 昭和17.2.27 なし × 不明

南國記 竹越與三郎著
木村荘五解説 東京 日本評論社 昭和17 四六 1 2円 禁安7 1069 昭和17.3.5 777-45イ なし ○ 777-45イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1265706

日本教養論
（日本新書） 井乃香樹 東京 三友社 昭和17 四六 1 1円

80銭 禁安7 1070 昭和17.4.13 041-I55ウ なし ○ 資料貼付ID:
1200501794441 041-I55ウ なし

太平洋地政學 ハウスホーファー著
佐藤荘一郎訳 東京 岩波書店 昭和17 四六 1 5円

60銭 禁安7 1071 昭和17.5.6 312.9-H45
ウ なし ○ 312.9-H45

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1459149

孤獨なる魂 張赫宙 東京 三崎書房 昭和17 四六 1 1円
80銭 禁安7 1072 F13-C52-5

ウ なし ○ F13-C52-5
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1134750

ドイツはアジアをかく見る
（太平洋問題新書　第2）

ウエルネル・A. ローエ著
東健治訳 東京 南北社 昭和16 四六 1 1円

80銭 禁安7 1073 昭和16.10.2 312.2-L83
ウ なし ○ 312.2-L83

ウ 
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1044898

宣戰布告 野口米次郎 東京 道統社 昭和17 菊 1 2円
80銭 禁安7 1074 911.56-

N93-2ウ なし ○ 911.56-
N93-2ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1129101

小泉八雲全集　第8巻 小泉八雲著
戸川明三訳 東京 第一書房 昭和2 菊 1 禁安7 1075 555-15 なし ○ 555-15 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1172330

小泉八雲全集　第8巻 小泉八雲著
戸川明三訳 東京 第一書房 昭和2 菊 1 禁安7 1076 555-15イ なし × 資料貼付ID:

1200600015725 555-15 なし

神國日本 小泉八雲著
戸川明三訳 東京 第一書房 昭和7 四六 1 1円

80銭 禁安7 1077 121.1-H51
イウ なし ○ 121.1-H51

イウ なし

小泉八雲全集　第9巻 小泉八雲著
戸川明三訳 東京 第一書房 昭和12 四六 1 1円

50銭 禁安7 1078 723-203 なし ○ 723-203 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1220327
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

神國日本 小泉八雲著
戸川秋骨訳 東京 第一書房 昭和13 四六 1 78銭 禁安7 1079 121.1-H51

ウ なし ○ 121.1-H51
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1038370

野戦病院 塩もと 東京 國防同志會 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1080 915.9-Sh71 なし ○ 禁安番号なし、禁風

7-359の記入あり
915.9-Sh71
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1131238

※1　『国立国会図書館所蔵発禁図書目録―1945年以前』掲載の有無
※2　解説参考文献⑧～⑩

風俗の部（受領年月日：昭和12.9.15）

書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

〇受領年月日：昭和12.9.15

労働者クラブ劇 流血の日曜日
〔社会文藝叢書第13〕

ダニレーフスキイ著
上脇進訳 東京 金星堂 昭和2 四六 1 85銭 禁風1 1 昭和2.11.19 特500-603 風-11 〇 特500-603 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149887

変態性的婦人犯罪考 石角春之助 東京 温故書屋 昭和2 四六 1 1円
50銭 禁風1 2 昭和2.11.23 特500-604 風-12 〇 特500-604 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460624

川柳変態性慾志 佐藤紅霞 東京 温故書屋 昭和2 四六 1 1円
50銭 禁風1 3 昭和2.12.21 特500-605 風-16 〇 特500-605 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137919

妖婦五人女 春美緑雨 東京 春江堂 昭和2 四六 1 1円
50銭 禁風1 4 昭和2.2.24 特500-606 風-26 〇 特500-606 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138512

印度古典 カーマスートラ
（性愛の学） 印度学会訳編 京都 同学会 大正12 四六 1 1円

50銭 禁風1 5 大正12.10.8 特500-607 なし 〇 特500-607 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926080

我を救ふ者は何處にありや
上巻 藤原五郎七 東京 越山堂 大正14 四六 1 2円

80銭 禁風1 6 大正14.5.16 特500-608 風-46 〇 特501-790は複本 特500-608 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926155

Stratz, C. H.
Schönheit des weiblichen 
Körpers die Stuttgart, 1923. 
80 pp.490 7plts

1 10円 禁風1 7 大正12.9.10 特500-609 風-48 〇 特500-609 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/987342

性慾の実際と其善用 久保川南柯（運平） 甲府 久保川運平 大正12 特小 1 1円
40銭 禁風1 8 大正12.11.30 特500-638 風-51 〇 特500-638 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926115

浮浪者 村瀬新吉著 愛媛県東宇
和郡髙川村

「百姓の家」
出版部 大正14 四六 1 1円

50銭 禁風1 9 大正14.12.15 特500-610 風-52 〇 特500-610 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926145

女優ナゝ
新選絵入

エミール・ゾラ著
棚田紫朗 東京 榎本書店 大正15 四六 1 60銭 禁風1 10 大正14.12.30 特500-611 風-63 〇 特500-611 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/987343

西鶴全集（好色本） 石川巌編 東京 昭和書院 昭和2 四六 1 4円
80銭 禁風1 11 昭和2.11.22 特500-612 風-59 〇 特501-567は複本 特500-612 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137621

性園 眞田耕一 東京 萬里閣 昭和2 四六 1 1円
50銭 禁風1 12 昭和2.11.22 ナシ × 不明

長篇小説　男犯 武野藤介 東京 文藝日本社 大正14.14 四六 1 1円
70銭 禁風1 13 大正14.12.23 特500-613 風-53 〇 出版年月：大正14.12 特500-613 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926129

安寧の部（受領年月日：昭和17.7.30）
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

神國日本 小泉八雲著
戸川秋骨訳 東京 第一書房 昭和13 四六 1 78銭 禁安7 1079 121.1-H51

ウ なし ○ 121.1-H51
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1038370

野戦病院 塩もと 東京 國防同志會 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁安7 1080 915.9-Sh71 なし ○ 禁安番号なし、禁風

7-359の記入あり
915.9-Sh71
ウ 

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1131238

※1　『国立国会図書館所蔵発禁図書目録―1945年以前』掲載の有無
※2　解説参考文献⑧～⑩

書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

〇受領年月日：昭和12.9.15

労働者クラブ劇 流血の日曜日
〔社会文藝叢書第13〕

ダニレーフスキイ著
上脇進訳 東京 金星堂 昭和2 四六 1 85銭 禁風1 1 昭和2.11.19 特500-603 風-11 〇 特500-603 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149887

変態性的婦人犯罪考 石角春之助 東京 温故書屋 昭和2 四六 1 1円
50銭 禁風1 2 昭和2.11.23 特500-604 風-12 〇 特500-604 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460624

川柳変態性慾志 佐藤紅霞 東京 温故書屋 昭和2 四六 1 1円
50銭 禁風1 3 昭和2.12.21 特500-605 風-16 〇 特500-605 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137919

妖婦五人女 春美緑雨 東京 春江堂 昭和2 四六 1 1円
50銭 禁風1 4 昭和2.2.24 特500-606 風-26 〇 特500-606 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138512

印度古典 カーマスートラ
（性愛の学） 印度学会訳編 京都 同学会 大正12 四六 1 1円

50銭 禁風1 5 大正12.10.8 特500-607 なし 〇 特500-607 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926080

我を救ふ者は何處にありや
上巻 藤原五郎七 東京 越山堂 大正14 四六 1 2円

80銭 禁風1 6 大正14.5.16 特500-608 風-46 〇 特501-790は複本 特500-608 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926155

Stratz, C. H.
Schönheit des weiblichen 
Körpers die Stuttgart, 1923. 
80 pp.490 7plts

1 10円 禁風1 7 大正12.9.10 特500-609 風-48 〇 特500-609 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/987342

性慾の実際と其善用 久保川南柯（運平） 甲府 久保川運平 大正12 特小 1 1円
40銭 禁風1 8 大正12.11.30 特500-638 風-51 〇 特500-638 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926115

浮浪者 村瀬新吉著 愛媛県東宇
和郡髙川村

「百姓の家」
出版部 大正14 四六 1 1円

50銭 禁風1 9 大正14.12.15 特500-610 風-52 〇 特500-610 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926145

女優ナゝ
新選絵入

エミール・ゾラ著
棚田紫朗 東京 榎本書店 大正15 四六 1 60銭 禁風1 10 大正14.12.30 特500-611 風-63 〇 特500-611 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/987343

西鶴全集（好色本） 石川巌編 東京 昭和書院 昭和2 四六 1 4円
80銭 禁風1 11 昭和2.11.22 特500-612 風-59 〇 特501-567は複本 特500-612 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137621

性園 眞田耕一 東京 萬里閣 昭和2 四六 1 1円
50銭 禁風1 12 昭和2.11.22 ナシ × 不明

長篇小説　男犯 武野藤介 東京 文藝日本社 大正14.14 四六 1 1円
70銭 禁風1 13 大正14.12.23 特500-613 風-53 〇 出版年月：大正14.12 特500-613 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926129
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珍本愛の巻 滑稽新聞社編 大阪 同社 昭和3 特小 1 25銭 禁風1 14 昭和3.7.9 特500-614 風-64 〇 特500-614 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1450683

恋の勇者 永見徳太郎 京都 表現社 大正13 四六 1 2円 禁風1 15 特500-615 風-65 〇 目録：大正13.5.14禁止 特500-615 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926091

神を射るもの 飯田翠 東京 文武堂 昭和2 四六 1 1円
50銭 禁風1 16 特500-616 風-66 〇 目録：昭和2.3.16禁止 特500-616 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137345

太陽崇拝 長岡康子 東京 二松堂 大正14 四六 1 1円
20銭 禁風1 17 大正14.11.3 特500-617 風-67 〇 特501-804は複本 特500-617 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926119

全訳
金瓶梅 夏金葉,山田秋人訳 東京 文正堂 大正14.11 四六 1 2円

80銭 禁風1 18 大正14.11.20 特500-618 風-68 〇 著者：夏金畏,山田正
文訳 特500-618 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926087

サアニン アルチパーシフ著
原田譲訳 東京 榎本書店 大正14 四六 1 60銭 禁風1 19 大正12.30 特500-619 風-69 〇 出版年月：大正14年

印刷、大正15年発行 特500-619 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/987344

洒落本評釈 山崎麓 東京 武蔵野書院 大正15 四六 1 2円
80銭 禁風1 20 大正15.3.31 ナシ × 特501-569は複本 913.53-Y48

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926055

浮世小咄 笑和山人著 東京 艸文書堂 昭和3 和 小 1 1円 禁風1 21 昭和3.8.15 特500-620 風-71 〇 特500-620 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137251

女の十七、八 山本春雄 東京 花山堂 大正13 特小 1 80銭 禁風1 22 大正13.7.3 特500-621 風-72 〇 特500-621 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926076

苦海三年　廓の内幕 谷口くら 東京 三芳屋 大正14 特小 1 七版 50銭 禁風1 23 大正14.12.14 特500-622 風-73 〇 特500-622 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926089

闘性術 髙田義一郎 東京 博文館 昭和3 四六 1 1円
80銭 禁風1 24 昭和3.1.7 特500-623 風-74 〇 特500-623 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138064

性の苦悩と暗黒の性話 福島正憲 大阪 維文堂 昭和3 四六 1 1円
30銭 禁風1 25 昭和3.6.16 特500-624 風-76 〇 特500-624 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439804

全訳　結婚愛の研究
〔「性教育叢書」第１〕

マリー・ストープス著
畑道雄訳 東京 創文社 大正13 四六 1 1円

60銭 禁風1 26 大正13.4.21 特500-625 風-77 〇 特500-625 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/987345

或る小間使の日記 オクターヴ・ミルボー著
山根政義訳 東京 改造社 大正12 四六 1 3円 禁風1 27 大正12.8.2 特500-626 風-78 〇 特500-626 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/987346

破貞の徑路と自衛 正治健太郎 京都 中島屋 大正15 四六 1 2円
50銭 禁風1 28 大正15.3.2 特500-627 風-79 〇 特500-627 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926141

骸骨の叫び 木村忠美 新潟 先駆社 大正15 四六 1 1円 禁風1 29 大正15.6.15 特500-628 風-80 〇 特500-628 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926077

長篇小説　處女の門 十菱愛彦 東京 聚芳閣 大正14 四六 1 1円
90銭 禁風1 30 大正14.3.14 特500-629 風-81 〇 特500-629 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926110

デカメロン　上卷 ポッカッチオ著
大沢貞藏訳 東京 天佑社 大正12 四六 1 2円

50銭 禁風1 31 大正14.4.21 特500-630 風-82 〇 特500-630 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1085673

全訳　デカメロン　下巻 ポッカッチオ著
梅原北明訳 東京 南欧藝術刊行会 大正14 四六 1 3円 禁風1 32 大正14.10.8 特500-631 風-83 〇 特500-631 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/987347

探偵乱闘　捕縄 加茂川乱風 大阪 国光堂 大正15 四六 1 1円
30銭 禁風1 33 大正15.12.21 特500-632 風-84 〇 特500-632 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926146

猥談奇考（とほす） 河原萬吉 東京 潮文閣 昭和3 四六 1 2円 禁風1 34 昭和3.8.28 特500-633 風-85 〇 特500-633 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439867

風俗の部（受領年月日：昭和12.9.15）



−235−

書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

珍本愛の巻 滑稽新聞社編 大阪 同社 昭和3 特小 1 25銭 禁風1 14 昭和3.7.9 特500-614 風-64 〇 特500-614 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1450683

恋の勇者 永見徳太郎 京都 表現社 大正13 四六 1 2円 禁風1 15 特500-615 風-65 〇 目録：大正13.5.14禁止 特500-615 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926091

神を射るもの 飯田翠 東京 文武堂 昭和2 四六 1 1円
50銭 禁風1 16 特500-616 風-66 〇 目録：昭和2.3.16禁止 特500-616 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137345

太陽崇拝 長岡康子 東京 二松堂 大正14 四六 1 1円
20銭 禁風1 17 大正14.11.3 特500-617 風-67 〇 特501-804は複本 特500-617 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926119

全訳
金瓶梅 夏金葉,山田秋人訳 東京 文正堂 大正14.11 四六 1 2円

80銭 禁風1 18 大正14.11.20 特500-618 風-68 〇 著者：夏金畏,山田正
文訳 特500-618 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926087

サアニン アルチパーシフ著
原田譲訳 東京 榎本書店 大正14 四六 1 60銭 禁風1 19 大正12.30 特500-619 風-69 〇 出版年月：大正14年

印刷、大正15年発行 特500-619 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/987344

洒落本評釈 山崎麓 東京 武蔵野書院 大正15 四六 1 2円
80銭 禁風1 20 大正15.3.31 ナシ × 特501-569は複本 913.53-Y48

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926055

浮世小咄 笑和山人著 東京 艸文書堂 昭和3 和 小 1 1円 禁風1 21 昭和3.8.15 特500-620 風-71 〇 特500-620 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137251

女の十七、八 山本春雄 東京 花山堂 大正13 特小 1 80銭 禁風1 22 大正13.7.3 特500-621 風-72 〇 特500-621 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926076

苦海三年　廓の内幕 谷口くら 東京 三芳屋 大正14 特小 1 七版 50銭 禁風1 23 大正14.12.14 特500-622 風-73 〇 特500-622 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926089

闘性術 髙田義一郎 東京 博文館 昭和3 四六 1 1円
80銭 禁風1 24 昭和3.1.7 特500-623 風-74 〇 特500-623 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138064

性の苦悩と暗黒の性話 福島正憲 大阪 維文堂 昭和3 四六 1 1円
30銭 禁風1 25 昭和3.6.16 特500-624 風-76 〇 特500-624 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439804

全訳　結婚愛の研究
〔「性教育叢書」第１〕

マリー・ストープス著
畑道雄訳 東京 創文社 大正13 四六 1 1円

60銭 禁風1 26 大正13.4.21 特500-625 風-77 〇 特500-625 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/987345

或る小間使の日記 オクターヴ・ミルボー著
山根政義訳 東京 改造社 大正12 四六 1 3円 禁風1 27 大正12.8.2 特500-626 風-78 〇 特500-626 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/987346

破貞の徑路と自衛 正治健太郎 京都 中島屋 大正15 四六 1 2円
50銭 禁風1 28 大正15.3.2 特500-627 風-79 〇 特500-627 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926141

骸骨の叫び 木村忠美 新潟 先駆社 大正15 四六 1 1円 禁風1 29 大正15.6.15 特500-628 風-80 〇 特500-628 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926077

長篇小説　處女の門 十菱愛彦 東京 聚芳閣 大正14 四六 1 1円
90銭 禁風1 30 大正14.3.14 特500-629 風-81 〇 特500-629 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926110

デカメロン　上卷 ポッカッチオ著
大沢貞藏訳 東京 天佑社 大正12 四六 1 2円

50銭 禁風1 31 大正14.4.21 特500-630 風-82 〇 特500-630 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1085673

全訳　デカメロン　下巻 ポッカッチオ著
梅原北明訳 東京 南欧藝術刊行会 大正14 四六 1 3円 禁風1 32 大正14.10.8 特500-631 風-83 〇 特500-631 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/987347

探偵乱闘　捕縄 加茂川乱風 大阪 国光堂 大正15 四六 1 1円
30銭 禁風1 33 大正15.12.21 特500-632 風-84 〇 特500-632 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926146

猥談奇考（とほす） 河原萬吉 東京 潮文閣 昭和3 四六 1 2円 禁風1 34 昭和3.8.28 特500-633 風-85 〇 特500-633 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439867
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変態崇拜史
〔「変態十二史」第九巻〕 齋藤昌三 東京 文藝資料研究会 昭和2 和 中 1 1円

50銭 禁風1 35 昭和2.1.27 特500-634 風-86 〇 特500-634 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1085665

性的俚諺辞典 向山繁編 東京 三土社 昭和3 和 小 1 1円 禁風1 36 昭和3.3.24 特500-635 風-87 〇 特500-635 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137842

談性 佐藤紅霞 東京 坂本篤 昭和3 和 小 1 1円 禁風1 37 昭和3.4.17 ナシ × 不明

Secret talk with men and 
women
Tokyo, 1928. 15.3cm

1円
50銭 禁風1 38 昭和3.7.6 特500-636 風-89 〇 特500-636 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460642

男女生殖器図解全書 村瀬萍村 東京 己羊社 大正14 特小 1 50銭 禁風1 39 大正14.11.27 特500-637 風-91 〇 特500-637 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926126

續西鶴全集 井原西鶴著
山本春雄編 東京 啓発社 昭和3 四六 1 3円

80銭 禁風1 40 昭和3.2.22 特500-639
イ 風-92 〇 資料貼付ID:

1200501133244
特500-639
イ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137935

續西鶴全集 井原西鶴著
山本春雄編 東京 啓発社 昭和3 四六 1 3円

80銭 禁風1 41 昭和3.2.22 特500-639
ロ 風-92 〇 資料貼付ID:

1200600261581
特500-639
イ

女性典 島田博 東京 誠文堂 昭和3 四六 1 1円
50銭 禁風1 42 昭和3.7.6 特500-640 風-93 〇 特500-640 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137743

子供の震災記 初等教育研究会編 東京 目黒書店 大正13 四六 1 2円 禁風1 43 大正13.5.19 特500-641 風-94 〇 特500-641 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702599

紅閨記 米田祐太郎編 東京 支那文献刊行会 昭和2 四六 1 3円
50銭 禁風1 44 昭和2.7.14 特500-642 風-95 〇 特500-642 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137480

