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概要
昭和年間法令全書 第１７巻−９ 昭和一八年 ９/内閣印刷局（法学・法律）の最新情報・紙の本
の購入はhontoで。あらすじ

2007年11月7日 . 第１章. 名古屋の地で弦楽器文化を支える. 8. −鈴木バイオリン製造株式会社
−. コラム①. ものづくり都市・名古屋の産業史. 19. 第２章. みやびの伝統とハイテク・デザインの ...
17. 江南特殊産業㈱. 2. 0. 0. 3. 愛知県江南市. 1. 9. 65. 9. 3 .9. 14. 1. 2. ,20. 0. 2. 0. 0. 3. ﾎ. ﾟｰ
ﾗｽ電鋳、ｽ. ｰ. ﾊﾟｰﾎﾟｰﾗ. ｽ. 電鋳〔. ﾆｯｹ. ﾙ電鋳金型〕. 18.
この場合出席者の3分の2以上の同意がいる。 第 4 章 役 員. 第 9 条 この会は次の役員をおく。
（1）会 長 1 名. （2）副会長 若干名. 全日本小動物臨床獣医師協議会規約. 〈資料Ⅰ〉 . 第18条
総会は会員をもって構成し，議決は出席者の過半数による。 第19条 . 昭和28（1953）年，獣医

師法第17条の改悪問題に端を発して，六大都市獣医師連.
明治前期に於ける日本での活動 −東北地方を中心として−」東北文化研究紀要 17，. 1985
年，1−43 頁。本多繁「米国の婦人外国宣教機関とメソジスト監督教会の在日活. 動 −忘れ .
1923(大正 12)年 9 月に起こった関東大震災により、常磐社は資産を悉く失. った。 ... 天幕伝
道”として村祭り同様名物の感があったそうである。1936（昭和 11）. 年.
る9｡ さらに､ ｢請願権は､ 単なる積極的性格だけでなく､ 能動的かつ消極. 的性格を兼ねそなえた
複合的性格をもつ権利｣10. と解するものもある｡ 請願権の再検討 .. (1993 年) 299 頁｡ 17 永井
憲一 ｢請願権の現代的意義―これを補充的参政権として評価する試論―｣. 経済学季報 10 巻
2 号 (1960 年) 32∼33 頁｡ 18 辻村 前掲注 7 284 頁｡
45 -. いろいろな資料を探す. 論文作成のために必要な資料は論文だけでは. ありません。 いろいろ
な資料の探し方をテーマごとに. まとめました。 第３章 ... ⑦『続々群書類従』 国書刊行会編 続群
書類従完成会 全 17 冊（書庫 Y081/1/8） .. *2：中日新聞縮刷版の昭和 47 年から平成 17 年
12 月までは、書庫（ＭＢ）の請求記号の場所にあります。
本資料『十番切』は、曽我物語の巻 9 から巻 11 までを題材とする幸若舞曲を絵入りの読み本と.
したもの . 17)」などの貞秀の作品を所蔵している。 4. 東海道 .. 18. 横浜絵葉書 190 枚（ヨコハマ
エハガキ 190 マイ）. 横浜 トンボヤほか版 明治 - 昭和初期. 明治から昭和初期にかけての横浜名
所絵葉書。 19. 箱根名所図絵（ハコネ メイショ ズエ）.
2014年11月29日 . ニュー京浜」は創業者の孝司さんや二代目の光さん、そのご家族の想いが反映
されているモーテルだと思う。46年の歴史の中には火災など大変なこともあったと思う . ラブホテルの
文化誌（花田一彦）』 『文藝春秋：2008年6月号』「金益見著・ラブホテルとモーテルの研究」 『日
本大百科全書』 『夢空間ファッションホテル 名商・巨匠.
没後20年 弦巻松蔭展Ⅰ−模索と創作の軌跡−6/6∼7/5（803人）. 第32回菱湖会書展7/10∼20（511
人）. 第18回松蔭賞書道展8/1∼8/30（1,039人）. 第9回新潟市北区こども科学展9/12∼27（1,072
人）. チャリティー骨董市11/1∼3. 第25回博物館まつり11/2・3（のべ775人）. 没後20年 弦巻松蔭展
Ⅱ 松蔭とふるさと・新潟−師弟のすがた11/21∼1/.
2009年4月24日 . ご利用お待ちしております. 【中古】昭和年間法令全書 (第13巻-9),【中古】昭
和年間法令全書 (第13巻-9)【中古】地方公務員災害補償法逐条解説！ 【中古】昭和年間
法令全書〈第17巻‐29〉昭和18年!☆ポイント最大７倍☆【送料無料】-コクヨ(KOKUYO)アメニティ
用 イートイン テーブル(LT-335PAW)56120318-【代引き不可商品】【.
12− 2 四六. 決」裁判. 印 刷 庁編 昭和年間法令全書 第 2捲 一1 （昭和二 ＋五 年. ＋五年.
2 法律 （続））. 原. 書. 房. 内 田 青 蔵監修. 江 原 絢 子編. 大橋 毅彦他編著. 雕. 381 9，
000. 平均. 645. 各 1 冊. 全4＆ OOO. 全. 120，000. 750 平均. 434 15， 000. 485 18， 000. 平均
各1，6000. 358. 378 2， 800. 1 詔書. ・. 法律），第24巻一. 2 （昭 和.
立多摩図書館が管理する「山本有三文庫」は、1975（昭和 50）年山本有三氏のご遺. 族から東
京都に寄贈されたもので . なかった。1942（昭和 17）年には、戯曲『米百俵』を雑誌『主婦の友』に
発表した。 有三の作風は、平明な文体 . 成 14）年以降の図書と雑誌データが入力されている。
2007（平成 19）年 9 月 15 日. には成田市に分館が開館.
