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概要
昭和年間法令全書 第１５巻−４４ 昭和一六年 ４４/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

2017年12月30日 . 文政7年(1824)刊行の『江戸買物独案内』に藍玉問屋として掲載されています
が、文政12年(1829)江戸の大火で八丁堀の店が類焼したあと、天保15年(1844)の株 .. 明治に
なって備後絣と名付け大阪市場伊藤忠商店に200反を販売し、明治13年には年産11.5万反、44
年33万反、昭和元年82万反と生産を増やし、その後は手.
大学左翼教授名鑑 2000名の先生と紛争と派閥』思想運動研究所編、全貌社、昭和44年. 『現
代における思想と . 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』 .. 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.
−12 −. １. ２. ３. ４. ５. ６. ７. ８. ９. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ０. １㎞. 第８図 周辺遺跡位置図 .. −44 −. 昭和８年 1933. １
月23日 宇土櫓、国宝に指定される. ２月４日 熊本城域が史跡に指定される. 昭和11年 1936. ３
月28日 熊本貯金支局が花畑町に落成. 昭和14年 1939.
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、国立国会図書館が作成した『日本法令
索引〔 ... 冊子体では、平成 14 年度まで毎年刊行されていたが（同 15 年 2 月）、平成 16 年 6
月からは国立国会 .. 公式令」は、昭和 22 年 5 月 3 日、日本.
これを補うものが第八條. に記された，府県が定め内務卿に届けなくてはな. い取締細則である。
定めるべき細則については，「本年第弐拾五号. 布達第八條ニ記載セル方法細目ハ左ノ條件ヲ
標準. トスヘシ此旨達候事」という「細則標準」が各府. 県に通知された（内務省「達」乙第４０
号，明治１７. 年１１月１８日）。そのうち死産届あるいは死亡届の.
2005年7月2日 . ［28］『宇治拾遺物語』（小林−140）. 版半10巻合２冊（22.4×15.7）。全15巻の.
うち巻１∼５欠。原題簽（巻６・10存、. 中央無辺）外題・内題「宇治拾遺物語」。 柱題「宇治」。
.. て、流布本を底本とする岩波文庫本は戦時中の昭和18年刊ですから、掲出の話は伏せ字だら.
けで正確に読むことが .. ［44］『妻鏡』（小林−30）. 版大２巻１.
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 . 2 （昭 和
二. 12− 2 B5 変 194 各16， 000. 199. 近代日本生 活文化基本文献集 ひ と ・もの ・. 住ま い.
第 3 期 （昭和戦前期編）第15. 〜21巻 ・. 解題 日本図書セ ン ター.
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. 壹篇伊蘇普物語真譯
講義』. さらに第5に，図5大正元年（1912）三版（明治44. 年初版）菅野徳助・奈倉次郎譯註『靑
年英文學叢書. AESOP'S FABLE』三省堂14）にも「犬と影（The Dog.
13 コアグラーゼ試験平板法に関する研究（第 2報〉−…−………−…−….・H ・−丸. 他. 14 ジュー
スかん詰中のスズのポーラログラフィ一定量法について・−………・松. ｛. 也. 15 硫酸カルシウム中
の炭酸塩について.・H ・...・H ・−−………………..・H ・−−−−遠. イ1Jl. 16 ドレンチェリー中の残存
二酸化イオウの経時変化並ひ、に除去法につし、…松.
はじめに. 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。 . （７）鈴木貞美、前掲「明治期『太
陽』の沿革、および位置」、15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.
2014年3月31日 . もう30年が過ぎた。『万葉集』の諸注、『古語辞典』類、万葉植物の研究書類、
『植物辞典』類、『植. 物図鑑類』ほとんどすべて山橘イコール藪柑子であった。 ... 藪柑子の赤い
実を作って付け、その枝を、卯槌に突きさして添えてある」(16)とする。 第２章、あしつき. （１）はじめ
に. 「あしつき」については、「あしつきのり」を定説とする立場.
理局官制」（『近畿大学法学』第39巻 第1・2号、平成3年11月）、同「1902（明治. 35）年税務監
督局・税務署官制の . 政機関関係法令規類集』Ⅰ、税務大学校租税資料室、平成6年）、同
「国税行政機構. の生成過程における周辺の諸 .. 百年史編集室『大蔵省百年史』上巻、ｐ
48∼49（大蔵財務協会、昭和44年）。 （９）・（１０）『法規分類大全』12、.