馬賊になるまで
（馬賊物語前編） 覆面浪人著 東京 後楽社 大正13 13 四六 1 1円

80銭 禁風1 45 大正13.2.19 特500-643 風-98 〇 出版年月：大正13.2 特500-643 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926139

心理哲学秘法 高橋成允 菊 1 謄写版 2円 禁風1 46 大正14.2.26 特500-644 風-99 〇 特500-644 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926113

小学児童の罹災実話と其感
想文・大震火災に現れたる
哀話と美談

帝都教育復興会編 東京 同会 大正13 13 四六 1 2円
50銭 禁風1 47 大正13.6.23 特500-645 風-100 〇 出版年月：大正13.6 特500-645 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926117

死の書　第二分冊 鹿野義信 福岡 同人 昭和3 四六 1 50銭 禁風1 48 昭和3.7.3 特500-646 風-101 〇 特500-646 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137671

巻蘿舞連多雜考
〔「軟派十二考」第一巻〕 池田文痴庵（信一郎） 東京 文藝資料研究会 昭和3 和 中 1 2円

50銭 禁風1 49 昭和3.6.22 特500-647 風-102 〇 特501-809は複本 特500-647 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460634

東西媚薬考 川端男勇, 米田祐太郎 東京 文久社 昭和3 菊 1 6円 禁風1 50 昭和3.5.16 特500-648 風-103 〇 特500-648 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138061

男女の秘密 山本春雄 東京 花山堂 大正13 特小 1 80銭 禁風1 51 大正13.7.3 特500-649 風-104 〇 特500-649 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926128

最新　性の教書 羽太鋭治 東京 有教社 昭和3 四六 1 1円
10銭 禁風1 52 昭和3.1.24 特500-650 風-105 〇 特500-650 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137860

婦人性慾の研究 羽太鋭治 東京 思潮社 昭和3 四六 1 2円
20銭 禁風1 53 昭和3.4.14 特500-651 風-106 〇 特500-651 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138325

チャームの仕方とモーシヨ
ンのかけ方 羽太鋭治 東京 南海書院 昭和3 四六 1 1円

80銭 禁風1 54 昭和3.7.16 特500-652 風-107 〇 特500-652 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460585

風俗の部（受領年月日：昭和12.9.15）
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変態崇拜史
〔「変態十二史」第九巻〕 齋藤昌三 東京 文藝資料研究会 昭和2 和 中 1 1円

50銭 禁風1 35 昭和2.1.27 特500-634 風-86 〇 特500-634 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1085665

性的俚諺辞典 向山繁編 東京 三土社 昭和3 和 小 1 1円 禁風1 36 昭和3.3.24 特500-635 風-87 〇 特500-635 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137842

談性 佐藤紅霞 東京 坂本篤 昭和3 和 小 1 1円 禁風1 37 昭和3.4.17 ナシ × 不明

Secret talk with men and 
women
Tokyo, 1928. 15.3cm

1円
50銭 禁風1 38 昭和3.7.6 特500-636 風-89 〇 特500-636 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460642

男女生殖器図解全書 村瀬萍村 東京 己羊社 大正14 特小 1 50銭 禁風1 39 大正14.11.27 特500-637 風-91 〇 特500-637 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926126

續西鶴全集 井原西鶴著
山本春雄編 東京 啓発社 昭和3 四六 1 3円

80銭 禁風1 40 昭和3.2.22 特500-639
イ 風-92 〇 資料貼付ID:

1200501133244
特500-639
イ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137935

續西鶴全集 井原西鶴著
山本春雄編 東京 啓発社 昭和3 四六 1 3円

80銭 禁風1 41 昭和3.2.22 特500-639
ロ 風-92 〇 資料貼付ID:

1200600261581
特500-639
イ

女性典 島田博 東京 誠文堂 昭和3 四六 1 1円
50銭 禁風1 42 昭和3.7.6 特500-640 風-93 〇 特500-640 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137743

子供の震災記 初等教育研究会編 東京 目黒書店 大正13 四六 1 2円 禁風1 43 大正13.5.19 特500-641 風-94 〇 特500-641 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702599

紅閨記 米田祐太郎編 東京 支那文献刊行会 昭和2 四六 1 3円
50銭 禁風1 44 昭和2.7.14 特500-642 風-95 〇 特500-642 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137480

馬賊になるまで
（馬賊物語前編） 覆面浪人著 東京 後楽社 大正13 13 四六 1 1円

80銭 禁風1 45 大正13.2.19 特500-643 風-98 〇 出版年月：大正13.2 特500-643 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926139

心理哲学秘法 高橋成允 菊 1 謄写版 2円 禁風1 46 大正14.2.26 特500-644 風-99 〇 特500-644 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926113

小学児童の罹災実話と其感
想文・大震火災に現れたる
哀話と美談

帝都教育復興会編 東京 同会 大正13 13 四六 1 2円
50銭 禁風1 47 大正13.6.23 特500-645 風-100 〇 出版年月：大正13.6 特500-645 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926117

死の書　第二分冊 鹿野義信 福岡 同人 昭和3 四六 1 50銭 禁風1 48 昭和3.7.3 特500-646 風-101 〇 特500-646 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137671

巻蘿舞連多雜考
〔「軟派十二考」第一巻〕 池田文痴庵（信一郎） 東京 文藝資料研究会 昭和3 和 中 1 2円

50銭 禁風1 49 昭和3.6.22 特500-647 風-102 〇 特501-809は複本 特500-647 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460634

東西媚薬考 川端男勇, 米田祐太郎 東京 文久社 昭和3 菊 1 6円 禁風1 50 昭和3.5.16 特500-648 風-103 〇 特500-648 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138061

男女の秘密 山本春雄 東京 花山堂 大正13 特小 1 80銭 禁風1 51 大正13.7.3 特500-649 風-104 〇 特500-649 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926128

最新　性の教書 羽太鋭治 東京 有教社 昭和3 四六 1 1円
10銭 禁風1 52 昭和3.1.24 特500-650 風-105 〇 特500-650 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137860

婦人性慾の研究 羽太鋭治 東京 思潮社 昭和3 四六 1 2円
20銭 禁風1 53 昭和3.4.14 特500-651 風-106 〇 特500-651 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138325

チャームの仕方とモーシヨ
ンのかけ方 羽太鋭治 東京 南海書院 昭和3 四六 1 1円

80銭 禁風1 54 昭和3.7.16 特500-652 風-107 〇 特500-652 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460585
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古代珍文集 古典社編 東京 同社 昭和3 四六 1 50銭 禁風1 55 昭和3.6.29 特500-653 風-108 〇 特500-653 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137572

アフロデット
〔「世界奇書異聞類聚」第九巻〕

ピエール・ルイ著
太田三郎.荒城季夫訳 東京 国際文献刊行会 昭和3 四六 1 1円

50銭 禁風1 56 昭和3.7.19 特500-654 風-109 〇 特500-654 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149898

男女性的研究と犯罪帳 医学衛生研究所編 大阪 博朝社 大正15 特小 1 80銭 禁風1 57 大正15.11.3 特500-655 風-110 〇 特500-655 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926127

変態懸想文 文藝資料研究会編 東京 同会 昭和3 3 四六 1 30銭 禁風1 58 昭和3.7.3 特500-656 風-111 〇 出版年月：昭和3.7 特500-656 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138367

男 林禮子 東京 改造社 昭和3 四六 1 1円 禁風1 59 昭和3.4.30 特500-657 風-119? 〇 特500-657 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137308

恋百態 河森萍花訳編 東京 一元社 昭和2 四六 1 八版 1円 禁風1 60 昭和2.6.9 特500-658 なし 〇 特500-658 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137469

スター秘話　恋の文がら 池田渓水編 東京 成行社 昭和2 四六 1 1円 禁風1 61 昭和2.7.4 特500-659 風-125 〇 特500-659 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137467

性愛技巧と初夜の誘導 羽太鋭治 東京 南海書院 昭和2 四六 1 1円
80銭 禁風1 62 昭和2.11.8 特500-660 風-128 〇 特500-660 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137832

性象徴に根ざす生命象徴
〔「世界性学大系」1中〕

イ・イ・ゴウルドス
ミス著
益本蘇川訳

東京 文藝資料研究会 昭和2 四六 1 2円
50銭 禁風1 63 昭和2.11.28 特500-661 風-129 〇 特500-897は複本（禁

函） 特500-661 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149896

真情春雨衣 古典社編 東京 同社 昭和3 四六 1 謄写版 40銭 禁風1 64 昭和3.9.20 特500-662 風-144 〇 特500-662 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137757

古今珍文集 古典社編 東京 同社 昭和3 四六 1 謄写版 30銭 禁風1 65 昭和3.9.20 特500-663 風-145 〇 特500-663 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137562

監獄部屋
（地獄に呻く人々） 沼田流人 東京 金星堂 昭和3 四六 1 80銭 禁風1 66 昭和3.5.18 特500-664 風-146 〇 特500-664 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137351

宗教と性 オ・エイ・ウオル著
瀧本二郎訳 東京 国際出版社 昭和3 四六 1 2円

50銭 禁風1 67 昭和3.10.10 特500-665 風-148 〇 特500-665 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149894

男色考
〔「軟派十二考」第四巻〕 花房四郎 東京 文藝資料研究

会編輯部 昭和3 和 中 1 2円
50銭 禁風1 68 昭和3.9.5 特500-666 風-149 〇 『目録』の禁止年月日：

昭和3.10.8 特500-666 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460564

続群書類従　第33輯　下雜部 塙保己一編 東京 続群書類従完
成会 昭和3 四六 1 4円 禁風1 69 昭和3.9.24 80-221ロ なし 〇

資料貼付ID: 
1200600296694

『目録』の請求記号:
80-221ロ

80-221

新婚の夜 二戸茶夢編 東京 第三書房 昭和2 特小 1 20銭 禁風1 70 昭和2.4.22 ナシ × 不明

女優ナナ
〔「抄訳世界文学叢書」ノ中〕

エミール・ゾラ著
池田光太郎 東京 三興社 昭和3 特小 1 15銭 禁風1 71 昭和3.9.26 特500-667 風-152 〇 特500-667 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149892

辻本浩太郎パンフレット　
第１輯短篇集 辻本浩太郎 東京 緑土社 大正14 四六 1 20銭 禁風1 72 大正14.2.5 特500-668 風-176 〇 特500-668 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926130

観相学奥秘傳伝全集　上巻 中司哲巌 東京 中司観相大学院 昭和3 四六 1 2円
80銭 禁風1 73 昭和3.10.26 特500-669 風-188 〇 特500-669 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702600

人肉解剖　性の扉 富永英三郎 東京 廣陽社 昭和3 四六 1 1円
50銭 禁風1 74 昭和3.10.26 特500-670 風-189 〇 特500-670 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137861

風俗の部（受領年月日：昭和12.9.15）
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古代珍文集 古典社編 東京 同社 昭和3 四六 1 50銭 禁風1 55 昭和3.6.29 特500-653 風-108 〇 特500-653 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137572

アフロデット
〔「世界奇書異聞類聚」第九巻〕

ピエール・ルイ著
太田三郎.荒城季夫訳 東京 国際文献刊行会 昭和3 四六 1 1円

50銭 禁風1 56 昭和3.7.19 特500-654 風-109 〇 特500-654 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149898

男女性的研究と犯罪帳 医学衛生研究所編 大阪 博朝社 大正15 特小 1 80銭 禁風1 57 大正15.11.3 特500-655 風-110 〇 特500-655 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/926127

変態懸想文 文藝資料研究会編 東京 同会 昭和3 3 四六 1 30銭 禁風1 58 昭和3.7.3 特500-656 風-111 〇 出版年月：昭和3.7 特500-656 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138367

男 林禮子 東京 改造社 昭和3 四六 1 1円 禁風1 59 昭和3.4.30 特500-657 風-119? 〇 特500-657 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137308

恋百態 河森萍花訳編 東京 一元社 昭和2 四六 1 八版 1円 禁風1 60 昭和2.6.9 特500-658 なし 〇 特500-658 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137469

スター秘話　恋の文がら 池田渓水編 東京 成行社 昭和2 四六 1 1円 禁風1 61 昭和2.7.4 特500-659 風-125 〇 特500-659 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137467

性愛技巧と初夜の誘導 羽太鋭治 東京 南海書院 昭和2 四六 1 1円
80銭 禁風1 62 昭和2.11.8 特500-660 風-128 〇 特500-660 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137832

性象徴に根ざす生命象徴
〔「世界性学大系」1中〕

イ・イ・ゴウルドス
ミス著
益本蘇川訳

東京 文藝資料研究会 昭和2 四六 1 2円
50銭 禁風1 63 昭和2.11.28 特500-661 風-129 〇 特500-897は複本（禁

函） 特500-661 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149896

真情春雨衣 古典社編 東京 同社 昭和3 四六 1 謄写版 40銭 禁風1 64 昭和3.9.20 特500-662 風-144 〇 特500-662 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137757

古今珍文集 古典社編 東京 同社 昭和3 四六 1 謄写版 30銭 禁風1 65 昭和3.9.20 特500-663 風-145 〇 特500-663 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137562

監獄部屋
（地獄に呻く人々） 沼田流人 東京 金星堂 昭和3 四六 1 80銭 禁風1 66 昭和3.5.18 特500-664 風-146 〇 特500-664 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137351

宗教と性 オ・エイ・ウオル著
瀧本二郎訳 東京 国際出版社 昭和3 四六 1 2円

50銭 禁風1 67 昭和3.10.10 特500-665 風-148 〇 特500-665 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149894

男色考
〔「軟派十二考」第四巻〕 花房四郎 東京 文藝資料研究

会編輯部 昭和3 和 中 1 2円
50銭 禁風1 68 昭和3.9.5 特500-666 風-149 〇 『目録』の禁止年月日：

昭和3.10.8 特500-666 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460564

続群書類従　第33輯　下雜部 塙保己一編 東京 続群書類従完
成会 昭和3 四六 1 4円 禁風1 69 昭和3.9.24 80-221ロ なし 〇

資料貼付ID: 
1200600296694

『目録』の請求記号:
80-221ロ

80-221

新婚の夜 二戸茶夢編 東京 第三書房 昭和2 特小 1 20銭 禁風1 70 昭和2.4.22 ナシ × 不明

女優ナナ
〔「抄訳世界文学叢書」ノ中〕

エミール・ゾラ著
池田光太郎 東京 三興社 昭和3 特小 1 15銭 禁風1 71 昭和3.9.26 特500-667 風-152 〇 特500-667 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149892

辻本浩太郎パンフレット　
第１輯短篇集 辻本浩太郎 東京 緑土社 大正14 四六 1 20銭 禁風1 72 大正14.2.5 特500-668 風-176 〇 特500-668 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926130

観相学奥秘傳伝全集　上巻 中司哲巌 東京 中司観相大学院 昭和3 四六 1 2円
80銭 禁風1 73 昭和3.10.26 特500-669 風-188 〇 特500-669 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702600

人肉解剖　性の扉 富永英三郎 東京 廣陽社 昭和3 四六 1 1円
50銭 禁風1 74 昭和3.10.26 特500-670 風-189 〇 特500-670 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137861
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山中静也訳 東京 東西社 昭和3 四六 1 50銭 禁風1 75 昭和3.10.24 特500-671 風-190 〇 特500-671 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138281

性愛大観 国際性学資料研究会編 東京 昭英堂 昭和3 特小 1 2円 禁風1 76 昭和3.11.2 特500-672 風-191 〇 特500-672 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137837

猥談往来 春江堂編 東京 同堂 昭和3 特小 1 70銭 禁風1 77 昭和3.10.25 特500-673 風-192 〇 特500-673 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460644

ゾラ集
〔「世界文学叢書」〕

エミール・ゾラ著
戸田保雄訳 東京 中央出版社 昭和3 特小 1 85銭 禁風1 78 昭和3.10.27 特500-674 風-194 〇 特500-674 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149903

結婚初夜の新智識　上巻 篠田糺監修 東京 錦文堂書店 昭和3 四六 1 1円 禁風1 79 昭和3.9.11 特500-675 風-195 〇 特500-675 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137446

女優ナナ エミール・ゾラ著
西牧保雄訳 東京 三水社 昭和2 四六 1 11版 85銭 禁風1 80 昭和2.8.26 特500-676 風-198 〇 特500-676 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149897

モダンガール秘話 大久保北秀 東京 二松堂 昭和2 特小 1 1円 禁風1 81 昭和2.6.8 特500-677 風-200 〇 特500-677 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138483

川柳狂歌集
〔「近代日本文学大系」第二四巻〕国民図書株式会社編 東京 同社 昭和3 四六 1 2円 禁風1 82 昭和3.2.8 560-9イ 風-202 〇 560-9イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1172333

ヤーマー魔窟
〔「世界文芸全集」第36編〕

クープリン著
梅田寛訳 東京 新潮社 大正15 四六 1 2円

50銭 禁風1 83 大正15.10.1 500-15イ 風-203 〇 資料貼付ID:
1200600132892 500-15

怪談乳房榎 三遊亭円朝著
松永魁編 東京 白文社 大正15 四六 1 95銭 禁風1 84 大正15.12.8 特500-678 風-205 〇

出版年：昭和2
出版年奥付に手書き訂
正有
表紙に「正本」とあり

特500-678 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702601

農民　第二巻 レイモント著
加藤朝鳥訳 東京 春秋社 大正14 四六 1 2円

80銭 禁風1 85 大正14.9.24 538-248ハ 〇 資料貼付ID:
1200502036129 538-248

円朝全集　巻の八 三遊亭円朝著 東京 春陽堂 大正15 四六 1 1円
50銭 禁風1 86 大正15.10.10 545-42 風-229 〇 545-42 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1018503

世界好色文学史　第一巻 佐々謙自編 東京 文藝市場社 昭和4 菊 1 3円
50銭 禁風1 87 昭和4.1.9 特500-679 風-235 〇 特500-679 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137904

医学上より観察したる児童
の性慾生活 羽太鋭治 東京 南江堂 昭和3 四六 1 1円

50銭 禁風1 88 昭和3.12.12 特500-680 風-236 〇 特500-680 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439746

時代を作る人々 前篇 真田勇 東京 誠光堂 昭和3 四六 1 85銭 禁風1 89 昭和3.12.12 特500-681 風-237 〇 特500-681 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137654

孔養華編禁全集 矢部孔養（三朗） 東京 孔養社学房 昭和4.1 四六 1 50銭 禁風1 90 昭和4.12.28 特500-682 風-238 〇 特500-682 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137536

新説　壇の浦後日譚
〔「情艶」第一輯〕 河田酔渓 東京 黎明閣 昭和3 四六 1 謄写版 3円 禁風1 91 昭和4.12.26 特500-683 風-239 〇 特501-647は複本 特500-683 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137710

百姓 藤田彦太郎 東京 第一書房 昭和3 四六 1 1円
80銭 禁風1 92 特500-684 風-241 〇 特500-684 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138302

人類秘事考
〔「変態文献叢書」追加第一巻〕紅霞散士（佐藤紅霞） 東京 文藝資料研究会 昭和4 和 中 1 1円

50銭 禁風1 93 昭和4.3.4 特500-685 風-242 〇 特500-685 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137808

らぶ・ひるたあ（秘薬論）
〔「談竒館随筆」第一編〕 酒井潔 東京 文藝市場社 昭和4 四六 1 2円

50銭 禁風1 94 昭和4.3.4 特500-686 風-245 〇 特500-686 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138530

風俗の部（受領年月日：昭和12.9.15）



−241−

書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

避妊の実行方法 サンガー著
山中静也訳 東京 東西社 昭和3 四六 1 50銭 禁風1 75 昭和3.10.24 特500-671 風-190 〇 特500-671 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138281

性愛大観 国際性学資料研究会編 東京 昭英堂 昭和3 特小 1 2円 禁風1 76 昭和3.11.2 特500-672 風-191 〇 特500-672 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137837