ただし、昭和18年７月. に、聖護院の岩本門主が賀陽宮家に参向し撫物拝受のお礼を言上したと
いう記事があ. るので12）、このような形で撫物を奉還した可能性はある。 . 上る迄、約二年間聖
護院北御殿にお住居に相成つた14）. 図２ 入峰行列における撫物（修験104、1940、口絵写真）.
図１ 聖護院における撫物（修験14、1925、口絵写真）. −39−.
1992年3月31日 . ていない場合は非合法行為であり、その意味で市民的不服従︵9︿臨 α尻09
. ていない。それは. ともあれ、ロールズが、﹁無論、実際の状況においては、市民的不服. ハこ従と
良心的拒絶の間には明確な区別はない、というこ乏﹂を認めなが. 一17一 ... 一九一八年までに
一万六〇〇〇人の徴兵拒否者があったが、その多く.
大阪経大論集・第55巻第３号・2004年９月 .. また，服部榮三ほか編『逐条判例会社法全書Ⅴ』
(商事法務研究会，昭49） .. あり得る18)。そのような場合も含め，公表前に自己株式を取得した
場合,「不正」に自己. 商法罰則における会社の行為主体性. 97. 17) この内閣府令は，アメリカの

金庫株取得に関するセーフハーバー・ルールと同様の規制が.
頭の柔軟な先生だ。これをしも肯定するだろう。 早く逝き過ぎた先達の冥福を心から祈る。 図書館
情報学橘会会報 第 17 号（通号 23 号）. 2015 年 3 月発行. 発行者 社団法人 ... 藤野幸雄先
生は、昭和 6（1931）年に群馬県前橋市に. 生まれ、東京外国語大学ロシア語科、文部省図書
館職. 員養成所を卒業後、（財）国際文化会館に勤務。昭和 54.
挿 図 目 次. 図1 県内の主な製塩土器出土遺 分布図. 2. 4. 6. 7. 8. 9. 1０. 11. 12. 13. 15. 図12
平内町大沢遺 地形及び遺構配置図. 15. 16. 17. 18. 2０. 21. 23. 24. 25. 26. 33. 36. 37 . 青森
県における塩作りに関する考古学的研究は、昭和4０81965)年代から始まり8注2)、今日、. 青森
県内では . 過去3０年間にわたりその所在を し求めてきた。
2013年4月1日 . 北海道大学農経論叢 第68集. 表１ 物産調及び統計調査に関する布達件名
一覧，明治３年−明治21年. 4. 省. 開拓使（札幌本庁・札幌県）. （函館支庁・根室支庁・県）.
明治２年. 〈開拓使設置〉. 明治３年 9月24日民部省達第623号「物産表」. 明治５年 3月13日
大蔵省達第37号「物産表」. 明治７年 7月17日内務省甲第18号「物産.
2014年5月31日 . 昭和35年生まれの. 53歳、東京都渋谷区出身です。昭和61年に北里大学医
学部. を卒業し、同年、医学部に救命救急医学、大学病院に救命. 救急センターが設立され ...
− −. 9. 平成23年４月１日に呼吸器内科学准教授として北里大学. 医学部に入職させていただ
き、平成25年９月30日まで、主. に病院の化学療法センター部専従.
私は、昭和41年（1966年）月に司法研修所に入り（20期）、年間の修習. を終え、昭和43 . 大学
法学部の法. 律の勉強と前期修習の実務教育の間には、相当の乖離があったこと、前期修習. で
習得したことが、その後の法曹としての原点をなしていることであります。 前期修習 . 行政事件訴訟
法の一部を改正する法律（平成17年月日から施行）によ.
サカエ 中量棚ＣＷ型 ＣＷ−８５４３Ｒ 【き・配送時間指定】：工具箱 オンライン 店【業務用】 サカエ
2017年度カタログ掲載. 2017-09-10 サカエ 中量棚ＣＷ型 ＣＷ−８５４３Ｒ 【き・配送時間指定】
model:JM910999 当店通常価格22223.0000円 (税込) 価格14667.1800(税込) ≪メーカー直送
品≫ ○メーカー直送品の場合、商品のお渡しが車上渡し・１階.
2016年10月7日 . 漢学を講じ、明治44年（1911）年、36歳のとき南区竹屋町 9 番. 地（現：中央
区島之内 1 丁目）の泊園書院分院を主宰する。の. ち南岳が亡くなり黄鵠が引退した後はここが
書院の本院となっ. た。そして義弟の石濱純太郎と協力しつつ大正・昭和時代の書. 院を維持し
た。 黄坡は関西大学に長くつとめた。大正 9 年（1920）、関西大.
昭和13(1938) 46p. 中小商工金融提要. 昭和15(1940) 103p. 愛知県商工館. 貿易為替管理規
則. 昭和17(1942) p107−150. 商工相談部資料. 第 2輯 時局と商店経営者の心. 時局と . 昭和
16(1941) 72p. 第 7号 ビルマ産業経済事情. ビルマ産業経済事情. ビルマ産業経済事情 大場忠
著. 昭和16(1941) 52p 地図 図. 第 9号 南泰地方経済概況.
1987年 群馬県佐波郡東村（現在伊勢崎市）で大井戸診療所を開業し、主に認知症のひとの在
宅医療に取組んでいる .. この15年間、ひたすら活動してきた成果とは何か考 .. 昭和63年. 東京大
学医学部第一内科助手. 平成2年. 米国Michigan大学消化器内科Research Fellow. 平成9年.
東京大学医学部附属病院医療社会福祉部助手. 平成14年.
50 年間に会員数が約 2 倍，演題数が 3 倍となった。第 1 . 会長，副会長が決まっていたが，第二
次世界大戦の末期で中止になった。終戦の年，1945 年，. 昭和 20 年は総会の予定すらなかっ
た。終戦後は 1946 年，昭和 21 年，第 35 回総会から再 .. 平成 8 年 4 月の評議員会で法人化
準備委員会が作成した定款原案が承認され，平成 9 年.