正社員」という用語が一般的に使われるようになるのは1980年前後からであ. り、その原因は ... 70
円、私立は60円と10円開きであったが、昭和16年. には5円開き ... 43.2. 25−29. 6.7. 30.8. 35.9.

38.3. 30−34. 19.3. 18.1. 17.8. 24.5. 35−39. 19.6. 13.2. 16.8. 20.8. 40−44. 20.3. 6.7. 9.5. 19.0.
45−49. 28.1. 5.3. 12.6. 19.4. 50−54. 15.5. 2.5.
昭和３４年 医歯薬出版. 「脳性麻痺の治療」. 昭和４１年 医通の日本社. 「リハビリテーション講
座第１巻」監修. 昭和４２年 一粒社. 「脳性麻痺の反射検査」訳. 昭和４３年 医歯薬出版. 「脳

性麻痺」ーその理解とチームアプローのために. 昭和４４年. 日本肢体不自由児協会. 「リハビリテー
ション便覧」. 昭和４５年 医歯薬出版. 「リハビリテーション医学全書」.
詳細な原因は分かっていないものの、年間平均25.6個もの台風が発生する日本. 付近において
も、暴風雨などの影響による海難事故は .. 1960（昭和35）年にイギリスで開発された. 高把駐力を
もつアンカーであり、2000（平. 成12）年にJISとして ... 気象庁では、最大風速が風速約33−44m/s.
となる台風を「強い台風」、約44−54m/s. となる台風を「.
−655−. 第 3 節 まべ真珠養殖. 1．沿 革. 1） 養殖技術の発祥および普及. （1） 第二次世界大戦
前. 松井佳一・山口正夫 2)，白井祥平 3），瀬戸口勇 5)等の報告を総合すると下記 . 年には中
止している。 1944∼1950（昭 19∼25）年 第二次世. 界大戦勃発前から影響を受け，養殖 表 1 養
殖場数と生産額（琉球農林省大島支部水産課）. 漁場のある.
114（44）. 郵政資料館所蔵「二条・大坂御城内刻附定飛脚暦代記」. 「駅逓志料」を読む会
……… 132（26）. 郵政資料館所蔵「網代乗物修理仕様并代金覚」. 杉 山 正 司 … .. 局所の
数は、大正４年の段階では7,334局であったが、昭和５年には9,954局とこの15年間で約. 2,400局
増加した。 .. 法令全書第10冊〈明治８年〉）にしたがって、『開.
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. 津島政行…553 .
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 ...
明治43, 44年には浅井健吉の「発音ろうあ教育法J,. 「音楽家の.
島田隆司先生の素問講義は平成３年から始まり平成１１年に終わった。 先生は素 . 晋から清代
に至る千五百年間に渉る中国諸家百六十一名から多紀元堅が選んだ引用文により構成されて
いる。 返り点は . 底本は国立国会図書館所蔵の森立之自筆稿本「傷寒論攷注」の影印本（漢
方原典攷注集所収、オリエント出版1986年）を用いた。傷寒論述.
2015 年度は、1985 年に平塚市と東海大学が交流提携を始めてから 30 年の節目の年で. あり、9
つの記念事業 . 14 巻「東歌」の項目には、万葉仮名で「相模 乃 / 乎美 見所久思 / 和須禮久流
/ 伊毛我名欲妣. 氐 / 吾乎 之奈久 .. 本書は大正 14 年 (1925) から昭和 7 年 (1932) まで平塚
に居住していた勘助が、日々の生活や周. 囲の物事を日記.
東北数学雑誌の発行は年間１巻（４号，約. 600ページ）で， ... な和算教育の名残は昭和30年
ごろまで見出すこ. とができます。昭和の ... 2001／2002 1−4. 日本法令索引 現行法令編 平成14
年版. 日本歴史地名大系 １．北海道の地名. 美術年鑑 平成16年版. 理科年表 76冊 平成16
年版. 歴史学事典 11．宗教と学問. 六法全書 平成15年版 １−２.
戦後日本における政教分離原則は、当時日本を占領していたアメリカを中心とする連合国総司令
部 (GHQ) が、1945年（昭和20年）12月15日に日本国政府に対して神道を国家 .. とした憲法第
15条1項; 思想・良心の自由を保障した憲法第19条; 結社・言論の自由を保障した憲法第21条1
項; 国政選挙における信条による差別を禁止した憲法第44条.