猥談往来 春江堂編 東京 同堂 昭和3 特小 1 70銭 禁風1 77 昭和3.10.25 特500-673 風-192 〇 特500-673 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460644

ゾラ集
〔「世界文学叢書」〕

エミール・ゾラ著
戸田保雄訳 東京 中央出版社 昭和3 特小 1 85銭 禁風1 78 昭和3.10.27 特500-674 風-194 〇 特500-674 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149903

結婚初夜の新智識　上巻 篠田糺監修 東京 錦文堂書店 昭和3 四六 1 1円 禁風1 79 昭和3.9.11 特500-675 風-195 〇 特500-675 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137446

女優ナナ エミール・ゾラ著
西牧保雄訳 東京 三水社 昭和2 四六 1 11版 85銭 禁風1 80 昭和2.8.26 特500-676 風-198 〇 特500-676 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149897

モダンガール秘話 大久保北秀 東京 二松堂 昭和2 特小 1 1円 禁風1 81 昭和2.6.8 特500-677 風-200 〇 特500-677 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138483

川柳狂歌集
〔「近代日本文学大系」第二四巻〕国民図書株式会社編 東京 同社 昭和3 四六 1 2円 禁風1 82 昭和3.2.8 560-9イ 風-202 〇 560-9イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1172333

ヤーマー魔窟
〔「世界文芸全集」第36編〕

クープリン著
梅田寛訳 東京 新潮社 大正15 四六 1 2円

50銭 禁風1 83 大正15.10.1 500-15イ 風-203 〇 資料貼付ID:
1200600132892 500-15

怪談乳房榎 三遊亭円朝著
松永魁編 東京 白文社 大正15 四六 1 95銭 禁風1 84 大正15.12.8 特500-678 風-205 〇

出版年：昭和2
出版年奥付に手書き訂
正有
表紙に「正本」とあり

特500-678 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702601

農民　第二巻 レイモント著
加藤朝鳥訳 東京 春秋社 大正14 四六 1 2円

80銭 禁風1 85 大正14.9.24 538-248ハ 〇 資料貼付ID:
1200502036129 538-248

円朝全集　巻の八 三遊亭円朝著 東京 春陽堂 大正15 四六 1 1円
50銭 禁風1 86 大正15.10.10 545-42 風-229 〇 545-42 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1018503

世界好色文学史　第一巻 佐々謙自編 東京 文藝市場社 昭和4 菊 1 3円
50銭 禁風1 87 昭和4.1.9 特500-679 風-235 〇 特500-679 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137904

医学上より観察したる児童
の性慾生活 羽太鋭治 東京 南江堂 昭和3 四六 1 1円

50銭 禁風1 88 昭和3.12.12 特500-680 風-236 〇 特500-680 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439746

時代を作る人々 前篇 真田勇 東京 誠光堂 昭和3 四六 1 85銭 禁風1 89 昭和3.12.12 特500-681 風-237 〇 特500-681 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137654

孔養華編禁全集 矢部孔養（三朗） 東京 孔養社学房 昭和4.1 四六 1 50銭 禁風1 90 昭和4.12.28 特500-682 風-238 〇 特500-682 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137536

新説　壇の浦後日譚
〔「情艶」第一輯〕 河田酔渓 東京 黎明閣 昭和3 四六 1 謄写版 3円 禁風1 91 昭和4.12.26 特500-683 風-239 〇 特501-647は複本 特500-683 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137710

百姓 藤田彦太郎 東京 第一書房 昭和3 四六 1 1円
80銭 禁風1 92 特500-684 風-241 〇 特500-684 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138302

人類秘事考
〔「変態文献叢書」追加第一巻〕紅霞散士（佐藤紅霞） 東京 文藝資料研究会 昭和4 和 中 1 1円

50銭 禁風1 93 昭和4.3.4 特500-685 風-242 〇 特500-685 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137808

らぶ・ひるたあ（秘薬論）
〔「談竒館随筆」第一編〕 酒井潔 東京 文藝市場社 昭和4 四六 1 2円

50銭 禁風1 94 昭和4.3.4 特500-686 風-245 〇 特500-686 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138530
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春窓情史 御船泉編 東京 一元社 昭和4 和 小 1 1円 禁風1 95 昭和4.3.1 特500-687 風-252 〇 特500-687 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137709

同性愛の種々相
〔「談竒館随筆」第四巻〕

アリベール著
花房四郎訳 東京 文藝市場社 昭和4 四六 1 1円

68銭 禁風1 96 昭和4.4.30 特500-688 風-256 〇 特500-688 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149895

艶説　花時雨 玉川痴蝶編 大阪 新興社 昭和4 和 小 1 謄写版 50銭 禁風1 97 昭和4.5.3 特500-689 風-257 〇 特500-689 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138247

昭和4年版　日本小説集 文藝家協会編 東京 新潮社 昭和4 四六 1 1円
70銭 禁風1 98 昭和4.5.18 539-56イ 風-259 〇 539-56イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1220333

秘戯指南
〔「談竒館随筆」第二編〕 梅原北明 東京 文藝市場社 昭和4 四六 1 5円 禁風1 99 昭和4.5.3 特500-690 風-260 〇 特500-690 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460646

最新家庭医学　第十二　精
神病学他二 東京 近代社 昭和4 菊 1 2円

50銭 禁風1 100 昭和4.4.22 60-906 風-262 〇 特501-785は複本 60-906 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1045428

アメリカ・モガ・モボ　性
の跳躍 

ロバート・カア著
饒平名智太郎訳 東京 世界社 昭和4 四六 1 1円

20銭 禁風1 101 昭和4.6.19 特500-691 風-265 〇 特501-302は複本 特500-691 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149900

房栄と準吉の恋 阪東二郎 東京 同人 昭和4 四六 1 2円 禁風1 102 昭和4.6.4 特500-692 風-266 〇 特500-692 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138324

〔畫集〕前編 羽塚隆成編 昭和4 四六 1 2円 禁風1 103 昭和4.3.28 特500-693 風-268 〇 特500-693 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137399

戀愛販賈業者 熊谷猪太郎 秋田縣 雄平新聞社 昭和4 四六 1 40銭 禁風1 104 昭和4.7.19 特500-694 風-275 〇 特500-694 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138539

おんな色事師 ダフェルノス著
宮本一良訳 東京 高村書院 昭和4 四六 1 1円

50銭 禁風1 105 昭和4.7.15 ナシ × 不明

サーニン
〔岩波文庫539-541〕

アルツイバアシェフ著
中村白葉訳 東京 岩波書店 昭和4 特小 1 60銭 禁風1 106 昭和4.8.３ 569-14イ なし 〇 569-14 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1193854

不老長生　回春秘談 国民新聞社会部編 東京 廣陽社 昭和4 四六 1 1円
50銭 禁風1 107 昭和4.8.12 特500-695 風-278 〇 特500-695 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138335

西洋十夜
アルツウル・シュ
ニッツレル著
丸木砂土（秦豊吉）訳

東京 文藝春秋社出
版部 昭和4 四六 1 1円

70銭 禁風1 108 昭和4.8.15 特500-696 風-279 〇 特500-696 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149899

續秘戯指南
〔「談竒館随筆」第五編〕 梅原北明著 東京 文藝市場社 昭和4 四六 1 4円 禁風1 109 昭和4.8.23 特500-697 風俗-281 〇 特500-697 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439845

婆羅門神学 印度学会訳編
文学研究会編 東京 同会 昭和3 四六 1 1円

50銭 禁風1 110 昭和4.8.16 特500-698 風-282 〇 特500-698 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138254

男女に必要な性の衛生 岡田道一 京都 内外出版印刷
株式会社 昭和4 特小 1 85銭 禁風1 111 昭和4.8.19 特500-699 風-283 〇 特500-699 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137990

伊太利亜黄表紙
〔「猟竒叢書」第三巻〕 吉村文男訳 東京 国際文献刊行会 昭和4 四六 1 4円 禁風1 112 昭和4.8.17 特500-700 風-284 〇 特501-565は複本 特500-700 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137240

臍 福富織部 東京 萬里閣書房 昭和4 四六 1 1円
80銭 禁風1 113 昭和4.8.25 特500-701 風-285 〇 特500-701 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138372

イヴオンヌ 梨甫編輯部訳編 東京 書局梨甫 昭和4 四六 1 2円 禁風1 114 昭和4.9.19 ナシ × 不明

猥褻と科学 宮武外骨編 東京 半狂堂 大正13 和 中 1 2円 禁風1 115 昭和4.9.18 特500-702 風俗-290 〇 風俗-146の印もあり 特500-702 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702603

風俗の部（受領年月日：昭和12.9.15）
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春窓情史 御船泉編 東京 一元社 昭和4 和 小 1 1円 禁風1 95 昭和4.3.1 特500-687 風-252 〇 特500-687 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137709

同性愛の種々相
〔「談竒館随筆」第四巻〕

アリベール著
花房四郎訳 東京 文藝市場社 昭和4 四六 1 1円

68銭 禁風1 96 昭和4.4.30 特500-688 風-256 〇 特500-688 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149895

艶説　花時雨 玉川痴蝶編 大阪 新興社 昭和4 和 小 1 謄写版 50銭 禁風1 97 昭和4.5.3 特500-689 風-257 〇 特500-689 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138247

昭和4年版　日本小説集 文藝家協会編 東京 新潮社 昭和4 四六 1 1円
70銭 禁風1 98 昭和4.5.18 539-56イ 風-259 〇 539-56イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1220333

秘戯指南
〔「談竒館随筆」第二編〕 梅原北明 東京 文藝市場社 昭和4 四六 1 5円 禁風1 99 昭和4.5.3 特500-690 風-260 〇 特500-690 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460646

最新家庭医学　第十二　精
神病学他二 東京 近代社 昭和4 菊 1 2円

50銭 禁風1 100 昭和4.4.22 60-906 風-262 〇 特501-785は複本 60-906 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1045428

アメリカ・モガ・モボ　性
の跳躍 

ロバート・カア著
饒平名智太郎訳 東京 世界社 昭和4 四六 1 1円

20銭 禁風1 101 昭和4.6.19 特500-691 風-265 〇 特501-302は複本 特500-691 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149900

房栄と準吉の恋 阪東二郎 東京 同人 昭和4 四六 1 2円 禁風1 102 昭和4.6.4 特500-692 風-266 〇 特500-692 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138324

〔畫集〕前編 羽塚隆成編 昭和4 四六 1 2円 禁風1 103 昭和4.3.28 特500-693 風-268 〇 特500-693 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137399

戀愛販賈業者 熊谷猪太郎 秋田縣 雄平新聞社 昭和4 四六 1 40銭 禁風1 104 昭和4.7.19 特500-694 風-275 〇 特500-694 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138539

おんな色事師 ダフェルノス著
宮本一良訳 東京 高村書院 昭和4 四六 1 1円

50銭 禁風1 105 昭和4.7.15 ナシ × 不明

サーニン
〔岩波文庫539-541〕

アルツイバアシェフ著
中村白葉訳 東京 岩波書店 昭和4 特小 1 60銭 禁風1 106 昭和4.8.３ 569-14イ なし 〇 569-14 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1193854

不老長生　回春秘談 国民新聞社会部編 東京 廣陽社 昭和4 四六 1 1円
50銭 禁風1 107 昭和4.8.12 特500-695 風-278 〇 特500-695 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138335

西洋十夜
アルツウル・シュ
ニッツレル著
丸木砂土（秦豊吉）訳

東京 文藝春秋社出
版部 昭和4 四六 1 1円

70銭 禁風1 108 昭和4.8.15 特500-696 風-279 〇 特500-696 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149899

續秘戯指南
〔「談竒館随筆」第五編〕 梅原北明著 東京 文藝市場社 昭和4 四六 1 4円 禁風1 109 昭和4.8.23 特500-697 風俗-281 〇 特500-697 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439845

婆羅門神学 印度学会訳編
文学研究会編 東京 同会 昭和3 四六 1 1円

50銭 禁風1 110 昭和4.8.16 特500-698 風-282 〇 特500-698 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138254

男女に必要な性の衛生 岡田道一 京都 内外出版印刷
株式会社 昭和4 特小 1 85銭 禁風1 111 昭和4.8.19 特500-699 風-283 〇 特500-699 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137990

伊太利亜黄表紙
〔「猟竒叢書」第三巻〕 吉村文男訳 東京 国際文献刊行会 昭和4 四六 1 4円 禁風1 112 昭和4.8.17 特500-700 風-284 〇 特501-565は複本 特500-700 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137240

臍 福富織部 東京 萬里閣書房 昭和4 四六 1 1円
80銭 禁風1 113 昭和4.8.25 特500-701 風-285 〇 特500-701 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138372

イヴオンヌ 梨甫編輯部訳編 東京 書局梨甫 昭和4 四六 1 2円 禁風1 114 昭和4.9.19 ナシ × 不明

猥褻と科学 宮武外骨編 東京 半狂堂 大正13 和 中 1 2円 禁風1 115 昭和4.9.18 特500-702 風俗-290 〇 風俗-146の印もあり 特500-702 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702603
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耽竒猥談 田中香涯 東京 富士書房 昭和4 四六 1 2円
20銭 禁風1 116 昭和4.9.22 特500-703 風-294 〇 特500-910は複本 特500-703 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137988

末摘花秘話 讃夜荘主人著 東京 東歐書院 昭和4 菊 1 1円 禁風1 117 特500-704 風-296 〇 禁止年月日欄枠外右に
昭和4.1.14とメモあり 特500-704 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137819

ナポリの秘密博物館 羽塚隆成訳 東京 文藝市場社 昭和4 四六 1 5円 禁風1 118 昭和4.11.4 特500-705 風俗-298 〇 特500-705 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138095

ペルシャ・デカメロン 下條雄三訳 東京 文藝市場社 昭和4 四六 1 3円 禁風1 119 昭和4.11.6 特500-706 風俗-297 〇 特500-706 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138369

『新傑作』第1巻第1号 世界の動き社編 東京 同社 昭和4 四六 1 50銭 禁風1 120 昭和4.9.25 特500-707 なし 〇 特501-803は複本 特500-707
http://dl.ndl.go.jp/
view/adjustedPdf/
digidepo_1137315.pdf

ある私娼との経験
〔「現代暴露文学選集」〕 下村千秋 東京 天人社 昭和5 四六 1 30銭 禁風1 121 昭和5.3.30 特500-708 風俗-303 〇 特500-911は複本 特500-708 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137217

愛慾行進曲 浅原八郎 東京 大東書院 昭和5 四六 1 2円
60銭 禁風1 122 昭和5.4.24 特500-709

イ 風俗-306 〇 特500-709
イ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137191

愛慾行進曲 浅原八郎 東京 大東書院 昭和5 四六 1 2円
60銭 禁風1 123 昭和5.5.16 特500-709

ロ 風俗-306 〇 特500-709
ロ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137194

戀愛無政府 マルゲリット著
大木篤夫訳 東京 アルス 昭和5 四六 1 1円

50銭 禁風1 124 昭和5.4.10 特500-711 風俗-307 〇 特500-711 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149910

日本戯曲集　昭和5年版 文藝家協会編 東京 新潮社 昭和5 四六 1 1円
50銭 禁風1 125 昭和5.6.5 527-61 風俗-308 〇 527-61 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1184002

軟い船 坂本石創 東京 尖端社 昭和5 四六 1 1円 禁風1 126 昭和5.7.13 特500-712 風俗-309 〇 特500-712 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138505

盛岡猥談集 橘正一編 盛岡 同人 昭和5 菊 1 謄写版 30銭 禁風1 127 昭和5.5.27 特500-713
「風俗」
の押印の
みあり

〇 特500-713 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138489

軟派精粋 古典社編 東京 同社 昭和5 特小 1 20銭 禁風1 128 昭和5.6.24 特500-714 風俗-313 〇 特500-714 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138103

結婚愛 マリー・ストープス著
矢口達訳 東京 アルス 昭和5 四六 1 1円

20銭 禁風1 129 昭和5.9.10 特500-715 ●●-317 〇 特500-715 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149904

犯罪現場写真集 伊藤隆文編 東京 犯罪科学研究
同好会 昭和5 四六倍 1 5円 禁風1 130 昭和5.9.19 特500-716 風俗-318 〇

風俗-321を訂正
特500-908は複本（禁
函）

特500-716 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138267

畫譜　一千一夜物語　上巻
アルドリュウス編
西条八十,矢野目源
一解説

東京 国際文献刊行会 昭和4 四六倍 1 10円 禁風1 131 昭和5.7.10 特500-717 ●●-319 〇 特500-717 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149121

艶道戯文集 妙色庵主人編 東京 古典社 昭和5 和 中 1 1円 禁風1 132 昭和5.5.6 特500-718 風-323 〇 特500-718 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137275

風俗資料研究　第1輯近松篇 伏原寛三編 東京 古典社 昭和5 和 中 1 60銭 禁風1 133 昭和5.5.21 特500-719 風-325 〇 特500-719 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138308

怪竒変態　処女解剖 春海亮 東京 中村書院 昭和5 四六 1 1円 禁風1 134 昭和5.8.30 特500-720 風俗-326 〇 特500-720 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137733

風俗の部（受領年月日：昭和12.9.15）
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耽竒猥談 田中香涯 東京 富士書房 昭和4 四六 1 2円
20銭 禁風1 116 昭和4.9.22 特500-703 風-294 〇 特500-910は複本 特500-703 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137988

末摘花秘話 讃夜荘主人著 東京 東歐書院 昭和4 菊 1 1円 禁風1 117 特500-704 風-296 〇 禁止年月日欄枠外右に
昭和4.1.14とメモあり 特500-704 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137819

ナポリの秘密博物館 羽塚隆成訳 東京 文藝市場社 昭和4 四六 1 5円 禁風1 118 昭和4.11.4 特500-705 風俗-298 〇 特500-705 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138095

ペルシャ・デカメロン 下條雄三訳 東京 文藝市場社 昭和4 四六 1 3円 禁風1 119 昭和4.11.6 特500-706 風俗-297 〇 特500-706 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138369

『新傑作』第1巻第1号 世界の動き社編 東京 同社 昭和4 四六 1 50銭 禁風1 120 昭和4.9.25 特500-707 なし 〇 特501-803は複本 特500-707
http://dl.ndl.go.jp/
view/adjustedPdf/
digidepo_1137315.pdf

ある私娼との経験
〔「現代暴露文学選集」〕 下村千秋 東京 天人社 昭和5 四六 1 30銭 禁風1 121 昭和5.3.30 特500-708 風俗-303 〇 特500-911は複本 特500-708 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137217

愛慾行進曲 浅原八郎 東京 大東書院 昭和5 四六 1 2円
60銭 禁風1 122 昭和5.4.24 特500-709

イ 風俗-306 〇 特500-709
イ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137191

愛慾行進曲 浅原八郎 東京 大東書院 昭和5 四六 1 2円
60銭 禁風1 123 昭和5.5.16 特500-709

ロ 風俗-306 〇 特500-709
ロ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137194

戀愛無政府 マルゲリット著
大木篤夫訳 東京 アルス 昭和5 四六 1 1円

50銭 禁風1 124 昭和5.4.10 特500-711 風俗-307 〇 特500-711 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149910

日本戯曲集　昭和5年版 文藝家協会編 東京 新潮社 昭和5 四六 1 1円
50銭 禁風1 125 昭和5.6.5 527-61 風俗-308 〇 527-61 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1184002

軟い船 坂本石創 東京 尖端社 昭和5 四六 1 1円 禁風1 126 昭和5.7.13 特500-712 風俗-309 〇 特500-712 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138505