視覚障害児統合教育が始まったのは１９７５（昭和５０）年からであるが、多くの場合、点字教科
書. が学校や教育委員会の責任 .. − 9 −. 委員会は、諦めさせる一手として、「点字教科書は保
障しない」ということを全面に打ち出す. のである。それにもかかわらず、統合教育を受けたいとする願
いを、教育委員会は踏みにじ. ることができなくなり、遂に.
明治文化全集 第 18 巻 新聞篇. 明治文化研究会. 348733 9784535042582 1992 .. 明治年間
法令全書 明治 32 年 第 32 巻 -9 (OD 版 ). 内閣官報局編. 489612 9784562100569 1982 .. 明
治から昭和に至る日本の政治・社会・文化史を研究する上で必要不可欠な資料群を電子化。

高精度の全文テキストを対象に検索が可能となり、.
第 5 章では最初. の「回遊列車」が日光に運行された理由を考察する。 2．「回遊列車」の初出に
ついて. （1）官鉄が先か私鉄が先か. 昭和 17 年 10 月鐵道省発行の『日本 .. なところであろう。
（3）私鉄（日本鉄道）の回遊列車の内容. 上記 2.（1）で述べたように、私鉄では官鉄よりも 10. 図
−1. 図−2. 図−3. 大阪観光大学紀要第 17 号（2017 年 3 月）.
2017年10月2日 . 【イベント】 メディア・ルネサンス 平野富二生誕170年祭－05 明治産業人掃苔
会訪問予定地 戸塚文海塋域に吉田晩稼の書、三島 毅・石黒忠悳の撰文をみる .. 一八七七
（明治一〇）年から一八八二年までイギリス留学、一八八四年公爵となり、一八九〇年貴族院
議員、一九〇三（明治三六）年同議長につき以後三〇年間同職に.
2013年6月3日 . その後，昭和 31 年. の学習指導要領において「商業法規」という科. 目名に変
更されて以来，平成 11 年の学習指導. 要領改訂まで戦後約 50 年間，また，戦前から ... 学会
『教職必修最新商業科教育法』実. 教出版，平成 18 年，25 頁。文部省令第 10 号「商業. 学
校規程」（明治 32 年 2 月 25 日），『法令全書』第. 32 巻ノ五。
筆者は当初、研究目的と意義として「特に人間観と関係して研究されてきた倫. 理の問題である
が、これは、論じられる時代によってその捉え方にも差違が生じ. ている。こういった問題を十分に考
慮しながら法然浄土教の人間観および倫理に. ついて考察することは、そのまま、その浄土教が現
代の我々の行動基盤としてい. かに在り得るのかを考察.
一般講演Ⅱ 座長：小川 良雄 （昭和大学）. （13：50∼14：35）. 総 会. （14：45 ∼14：50）. 《休 憩》.
（14：35 ∼14：45）. −・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−. −・−・−・−・−・−・−. 特別講演. 座長：布施
秀樹（白井聖仁会病院）. （14：50∼15：30）. 「医心方」に学ぶEDに関する漢方治療. 武蔵野徳
洲会病院 泌尿器科 小川 由英. 8．前立腺がん治療の有害.
2013年4月10日 . 17. ・平成24年度第３回理事会報告. ・平成25年度第1回理事会開催のお知
らせ. ・平成25年度定時総会開催のお知らせ. ・新入会員. ・新コスモス電機 機能安全評価証 ...
3）田辺,機能安全規格IEC 61508と海外の状況につい. て，信学技報、2000-12，電子情報通信
学会. 表1 最近の認証実績. Sira. 2008年9月. 2011年10月.
2016年12月20日 . 第３章「本質的価値」、第４章「課題の抽出」、第５章「保存・活用の目標と
基本方針」、第６章「保. 存（保存管理）」、第７章「活用」、第８章「整備」、第９章「運営・体
制」、第 10 章「事業の実施」、. 第 11 章「経過観察」、「資料編」で構成しました。 ６．本計画で
は、国指定名勝「おくのほそ道の風景地 草加松原」のことを指す場合は「草加.
①『昭和五年九月末現在 早稲田大学図書館和漢図書分類目録（六） 文学之. 部（上）』（ .
語学之部』（昭和十七年十一月発行）に収録されている「三 朝鮮語」の部 ... 韓国国会図、京
大、滋賀県立大. 蔡萬植短篇集. 2-7. （1-29）. 韓国国会図. 兪鎮午短篇集. 2-8. （1-30）. −. 李
箕永短篇集. 2-9. （1-31）. −. 太陽 風俗（金起林詩集）. 2-10. （1-32）. −.
【中古】昭和年間 法令全書〈第17巻‐26〉昭和18年. 【中古】昭和年間 法令全書〈第17巻‐26〉
昭和18年：KSC. 商品の最終確認してからの配送となりますので、受注後商品の発送開始までに
約5日程度かかる場合がございます。きちんと梱包して発送します。本文以外に目次などに捺印、
記名などある場合があります。装丁、カバーは初版発行の商品.
2012年3月6日 . 鼻咽喉科学会が平成12年度から16年度にかけて. 行った19都市の定点健診の
報告はあるが３）、30. 年と長期にわたる報告はない。 そこで今回、この昭和54年度から平成20年
度. までの30年間の健診結果をまとめ、新潟市の小. 学生の耳鼻咽喉科領域に関する健康状態
の推移. につき検討した。 さらに平成17年の12市町村の.
国立科学博物館産業技術史資料情報センター主任調査員. 昭和44年 3月 東京工業大学大
学院理工学研究科修士課程修了. 同 年 4月 横浜ゴム（株）入社 研究所勤務. 平成 5年 10月
同社 タイヤ材料設計部長. 平成 8年 7月 同社 材料配合研究室長. 平成13年 7月 同社 理事.
平成15年 7月 同社 技師長. 平成17年 7月 同社 顧問. 平成20年 1月.