領事報告書を中心として BPP のなかに掲載された日本に関する資料の集大成。 21 昭和前期
議会制度資料集 復. ￥120,000（税別）. 昭和 11 年－ 15 年. 全 7 冊・クロス装幀 . 16. 在米宮
城縣人史. ￥16,000. ISBN 4-89253-207-X. 17-18. 対米移民問題ニ関スル日米交渉経過［極
秘］英文付. 属書 1−89 号；90−168 号（2 冊）. ￥44,000.
猫の長寿化傾向がみられるようになり，平均寿命は15才とも16才とも云われるよ ... 44. よびかけ
た。 6）開業獣医師へ強迫的証明書発送. 昭和44年6月，東京畜犬 野口敏，社長代理人 栗
原勝弁護士より，獣医師本間. 春雄あてに，東京畜犬の業務を批判した ... エキゾチック動物の看
護，第15巻実践小動物寄生虫学，第16巻動物看護師のた.
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 ... 1882(明治
15)年. 一横浜の書店弁天通４丁目６２. 番地へ移転( １６年頃？） ' １．−日本橋桧物町１０番
地に丸. ' 善為換店開業寅本金5 万円. 1 1 2 . 3 Ｏ金沢廉吉死去.
化学研究所所蔵「高圧法ポリエチレン工業の発. 祥」を示す資料が化学遺産に ... 昭和44年理学
部卒業 昭和46年文学部卒業）. 教養としてのフィールド .. さて，何年か前に講義でこの問い（ ＞.

−. 3 の方）. を出したとき，受講生から「存在を示せと言われて. も何を示したらいいのかわからない」
という質問を. 受けました。そこで，上に書いた説明を（.
2017年9月30日 . 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. −. 44頁） .
Keizai. University. 義務教育教利書無償制度確立の 経緯. 翌 27年，政府 は ，. 前記の. 「無
償法」 が 1年限. りの時限立法で あっ. た の にかん がみ，こ れ を改.
Profile. Yasuhiro Ishikawa. 石川 泰弘. 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.
2003年12月12日 . 大正から昭和初期における石油製油技術の発展（石田）. 宵 16. 万. 12. n k
U. ︵同. ︶酬和運. 重油 。 1912. 1917. 1922. 1927. 年度. 1932. 図ー l 石油製品の消費量の
推移. 注本邦（ . この23年間を通じて，生産量の多 .. 明治44 (1911）年に池貝鉄工所が安価な
軽油を燃料とする高圧縮無点火式の注水式ボリ ンダー. (. 7).
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）』（昭
和八年十 .. 昭和15年９月と昭和16年３月に寄贈さ. れたこれらの図書に ... 1-4. −. 京大、法政.
歴代女流詩歌選. 1-5. （1-25）. 韓国国会図. 現代朝鮮詩人選集. 2-1. （1-26）. −. 少年行（金
南天短篇集）. 2-2. （1-27）. −.
（李孝石短篇集）. 2-3. （1-36）.
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. 六法を中心として法律
... [[未遂罪を]V[罰する場合は]W]C[[各本条に於て之を]Y[定む]Z]E。 （刑・旧 44） b. .. (16)
前の条文・文章の内容を補足していて、「但し」を伴っている場合もある条文の中.
昭和44年（1969）８月、本館・化学実験場・表門の３棟が「旧第五高等中学校」として国の重要
文化財指. 定を受け .. （096）342−2051. ・U R L www.goko.kumamoto-u.ac.jp. ・E m a i l
goko@kumamoto-u.ac.jp. ・入 館 料. 無料. ・開館時間. 10：00〜16：00（ただし、入館は15：30
まで） .. 第31巻第10号、pp42-45、財団法人江戸千家茶道会、.
制御法が説かれる。「馬尻稗」は「まじりひえ」. と読むのであろう。44 節の記述は、日本で最初. の
田畑輪換による雑草制御の記述とされる。 図 2 東北地方の 4 県（青森県、 .. 16 ─. 農薬春秋
No.91（2014）. 最近問題となる一年生雑草の防除について. 公益財団法人 日本植物調節剤研
究協会. 研究所 千葉支所長. 当協会では昭和 57 年以降、.