盛岡猥談集 橘正一編 盛岡 同人 昭和5 菊 1 謄写版 30銭 禁風1 127 昭和5.5.27 特500-713
「風俗」
の押印の
みあり

〇 特500-713 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138489

軟派精粋 古典社編 東京 同社 昭和5 特小 1 20銭 禁風1 128 昭和5.6.24 特500-714 風俗-313 〇 特500-714 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138103

結婚愛 マリー・ストープス著
矢口達訳 東京 アルス 昭和5 四六 1 1円

20銭 禁風1 129 昭和5.9.10 特500-715 ●●-317 〇 特500-715 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149904

犯罪現場写真集 伊藤隆文編 東京 犯罪科学研究
同好会 昭和5 四六倍 1 5円 禁風1 130 昭和5.9.19 特500-716 風俗-318 〇

風俗-321を訂正
特500-908は複本（禁
函）

特500-716 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138267

畫譜　一千一夜物語　上巻
アルドリュウス編
西条八十,矢野目源
一解説

東京 国際文献刊行会 昭和4 四六倍 1 10円 禁風1 131 昭和5.7.10 特500-717 ●●-319 〇 特500-717 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149121

艶道戯文集 妙色庵主人編 東京 古典社 昭和5 和 中 1 1円 禁風1 132 昭和5.5.6 特500-718 風-323 〇 特500-718 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137275

風俗資料研究　第1輯近松篇 伏原寛三編 東京 古典社 昭和5 和 中 1 60銭 禁風1 133 昭和5.5.21 特500-719 風-325 〇 特500-719 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138308

怪竒変態　処女解剖 春海亮 東京 中村書院 昭和5 四六 1 1円 禁風1 134 昭和5.8.30 特500-720 風俗-326 〇 特500-720 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137733
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エル、キタープ ポオル、ド、トグラ 東京 風俗資料刊行会 昭和5 四六 1 1円 禁風1 135 昭和5.7.19 特500-721
「風俗」
の押印の
みあり

〇 特500-721 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149905

火焔を蹴る 林禮子著 東京 萬里閣 昭和5 四六 1 1円
50銭 禁風1 136 昭和5.5.29 特500-722 風俗-329 〇 特500-722 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137331

ビューティ・スポット
（描き黒子） 永田尚 東京 尖端社 昭和5 四六 1 1円

20銭 禁風1 137 昭和5.9.26 特500-723 風俗-345 〇 風俗-262を訂正 特500-723 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138304

緑の傳書鳩 宇宙星（蔡丙錫） 東京 大東社出版部 昭和5 四六 1 50銭 禁風1 138 昭和5.11.7 特500-724 風俗-346 〇 特500-724 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138448

エロの和歌山 後藤凡児 和歌山 同人 昭和5 四六 1 50銭 禁風1 139 昭和5.11.6 特500-725 風俗-348 〇 特500-725 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137273

享楽文藝資料 福井越人編 東京 同人 昭和5 和 中 1 謄写版 1円 禁風1 140 昭和5.12.15 特500-726 風俗-349 〇 特500-726 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137388

世界媚薬考
〔「風俗資料」臨時増刊〕 風俗資料刊行会編 東京 同會 昭和5 四六 1 50銭 禁風1 141 昭和5.12.15 特500-727 風俗-350 〇 特500-727 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137875

娼婦と暮して一ヶ月 マリズ・シヨワシ著
松尾邦之助訳 東京 新時代社 昭和5 四六 1 1円 禁風1 142 昭和5.12.8 特500-728 風俗-351 〇 特500-728 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149908

女給日記 木谷絹子著 東京 金星堂 昭和5 四六 1 1円 禁風1 143 昭和5.11.21 特500-729 風俗-352 〇 特500-729 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137730

情怨暴露
（赤裸々な社会悪の露出） 磯部真寿造 大阪 洋々社 昭和5 四六 1 1円

30銭 禁風1 144 昭和5.11.19 特500-730 ●●-353 〇 特500-730 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137717

禁慾輪舞 カザノヴア著
志摩浪斗訳 東京 汎人社 昭和5 四六 1 1円

70銭 禁風1 145 昭和5.12.19 特500-731 風俗-354 〇 特500-731 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149912

巴里・上海　エロ大市場
〔先端エロ叢書〕 尖端軟派文学研究会編 大阪 法令館 昭和5 特小 1 10銭 禁風1 146 昭和5.12.8 特500-732 なし 〇 特500-732 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138257

女給の内幕バクロ　エロ戦
線異状あり

〔先端エロ叢書〕
尖端軟派文学研究会編 大阪 法令館 昭和5 特小 1 10銭 禁風1 147 昭和5.12.8 特500-733 風俗-358 〇 特500-733 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137271

成功百パーセント　エロ新
戦術

〔先端エロ叢書〕
尖端軟派文学研究会編 大阪 法令館 昭和5 特小 1 10銭 禁風1 148 昭和5.12.8 特500-734 風俗-359 〇 特500-734 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137270

エロ百パーセントモダン物語
結婚初夜物語 絵呂嶋粋人著 大阪 法令館 昭和5 特小 1 10銭 禁風1 149 昭和5.12.8 特500-735 風俗-360 〇 特500-735 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138487

恋愛戰線異状なし 尖端軟派文学研究会編 大阪 法令館 昭和5 特小 1 10銭 禁風1 150 昭和5.12.8 特500-736 風俗-361 〇 特500-736 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138535

何が女給をそうさせたか 尖端軟派文学研究会編 大阪 法令館 昭和5 特小 1 10銭 禁風1 151 昭和5.12.8 特500-737 風俗-362 〇 特500-737 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138093

性愛の神秘 近藤久男 東京 南海書院 昭和6 特小 1 1円 禁風1 152 昭和6.1.23 特500-738 風俗-363 〇 特500-912は複本 特500-738 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137835

愛の契 近代書房篇 東京 同書房 昭和5 四六 1 50銭 禁風1 153 昭和5.11.24 特500-739 風俗-364 〇 特500-739 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137174

國際戀愛歓楽境ホンモクホ
テル 小川秀嶺著 横浜 横浜実業興信所 昭和5.12 四六 1 10銭 禁風1 154 昭和5.12.18 特500-740 風俗-365 〇 発行所：横浜実業興信

所花柳通信部 特500-740 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137551

風俗の部（受領年月日：昭和12.9.15）
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エル、キタープ ポオル、ド、トグラ 東京 風俗資料刊行会 昭和5 四六 1 1円 禁風1 135 昭和5.7.19 特500-721
「風俗」
の押印の
みあり

〇 特500-721 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149905

火焔を蹴る 林禮子著 東京 萬里閣 昭和5 四六 1 1円
50銭 禁風1 136 昭和5.5.29 特500-722 風俗-329 〇 特500-722 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137331

ビューティ・スポット
（描き黒子） 永田尚 東京 尖端社 昭和5 四六 1 1円

20銭 禁風1 137 昭和5.9.26 特500-723 風俗-345 〇 風俗-262を訂正 特500-723 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138304

緑の傳書鳩 宇宙星（蔡丙錫） 東京 大東社出版部 昭和5 四六 1 50銭 禁風1 138 昭和5.11.7 特500-724 風俗-346 〇 特500-724 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138448

エロの和歌山 後藤凡児 和歌山 同人 昭和5 四六 1 50銭 禁風1 139 昭和5.11.6 特500-725 風俗-348 〇 特500-725 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137273

享楽文藝資料 福井越人編 東京 同人 昭和5 和 中 1 謄写版 1円 禁風1 140 昭和5.12.15 特500-726 風俗-349 〇 特500-726 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137388

世界媚薬考
〔「風俗資料」臨時増刊〕 風俗資料刊行会編 東京 同會 昭和5 四六 1 50銭 禁風1 141 昭和5.12.15 特500-727 風俗-350 〇 特500-727 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137875

娼婦と暮して一ヶ月 マリズ・シヨワシ著
松尾邦之助訳 東京 新時代社 昭和5 四六 1 1円 禁風1 142 昭和5.12.8 特500-728 風俗-351 〇 特500-728 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149908

女給日記 木谷絹子著 東京 金星堂 昭和5 四六 1 1円 禁風1 143 昭和5.11.21 特500-729 風俗-352 〇 特500-729 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137730

情怨暴露
（赤裸々な社会悪の露出） 磯部真寿造 大阪 洋々社 昭和5 四六 1 1円

30銭 禁風1 144 昭和5.11.19 特500-730 ●●-353 〇 特500-730 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137717

禁慾輪舞 カザノヴア著
志摩浪斗訳 東京 汎人社 昭和5 四六 1 1円

70銭 禁風1 145 昭和5.12.19 特500-731 風俗-354 〇 特500-731 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149912

巴里・上海　エロ大市場
〔先端エロ叢書〕 尖端軟派文学研究会編 大阪 法令館 昭和5 特小 1 10銭 禁風1 146 昭和5.12.8 特500-732 なし 〇 特500-732 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138257

女給の内幕バクロ　エロ戦
線異状あり

〔先端エロ叢書〕
尖端軟派文学研究会編 大阪 法令館 昭和5 特小 1 10銭 禁風1 147 昭和5.12.8 特500-733 風俗-358 〇 特500-733 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137271

成功百パーセント　エロ新
戦術

〔先端エロ叢書〕
尖端軟派文学研究会編 大阪 法令館 昭和5 特小 1 10銭 禁風1 148 昭和5.12.8 特500-734 風俗-359 〇 特500-734 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137270

エロ百パーセントモダン物語
結婚初夜物語 絵呂嶋粋人著 大阪 法令館 昭和5 特小 1 10銭 禁風1 149 昭和5.12.8 特500-735 風俗-360 〇 特500-735 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138487

恋愛戰線異状なし 尖端軟派文学研究会編 大阪 法令館 昭和5 特小 1 10銭 禁風1 150 昭和5.12.8 特500-736 風俗-361 〇 特500-736 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138535

何が女給をそうさせたか 尖端軟派文学研究会編 大阪 法令館 昭和5 特小 1 10銭 禁風1 151 昭和5.12.8 特500-737 風俗-362 〇 特500-737 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138093

性愛の神秘 近藤久男 東京 南海書院 昭和6 特小 1 1円 禁風1 152 昭和6.1.23 特500-738 風俗-363 〇 特500-912は複本 特500-738 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137835

愛の契 近代書房篇 東京 同書房 昭和5 四六 1 50銭 禁風1 153 昭和5.11.24 特500-739 風俗-364 〇 特500-739 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137174

國際戀愛歓楽境ホンモクホ
テル 小川秀嶺著 横浜 横浜実業興信所 昭和5.12 四六 1 10銭 禁風1 154 昭和5.12.18 特500-740 風俗-365 〇 発行所：横浜実業興信

所花柳通信部 特500-740 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137551
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歓楽の二夜
〔「世界猟奇全集」第一巻〕

ミユツセ著
丸木砂土（秦豊吉） 東京 平凡社 昭和6 四六 1 1円

50銭 禁風1 155 昭和6.1.28 特500-741 風俗-368 〇 特500-741 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149915

巴里のどん底
〔「世界猟奇全集」第四巻〕

シヨワジイ著
高橋邦太郎訳 東京 平凡社 昭和5 四六 1 1円

50銭 禁風1 156 昭和5.11.26 特500-742 風俗-369 〇 特500-742 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1085679

エロエロ草紙 酒井潔 東京 竹酔書房 昭和5 四六倍 1 1円
50銭 禁風1 157 昭和5.12.2 特500-743 風俗-371 〇 特500-743 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137261

ひとめ見た時好きになった
のよ 智恩院太郎 東京 グロテスク社 昭和6 四六 1 50銭 禁風1 158 昭和6.3.31 特500-744 風俗-372 〇 特500-744 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138287

日本艶本解題　第一輯 河原万吉 東京 古書解題発行所 昭和6 四六 1 2円
50銭 禁風1 159 昭和6.4.21 特500-745 風俗-392 〇 特500-745 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138130

不老回春秘話 中野江漢 東京 萬里閣 昭和5 四六 1 2円 禁風1 160 昭和5.12.16 特500-746 風俗-374 〇 特500-746 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137324

情熱の焔
〔「世界猟奇全集」第7巻〕

サーストン著
寺田鼎訳 東京 平凡社 昭和 四六 1 1円

50銭 禁風1 161 特500-747 風俗-375 〇 出版年月：昭和6.4 特500-747 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149917

女の迷宮
〔「世界猟奇全集」第11巻〕

ジヤビダン、ハヌム
妃殿下著　丸木砂土,
和田顕太郎訳

東京 平凡社 昭和6 四六 1 1円
50銭 禁風1 162 昭和6.5.26 特500-748 風俗-376 〇 特500-748 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149918

エロの藝術化文章の漫画　
笑冠沓句集 第1輯 松風荘主人著 杉並町

（東京府）瑞光社 昭和6 特小横 1 20銭 禁風1 163 昭和6.7.11 特500-749 ●●-378 〇 特500-749 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137713

性愛十日物語 海野不二 東京 三興社 昭和6 特小 1 10銭 禁風1 164 昭和6.5.24 特500-750 ●●-383 〇 特500-750 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137831

エロ商賣百物語
〔「PR叢書」ノ中〕 早川雪男 東京 三興社 昭和6 特小 1 10銭 禁風1 165 昭和6.5.26 特500-751 ●●-384 〇 凾文学の印あり 特500-751 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137267

裸のショップ・ガール
〔「PR叢書」ノ中〕 香川孟 東京 三興社 昭和6 特小 1 10銭 禁風1 166 昭和6.5.26 特500-752 ●●-385 〇 特500-752 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138241

エロ・グロ男娼日記 流山龍之助 東京 三興社 昭和6 特小 1 10銭 禁風1 167 昭和6.5.26 特500-753 ●●-386 〇 特500-753 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137266

猥談クラブ 安成貞一 東京 三興社 昭和6 特小 1 10銭 禁風1 168 昭和6.5.24 特500-754 ●●-388 〇 特500-754 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138556

黄金艶魔帳 速水純訳 東京 乾坤社 昭和6 四六 1 1円
50銭 禁風1 169 昭和6.7.2 特500-755 風俗-389 〇 特500-755 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137280

裸体美の感覚
〔「エロ、グロパンフレット」
第四輯〕

根岸栄隆 東京 時代世相研究会 昭和6 四六 1 50銭 禁風1 170 昭和6.6.28 特500-756 なし 〇 特500-756 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138516

日本歓楽郷案内
〔「談竒群書」第四編〕 酒井潔 東京 竹酔書房 昭和6 四六 1 1円

50銭 禁風1 171 昭和6.4.21 特500-757 風俗-391 〇 特500-757 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460597

日本艶本解題第二
〔「古書解題」之内〕 河原万吉 東京 古書解題発行所 昭和6 四六 1 2円

50銭 禁風1 172 昭和6.6.18 風俗-392 〇 特500-745 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138130

変態エロ・ナンセンス 山内一煥 東京 第3書房 昭和6 四六 1 75銭 禁風1 173 昭和6.7.13 特500-759 風俗-393 〇 特500-759 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138373

錦褥玉房秘抄 蒐集同志会編輯部編 東京 同会 昭和6 和 中 1 謄写版 1円 禁風1 174 昭和6.8.10 特500-760 風俗-396 〇 特500-760 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137398

風俗の部（受領年月日：昭和12.9.15）
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歓楽の二夜
〔「世界猟奇全集」第一巻〕

ミユツセ著
丸木砂土（秦豊吉） 東京 平凡社 昭和6 四六 1 1円

50銭 禁風1 155 昭和6.1.28 特500-741 風俗-368 〇 特500-741 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149915

巴里のどん底
〔「世界猟奇全集」第四巻〕

シヨワジイ著
高橋邦太郎訳 東京 平凡社 昭和5 四六 1 1円

50銭 禁風1 156 昭和5.11.26 特500-742 風俗-369 〇 特500-742 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1085679

エロエロ草紙 酒井潔 東京 竹酔書房 昭和5 四六倍 1 1円
50銭 禁風1 157 昭和5.12.2 特500-743 風俗-371 〇 特500-743 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137261

ひとめ見た時好きになった
のよ 智恩院太郎 東京 グロテスク社 昭和6 四六 1 50銭 禁風1 158 昭和6.3.31 特500-744 風俗-372 〇 特500-744 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138287

日本艶本解題　第一輯 河原万吉 東京 古書解題発行所 昭和6 四六 1 2円
50銭 禁風1 159 昭和6.4.21 特500-745 風俗-392 〇 特500-745 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138130

不老回春秘話 中野江漢 東京 萬里閣 昭和5 四六 1 2円 禁風1 160 昭和5.12.16 特500-746 風俗-374 〇 特500-746 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137324

情熱の焔
〔「世界猟奇全集」第7巻〕

サーストン著
寺田鼎訳 東京 平凡社 昭和 四六 1 1円

50銭 禁風1 161 特500-747 風俗-375 〇 出版年月：昭和6.4 特500-747 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149917

女の迷宮
〔「世界猟奇全集」第11巻〕

ジヤビダン、ハヌム
妃殿下著　丸木砂土,
和田顕太郎訳

東京 平凡社 昭和6 四六 1 1円
50銭 禁風1 162 昭和6.5.26 特500-748 風俗-376 〇 特500-748 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149918

エロの藝術化文章の漫画　
笑冠沓句集 第1輯 松風荘主人著 杉並町

（東京府）瑞光社 昭和6 特小横 1 20銭 禁風1 163 昭和6.7.11 特500-749 ●●-378 〇 特500-749 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137713

性愛十日物語 海野不二 東京 三興社 昭和6 特小 1 10銭 禁風1 164 昭和6.5.24 特500-750 ●●-383 〇 特500-750 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137831

エロ商賣百物語
〔「PR叢書」ノ中〕 早川雪男 東京 三興社 昭和6 特小 1 10銭 禁風1 165 昭和6.5.26 特500-751 ●●-384 〇 凾文学の印あり 特500-751 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137267

裸のショップ・ガール
〔「PR叢書」ノ中〕 香川孟 東京 三興社 昭和6 特小 1 10銭 禁風1 166 昭和6.5.26 特500-752 ●●-385 〇 特500-752 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138241

エロ・グロ男娼日記 流山龍之助 東京 三興社 昭和6 特小 1 10銭 禁風1 167 昭和6.5.26 特500-753 ●●-386 〇 特500-753 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137266

猥談クラブ 安成貞一 東京 三興社 昭和6 特小 1 10銭 禁風1 168 昭和6.5.24 特500-754 ●●-388 〇 特500-754 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138556

黄金艶魔帳 速水純訳 東京 乾坤社 昭和6 四六 1 1円
50銭 禁風1 169 昭和6.7.2 特500-755 風俗-389 〇 特500-755 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137280

裸体美の感覚
〔「エロ、グロパンフレット」
第四輯〕

根岸栄隆 東京 時代世相研究会 昭和6 四六 1 50銭 禁風1 170 昭和6.6.28 特500-756 なし 〇 特500-756 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138516

日本歓楽郷案内
〔「談竒群書」第四編〕 酒井潔 東京 竹酔書房 昭和6 四六 1 1円

50銭 禁風1 171 昭和6.4.21 特500-757 風俗-391 〇 特500-757 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460597

日本艶本解題第二
〔「古書解題」之内〕 河原万吉 東京 古書解題発行所 昭和6 四六 1 2円

50銭 禁風1 172 昭和6.6.18 風俗-392 〇 特500-745 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138130

変態エロ・ナンセンス 山内一煥 東京 第3書房 昭和6 四六 1 75銭 禁風1 173 昭和6.7.13 特500-759 風俗-393 〇 特500-759 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138373

錦褥玉房秘抄 蒐集同志会編輯部編 東京 同会 昭和6 和 中 1 謄写版 1円 禁風1 174 昭和6.8.10 特500-760 風俗-396 〇 特500-760 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137398
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好色　戯れ草 蒐集同志会編輯部編 東京 蒐集同志会 昭和6 中 1 謄写版 1円 禁風1 175 昭和6.8.7 特500-761 風俗-398 〇 特500-761 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137487