昭和5 6 年再. 開。 ｢ 光風会展」昭和4 6 年∼随時開催。昭和5 2 年第５回開催。 ｢ 二紀会展」
昭和4 7 年∼毎年開催（昭和5 0 , 5 2 年は除く) 。 ｢ 東光会展」昭和4 8 年∼毎年 . 1 8 6 8 ( 明
治元) 年. 社 内 事 項. 8 . 9 早矢仕有的美濃国武儀郡. 笹賀村に生れる. ' 一早矢仕有的名

古屋で医学の. Ｉ. ￨ 修業を終え帰郷. '９．−早矢仕有的医学修業のた.
治後期における東京府内小学校校歌制定過程の分析を通して−」で，東京府内の学校の校歌
認可状況. 等を調査し，その . 戦前の「校歌等の歌曲」認可制について独自に研究さ
れ，2006（平成 18）年 2 月にまとめられた『戦. 前の歌曲認可制度 .. それは「国家ノ為ニスル」教
育 9），即ち，忠君愛国の「絶対主義的国家の形成を. 担うための国民の.
高崎経済大学論集 第48巻 第４号 2006 53頁∼71頁. − 53 −. 蚕種検査法施行期における地方
庁の蚕種検査について. −群馬県の事例を中心に−. 富 澤 一 弘 ・ 江 h 哲 史 .. 次の史料は明
治29年. の群馬県の産業に関連する公報よりの抜粋である。 蠶種檢査ハ明治十九年八月農商
務省第九號ヲ以テ蠶種檢査規則ヲ發布セラレ以來原. ①.
参加した９月の第38回九州地区学生指導研. 究集会でも､ 国公立大学部会の座長 .. これを救
いとし､ いかな. る時代においても図書館を知のシンボル拠. 点として､ そのステータスを維持して行
く. ことを当面の目標としたい｡ つるた たかはる. (九州工業大学附属図書館長). − 3 − .. ダンス､
活水女学校時代 (昭和18年) のアルバ. ム写真､ 制服の変遷.
2017年11月30日 . 祝！イーグルス勝利！ポイント ２ 倍！！ｴﾝﾄﾘｰ必須+開催中ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ全て
参加で最大8倍！(～7/27 23：59)☆HW1023 S 011。三栄水栓 【HW1023-S-011】(本体のみ) 手
洗器 利楽 甘露(かんろ) 丸置型(小)
日本大百科全書（ニッポニカ）, 現代用語の基礎知識・imidas・英和・和英辞典などのほか、週刊
エコノミストや東洋文庫も利用できます。 . Kenkyusha Online Dictionary(研究社オンライン・ディク
ショナリー）は研究社の発行している17の英和・和英辞典と大辞林（三省堂）を自在に検索できま
す。 ... 法学図書室での利用時間 平日9:00−17:00）.
74. 2003. 3. 30. ISSN 1344−5499. ○ 郷土資料室所蔵資料から 奈良坊目拙解. 1. ○ 新コー
ナー“温故知新”. 〈県立図書館開館100周年に向けて. −図書館をめぐる人々. 〉 2 .. このため､ 当
館では､ 没後の昭和 13 年 (1938) 7 月 9 日に ｢水木十五堂 (雅号：十五堂) を偲ぶ会｣ を開き､
さら .. 誌が 28 ％､ 文学が約 20 ％､ 哲学・宗教が 18 ％､.
理学療法士及び作業療法士法」（昭和 40 年 6 月 29 日法律第 137 号）が成立した翌年の
1966（S41）. 年 9 月 25 日午前 11 時 20 分、国立療養所東京病院附属リハビリテーション学院に
おいて日本作業療. 法士協会設立総会が開催された。 . を遅らせての総会であったとのこと。この
日、初代会長に鈴木明子を選出し、会長含めて 18 名から.
１ 「海陸軍刑律」（明治五壬申年二年 兵武省 第四十四）『明治年間 法令全書（第五巻‐２）』
（原書. 房、２００８年）。 防衛研究所紀要第１４巻第１号（２０１１年１２月）. 88 ... １７ 日高巳
雄『軍機保護法』（羽田書店、１９３７年）１１６∼１１７頁。 １８「久保宗治陸軍少将回想」（昭和
３６年３月１６日）『防諜ニ関スル回想聴取録』防衛研究所史料室所蔵。
古書馬燈書房 〒231−0045 横浜市中区伊勢佐木町５−１２７−１３ １Ｆ １１：００−２０：００
http://matou-syobo.com/ . 芥川賞署名本＞九月の空 署名 帯 初版 背ヤケ 高橋三千網 河出
書房新社 昭和53 3500 ＜芥川賞＞手鎖心中 初版 帯 美本 .. 春樹 新潮文庫 昭和６３ 1500
ねじまき鳥クロニクル 全３冊揃 初版 帯 村上春樹 新潮文庫 平成９ 1500
異母弟久光を推す一派との家督争い（お由良騒動）を経て1851年（嘉永4）43歳で藩主となった。
. 日本大百科全書. 島津斉彬. しまづなりあきら. [1809―1858]. 江戸末期の薩摩（さつま）藩主。
斉興（なりおき）の長男。文化（ぶんか）6年9月28日江戸に生まれる。異母弟久光を推す一派との
.. 昭和三代を通じて官展系彫刻に強大な影響を与えた。
我が四十五年間』出光佐三（出光商会・出光興産）、昭和31年. 『最古の料理』ジャン・ .. 広告
批評 NO.290』（特集：日本国憲法第9条） マドラ出版 2005年2月3月. 『スガモプリズン 戦犯たち .
バッハ無伴奏ヴァイオリンソナタとパルティータ 無伴奏チェロ組曲の解釈と演奏法』リヒャルト・R・エフ
ラティ シンフォニア 1992年第1刷（オ）. 『浸水のまちから.
2016年12月15日 . 提出方法……… 郵便でのみ受け付けます. 提 出 先……… 〒 111-0042 東
京都台東区寿 1 − 5 − 9 盛光伸光ビル 7 階. 提出期限……… 2017 年 1 月 31 日. ※証明書
のご提出が申請 ... 義の改定は、「理学療法士及び作業療法士法」（昭和 40 年 6 月 29 日法
律第 137 号）の改定、ひいては制度上の作業. 療法職域拡大にも.

イソップ寓話「犬とその影」について，昭和期の刊行物から変容の背景や書誌事項を分析してき.
た．結果，書名は . 集（昭和17年）』岩波文庫（岩波書店）5）においても， .. − 66 −. 仁愛大学研
究紀要 人間生活学部篇 第3号 2011. 「盗み」の行為を望まない心情を記載している． 図4 譯
術：栗野忠雄『AESOP'S FABLES直譯講義全書 第. 壹篇伊蘇.
皇室典範講座（9）. 島善高. 月曜評論(48)p.58 - 612003年12月-. 副島種臣ーその人と思想ー.
島善高. 佐賀県図書館だより(484)p.3 - 32003年11月-. 皇室典範講座（8） .. 特に第2巻第1期
（中華民国32年3月）に「北京地方法院実習報告書」なるものが掲載されていて、中華民国31年
（昭和17年・西暦1942年）時点での北京地方法院の様子が.
をいい（刑事訴訟法第 250 条）、具体的な期間は、刑法等の実体法で規定されている刑種 . 度
は、現在の刑事訴訟法（昭和 23 年制定）にも引き継がれた。 ... 16 部会第３回（平 21.12.9）議
事録 19 頁. 17 前掲注６. 18 犯罪被害者団体の意見書については、部会第２回（平 21.11.25）
資料を参照されたい。 19 三島聡「「逆風」のなかの公訴時効−「.
2003年11月8日 . 氏が昭和27年（1952）に附属図書館に寄贈されたもので、江戸後期から明治
初期にかけて和算家がどのよう. に洋算 . 東下り」として知られる第９段。 .. ９．万葉集. 巻５ 写
［室町末期写］ 30.0×21.0cm. 〈京大附図：近衛 4−23/マ/2貴 1944853−1944872〉. 天平２年
（730）、大宰帥（九州大宰府の長官）であった大伴旅人の邸で、.
昭和二十七年九月付けで文書課記録班が作成したタイプ打ちの目録で. ある︵以下︻ .. 至って
四十一冊正副二部ずつの﹁大使全書﹂の整理編纂を終え、正本 . − 89 −. 「外交公文」と明治
初期外務省の編纂事業（濵田）. ○公文二八﹁仏国外務省職制﹂は、平山成信によるフランス
外務省職. 制規則︵一八六九年改正︶の訳出。作成年は不明.
木製ベッドジャマイカ Ｓサイズ Ｂ−１２−０７ＤＢＲ . 【中古】六道絵 (1977年)$【中古】大正年間法
令全書 (第9巻-8). .. 【中古】昭和年間 法令全書〈第25巻‐36〉昭和26年"サンワサプライ:CAIデ
スク(昇降タイプ) CAI-LCD166K$【中古】明治年間法令全書 (第39巻-1):【中古】民法相続法論
(明治31年) 全 (日本立法資料全集),【中古】明治年間法令全書.
肢体不自由児施設の現状と展望〜. 全国肢体不自由児施設運営協議会. 平成１８年６月.
NRCCD . 帝国大学教授. • 昭和１７年. 財団法人整肢療護園を設立. • 昭和２５年. 肢体不自
由児協会会長. • 昭和３５年. 国際肢体不自由者福祉協会. 副会長. • 昭和３８年４月１５日逝
去. 享年７５歳 . 児童福祉法第４３条「肢体不自由児施設は,上肢,下肢又は.
雑誌『太陽』は1895（明治28）年１月１日に刊行され、1928（昭和３）年２月１日 . （１）「編輯後
記」『太陽』第34巻第2号、1928年2月1日、320頁。 . （８）同前、16−17頁。 （９）「太陽名誉賛成
員」名簿末尾の文章、2−4、1896年2月20日、6頁。なお、これは同年初頭の「太陽. 名誉賛成
員」名簿の続編である。『太陽』の「改良」「規模を一新」する.
禁令をゆるめて暦算書を積極的に輸入した享保. 年間には，次のような多くの測量書・地方書が.
出版されます。 栗田久巴『新編地方算法集』，享保５年. 万尾時春『見立算規矩分等集』，享
保７年. 栗田久巴『新編地方算法後集』，享保９年. 万尾時春『算法入勘農固本録』，享保10
年. 村井昌弘『量地指南』，享保18年. 島田道桓『規矩元法町見弁疑』.
年第２３回帝国議会浮浪ハンセン病患者の一掃を目. 指した収容対策で . 第２章 法制定の過
程. 戦後のハンセン病対策について。 １９５３年にハンセン病を「伝染性の不治の病」と. みなし、公
共の福祉の観点から患者の強制隔離を. 認めた「らい予防法」が新たに制定された。 戦後日本 ..
１９５３（昭和２８）年６月第１６回国会でらい予防法. 改正案が.
高橋亨『朝鮮儒学史』第十冊（昭和三年三月三十日）. − 93 −. 李朝儒学史第二期. 上来李朝
儒学ヲ歴叙シテ李退溪ノ前ニ及ベリ。今ヤ李退溪ヲ述ベントシテ、李朝儒学・. 其第二期、即其 ..
よび「高橋亨の李退溪解釈－張志淵との論争を中心に－」（2012 年９月28 日台灣大学人文社
會高. 等研究院で .. 出デテ官途ニ就キ、丁酉三十七. 歳十月母.
日本は第 1 次世. 界大戦後の過剰生産に起因する戦後恐慌（大正 9. 年），関東大震災によっ
て生じた震災恐慌（大正 12. 年）に相次いで襲われた。その後，1929 年（昭和 4 .. 1） 拙稿「財政
会計制度を源流とする原価計算制度の系譜に. 関する一考察」『會計』第 180 巻第 5 号，平成
23 年 11 月，. 18―19 頁。 2） 拙著『日本原価計算理論形成.