モダン恋愛デパート 山内一煥著 東京 第3書房 昭和6 四六 1 75銭 禁風1 176 昭和6.9.22 特500-762 なし 〇 凾號の枠のみ有 特500-762 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138490

洞房艶譜 蒐集同志会編輯部編 東京 同会 昭和6 和 中 1 1円 禁風1 177 昭和6.9.4 特500-763 風俗-405 〇 謄写版 特500-763 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138059

完全なる夫婦
〔ヴァ〕ン・デ・
〔ヴェ〕ルデ著
滑川鋭雄等訳

東京 平野書店 昭和6 四六 1 2円 禁風1 178 昭和5.11.1 特500-764 なし 〇

内務省凾號の枠のみ有
「内務省」印、「風俗禁
止」印、書込み等あり
発行所：平野書房
発行年月：昭和5.10

特500-764 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149916

乱れ星 山口金蔵 東京 春陽堂 昭和6 四六 1 1円 禁風1 179 昭和6.9.7 特500-765 風俗-406 〇 発行所：春陽書房 特500-765 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138439

尖端猟奇場 富山三郎 東京 大京社 昭和6 四六 1 2円
30銭 禁風1 180 昭和6.10.13 特500-766 風俗-407 〇 特500-766 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137926

愛慾株式會社 佐藤六郎 東京 六合社 昭和6 四六 1 2円
80銭 禁風1 181 昭和6.11.8 特500-767 風俗-408 〇 特500-767 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137193

女の匂ひと香 北川草彦 東京 春陽堂 昭和6 四六 1 3円
50銭 禁風1 182 昭和6.6.4 特500-768 風俗-409 〇 特500-768 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460496

輪舞
アルツウル・シユニ
ツツレル著
高橋昌平訳

東京 木星社書院 昭和6 四六 1 80銭 禁風1 183 昭和6.11.25 特500-769 風俗-412 〇 特500-769 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149913

変態性と享楽
〔「世界猟奇全集」 第9巻〕 沢田順次郎 東京 平凡社 昭和7 四六 1 1円

50銭 禁風1 184 昭和7.3.9 特500-770 風俗-413 〇 特500-770 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138386

或女の性愛史
〔「世界猟奇全集」第10巻〕

デカリエント著
岡田三郎訳 東京 平凡社 昭和7 四六 1 1円

50銭 禁風1 185 昭和7.2.6 特500-771 風俗-414 〇 特500-771 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149922

モダン語漫画辞典 中山由五郎 東京 洛陽書院 昭和6 特小 1 2円
50銭 禁風1 186 昭和6.11.6 特500-772 風俗-415 〇 特500-772 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138508

春宵情史 山﨑九華編 東京 吟葉会 昭7 和 小 1 1円
50銭 禁風1 187 昭和7.2.6 ナシ 風俗-416 × 大きさ:23cm 特500-953 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149952

実話　長生と異性 南條照哉 東京 長生研究所 昭和6 四六 1 80銭 禁風1 188 昭和7.1.6 特500-773 風俗-417 〇 特500-773 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138005

ロップス研究
〔「匂へる國」臨時増刊〕 日本愛書家協会編 東京 同協会 昭和7 四六 1 1円

50銭 禁風1 189 昭和7.9.3 特500-774 風俗-418 〇 特500-774 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138554

好色風俗史講座　第三巻 風俗資料刊行会篇 東京 同会 昭和7 菊 1 2円 禁風1 190 昭和7.5.20 特500-775 風俗-419 〇 特500-775 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137503

趣味の医学　機微談語 山根匡志 東京 通俗医学普及会 昭和7 四六 1 2円
80銭 禁風1 191 昭和7.6.1 特500-776 風俗-422 〇 特500-776 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137402

裸体運動 J. C. C.編 東京 J. C. C. 昭和7 四六 1 70銭 禁風1 192 特500-777 風俗-423 〇 特500-777 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138517

蓂葉志諧 洪髙宗 東京 三文社 昭和7 四六 1 80銭 禁風1 193 昭和7.4.14 特500-778 ●●-424 〇 特500-778 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138482

風俗の部（受領年月日：昭和12.9.15）
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好色　戯れ草 蒐集同志会編輯部編 東京 蒐集同志会 昭和6 中 1 謄写版 1円 禁風1 175 昭和6.8.7 特500-761 風俗-398 〇 特500-761 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137487

モダン恋愛デパート 山内一煥著 東京 第3書房 昭和6 四六 1 75銭 禁風1 176 昭和6.9.22 特500-762 なし 〇 凾號の枠のみ有 特500-762 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138490

洞房艶譜 蒐集同志会編輯部編 東京 同会 昭和6 和 中 1 1円 禁風1 177 昭和6.9.4 特500-763 風俗-405 〇 謄写版 特500-763 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138059

完全なる夫婦
〔ヴァ〕ン・デ・
〔ヴェ〕ルデ著
滑川鋭雄等訳

東京 平野書店 昭和6 四六 1 2円 禁風1 178 昭和5.11.1 特500-764 なし 〇

内務省凾號の枠のみ有
「内務省」印、「風俗禁
止」印、書込み等あり
発行所：平野書房
発行年月：昭和5.10

特500-764 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149916

乱れ星 山口金蔵 東京 春陽堂 昭和6 四六 1 1円 禁風1 179 昭和6.9.7 特500-765 風俗-406 〇 発行所：春陽書房 特500-765 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138439

尖端猟奇場 富山三郎 東京 大京社 昭和6 四六 1 2円
30銭 禁風1 180 昭和6.10.13 特500-766 風俗-407 〇 特500-766 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137926

愛慾株式會社 佐藤六郎 東京 六合社 昭和6 四六 1 2円
80銭 禁風1 181 昭和6.11.8 特500-767 風俗-408 〇 特500-767 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137193

女の匂ひと香 北川草彦 東京 春陽堂 昭和6 四六 1 3円
50銭 禁風1 182 昭和6.6.4 特500-768 風俗-409 〇 特500-768 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1460496

輪舞
アルツウル・シユニ
ツツレル著
高橋昌平訳

東京 木星社書院 昭和6 四六 1 80銭 禁風1 183 昭和6.11.25 特500-769 風俗-412 〇 特500-769 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149913

変態性と享楽
〔「世界猟奇全集」 第9巻〕 沢田順次郎 東京 平凡社 昭和7 四六 1 1円

50銭 禁風1 184 昭和7.3.9 特500-770 風俗-413 〇 特500-770 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138386

或女の性愛史
〔「世界猟奇全集」第10巻〕

デカリエント著
岡田三郎訳 東京 平凡社 昭和7 四六 1 1円

50銭 禁風1 185 昭和7.2.6 特500-771 風俗-414 〇 特500-771 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149922

モダン語漫画辞典 中山由五郎 東京 洛陽書院 昭和6 特小 1 2円
50銭 禁風1 186 昭和6.11.6 特500-772 風俗-415 〇 特500-772 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138508

春宵情史 山﨑九華編 東京 吟葉会 昭7 和 小 1 1円
50銭 禁風1 187 昭和7.2.6 ナシ 風俗-416 × 大きさ:23cm 特500-953 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149952

実話　長生と異性 南條照哉 東京 長生研究所 昭和6 四六 1 80銭 禁風1 188 昭和7.1.6 特500-773 風俗-417 〇 特500-773 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138005

ロップス研究
〔「匂へる國」臨時増刊〕 日本愛書家協会編 東京 同協会 昭和7 四六 1 1円

50銭 禁風1 189 昭和7.9.3 特500-774 風俗-418 〇 特500-774 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138554

好色風俗史講座　第三巻 風俗資料刊行会篇 東京 同会 昭和7 菊 1 2円 禁風1 190 昭和7.5.20 特500-775 風俗-419 〇 特500-775 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137503

趣味の医学　機微談語 山根匡志 東京 通俗医学普及会 昭和7 四六 1 2円
80銭 禁風1 191 昭和7.6.1 特500-776 風俗-422 〇 特500-776 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137402

裸体運動 J. C. C.編 東京 J. C. C. 昭和7 四六 1 70銭 禁風1 192 特500-777 風俗-423 〇 特500-777 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138517

蓂葉志諧 洪髙宗 東京 三文社 昭和7 四六 1 80銭 禁風1 193 昭和7.4.14 特500-778 ●●-424 〇 特500-778 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138482
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早熟せる少女の悩み 橋本春水 大阪 春水堂出版部 昭和7 特小 1 50銭 禁風1 194 昭和7.7.6 特500-779 風俗-425 〇 特500-779 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137718

妊娠と避妊の知識 アウト商会 東京 同商会 昭和7.7 四六 1 50銭 禁風1 195 昭和7.6.21 特500-780 ●●-426 〇 特500-780 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138188

犯罪図鑑
〔「江戸川乱歩全集」附録〕 平凡社編 東京 同社 昭和7 四六 1 20銭 禁風1 196 昭和7.5.10 特500-781 風俗-427 〇 特500-781 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439818

世界寝室の神秘 菊池明 東京 日本書院 昭和7 四六 1 1円 禁風1 197 昭和7.8.24 特500-782 風俗-430 〇 風俗-545を訂正 特500-782 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137876

これだ巴里は! 名賀京助 東京 一元社 昭和7 四六 1 1円 禁風1 198 昭和7.10.1 特500-783 風俗-431 〇 風俗-545を546に、
さらに431に訂正 特500-783 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137595

長篇　晝顔 ジョゼフ・ケッセル著
堀口大学訳 東京 第一書房 昭和7 四六 1 1円 禁風1 199 昭和7.6.29 × F53-Ke61ウは複本 不明

正しき性の生活 ロング著
街頭社編輯部訳編 東京 同社 昭和7 四六 1 1円 禁風1 200 昭和7.7.7 特500-784 風俗-433 〇 風俗-548を訂正 特500-784 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149914

ダンスホールエロ享楽時代 森蒼太郎 東京 日昭館 昭和7 特小 1 20銭 禁風1 201 昭和7.5.22 特500-785 風俗-436 〇 風俗-550を訂正 特500-785 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137987

Chats on bed-chamber 朝香駿一郎 東京 風俗資料刊行会 昭和7 四六 1 20銭 禁風1 202 昭和7.10.8 特500-786 風俗-437 〇 風俗-551を訂正 特500-786 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460566

不感症と早漏の素人療法 隠士菊翁 東京 啓明社 昭和7 四六 1 35銭 禁風1 203 昭和7.8.2 特500-787 風俗-439
風俗-553 〇 特500-787 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138310

不感症と早漏の素人療法 隠士菊翁 東京 啓明社 昭和7 四六 1 改訂版 20銭 禁風1 204 昭和7.8.30 特500-788 風俗-438 〇 風俗-552を訂正 特500-788 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138309

春画王の告白 堀伊八 京都 米地才 昭和7 四六 1 30銭 禁風1 205 昭和7.6.9 特500-789 風俗-444 〇 風俗-558を訂正 特500-789 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1450676

戰爭と性漫画 大洋社編 同社 昭和7 四六倍 1 1円
50銭 禁風1 206 昭和7.12.24 特500-790 風俗-450 〇 特500-790 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137896

芸術写眞作画の実際 眞継不二夫 東京 玄光社 昭和8 四六 1 2円
20銭 禁風1 207 昭和7.2.21 風俗-451 × 745-Ma77

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1125130

満鮮之郷土人 松浦天外（増一） 仙台 同人 昭和7 四六 1 20銭 禁風1 208 昭和7.12.19 特500-791 風俗-452 〇 特500-791

最新式無銭 
若帰法 大盛社編 岡山 同社 昭和7 菊 1 謄写版 1円

50銭 禁風1 209 昭和7.12.19 ナシ × 不明

正しき性生活 ロング著
性科学研究所訳編 東京 産児制限評論社 昭和8 四六 1 1円

20銭 禁風1 210 昭和8.1.9 特500-792 風俗-454 〇 特500-792 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149919

浪枕屋島の夜合戦 井原西鶴 別府 高橋逸馬 昭和8.1 和装 四六 1 1円 禁風1 211 昭和8.1.24 特500-793 風俗-455 〇 特500-793 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138098

仙次郎旅日記 三井三郎 東京 今西吉雄 昭和7 四六 1 1円
50銭 禁風1 212 昭和7.12.27 特500-794 風俗-457 〇 特500-794 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137899

春の社會学 井上吉次郎 東京 時潮社 昭和8 四六 1 1円 禁風1 213 昭和8.4.14 風俗-459 × 049-I57ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1123329

昭和竒観苦心探険　女魔の
怪窟 墨堤隠士 東京 啓仁館書房 昭和7 四六 1 1円

20銭 禁風1 214 昭和7.11.22 特500-795 風俗-460 〇 特500-795 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137740

風俗の部（受領年月日：昭和12.9.15）
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早熟せる少女の悩み 橋本春水 大阪 春水堂出版部 昭和7 特小 1 50銭 禁風1 194 昭和7.7.6 特500-779 風俗-425 〇 特500-779 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137718

妊娠と避妊の知識 アウト商会 東京 同商会 昭和7.7 四六 1 50銭 禁風1 195 昭和7.6.21 特500-780 ●●-426 〇 特500-780 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138188

犯罪図鑑
〔「江戸川乱歩全集」附録〕 平凡社編 東京 同社 昭和7 四六 1 20銭 禁風1 196 昭和7.5.10 特500-781 風俗-427 〇 特500-781 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1439818

世界寝室の神秘 菊池明 東京 日本書院 昭和7 四六 1 1円 禁風1 197 昭和7.8.24 特500-782 風俗-430 〇 風俗-545を訂正 特500-782 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137876

これだ巴里は! 名賀京助 東京 一元社 昭和7 四六 1 1円 禁風1 198 昭和7.10.1 特500-783 風俗-431 〇 風俗-545を546に、
さらに431に訂正 特500-783 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137595

長篇　晝顔 ジョゼフ・ケッセル著
堀口大学訳 東京 第一書房 昭和7 四六 1 1円 禁風1 199 昭和7.6.29 × F53-Ke61ウは複本 不明

正しき性の生活 ロング著
街頭社編輯部訳編 東京 同社 昭和7 四六 1 1円 禁風1 200 昭和7.7.7 特500-784 風俗-433 〇 風俗-548を訂正 特500-784 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149914

ダンスホールエロ享楽時代 森蒼太郎 東京 日昭館 昭和7 特小 1 20銭 禁風1 201 昭和7.5.22 特500-785 風俗-436 〇 風俗-550を訂正 特500-785 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137987

Chats on bed-chamber 朝香駿一郎 東京 風俗資料刊行会 昭和7 四六 1 20銭 禁風1 202 昭和7.10.8 特500-786 風俗-437 〇 風俗-551を訂正 特500-786 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460566

不感症と早漏の素人療法 隠士菊翁 東京 啓明社 昭和7 四六 1 35銭 禁風1 203 昭和7.8.2 特500-787 風俗-439
風俗-553 〇 特500-787 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138310

不感症と早漏の素人療法 隠士菊翁 東京 啓明社 昭和7 四六 1 改訂版 20銭 禁風1 204 昭和7.8.30 特500-788 風俗-438 〇 風俗-552を訂正 特500-788 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138309

春画王の告白 堀伊八 京都 米地才 昭和7 四六 1 30銭 禁風1 205 昭和7.6.9 特500-789 風俗-444 〇 風俗-558を訂正 特500-789 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1450676

戰爭と性漫画 大洋社編 同社 昭和7 四六倍 1 1円
50銭 禁風1 206 昭和7.12.24 特500-790 風俗-450 〇 特500-790 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137896

芸術写眞作画の実際 眞継不二夫 東京 玄光社 昭和8 四六 1 2円
20銭 禁風1 207 昭和7.2.21 風俗-451 × 745-Ma77

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1125130

満鮮之郷土人 松浦天外（増一） 仙台 同人 昭和7 四六 1 20銭 禁風1 208 昭和7.12.19 特500-791 風俗-452 〇 特500-791

最新式無銭 
若帰法 大盛社編 岡山 同社 昭和7 菊 1 謄写版 1円

50銭 禁風1 209 昭和7.12.19 ナシ × 不明

正しき性生活 ロング著
性科学研究所訳編 東京 産児制限評論社 昭和8 四六 1 1円

20銭 禁風1 210 昭和8.1.9 特500-792 風俗-454 〇 特500-792 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149919

浪枕屋島の夜合戦 井原西鶴 別府 高橋逸馬 昭和8.1 和装 四六 1 1円 禁風1 211 昭和8.1.24 特500-793 風俗-455 〇 特500-793 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138098

仙次郎旅日記 三井三郎 東京 今西吉雄 昭和7 四六 1 1円
50銭 禁風1 212 昭和7.12.27 特500-794 風俗-457 〇 特500-794 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137899

春の社會学 井上吉次郎 東京 時潮社 昭和8 四六 1 1円 禁風1 213 昭和8.4.14 風俗-459 × 049-I57ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1123329

昭和竒観苦心探険　女魔の
怪窟 墨堤隠士 東京 啓仁館書房 昭和7 四六 1 1円

20銭 禁風1 214 昭和7.11.22 特500-795 風俗-460 〇 特500-795 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137740
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中和郷土資料 崎山卯左衛門 奈良 森島書店 昭和8 四六 1 謄写版 1円
20銭 禁風1 215 昭和8.6.14 なし × 382.16-

Sa42ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062534

完訳モル性欲科学大系　中篇 アルベルト･モル著
杉浦清訳 東京 武侠社 昭和8 菊 1 4円

80銭 禁風1 216 昭和8.4.1 なし × 367.6-Mo23
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062273

貘（短篇集） 高橋彰三編 呉 白虹社 昭和8 四六 1 1円 禁風1 217 昭和8.3.14 特500-796 風俗-464 〇 特500-796 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138236

ロップス画集 ロップス画
原浩三編 東京 三笠書房 昭和8 四六倍 1 2円

50銭 禁風1 218 昭和8.4.20 特500-797 風俗-465 〇 特500-797 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149921

ビアズレエ画集 ビアズレエ画
原浩三編 東京 三笠書房 昭和8 四六倍 1 2円

50銭 禁風1 219 昭和8.4.20 特500-798 風俗-466 〇 特500-798 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149920

左り褄人情 続篇 平山芦江著 東京 岡倉書房 昭和8 四六 1 2円 禁風1 220 昭和8.9.25 特500-799 風俗-467 〇 特500-799 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138280

デパート白魔
〔「週刊朝日文庫」第二輯〕 週刊朝日社編 大阪 同社 昭和8 特小 1 30銭 禁風1 221 昭和8.9.25 特500-800 風俗-468 〇 特500-800 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267635

南洋と裸人群 安藤盛 東京 岡倉書房 昭和8 四六 1 1円
70銭 禁風1 222 昭和8.11.4 特500-801 風俗-469 〇 特500-801 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138107

青い花束 林房雄（後藤寿夫） 東京 改造社 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁風1 223 昭和8.7.21 ナシ × 不明

をんな一匹 フランシス・カルコ著
永田逸郎訳 東京 春秋書房 昭和8 四六 1 1円

20銭 禁風1 224 昭和8.7.25 特500-802 風俗-470 〇 特500-802 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149926

殿堂を砕く
〔「直木三十五全集」第10巻〕

直木三十五
（楢村宗一） 東京 改造社 昭和8 四六 1 1円

50銭 禁風1 225 昭和8.9.25 629-39イ 風俗-472 〇 629-39 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/3430171

アフリカ・デカメロン みどり会編 大阪 同会 昭和8 菊 1 謄写版 30銭 禁風1 226 昭和8.5.29 特500-803 風俗-473 〇 特500-803 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137209

春宮美學 小村定吉 東京 椎の木社 昭和8 菊 1 1円 禁風1 227 昭和8.7.12 特500-804 風俗-474 〇 特500-804 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137700