2014年9月19日 . 世紀末から 世紀前期（. −. ）における. 日本私法学生成の周辺と資料. 西 村
隆誉志. 愛媛法学会雑誌 第 巻第 ・ 合併号 抜刷. （平成 ）年 月 . 明治 年∼. 昭和 年. 民法
総論・総則・債権総論・各論を中心として，物権少々）…… その他の参考文
献………………………………………………………… 論. 説. 巻 ・ 号 ... Page 9.
１ 大正８（1919）年. 跡見花蹊. ９ 一行書 錬性洗情. １. 跡見花蹊. 10 屏風 百人一首. １. 跡
見花蹊. 11 和歌下書 夏懐旧. １. 跡見花蹊. 12 跡見花蹊胸像. １. 宮原常ニ郎. 13 現今英名
百首. １ 明治14(1881)年9月. 真亭逢多. 14 書画鑒定大日本名家全書. 7. 明治42（1909）年10
月25日第三版発行. 宮﨑幸麿編纂. 15 近世名婦伝. １ 昭和15（1940）.
2013年3月21日 . る。天正18年(1590)には宗能も家康の関東移. 封に伴い、１万３千石 等膳が
拝命した四カ. − 4 −. 第２図 萬松山可睡斎境内絵図(可睡斎蔵 パンフレットより) .. 昭和53年３
月24日(静岡県教育委員会告示. 第９号)第450号. ３．指定説明. 可睡斎は室町時代に開山さ
れたと伝える。 護国塔は第１基壇底辺約12ﾒｰﾄﾙ、高さ約1.5ﾒ.
筆者は，現在，１９世紀後半から２０世紀前半まで. の時期を対象とし，日欧における死亡率の変
化と. その原因を比較する研究プロジェクトを進めてい. る１）。分析の中心は死産率と乳児死亡率
である。 胎児死亡や大部分の新生児死亡は栄養摂取や労働. 強度などの影響が蓄積されて顕
在化する母体の健. 康状態に依存する。また，後天的な原因.
釧路論集 −北海道教育大学釧路校研究紀要−第46号（平成26年度）. Kushiro Ronshu .. 昭
和二十七年︵一九五二︶. ︶の﹁方言﹂. の項は操が担当 .. メダカの話﹂. ︵. ﹃河と海﹄第
四巻第二号. ﹁河と海﹂社. 昭和九年. ︵一九三四︶二月︶の中で次のように述べている. ７。
大体、地方名︵方言︶の起りを見ると、多く子供が関係してゐる。
高島鞆之助は、弘化元年（1844）11 月 9 日（新暦では 12 月 18 日）、喜兵衛・貞子の第 5 子、
4. いみな. 男として鹿児島城下高麗町に生まれ、幼名は三七、通称が鞆之 ... 橋口（1933 C）第
14 年第 6 号、pp.34−. 35。橋口（1933 B）第 14 年第 10 号、pp.56−57。また『樺山資英伝』の資
料蒐集に関係し、「第 17 章 烏. 山荘叢誌」pp 625−652、.
石垣の保存修理等事業は、文化庁及び熊本県の補助を受けて、昭和41年の午砲台及び平御
櫓前の石垣修. 理に始まり、平成12年度までに19箇所の石垣保存修理及び復元整備を実施し
ている。なお、昭和41年から. 平成４年度までを記念物一般修理、平成５年度から平成９年度ま
での５年間を中近世城郭緊急保存修理事. 業として、また平成10.
２ 「防諜ノ参考」は、１９３８（昭和１３）年９月９日に陸軍省から関係陸軍部隊へ通牒された資料
であり、. 「防諜（第壱號）」 . 和１６）年に陸軍中野学校１２を所管するとともに、翌４２（昭和１７）
年には陸軍第９科学研究. ７「国防上ノ機秘密 .. １８「勅令第二百十一號（昭和十一年七月二
十四日）」『昭和年間 法令全書（第１０巻‐２）』（原書房、１９９７. 年）。
られる（図−２）。観測値を比較することで、現行観. 測法であるポール測深・プライス2点流速法の
観測. 精度を評価しようとするものである。なお観測は流. 況の安定した低水 . ２−１．断面測量.
茂岩、千代田地点の測深結果及び代表測線の流速. 分布を図−９に示す。ADCP と音響測深
機（以降音. 探）は往復観測値を河道幅 1m 毎に単純平均した値.
社会関係研究 第12巻 第２号 2007年３月. 水俣病を病む障害者 ... 水俣市の小児性. 水俣病
者Ｂさんへの電話に始まる。1958（昭和33）年９月、チッソ水俣病 .. 打撃となったと思われる11のエ
ピソードを通して−. 幼少時代 1936（昭和11）年−1942（昭和17）年. Ａさんの生涯の始まりは決して
穏やかではない。Ａさんは、1936（昭和. 11）年１月５日、.
に従事して成功し，製品はスペイン等に輸出してまべ真珠の存在を明らかにした。 この養殖場で
は，1931（昭 6）年から 1934（昭 9）年にかけて藤田昌世も手術に加わり，毎年3. 千個に挿核して
最も盛んであったが，戦時色が強くなった1943（昭18）年には中断の羽目となった。 1926（昭元）年
奄美大島・鎮西村（現在の瀬戸内町）の大平文一郎は，.
2003年12月12日 . 油ハ其用途益拡張セラレ常ニ供給不足ヲ感ゼリ」とあるように，すでに大正初
期から機械油と. 燃料油 （揮発油，軽油，重油）への需要は旺盛てwあった。大正元 （1912）年か
ら昭和 9 (1934）年. 迄の石油製品の消費量，生産量と用途の推移を検討する。 （｜）石油製品
の消費量と生産量. 石油製品の消費量の推移を図− 1に示し，.

K＆H ケイアンドエイチ シート本体 ショートダブル厚型A パイピング白 ＜セミオーダー＞ カラー：アイ
ボリー カラー：レッド K＆H ケイアンドエイチ シート本体 ショートダブル厚型A パイピング白 ＜セミオー
ダー＞ カラー：アイボリー カラー：レッド.
面積 9万2212km2。人口 1061万（2013推計）。首都 リスボン。ヨーロッパ南西部，イベリア半島の
西部を占める国。北大西洋上のマデイラ諸島とアゾレス諸島を含む。 . インド香料交易を失ったポ
ルトガルは、17世紀にブラジルに砂糖産業を発展させ、18世紀にはブラジルで大量に採掘された金
によって大きな富を得たが、その富の大半は国外に.
2014年4月21日 . いとする 9。言い換えれば、地域による地域のための文化財保護といえる。地域
主義は玉野井芳郎らが提唱し. た用語や概念であるが 10、平川新は地域主義について、用語の
普及によって .. 87 都留市，「都留市尾県郷土資料館設置条例（昭和 48 年 12 月 18 日条例
第 30 号）第 3 条」，http://www. city. tsuru. yamanashi.
日本語における指示詞「コレ」の用法について. −法律文を中心にして−. 言語学専攻
1LT01038W. 平成１３年入学 片岡 大輔. 平成 17 年 1 月提出. 要旨. 六法を中心として ... 刑・
旧 9）. (11)のような文も存在するが、こういう場合は文全体が主題なのだと考えられる。 法律文は
以上のように、その法律文が何について述べているのかという主題を.
２ 法令の種別について. Ⅱ 太政官期法令の形式化. １ 法令の特定化について−法令の自己言及
の方式. ２ 法令の効果の消長. おわりに. 要旨. 本稿は、国立国会図書館が ... 付は、旧暦のまま
とする。また文中に引用する基本法令は、原則として『法令全書』ないしは『法規分. 類大全』から
引用し、特に注記はしない。 9. 例えば「昭和 62 年法律第 14.
国際音声言語医学会. 日本音声言語医学会誕生 (1956）より今日まで (1985). 津島政行一
550. の 30年間について. 第 20回国際音声言語医学会議. 切替一郎・・420 . 日本音声言語医
学会は昭和 31年（1956年）に創設され，平成 8年（1996年）. に満 40周年を . 私事になるが，私
は第 17回本学会の会長をつとめたので，その時の記録の執.
2ｗａｙリュックザックサック トートバッグ マチ拡張 デイパック PJ-9 54793 レディース [通販]ポイント10倍
送料無料あす楽：アウトドアゾーン ZET野球T（ゼット）野球＆ソフトスパイク審判シューズ ブラック×
ブラックBSR9664 ... 家電のタンタンショップ販売昭和年間法令全書 第24巻-10 (単行本・ムック) /
印刷庁/編店 昭和年間法令全書 第24巻2008年 9月 30日 火曜日 筆者: 井上 永幸. 【編集部より】 『ウィズダム英和辞典』の紙面には収
めきれなかっ . ウィズダム英和辞典』と現代英語語法 (2). −not to doとto not do− . Boston: Heinle
& Heinle Pubs., Inc. 井上永幸 (2005)「シンポジウム：英語教育におけるコーパスの果たす役割：
辞書とコーパス」『立命館 言語文化研究』16巻4号，pp.
伊藤博文文書 99〜12。 ゆ ま に 書 房 14− 3. 〜 11. 戦轡艷磐轜 難糶拶. 昭和年間法令全書
第. 原 書 房. 25巻一. 11〜34 （昭和二 十六. 年）. お雇い外国人調査記録 青 ... 満州経済年
報 昭和13・ ク レ ス. 出版 14− 5A5. 14 ・16 ・17 ・18年版. 田健治郎日記 4. 芙蓉書房出版 14−
9 A5. 河艤太郎 日記. 1949一. 鑒西 学院大学出版. 14− 3A5.
−2−. 横浜市立図書館では、ITを活用した図書館利用者の利便性の向上に努めています。 その
一環として、平成17年10月12日から、インターネットでご自宅などから市立 ... 法令全書総目録
（昭和戦前編、戦後編）』日本図書. センター（複製）. ⇒法令全書の各年ごとの記事目録。昭和
元（1926）. 年から昭和26（1951）年まで。 法令のほかにも、.
2003512, これからの国民娯楽, 渡辺登喜雄, 南方書院, 昭和17, 10,800, 初版. 表紙縁僅か欠、
頁軽いシワ. 1004027, 天文暦学史上に於ける間重富とその一家, 渡邊敏夫, 山口書店, 昭和18,
6,200, 初版. 経年ヤケ、少 .. 3002404, 九州汽車汽船旅行案内 昭和3年9月、昭和5年7、8月
号3冊 （第45、67、68号）, 旅行案内社, 5,000, 小型. 7月号.
Amazonで印刷庁の昭和年間法令全書 第27巻ノ11 昭和二十八年。アマゾンならポイント還元
本が多数。印刷庁作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また昭和年間法令全書
第27巻ノ11 昭和二十八年もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
坂本 要：踊り念仏の種々相（2）−導御・一向・一遍・他阿−. ─ 115 ─ . 実は融通念仏は五世尊
永以降150年間法系. が途絶えて . 9） 。 以上であるが導御は前述のように律僧とし. て戒を受け

ており、融通念仏の徒もしくは勧. 進僧として全国を回った聖であるということ. を証するものはない。
清凉寺が融通念仏の拠点であったことは確. かで、往生院.
2006年3月31日 . 臨南寺全書第七. 古澗略韻上. 共編. 平成十一年一月. 棱伽林. 13. 朝鮮仏
教史︱資料編二︱. 共編. 平成十一年三月. 棱伽林. 14. 禅林聯句連歌集成. 共編 . 17︱.
２. ８. 禅浄双修思想研究序論︵一︶︱初期禅宗に於ける禅浄双修思想について︱. 昭和四
十五年九月. 北海道駒澤. 大学研究紀要. ５. ９. 禅浄双修の二つの型.