諸分店颪 野口幸次郎編 東京 同人 昭和8 四六 1 1円 禁風1 228 昭和8.5.18 特500-805 風俗-476 〇 特500-805 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137731

性生活に於ける技巧 フィリディグ著
谷厚美訳 東京 自由閣 昭和8 四六 1 2円 禁風1 229 昭和8.5.22 特500-806 風俗-477 〇 特500-806 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149924

新しい室内装置と家具 伊藤義次,小栗吉隆 大阪 巧人社 昭和8 菊 1 3円
50銭 禁風1 230 昭和9.1.13 なし × 発行年月：昭和9.1 757.8-I89

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1069190

ダンサー
〔「日本小説文庫」313〕 國枝史郎 東京 春陽堂 昭和8 特小 1 20銭 禁風1 231 昭和8.8.15 特500-807 風俗-479 〇 特500-807 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137986

性教典 渡辺與太郎 東京 黄素社 昭和8 四六 1 50銭 禁風1 232 昭和8.7.17 特500-808 風俗-481 〇 特500-808 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439789

おせん桃色帖 三井三郎 東京 東海書院 昭和8 四六 1 2円 禁風1 233 昭和8.8.29 特500-809 風俗-480 〇 特500-809 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137304

戯曲集　狂ひ咲き 池長孟 大阪 西村貞 昭和8 四六 1 2円 禁風1 234 昭和8.12.15 特500-810 風俗-482 〇 特500-810 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137425

実例解説　犯罪心理 菊地甚一 東京 松華堂 昭和8 四六 1 1円
65銭 禁風1 235 昭和8.12.18 特500-811 風俗-483 〇 特500-811 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267644

風俗の部（受領年月日：昭和12.9.15）
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中和郷土資料 崎山卯左衛門 奈良 森島書店 昭和8 四六 1 謄写版 1円
20銭 禁風1 215 昭和8.6.14 なし × 382.16-

Sa42ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062534

完訳モル性欲科学大系　中篇 アルベルト･モル著
杉浦清訳 東京 武侠社 昭和8 菊 1 4円

80銭 禁風1 216 昭和8.4.1 なし × 367.6-Mo23
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1062273

貘（短篇集） 高橋彰三編 呉 白虹社 昭和8 四六 1 1円 禁風1 217 昭和8.3.14 特500-796 風俗-464 〇 特500-796 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138236

ロップス画集 ロップス画
原浩三編 東京 三笠書房 昭和8 四六倍 1 2円

50銭 禁風1 218 昭和8.4.20 特500-797 風俗-465 〇 特500-797 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149921

ビアズレエ画集 ビアズレエ画
原浩三編 東京 三笠書房 昭和8 四六倍 1 2円

50銭 禁風1 219 昭和8.4.20 特500-798 風俗-466 〇 特500-798 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149920

左り褄人情 続篇 平山芦江著 東京 岡倉書房 昭和8 四六 1 2円 禁風1 220 昭和8.9.25 特500-799 風俗-467 〇 特500-799 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138280

デパート白魔
〔「週刊朝日文庫」第二輯〕 週刊朝日社編 大阪 同社 昭和8 特小 1 30銭 禁風1 221 昭和8.9.25 特500-800 風俗-468 〇 特500-800 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267635

南洋と裸人群 安藤盛 東京 岡倉書房 昭和8 四六 1 1円
70銭 禁風1 222 昭和8.11.4 特500-801 風俗-469 〇 特500-801 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138107

青い花束 林房雄（後藤寿夫） 東京 改造社 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁風1 223 昭和8.7.21 ナシ × 不明

をんな一匹 フランシス・カルコ著
永田逸郎訳 東京 春秋書房 昭和8 四六 1 1円

20銭 禁風1 224 昭和8.7.25 特500-802 風俗-470 〇 特500-802 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149926

殿堂を砕く
〔「直木三十五全集」第10巻〕

直木三十五
（楢村宗一） 東京 改造社 昭和8 四六 1 1円

50銭 禁風1 225 昭和8.9.25 629-39イ 風俗-472 〇 629-39 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/3430171

アフリカ・デカメロン みどり会編 大阪 同会 昭和8 菊 1 謄写版 30銭 禁風1 226 昭和8.5.29 特500-803 風俗-473 〇 特500-803 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137209

春宮美學 小村定吉 東京 椎の木社 昭和8 菊 1 1円 禁風1 227 昭和8.7.12 特500-804 風俗-474 〇 特500-804 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137700

諸分店颪 野口幸次郎編 東京 同人 昭和8 四六 1 1円 禁風1 228 昭和8.5.18 特500-805 風俗-476 〇 特500-805 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137731

性生活に於ける技巧 フィリディグ著
谷厚美訳 東京 自由閣 昭和8 四六 1 2円 禁風1 229 昭和8.5.22 特500-806 風俗-477 〇 特500-806 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149924

新しい室内装置と家具 伊藤義次,小栗吉隆 大阪 巧人社 昭和8 菊 1 3円
50銭 禁風1 230 昭和9.1.13 なし × 発行年月：昭和9.1 757.8-I89

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1069190

ダンサー
〔「日本小説文庫」313〕 國枝史郎 東京 春陽堂 昭和8 特小 1 20銭 禁風1 231 昭和8.8.15 特500-807 風俗-479 〇 特500-807 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137986

性教典 渡辺與太郎 東京 黄素社 昭和8 四六 1 50銭 禁風1 232 昭和8.7.17 特500-808 風俗-481 〇 特500-808 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439789

おせん桃色帖 三井三郎 東京 東海書院 昭和8 四六 1 2円 禁風1 233 昭和8.8.29 特500-809 風俗-480 〇 特500-809 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137304

戯曲集　狂ひ咲き 池長孟 大阪 西村貞 昭和8 四六 1 2円 禁風1 234 昭和8.12.15 特500-810 風俗-482 〇 特500-810 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137425

実例解説　犯罪心理 菊地甚一 東京 松華堂 昭和8 四六 1 1円
65銭 禁風1 235 昭和8.12.18 特500-811 風俗-483 〇 特500-811 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1267644
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創作集　忘勿草 横山信治 東京 日本戯曲書院 昭和9 四六 1 1円
50銭 禁風1 236 昭和9.1.11 特500-812 風俗-484 〇 特500-812 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138574

珍籍燭談 河原万吉 東京 古書研究会 昭和8 四六 1 1円
80銭 禁風1 237 特500-813 風俗-485 〇 特500-813 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138012

夢判断と夢の研究 谷村黄石洞 横浜 黄石文書刊行会 昭和8 菊 1 5円 禁風1 238 昭和8.7.18 特500-814 風俗-491 〇 表装:和装 特500-814 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138520

人類性風俗史 牢獄篇 南沢十七 東京 武侠社 昭和8 菊 1 2円
60銭 禁風1 239 昭和8.8.9 特500-815 風俗-492 〇 特500-815 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137811

芦屋夫人 丸尾長顕 神戸 同人 昭和8 四六 1 1円 禁風1 240 昭和9.5.3 特500-816 風俗-504 〇 発行年月：昭和9.5 特500-816 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137200

男女衛生性の知識　是丈は
心得おくべし 加藤美侖 東京 誠文堂 昭和9 特小 1 訂 85銭 禁風1 241 昭和9.8.2 特500-817 風俗-505 〇 特500-817 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137597

長篇小説　人肉変電所 橋爪彦七 東京 豊江堂 昭和9 四六 1 1円
80銭 禁風1 242 昭和9.5.23 特500-818 風俗-506 〇 特501-694は複本 特500-818 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137807

川柳狂歌集
〔「近代日本文学大系」第18巻〕誠文堂編 東京 同堂 昭和9 四六 1 普及版 1円

50銭 禁風1 243 昭和9.6.30 なし × 629-28 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1211440

ジェイムス、ジョイス　ユ
リシイズ　後編 伊藤整等訳 東京 第一書房 昭和9 四六 1 2円 禁風1 244 昭和9.5.30 × 不明

桃色侯爵と武子の巻 骨皮山人（秋元時三助） 東京 社会評論社 昭和9 四六 1 20銭 禁風1 245 昭和9.5.12 ナシ × 特245-986は複本 不明

神癒の勝利 長井喜三郎 今治 同人 昭和9 四六 1 25銭 禁風1 246 昭和9.6.6. 特500-819 風俗-511 〇 特500-819 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137804

激情の嵐
〔「平原社トーキー・シリー
ズ」第14巻〕

エリッピ・ポマー著
山科正美訳 東京 平原社 昭和9 四六 1 1円

50銭 禁風1 247 昭和9.4.25 特500-820 風俗
-512？ 〇 凾號の上に禁ラベル貼付

號の末尾は「２」 特500-820 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702604

柊林を描く フエツグ・マアレエ著
小野金次郎訳 東京 三笠書房 昭和9 四六倍 1 1円 禁風1 248 昭和9.6.21 特500-821 風俗-514 〇 特500-821 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149923

キネマ女優猟奇実話 森蒼太郎 東京 ヒラバヤシ書店 昭和9 特小 1 15銭 禁風1 249 昭和9.11.14 特500-822 風俗-515 〇 特500-822 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137368

マドロス物語 桶谷寸角（虎三助） 神戸 海の生活社 昭和9 特小 1 50銭 禁風1 250 昭和9.7.10 特500-823 なし 〇 特500-823 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138407

病窓余韻随吟随録　第二巻 名取本道（甚作） 東京 信交堂印刷所 昭和9 四六 1 15銭 禁風1 251 昭和9.11.6 特500-824 風俗-520 〇 特500-824 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138300

新女性觀 林逸要 福岡 金文堂福岡支店 昭和9 四六 1 1円 禁風1 252 昭和9.8.14 特500-825 風俗-521 〇 著者：林逸馬 特500-825 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439808

殺人と性的犯罪 加藤寛二郎,荒木治義 東京 犯罪科学書刊
行会 昭和9 四六 1 1円

50銭 禁風1 253 昭和9.11.14 特500-826 風俗-522 〇 特500-826 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702606

法廷に現はれたる強盗,強姦,
殺人,放火

〔「弁護叢書」第一巻〕
山田武雄 長岡 同人 昭和9 菊 1 3円 禁風1 254 昭和9.10.12 特500-827 風俗-524 〇 特500-827 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138402

生の慾望 森田正馬 京都 人文書院 昭和9 四六 1 2円
50銭 禁風1 255 昭和9.12.5 特500-828 風俗-525 〇 特500-828 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137864

風俗の部（受領年月日：昭和12.9.15）
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創作集　忘勿草 横山信治 東京 日本戯曲書院 昭和9 四六 1 1円
50銭 禁風1 236 昭和9.1.11 特500-812 風俗-484 〇 特500-812 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138574

珍籍燭談 河原万吉 東京 古書研究会 昭和8 四六 1 1円
80銭 禁風1 237 特500-813 風俗-485 〇 特500-813 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138012

夢判断と夢の研究 谷村黄石洞 横浜 黄石文書刊行会 昭和8 菊 1 5円 禁風1 238 昭和8.7.18 特500-814 風俗-491 〇 表装:和装 特500-814 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138520

人類性風俗史 牢獄篇 南沢十七 東京 武侠社 昭和8 菊 1 2円
60銭 禁風1 239 昭和8.8.9 特500-815 風俗-492 〇 特500-815 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137811

芦屋夫人 丸尾長顕 神戸 同人 昭和8 四六 1 1円 禁風1 240 昭和9.5.3 特500-816 風俗-504 〇 発行年月：昭和9.5 特500-816 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137200

男女衛生性の知識　是丈は
心得おくべし 加藤美侖 東京 誠文堂 昭和9 特小 1 訂 85銭 禁風1 241 昭和9.8.2 特500-817 風俗-505 〇 特500-817 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137597

長篇小説　人肉変電所 橋爪彦七 東京 豊江堂 昭和9 四六 1 1円
80銭 禁風1 242 昭和9.5.23 特500-818 風俗-506 〇 特501-694は複本 特500-818 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137807

川柳狂歌集
〔「近代日本文学大系」第18巻〕誠文堂編 東京 同堂 昭和9 四六 1 普及版 1円

50銭 禁風1 243 昭和9.6.30 なし × 629-28 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1211440

ジェイムス、ジョイス　ユ
リシイズ　後編 伊藤整等訳 東京 第一書房 昭和9 四六 1 2円 禁風1 244 昭和9.5.30 × 不明

桃色侯爵と武子の巻 骨皮山人（秋元時三助） 東京 社会評論社 昭和9 四六 1 20銭 禁風1 245 昭和9.5.12 ナシ × 特245-986は複本 不明

神癒の勝利 長井喜三郎 今治 同人 昭和9 四六 1 25銭 禁風1 246 昭和9.6.6. 特500-819 風俗-511 〇 特500-819 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137804

激情の嵐
〔「平原社トーキー・シリー
ズ」第14巻〕

エリッピ・ポマー著
山科正美訳 東京 平原社 昭和9 四六 1 1円

50銭 禁風1 247 昭和9.4.25 特500-820 風俗
-512？ 〇 凾號の上に禁ラベル貼付

號の末尾は「２」 特500-820 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702604

柊林を描く フエツグ・マアレエ著
小野金次郎訳 東京 三笠書房 昭和9 四六倍 1 1円 禁風1 248 昭和9.6.21 特500-821 風俗-514 〇 特500-821 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149923

キネマ女優猟奇実話 森蒼太郎 東京 ヒラバヤシ書店 昭和9 特小 1 15銭 禁風1 249 昭和9.11.14 特500-822 風俗-515 〇 特500-822 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137368

マドロス物語 桶谷寸角（虎三助） 神戸 海の生活社 昭和9 特小 1 50銭 禁風1 250 昭和9.7.10 特500-823 なし 〇 特500-823 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138407

病窓余韻随吟随録　第二巻 名取本道（甚作） 東京 信交堂印刷所 昭和9 四六 1 15銭 禁風1 251 昭和9.11.6 特500-824 風俗-520 〇 特500-824 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138300

新女性觀 林逸要 福岡 金文堂福岡支店 昭和9 四六 1 1円 禁風1 252 昭和9.8.14 特500-825 風俗-521 〇 著者：林逸馬 特500-825 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439808

殺人と性的犯罪 加藤寛二郎,荒木治義 東京 犯罪科学書刊
行会 昭和9 四六 1 1円

50銭 禁風1 253 昭和9.11.14 特500-826 風俗-522 〇 特500-826 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702606

法廷に現はれたる強盗,強姦,
殺人,放火

〔「弁護叢書」第一巻〕
山田武雄 長岡 同人 昭和9 菊 1 3円 禁風1 254 昭和9.10.12 特500-827 風俗-524 〇 特500-827 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138402

生の慾望 森田正馬 京都 人文書院 昭和9 四六 1 2円
50銭 禁風1 255 昭和9.12.5 特500-828 風俗-525 〇 特500-828 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137864
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不老回春支那養生訓 支那文献刊行会編 東京 同会 昭和9 四六 1 1円 禁風1 256 昭和9.2.14 ナシ × 特259-406、特260-744
は複本 不明

美と愛との女神　ヴイーナ
スの考察 沢田順次郎 東京 平野書房 昭和9 四六 1 1円

60銭 禁風1 257 昭和9.11.21 特500-829 風俗-527 〇 特500-829 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137249

未刊珍本集成　第三輯 蘇武録等編 東京 古典保存研究会 昭和9 四六 1 2円 禁風1 258 昭和8.11.11 特500-830
イ 風俗-528 〇 資料貼付ID:

1200601133436
特500-830
イ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138430

未刊珍本集成　第三輯 蘇武録等編 東京 古典保存研究会 昭和9 四六 1 2円 禁風1 259 昭和8.11.11 特500-830
ロ 風俗-528 〇 資料貼付ID:

1200600267064
特500-830
イ

肉体の驚異 竹村文祥 東京 誠文堂 昭和8 四六 1 2円 禁風1 260 昭和8.12.27 特500-831 風俗-529 〇 特500-831 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138111

猟奇近代相　実話ビルディ
ング 武内眞澄 東京 宗孝社 昭和8 四六 1 2円

40銭 禁風1 261 昭和8.12.22 特500-832 風俗-530 〇 特500-832 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460559

鷲の唄 椋鳩十 東京 春秋社 昭和8 四六 1 1円
30銭 禁風1 262 昭和8.10.28 特500-833 風俗-531 〇 特500-833 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138576

国策産児調節と性常識 横井春野 東京 日東書院 昭和9 四六 1 80銭 禁風1 263 昭和9.3.24 特500-834 風俗-532 〇 特500-834 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137557

今昔流行唄物語 今西吉雄 東京 東光書院 昭和9 四六 1 1円
50銭 禁風1 264 昭和9.7.6 特500-835 風俗-533 × 特500-835 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137603

民謡の和泉 峰尾格 岸和田 西出書店 昭和9 四六 1 75銭 禁風1 265 昭和9.11.6 なし × 388.91-
Mi43ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439698

短篇小説集　死の書 庄野義信 東京 新人社 昭和8 四六 1 50銭 禁風1 266 昭和8.12.5 特500-836 風俗-535 〇 特500-836 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137675

完全なる性生活 ロング著
性教育研究所訳 東京 自由閣 昭和9 四六 1 2円 禁風1 267 昭和9.1.2 ナシ × 不明

肉刑譜 坂ノ上言夫 東京 朝日書房 昭和8 四六 1 2円
50銭 禁風1 268 昭和8.9.6 特500-837 風俗-537 〇 特500-837 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138110

愛の表現　情熱の手紙 藤間みどり編 東京 綱島書店 昭和8 特小 1 30銭 禁風1 269 昭和8.7.18 特500-838 風俗-539 〇 表紙に「正本」等の書
き込み、印等あり 特500-838 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137719

結婚婦人の心得 小川隆四郎 東京 母友社 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁風1 270 昭和8.11.13 特500-839 風俗-540 〇 特500-839 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137441

人肉の技巧 城東逸人（水野城東） 上田 図書刊行研究会 昭和8 四六 1 1円 禁風1 271 昭和8.11.7 特500-840 風俗-541 〇 特500-840 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137790

魔に憑かれて
〔「世界名作文庫」171〕 ラディゲ著　江口清訳 東京 春陽堂 昭和9 特小 1 30銭 禁風1 272 昭和9.3.26 630-1 風俗-543 〇 630-1 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1216134

伊豆乃番頭 芹沢項策 静岡縣
伊東町

伊豆温泉名所
遊覧案内所 昭和9 四六 1 訂再版 35銭 禁風1 273 昭和9.11.21 特500-841

なし
枠のみ押

印
〇 特500-841 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137230

戒律聖典　上 手島文倉 東京 表現社 昭和9 四六 1 1円
80銭 禁風1 274 昭和9.12.5 特500-842 風俗-560 〇 特500-842 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137328

さすらひ十五年. 前編 稲村青圃 大阪府三島
郡千里村 更生社出版部 昭和9 四六 1 3円

20銭 禁風1 275 昭和9.12.11 特500-843 風俗-566 〇
特501-799は複本

『目録』の禁止年月日：
昭和9.12.1

特500-843 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137635

風俗の部（受領年月日：昭和12.9.15）
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不老回春支那養生訓 支那文献刊行会編 東京 同会 昭和9 四六 1 1円 禁風1 256 昭和9.2.14 ナシ × 特259-406、特260-744
は複本 不明

美と愛との女神　ヴイーナ
スの考察 沢田順次郎 東京 平野書房 昭和9 四六 1 1円

60銭 禁風1 257 昭和9.11.21 特500-829 風俗-527 〇 特500-829 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137249

未刊珍本集成　第三輯 蘇武録等編 東京 古典保存研究会 昭和9 四六 1 2円 禁風1 258 昭和8.11.11 特500-830
イ 風俗-528 〇 資料貼付ID:

1200601133436
特500-830
イ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138430

未刊珍本集成　第三輯 蘇武録等編 東京 古典保存研究会 昭和9 四六 1 2円 禁風1 259 昭和8.11.11 特500-830
ロ 風俗-528 〇 資料貼付ID:

1200600267064
特500-830
イ

肉体の驚異 竹村文祥 東京 誠文堂 昭和8 四六 1 2円 禁風1 260 昭和8.12.27 特500-831 風俗-529 〇 特500-831 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138111

猟奇近代相　実話ビルディ
ング 武内眞澄 東京 宗孝社 昭和8 四六 1 2円

40銭 禁風1 261 昭和8.12.22 特500-832 風俗-530 〇 特500-832 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460559

鷲の唄 椋鳩十 東京 春秋社 昭和8 四六 1 1円
30銭 禁風1 262 昭和8.10.28 特500-833 風俗-531 〇 特500-833 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138576

国策産児調節と性常識 横井春野 東京 日東書院 昭和9 四六 1 80銭 禁風1 263 昭和9.3.24 特500-834 風俗-532 〇 特500-834 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137557

今昔流行唄物語 今西吉雄 東京 東光書院 昭和9 四六 1 1円
50銭 禁風1 264 昭和9.7.6 特500-835 風俗-533 × 特500-835 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137603

民謡の和泉 峰尾格 岸和田 西出書店 昭和9 四六 1 75銭 禁風1 265 昭和9.11.6 なし × 388.91-
Mi43ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439698

短篇小説集　死の書 庄野義信 東京 新人社 昭和8 四六 1 50銭 禁風1 266 昭和8.12.5 特500-836 風俗-535 〇 特500-836 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137675

完全なる性生活 ロング著
性教育研究所訳 東京 自由閣 昭和9 四六 1 2円 禁風1 267 昭和9.1.2 ナシ × 不明

肉刑譜 坂ノ上言夫 東京 朝日書房 昭和8 四六 1 2円
50銭 禁風1 268 昭和8.9.6 特500-837 風俗-537 〇 特500-837 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138110

愛の表現　情熱の手紙 藤間みどり編 東京 綱島書店 昭和8 特小 1 30銭 禁風1 269 昭和8.7.18 特500-838 風俗-539 〇 表紙に「正本」等の書
き込み、印等あり 特500-838 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137719

結婚婦人の心得 小川隆四郎 東京 母友社 昭和8 四六 1 1円
50銭 禁風1 270 昭和8.11.13 特500-839 風俗-540 〇 特500-839 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137441

人肉の技巧 城東逸人（水野城東） 上田 図書刊行研究会 昭和8 四六 1 1円 禁風1 271 昭和8.11.7 特500-840 風俗-541 〇 特500-840 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137790

魔に憑かれて
〔「世界名作文庫」171〕 ラディゲ著　江口清訳 東京 春陽堂 昭和9 特小 1 30銭 禁風1 272 昭和9.3.26 630-1 風俗-543 〇 630-1 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1216134

伊豆乃番頭 芹沢項策 静岡縣
伊東町

伊豆温泉名所
遊覧案内所 昭和9 四六 1 訂再版 35銭 禁風1 273 昭和9.11.21 特500-841

なし
枠のみ押

印
〇 特500-841 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137230

戒律聖典　上 手島文倉 東京 表現社 昭和9 四六 1 1円
80銭 禁風1 274 昭和9.12.5 特500-842 風俗-560 〇 特500-842 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137328

さすらひ十五年. 前編 稲村青圃 大阪府三島
郡千里村 更生社出版部 昭和9 四六 1 3円

20銭 禁風1 275 昭和9.12.11 特500-843 風俗-566 〇
特501-799は複本

『目録』の禁止年月日：
昭和9.12.1

特500-843 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137635
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川柳辞典 草薙金四郎 東京 興風書院 昭和10 四六 1 1円
50銭 禁風1 276 昭和10.1.21 特500-844 風俗-568 〇 特500-844 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137918

長篇小説　環境と血　第1部 荒木精之著 東京 飯倉書店 昭和10 四六 1 1円
50銭 禁風1 277 昭和10.5.3 特500-845 風俗-575 〇 特500-845 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702607

性道 山田司郎 東京 工人荘書房 昭和10 四六 1 1円 禁風1 278 昭和10.6.12 特500-846
イ 風俗-578 〇 特500-846

イ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137853

夫婦に於ける受胎 〔ヴァ〕ン・デ・ヴエ
ルデ著　槙次雄等訳 東京 平野書房 昭和10 四六 1 2円

50銭 禁風1 279 昭和10.7.3 特500-847 風俗-581 〇 版:10版 特500-847 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149935

性道 山田司郎 東京 工人荘書房 昭和10 四六 1 1円 禁風1 280 昭和10.7.13 特500-846
ロ 風俗-584 〇 『目録』の請求記号：

特500-846イ 特500-846 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702656

古今浮世繪撰集 村上釜郎 東京 同刊行会 昭和10 和 特大 1 5円 禁風1 281 昭和10.8.6 特500-849 風俗-586 〇 特500-849 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702608

人狼（怪奇殺人） 伊東鋭太郎 東京 日本公論社 昭和10 四六 1 1円
50銭 禁風1 282 昭和10.9.18 特500-850 風俗-590 〇 特500-850 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137820

防犯科学全集　第二巻　犯
罪鑑識篇 （浅田一,菊地其一著） 東京 中央公論社 昭和10 四六 1 1円

50銭 禁風1 283 昭和10.10.9 特500-851 風俗-591 〇 特500-851 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138408

武野藤介コント集
誤診 武野藤介 東京 健文社 昭和10 四六 1 1円 禁風1 284 昭和10.10.31 特500-852 風俗-592 〇 特500-852 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137573

漫画、漢文　妻から良人へ、
良人から妻へ抗議と反駁 黒白社同人編 東京 小冊子書林 昭和10 四六 1 10銭 禁風1 285 昭和10.11.9 特500-853 風俗-594 〇 特500-853 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138013

取憑かれた一家 小松龍太郎 別府 小松竜太郎 昭和10 四六 1 1円
50銭 禁風1 286 昭和10.11.26 特500-854 風俗-595 × 特500-854 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138089

カムチヤツカ探検記 ステン・ベルグマン著
木仙太郎訳 東京 弘學社 昭和10 四六 1 2円 禁風1 287 昭和10.12.11 特500-855 風俗-596 〇 特500-855 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149940

世界文様図案集成　下巻 鹿島英二編 京都 芸艸堂 昭和11 四六倍 1 3円 禁風1 288 昭和11.1.14 特500-856 風俗-602 〇 特500-856 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702610

妊娠調節方法詳説 小川隆四郎 東京 母友社 昭和11 四六 1 十七版 50銭 禁風1 289 昭和11.2.8 特500-857 なし 〇 特500-857 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138185

変態医話 高田義一郎 東京 千代田書院 昭和11 四六 1 1円
50銭 禁風1 290 昭和11.3.31 特500-858 なし 〇 特500-858 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138374

ロレンス　恋愛詩集 ロレンス著
足立重訳 東京 三笠書房 昭和11 四六 1 1円

50銭 禁風1 291 昭和11.4.11 × 703-97は複本 不明

大東京の猟奇術を探る 武田敏雄 東京 東亜書房 昭和11 四六 1 10銭 禁風1 292 昭和11.4.29 ナシ × 不明

童貞女受胎
アンドレ・ブルトン,ポ
オル・エリュアァル著
山中散生訳

東京 ボン書店 昭和11 菊 1 1円
40銭 禁風1 293 昭和11.5.1 なし × 951-B72ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1132540

モーパッサン傑作短篇集　
第六巻 小林秀雄等訳 東京 河出書房 昭11 四六 1 1円 禁風1 294 1円昭和11.5.9 × 不明

安部お定 福安美好 大阪 大阪時事新報社 昭和11 四六 1 10銭 禁風1 295 昭和11.6.3 ナシ × 不明

浮世百面相 増田義雄 東京 東亜書房 昭和11 四六 1 10銭 禁風1 296 昭和11.5.20 ナシ × 不明

風俗の部（受領年月日：昭和12.9.15）
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川柳辞典 草薙金四郎 東京 興風書院 昭和10 四六 1 1円
50銭 禁風1 276 昭和10.1.21 特500-844 風俗-568 〇 特500-844 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137918

長篇小説　環境と血　第1部 荒木精之著 東京 飯倉書店 昭和10 四六 1 1円
50銭 禁風1 277 昭和10.5.3 特500-845 風俗-575 〇 特500-845 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1702607

性道 山田司郎 東京 工人荘書房 昭和10 四六 1 1円 禁風1 278 昭和10.6.12 特500-846
イ 風俗-578 〇 特500-846

イ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137853

夫婦に於ける受胎 〔ヴァ〕ン・デ・ヴエ
ルデ著　槙次雄等訳 東京 平野書房 昭和10 四六 1 2円

50銭 禁風1 279 昭和10.7.3 特500-847 風俗-581 〇 版:10版 特500-847 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149935

性道 山田司郎 東京 工人荘書房 昭和10 四六 1 1円 禁風1 280 昭和10.7.13 特500-846
ロ 風俗-584 〇 『目録』の請求記号：

特500-846イ 特500-846 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702656

古今浮世繪撰集 村上釜郎 東京 同刊行会 昭和10 和 特大 1 5円 禁風1 281 昭和10.8.6 特500-849 風俗-586 〇 特500-849 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702608

人狼（怪奇殺人） 伊東鋭太郎 東京 日本公論社 昭和10 四六 1 1円
50銭 禁風1 282 昭和10.9.18 特500-850 風俗-590 〇 特500-850 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137820

防犯科学全集　第二巻　犯
罪鑑識篇 （浅田一,菊地其一著） 東京 中央公論社 昭和10 四六 1 1円

50銭 禁風1 283 昭和10.10.9 特500-851 風俗-591 〇 特500-851 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138408

武野藤介コント集
誤診 武野藤介 東京 健文社 昭和10 四六 1 1円 禁風1 284 昭和10.10.31 特500-852 風俗-592 〇 特500-852 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137573

漫画、漢文　妻から良人へ、
良人から妻へ抗議と反駁 黒白社同人編 東京 小冊子書林 昭和10 四六 1 10銭 禁風1 285 昭和10.11.9 特500-853 風俗-594 〇 特500-853 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138013

取憑かれた一家 小松龍太郎 別府 小松竜太郎 昭和10 四六 1 1円
50銭 禁風1 286 昭和10.11.26 特500-854 風俗-595 × 特500-854 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138089

カムチヤツカ探検記 ステン・ベルグマン著
木仙太郎訳 東京 弘學社 昭和10 四六 1 2円 禁風1 287 昭和10.12.11 特500-855 風俗-596 〇 特500-855 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149940

世界文様図案集成　下巻 鹿島英二編 京都 芸艸堂 昭和11 四六倍 1 3円 禁風1 288 昭和11.1.14 特500-856 風俗-602 〇 特500-856 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702610

妊娠調節方法詳説 小川隆四郎 東京 母友社 昭和11 四六 1 十七版 50銭 禁風1 289 昭和11.2.8 特500-857 なし 〇 特500-857 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138185

変態医話 高田義一郎 東京 千代田書院 昭和11 四六 1 1円
50銭 禁風1 290 昭和11.3.31 特500-858 なし 〇 特500-858 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138374

ロレンス　恋愛詩集 ロレンス著
足立重訳 東京 三笠書房 昭和11 四六 1 1円

50銭 禁風1 291 昭和11.4.11 × 703-97は複本 不明

大東京の猟奇術を探る 武田敏雄 東京 東亜書房 昭和11 四六 1 10銭 禁風1 292 昭和11.4.29 ナシ × 不明

童貞女受胎
アンドレ・ブルトン,ポ
オル・エリュアァル著
山中散生訳

東京 ボン書店 昭和11 菊 1 1円
40銭 禁風1 293 昭和11.5.1 なし × 951-B72ウ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1132540

モーパッサン傑作短篇集　
第六巻 小林秀雄等訳 東京 河出書房 昭11 四六 1 1円 禁風1 294 1円昭和11.5.9 × 不明

安部お定 福安美好 大阪 大阪時事新報社 昭和11 四六 1 10銭 禁風1 295 昭和11.6.3 ナシ × 不明

浮世百面相 増田義雄 東京 東亜書房 昭和11 四六 1 10銭 禁風1 296 昭和11.5.20 ナシ × 不明
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大都会の暗黒街（酒,女,恋,
犯罪） 山藤橦 東京 アリル社 昭和11 四六 1 10銭 禁風1 297 昭和11.8.8 ナシ × 書名:大都会ノ暗黒街、

出版社:スリル社※2 不明

男女猟奇秘話 紅涙社編 東京 同社 昭和7 四六 1 30銭 禁風1 298 昭和7.12.23 ナシ × 不明

性愛・人生 沢田順次郎 東京 性の知識社 昭和11 四六 1 1円
20銭 禁風1 299 昭和11.9.15 特500-859 なし 〇 特500-859 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137834

校訂　遊仙窟並ニ索引 三ケ尻浩 東京 同人 昭和11 菊 1 謄写版 2円 禁風1 300 昭和11 特500-860 なし 〇 特500-860 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702611

変態資料　第三巻　第四号 文藝資料編輯部編 東京 同部 昭和3 菊 1 50銭 禁風1 301 昭和3.5.2 特500-861 なし 〇 特500-861 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138379

日本性的風俗辞典 佐藤紅霞 東京 文藝資料研究会 昭和4 和 特大 1 3円 禁風1 302 昭和4.12.6 特500-862 辞書-130 〇 内務省凾號未記入の空
枠もあり 特500-862 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138155

〇受領年月日：昭和14.8.16

ナルチスとゴルトムント ヘルマン・ヘッセ著
芦田弘夫訳 東京 建設社 昭和11 四六 1 1円

50銭 禁風4 303 なし × 受入日一致
禁風番号なし

F43-H53-6
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1136443

溝口アパート 神戸政郎 東京 四條書房 昭和11 四六 1 1円
50銭 禁風4 304 特500-863 なし 〇 『目録』の禁止年月日：

昭11.10.29 特500-863 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138442

処女鑑別 萬本直次郎 東京 サイレン社 昭和11 特小 1 90銭 禁風4 305 特500-864 なし 〇
發行所：艸里社

『目録』の禁止年月日：
昭11.10.28

特500-864 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137732

Wise parenthood Stopes, M. C. London 1923 1 12th 
ed. 5円 禁風4 306 特500-865 風-50 〇 『目録』の禁止年月日：

昭11.2.25 特500-865 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/987348

法醫学講義 浅田一 東京 克誠堂 昭和12 菊 1 2円
70銭 禁風4 307 特500-866 なし 〇 特500-866 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138385

長篇小説　沃土 和田傳 東京 砂子屋 昭和12 四六 1 1円
50銭 禁風4 308 なし × 受入日一致

禁風番号なし
F13-W12-3
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1135863

詩集　帝國情緒 鈴木政輝 東京 書物展望社 昭和12 四六 1 2円
50銭 禁風4 309 昭和12.11.6 特500-867 なし 〇 『目録』に「安」とあり 特500-867 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138026

エロ・ウロベレリー　性病
家庭療法 河村正吉 大阪 邦進社 昭和12 四六 1 1円

60銭 禁風4 310 特500-868 なし 〇 特500-868 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137868

通俗医学　夫婦道心得帖 艸楽園主人 京都 桃源荘 昭和12 四六 1 90銭 禁風4 311 特500-869 なし 〇 特500-869 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138313

日劇ダンシングチームアル
バム　第3 深野小太郎編 東京 東宝発行所 昭和13 菊倍 1 50銭 禁風4 312 ナシ なし × 特268-165 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1112082

浴室風景 竹内逸 東京 岡倉書房 昭和13 四六 1 1円 禁風4 313 特500-870 なし 〇 特500-870 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138513

東京からくり音頭 辰野九紫 東京 第百書房 昭和14 四六 1 1円
10銭 禁風4 314 昭和14.2.10 特500-871 なし 〇 特500-871 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138062

支那街の一夜・ハルピン夜話 奥野他見男 東京 大洋社 昭和14 四六 1 1円
50銭 禁風4 315 昭和14.3.10 特500-872 なし 〇 特500-872 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137673

江戸川乱歩選集 第6巻 黒蜥
蜴･一寸法師 東京 新潮社 昭和14 四六 1 1円

50銭 禁風4 316 昭和14.3.29 特500-873 なし 〇 特500-873 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137421

風俗の部（受領年月日：昭和12.9.15, 昭和14.8.16）
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大都会の暗黒街（酒,女,恋,
犯罪） 山藤橦 東京 アリル社 昭和11 四六 1 10銭 禁風1 297 昭和11.8.8 ナシ × 書名:大都会ノ暗黒街、

出版社:スリル社※2 不明

男女猟奇秘話 紅涙社編 東京 同社 昭和7 四六 1 30銭 禁風1 298 昭和7.12.23 ナシ × 不明

性愛・人生 沢田順次郎 東京 性の知識社 昭和11 四六 1 1円
20銭 禁風1 299 昭和11.9.15 特500-859 なし 〇 特500-859 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137834

校訂　遊仙窟並ニ索引 三ケ尻浩 東京 同人 昭和11 菊 1 謄写版 2円 禁風1 300 昭和11 特500-860 なし 〇 特500-860 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1702611

変態資料　第三巻　第四号 文藝資料編輯部編 東京 同部 昭和3 菊 1 50銭 禁風1 301 昭和3.5.2 特500-861 なし 〇 特500-861 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138379

日本性的風俗辞典 佐藤紅霞 東京 文藝資料研究会 昭和4 和 特大 1 3円 禁風1 302 昭和4.12.6 特500-862 辞書-130 〇 内務省凾號未記入の空
枠もあり 特500-862 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138155

〇受領年月日：昭和14.8.16

ナルチスとゴルトムント ヘルマン・ヘッセ著
芦田弘夫訳 東京 建設社 昭和11 四六 1 1円

50銭 禁風4 303 なし × 受入日一致
禁風番号なし

F43-H53-6
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1136443

溝口アパート 神戸政郎 東京 四條書房 昭和11 四六 1 1円
50銭 禁風4 304 特500-863 なし 〇 『目録』の禁止年月日：

昭11.10.29 特500-863 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138442

処女鑑別 萬本直次郎 東京 サイレン社 昭和11 特小 1 90銭 禁風4 305 特500-864 なし 〇
發行所：艸里社

『目録』の禁止年月日：
昭11.10.28

特500-864 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137732

Wise parenthood Stopes, M. C. London 1923 1 12th 
ed. 5円 禁風4 306 特500-865 風-50 〇 『目録』の禁止年月日：

昭11.2.25 特500-865 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/987348

法醫学講義 浅田一 東京 克誠堂 昭和12 菊 1 2円
70銭 禁風4 307 特500-866 なし 〇 特500-866 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138385

長篇小説　沃土 和田傳 東京 砂子屋 昭和12 四六 1 1円
50銭 禁風4 308 なし × 受入日一致

禁風番号なし
F13-W12-3
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1135863

詩集　帝國情緒 鈴木政輝 東京 書物展望社 昭和12 四六 1 2円
50銭 禁風4 309 昭和12.11.6 特500-867 なし 〇 『目録』に「安」とあり 特500-867 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138026

エロ・ウロベレリー　性病
家庭療法 河村正吉 大阪 邦進社 昭和12 四六 1 1円

60銭 禁風4 310 特500-868 なし 〇 特500-868 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137868

通俗医学　夫婦道心得帖 艸楽園主人 京都 桃源荘 昭和12 四六 1 90銭 禁風4 311 特500-869 なし 〇 特500-869 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138313