2001年3月30日 . 資−. 国立公文書館法（平成１１年法律第７９号 （抄）. ） 第１５条 国の機関
は，内閣総理大臣と当該国の機関とが協議して定め. るところにより，当該国の機関の保管に ...
９月 ８日. 14. 農 林 水 産 省. ８月 ８日. 15. 経 済 産 業 省. ７月 ２日. 16. 国 土 交 通 省. ７
月３０日. 17. 環 境 省. ８月 ５日. 18. 会 計 検 査 院. ７月２２日. 資−27.
9 ママ. 天野貞祐. 生きゆく道. 細川書店. 7. 10. ̶. 遥かなる山河に. 東大協同組合出版部. 5. 11.
樋口欣一. ウラルを越えて. 乾元社. 4. 11. 田 邊 元. 哲学入門. 筑摩書房. 4. 11. ̶ ... 販週
報』1976（昭 51）年 1 月 2・9 日合併号掲載の「昭和 50 年度年間売行良書」である。 これは「 ..
東販二十年史』『戦後のベストセラー 1946 − 1995』より作成.
第 1 章 法人の概況. １−１． 法人の沿革. ・昭和 16 年 9 月 10 日、石川武美が図書館設立を
目的として「財団法人文化事業報国会」. を創設。 ・昭和 22 年 11 月 28 日、法人 .. 9（創刊）∼
昭和 10 年代、同 30 年代. 16. 女学世界. 132 明治 34（1901） 明治 34（創刊）∼大正末. 17. 美
的. 114 平成 13（2001） 平成 13（創刊）∼現在. 18. 若い女性.
結果的に「民主（中）−. エ レ キ. 共和（日）」「審判（中）−裁判（日）」，あるいは「電気（中）−越暦
（日）」. 「化学（中）−舎密（日）」のように，二つの訳語が同時に日本語に存在す .. 永田圭介『厳
復―富国強兵に挑んだ清末思想家』（東方選書）２０１１年７月. 米川明!「近代語彙考証６―
進化論」『日本語学』2-9，明治書院，１９８３年９月，. １１４−１１７頁.
2017年7月1日 . 第１条 本会は神奈川整形災害外科研究会と称し，その事務局は会長所属の
機関に置く。 第２条 本会 . 第９条 本会の業務運営上，県内を数地区に けることが出来る。 ..
９．院内転倒事例に関する患者の履き物の影響. 昭和大学横浜市北部病院 整形外科. 大下
優介，木村 学，津澤佳代，岡本怜士，新妻 学，酒井. ，尾又弘晃，.
本尊は薬師三尊。680年（天武天皇9）天武天皇が皇后の病気平癒を祈願して一寺の建立を発
願したが、天皇が崩御したため持統天皇、文武天皇が698年（文武天皇2）藤原京 . さらに1528年
（享禄1）戦火で食堂、講堂、中門、西塔、僧房を焼失、江戸時代に一部が再建・修造された。
1976年（昭和51）に新金堂が、80年には西塔が再建され、創建.
2017年9月30日 . 1） r読売新聞』昭和47 年9 月 6 日号． 2） 諸沢正道. 「教科書無償制度の.
推進」．（7文部時報』 第. 1039号）． お Pl. 3 ］，他方，稲葉文相 も，. 9 月12日 に闘かれ .. 26
年にい た り，. か ねて か ら. 5） 「昭掬26年度に入学する児童に対する教科用蟹書の 給. 与に関
する法律」（『法令全書』昭和26年 3 月号. ・. 法律. ・. 43. −.
︵2︶ 明治四年十月七日太政官布告︵﹃法令全書﹄明治四年・三六二頁︶。廃藩置県 ..
いて﹂﹃生野史談会会報﹄第十七号・昭和四十七年・三頁以下、小林茂﹁いわゆる﹁解放
令﹂反対一揆をめぐって1主導者層 . 九年・一八六頁以下、上杉聰﹁部落解放反対騒擾によ
る被害の研究 ﹁解放令﹂反対一揆の再検討 −﹂﹃論集・近代部落.
高井戸東2-5-18に移転した。 富士郎は，昭和38（ 1963 ）年10月，「医中誌」発行. の功績によ
り，「紫綬褒章」を受章，昭和39（ 1964 ）. 年9月，任意団体に組織を変更した。昭和42（ 1967 ）.
年4月，「医中誌」刊行の功績により，日本科学技術情. 報センターより「丹波賞」を受賞，同年11
月，日本医. 師会から医学文献功労者として，「最高優功賞」を.
第2(溶接棒心線)第7(ガス溶接器. 具)第9(車両)第15(試験検査)第17. (養成所学校)第18(出
版)の各部会. を設置。 ○第18部会編集の溶接専門誌「溶. 接界」を創刊。 ○通産省が社団法
人日本溶接協会. を認可。(11-26). ○日本溶接協会初の溶接技能検定. を実施。 1950年. (昭
和25). 1951年. (昭和26). ○朝鮮戦争勃発。トラ. ックなどの朝鮮.
まっている1）。1868 （明治元）年から1941 （昭. 歴史地理学 50−4（241）16∼29 2008. 9. 明治期に
おける. 極東ロシアへの日本人移民にみる渡航過程. ― 長崎県「旅券下附伺」の分析を中心に

―. 半 田 美 穂. キーワード：極東ロシア，日本人移民，長崎県，旅券. 和16）年までの74年間に
おける日本からの海. 外移住者数は約77万 6 千人に.
編集子から，このシリーズで「日常診療からの. ウイルス感染症の発見」という表題で原稿依頼を.
受けた．「発見」という文字にたじろぎ即答できな. かった．考えているうちに先年，本誌の巻頭言.
「温故知新」に書いた内容―自分の現役時代に遭遇. した記憶に残るウイルス感染症例メモなど
―が題. 名のヒントになったのかなと勝手に思い込んだ．