日劇ダンシングチームアル
バム　第3 深野小太郎編 東京 東宝発行所 昭和13 菊倍 1 50銭 禁風4 312 ナシ なし × 特268-165 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1112082

浴室風景 竹内逸 東京 岡倉書房 昭和13 四六 1 1円 禁風4 313 特500-870 なし 〇 特500-870 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138513

東京からくり音頭 辰野九紫 東京 第百書房 昭和14 四六 1 1円
10銭 禁風4 314 昭和14.2.10 特500-871 なし 〇 特500-871 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138062

支那街の一夜・ハルピン夜話 奥野他見男 東京 大洋社 昭和14 四六 1 1円
50銭 禁風4 315 昭和14.3.10 特500-872 なし 〇 特500-872 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137673

江戸川乱歩選集 第6巻 黒蜥
蜴･一寸法師 東京 新潮社 昭和14 四六 1 1円

50銭 禁風4 316 昭和14.3.29 特500-873 なし 〇 特500-873 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137421
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鈴木松子訳 東京 白水社 昭和14 四六 1 1円

30銭 禁風4 317 昭和14.5.24 なし × 禁風番号なし F53-A98ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1136591

大日本百科全書 百科全書刊行会編 東京 同会 昭和14 三六 1 5円 禁風4 318 昭和14.5.1 特500-874 なし 〇 特500-874 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137978

甲賀・大下・木々傑作選集　
木々高太郎　第1巻　大浦天
主堂

東京 春秋社 昭和14 四六 1 95銭 禁風4 319 昭和14.6.3 なし × 禁風番号なし 760-21 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1256792

趣味　法律のうら表 高山三郎 東京 富文館 昭和14 四六 1 2円 禁風4 320 昭和14.6.26 特500-875 なし × 特500-875 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439851

婦人の医学　女性典 島田廣 東京 金正堂 昭和14 四六 1 2円 禁風4 321 昭和14.6.28 特500-876 なし 〇 版：49版 特500-876 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137738

予防及び衛生器の説明書 ホーム商会編 大阪 同会 昭和14 四六 1 5銭 禁風4 322 昭和14.7.10 特500-877 なし 〇 特500-877 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138509

結婚讀本 日本青年社編 東京 大京社 昭和14 四六 1 80銭 禁風4 323 昭和14.7.8 特500-878 なし 〇 版：18版 特500-878 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137444

銀幕の母 浅原六朗 東京 八紘社 昭和14 四六 1 1円
80銭 禁風4 324 昭和14.8.4 特500-879 なし 〇 禁止年月日：昭和

14.8.17（p.20） 特500-879 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137414

第二の烙印 浅原六朗 東京 新生社 昭和14 四六 1 1円
80銭 禁風4 325 昭和14.8.1 特500-880 なし 〇 禁止年月日：昭和

12.8.1（p.68） 特500-880 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137958

昭和名作選集　第17　蒼氓 石川達三 東京 新潮社 昭和14 四六 1 1円 禁風4 326 × 不明

〇受領年月日：昭和15.8.20

信濃叢書　信濃昔話集 牧内武司 飯田 山村書院 昭和14 四六 1 1円
20銭 禁風5 327 昭和14.9.9 なし × 388.15-

Ma37ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460123

ミス・ニッポン 群司次郎正 東京 世界社 昭和6 四六 1 80銭 禁風5 328 昭和14.9.19 特500-881 なし ×
特501-258は同本

『目録』には特501-258
のみあり

特500-881 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138441

現代世界名作選 花田京輔編 東京 興亜書房 昭和14 四六 1 1円
50銭 禁風5 329 昭和14.10.10 特500-882 なし 〇 特500-882 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137460

マイヨール
（西洋美術文庫 第16） 山本豊市 東京 アトリエ社 昭和14 四六 1 95銭 禁風5 330 昭和14.10.24 特500-883 なし 〇 特500-883 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138397

正しい性教育 ジー・デー・オールズ著
湯浅與三訳 東京 教文館 昭和14 1 2円 禁風5 331 昭和14.10.19 特500-884 なし 〇 特500-884 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149944

精神衛生講話　第4冊　病弱
から全健康へ 中村古峡 東京 日本精神医學会 昭14 1 2円

80銭 禁風5 332 昭和14.12.18 特500-885 なし × 特500-885 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1113456

人間味　後編　裸体の人間 村上浪六 東京 明文館 昭和15 1 1円
30銭 禁風5 333 昭和15.3.30 特500-886 なし 〇 特500-886 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138196

新訳　悪の華 ボオドレエル著
大宰徹雄訳 東京 京文社 昭和15 1 2円

20銭 禁風5 334 昭和15.4.11 なし × 951-B28-4b
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1132533

明るい女
（コバルト叢書） 東郷青児 東京 鱒書房 昭和15 1 1円

10銭 禁風5 335 昭和15.5.6 × 777-17は複本 不明

夢と愛の小説 シュニッツラア著
植村敏夫訳 東京 萬里閣 昭和15 1 1円

80銭 禁風5 336 昭和15.5.25 なし × F43-Sc4-3
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1136551

風俗の部（受領年月日：昭和14.8.16, 昭和15.8.20）



−265−

書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

人生斜断記 マルセル・エーメ著
鈴木松子訳 東京 白水社 昭和14 四六 1 1円

30銭 禁風4 317 昭和14.5.24 なし × 禁風番号なし F53-A98ウ http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1136591

大日本百科全書 百科全書刊行会編 東京 同会 昭和14 三六 1 5円 禁風4 318 昭和14.5.1 特500-874 なし 〇 特500-874 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137978

甲賀・大下・木々傑作選集　
木々高太郎　第1巻　大浦天
主堂

東京 春秋社 昭和14 四六 1 95銭 禁風4 319 昭和14.6.3 なし × 禁風番号なし 760-21 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1256792

趣味　法律のうら表 高山三郎 東京 富文館 昭和14 四六 1 2円 禁風4 320 昭和14.6.26 特500-875 なし × 特500-875 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1439851

婦人の医学　女性典 島田廣 東京 金正堂 昭和14 四六 1 2円 禁風4 321 昭和14.6.28 特500-876 なし 〇 版：49版 特500-876 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137738

予防及び衛生器の説明書 ホーム商会編 大阪 同会 昭和14 四六 1 5銭 禁風4 322 昭和14.7.10 特500-877 なし 〇 特500-877 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138509

結婚讀本 日本青年社編 東京 大京社 昭和14 四六 1 80銭 禁風4 323 昭和14.7.8 特500-878 なし 〇 版：18版 特500-878 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137444

銀幕の母 浅原六朗 東京 八紘社 昭和14 四六 1 1円
80銭 禁風4 324 昭和14.8.4 特500-879 なし 〇 禁止年月日：昭和

14.8.17（p.20） 特500-879 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137414

第二の烙印 浅原六朗 東京 新生社 昭和14 四六 1 1円
80銭 禁風4 325 昭和14.8.1 特500-880 なし 〇 禁止年月日：昭和

12.8.1（p.68） 特500-880 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137958

昭和名作選集　第17　蒼氓 石川達三 東京 新潮社 昭和14 四六 1 1円 禁風4 326 × 不明

〇受領年月日：昭和15.8.20

信濃叢書　信濃昔話集 牧内武司 飯田 山村書院 昭和14 四六 1 1円
20銭 禁風5 327 昭和14.9.9 なし × 388.15-

Ma37ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460123

ミス・ニッポン 群司次郎正 東京 世界社 昭和6 四六 1 80銭 禁風5 328 昭和14.9.19 特500-881 なし ×
特501-258は同本

『目録』には特501-258
のみあり

特500-881 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138441

現代世界名作選 花田京輔編 東京 興亜書房 昭和14 四六 1 1円
50銭 禁風5 329 昭和14.10.10 特500-882 なし 〇 特500-882 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137460

マイヨール
（西洋美術文庫 第16） 山本豊市 東京 アトリエ社 昭和14 四六 1 95銭 禁風5 330 昭和14.10.24 特500-883 なし 〇 特500-883 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138397

正しい性教育 ジー・デー・オールズ著
湯浅與三訳 東京 教文館 昭和14 1 2円 禁風5 331 昭和14.10.19 特500-884 なし 〇 特500-884 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1149944

精神衛生講話　第4冊　病弱
から全健康へ 中村古峡 東京 日本精神医學会 昭14 1 2円

80銭 禁風5 332 昭和14.12.18 特500-885 なし × 特500-885 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1113456

人間味　後編　裸体の人間 村上浪六 東京 明文館 昭和15 1 1円
30銭 禁風5 333 昭和15.3.30 特500-886 なし 〇 特500-886 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138196

新訳　悪の華 ボオドレエル著
大宰徹雄訳 東京 京文社 昭和15 1 2円

20銭 禁風5 334 昭和15.4.11 なし × 951-B28-4b
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1132533

明るい女
（コバルト叢書） 東郷青児 東京 鱒書房 昭和15 1 1円

10銭 禁風5 335 昭和15.5.6 × 777-17は複本 不明

夢と愛の小説 シュニッツラア著
植村敏夫訳 東京 萬里閣 昭和15 1 1円

80銭 禁風5 336 昭和15.5.25 なし × F43-Sc4-3
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1136551
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

ガザに盲ひて オルダス・ハクスレイ著
西村孝次訳 東京 新潮社 昭和15 1 2円

50銭 禁風5 337 昭和15.6.1 なし × F33-H98-5
イウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1136252

〇受領年月日：昭和17.7.30

男は悪黨だ
（現代大衆文学全集） 岡成志 東京 代々木書房 昭和15 四六 1 1円

50銭 禁風7 338 昭和15.8.1 特500-887 なし 〇 特500-887 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137311

密林の怪女 加藤博二 東京 日本公論社 昭和15 四六 1 2円 禁風7 339 昭和15.9.14 特500-888 なし 〇 特500-888 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138452

夫婦善哉 織田作之助 大阪 創元社 昭和15 四六 1 1円
60銭 禁風7 340 昭和15.9.17 なし × F13-O177

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1134791

瞼の母を尋ねて
（ローマンスの憶出よ）

葉西銃太
（秋夢庵主人） 大阪 葉西銃太 昭和15 四六 1 1円

50銭 禁風7 341 昭和15.9.20 特500-889 なし 〇 特500-889 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138411

苦茶随筆 周作人著
一戸務訳 東京 名取書店 昭和15 四六 1 2円

30銭 禁風7 342 昭和15.9.26 なし × 924.7-Sh99
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1131749

瑛姑娘 張資平著
山縣初男等訳 東京 興亜書局 昭15 四六 1 1円

20銭 禁風7 343 昭和15.9.30 なし × 787-252 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1684255

白像 中岡宏夫 東京 學芸社 昭和15 四六 1 2円 禁風7 344 昭和16.1.11 特500-890 なし 〇 特500-890 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138295

アイヌの足跡 満岡伸一 北海道白老
郡白老村 満岡伸一 大正12 和 中 1 謄写版 1円 禁風7 345 昭和16.3.1 595-310 なし × 禁風7-346とあり 311-111 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926156

アイヌの足跡 満岡伸一 東京 満岡伸一 昭和6 四六 1 1円 禁風7 346 昭和16.3.1 なし × 禁風7-345とあり
版:第3版増補 595-310イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1174052

悪の華
シヤルル・ボオドレ
エル著
佐藤朔訳

東京 第一書房 昭和16 四六 1 3円 禁風7 347 昭和16.3.14 × 特276-451は複本 不明

支那人の見た日本人 魚返善雄（信濃憂人）
訳編 東京 青年書房 昭和12 四六 1 1円

30銭 禁風7 348 昭和16.4.16 特500-891
イ なし 〇 『目録』には「安」と

あり
特500-891
イ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137669

支那人の見た日本人 魚返善雄（信濃憂人）
訳編 東京 青年書房 昭和12 四六 1 三版 1円

30銭 禁風7 349 昭和16.4.16 特500-891
ロ なし × 特500-891

ロ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1685571

丹澤山の山窩 三角寛 東京 小峰書店 昭和16 四六 1 1円
20銭 禁風7 350 昭和16.4.28 特500-892 なし 〇 特500-892 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137989

ヤップ島サテワヌ島の神と
神事 土方久功 東京 南洋群島文化

協会 昭和15 四六倍 1 1円 禁風7 351 昭和16.5.22 特500-893
イ なし 〇 資料貼付ID:

1200501133497
特500-893
イ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460630

ヤップ島サテワヌ島の神と
神事 土方久功 東京 南洋群島文化

協会 昭和15 四六倍 1 1円 禁風7 352 昭和16.5.22 特500-893
ロ なし 〇 資料貼付ID:

1200600267088
特500-893
イ

三人の双生児
（春陽堂文庫第265） 海野十三 東京 春陽堂 昭和16 特小 1 45銭 禁風7 353 昭和16.6.23 ナシ × 不明

西の旅 徳田秋聲著 東京 豊國社 昭和16 四六 1 2円
30銭 禁風7 354 昭和16.7.16 なし × 禁風7-351とあり

F13-
To356-13
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1135648

地 中巻 エミール・ゾラ著
武林無想庵訳 東京 鄰友社 昭和16 四六 1 1円

80銭 禁風7 355 昭和16.7.25 特500-848 なし 〇 特500-848 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149928

風俗の部（受領年月日：昭和15.8.20, 昭和17.7.30）
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

ガザに盲ひて オルダス・ハクスレイ著
西村孝次訳 東京 新潮社 昭和15 1 2円

50銭 禁風5 337 昭和15.6.1 なし × F33-H98-5
イウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1136252

〇受領年月日：昭和17.7.30

男は悪黨だ
（現代大衆文学全集） 岡成志 東京 代々木書房 昭和15 四六 1 1円

50銭 禁風7 338 昭和15.8.1 特500-887 なし 〇 特500-887 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137311

密林の怪女 加藤博二 東京 日本公論社 昭和15 四六 1 2円 禁風7 339 昭和15.9.14 特500-888 なし 〇 特500-888 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138452

夫婦善哉 織田作之助 大阪 創元社 昭和15 四六 1 1円
60銭 禁風7 340 昭和15.9.17 なし × F13-O177

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1134791

瞼の母を尋ねて
（ローマンスの憶出よ）

葉西銃太
（秋夢庵主人） 大阪 葉西銃太 昭和15 四六 1 1円

50銭 禁風7 341 昭和15.9.20 特500-889 なし 〇 特500-889 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138411

苦茶随筆 周作人著
一戸務訳 東京 名取書店 昭和15 四六 1 2円

30銭 禁風7 342 昭和15.9.26 なし × 924.7-Sh99
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1131749

瑛姑娘 張資平著
山縣初男等訳 東京 興亜書局 昭15 四六 1 1円

20銭 禁風7 343 昭和15.9.30 なし × 787-252 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1684255

白像 中岡宏夫 東京 學芸社 昭和15 四六 1 2円 禁風7 344 昭和16.1.11 特500-890 なし 〇 特500-890 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1138295

アイヌの足跡 満岡伸一 北海道白老
郡白老村 満岡伸一 大正12 和 中 1 謄写版 1円 禁風7 345 昭和16.3.1 595-310 なし × 禁風7-346とあり 311-111 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/926156

アイヌの足跡 満岡伸一 東京 満岡伸一 昭和6 四六 1 1円 禁風7 346 昭和16.3.1 なし × 禁風7-345とあり
版:第3版増補 595-310イ http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1174052

悪の華
シヤルル・ボオドレ
エル著
佐藤朔訳

東京 第一書房 昭和16 四六 1 3円 禁風7 347 昭和16.3.14 × 特276-451は複本 不明

支那人の見た日本人 魚返善雄（信濃憂人）
訳編 東京 青年書房 昭和12 四六 1 1円

30銭 禁風7 348 昭和16.4.16 特500-891
イ なし 〇 『目録』には「安」と

あり
特500-891
イ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137669

支那人の見た日本人 魚返善雄（信濃憂人）
訳編 東京 青年書房 昭和12 四六 1 三版 1円

30銭 禁風7 349 昭和16.4.16 特500-891
ロ なし × 特500-891

ロ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1685571

丹澤山の山窩 三角寛 東京 小峰書店 昭和16 四六 1 1円
20銭 禁風7 350 昭和16.4.28 特500-892 なし 〇 特500-892 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1137989

ヤップ島サテワヌ島の神と
神事 土方久功 東京 南洋群島文化

協会 昭和15 四六倍 1 1円 禁風7 351 昭和16.5.22 特500-893
イ なし 〇 資料貼付ID:

1200501133497
特500-893
イ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1460630

ヤップ島サテワヌ島の神と
神事 土方久功 東京 南洋群島文化

協会 昭和15 四六倍 1 1円 禁風7 352 昭和16.5.22 特500-893
ロ なし 〇 資料貼付ID:

1200600267088
特500-893
イ

三人の双生児
（春陽堂文庫第265） 海野十三 東京 春陽堂 昭和16 特小 1 45銭 禁風7 353 昭和16.6.23 ナシ × 不明

西の旅 徳田秋聲著 東京 豊國社 昭和16 四六 1 2円
30銭 禁風7 354 昭和16.7.16 なし × 禁風7-351とあり

F13-
To356-13
ウ

http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1135648

地 中巻 エミール・ゾラ著
武林無想庵訳 東京 鄰友社 昭和16 四六 1 1円

80銭 禁風7 355 昭和16.7.25 特500-848 なし 〇 特500-848 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149928
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書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

中年 丹羽文雄 東京 河出書房 昭和16 四六 1 1円
60銭 禁風7 356 昭和16.8.12 なし × F13-N89-25

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1134724

地 下巻 エミール・ゾラ著
武林無想庵訳 東京 鄰友社 昭和16 四六 1 1円

20銭 禁風7 357 昭和16.9.12 特500-848 なし 〇 特500-848 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149937

セキシ・トキシン
（山椒魚庵叢書 第5編） 米谷利夫 西宮 山椒魚庵 昭和16 四六 1 1円

20銭 禁風7 358 昭和16.10.2 特500-758 なし 〇 特500-758 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137883

野戦病院 塩もと 東京 国防同志會 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁風7 359

禁安に変更
915.9-SH71
ウ

915.9-Sh71
ウ

薬化學夜話 寺田文次郎 東京 畝傍書房 昭和16 四六 1 2円
50銭 禁風7 359 特500-710 なし 〇 特500-710 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138500

※1　『国立国会図書館所蔵発禁図書目録―1945年以前』掲載の有無
※2　解説参考文献⑧～⑩

風俗の部（受領年月日：昭和17.7.30）



−269−

書名 著編者 出版地 発行所 出版年 表装 大小 冊数 版 代価 凾號 番號 禁止年月日 備考 内務省の
凾号

国会
※1 注記 原本

請求記号
デジタルコレクション

のURL

中年 丹羽文雄 東京 河出書房 昭和16 四六 1 1円
60銭 禁風7 356 昭和16.8.12 なし × F13-N89-25

ウ
http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1134724

地 下巻 エミール・ゾラ著
武林無想庵訳 東京 鄰友社 昭和16 四六 1 1円

20銭 禁風7 357 昭和16.9.12 特500-848 なし 〇 特500-848 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1149937

セキシ・トキシン
（山椒魚庵叢書 第5編） 米谷利夫 西宮 山椒魚庵 昭和16 四六 1 1円

20銭 禁風7 358 昭和16.10.2 特500-758 なし 〇 特500-758 http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1137883

野戦病院 塩もと 東京 国防同志會 昭和16 四六 1 1円
80銭 禁風7 359

禁安に変更
915.9-SH71
ウ

915.9-Sh71
ウ

薬化學夜話 寺田文次郎 東京 畝傍書房 昭和16 四六 1 2円
50銭 禁風7 359 特500-710 なし 〇 特500-710 http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1138500

※1　『国立国会図書館所蔵発禁図書目録―1945年以前』掲載の有無
※2　解説参考文献⑧～⑩