服従する（15条）。中央人民政府と地方人民政府間の職権の区分は，各事. 項の性質に基づ
き，中央人民政府委員会の法令によって定められる（16条）。 中央人民政府委員会 . 比較法雑
誌第46巻第 1 号（2012）. 選出され，県級以上の人民代表大会代表は，一級下の人民代表大
会に選出. された（選挙法 3 条）。この直接選挙と間接選挙を通じて.
最近のクラフト全書は「Encyclopedia of Crafts & Hobby」に改訂され、ホビーが専門特化し取り込
まれているのです。 （発行冊数多く、ネットで .. 190 x 265 x 15mm p. 150 外箱付き 本文：堺 邦夫
中国新聞日曜版「造形の民俗」昭和44年12月 から一年間連載記事を刊行 株式会社中国新
聞社 昭和49年（1974）¥3,500-. 目次 p. 手の仕事 序文 外.
○1945年（昭和20年） 横浜税関に置かれていた米太平洋陸軍総司令部（GHQ・AFPAC）が東
京日比谷の第一生命ビルに移転しました。 No.252 9月8日（土）横浜終戦直後その３. ○1946年（
. 1911年（明治44年）2月6日横浜に生れ横浜で亡くなった山手学院創設者です。 ... と日記にあり
ます多聞院は現在も中区本牧元町2−16にあります。
−1−. ベトナム前近代史、とりわけ16世紀以降の近世史はこの20年あまりで、急速に史料状況が.
改善してきた領域の一つである。その中心は①地方村落に所蔵されてきた .. −3−. て、著者が知識
階級に属することは間違いなかろう。公的史書、具体的には『全書』や『大. 越史略』と比較するこ
とで、歴史書編纂とその知識の普及を考える上で重要な.
電子ブックのすゝめ. コレクションの広場. 三田文学ライブラリー. 図書館の舞台ウラ. 休館中の一斉
捜査、スタッフ発動! 貴重書紹介. 『第２回世界航海記』. スタッフレポート. 英国図書館巡りのスス

メ . POINT 1. 15年間三田メディアセンターのニューズレターとして親しまれてきた「Mita Media
Center News」が生まれ変わりました。初号の「メディア.
16. 資−. 歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について. 平成１３
年３月３０日. 閣. 議. 決. 定. 国の行政機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等の適
切な保存. のために必要な措置を講ずるため，国立公文書館法（平成１１年法律第. ７９号）第１
５条第１項に基づき，次のとおり定めることとし，平成１３. 年４月１日.
2005年9月13日 . 44）にかけての江戸での見聞をまとめた『宝暦現来集』にそうある。 木戸番の焼き
芋 .. 昭和16年（1941）に太平洋戦争が起こると、東京の焼き芋屋は廃業するか .. 15. １ はじめに.
江戸時代から太平洋戦争前にかけての、江戸・東京のサツマイモの多く. は焼き芋用だった。そのた
めその流通は特殊だった。産地のいもは青果市.
第１回企画展. 学園創立者跡見花蹊の横顔. 会 期 ４月３日（火）～５月31日（木）. 会 場 跡見
学園女子大学花蹊記念資料館. 開催時間 ９：30 ～16：30（日曜・祝日は休館） . 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）年. 神崎清.
今後，ドイツ原価計算制度を源流と. する原価計算制度の系譜を考察するにあたって，わが. 国原
価計算のドイツ化についての理由付けを再構築す. る必要に迫られている。 昭和 12 年以降に目
を向けると，日中戦争勃発後，. 増加する軍需物資の適正価格での調達のために，原価. ＊ 専
修大学商学部教授，E−mail : htatebe@isc.senshu−u.ac.jp.
一八世紀フランスにおける「市民的公共圏」と「百科全書」』. [135.3/Te 43]. 三中信宏[著]. 『系
統樹思考の世界: すべてはツリーとともに』. [081/Ko 19/1849]. 石川九楊[著]. 『日本の文字: 「無
声の思考」の封印を解く』. [081/C 44/999]. 日本で今さらグーテンベルク革命を考える. 歴史をやっ
ていてわからないことは沢山あるのだが、今のところ最たるもの.
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.
Amazonで印刷庁の昭和年間法令全書 第27巻ノ12 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12 昭和二十八年もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
第1章 監査の概要. １．監査の種類. 地方自治法第 252 条の 37 第 1 項および第 2 項に基づく
包括外部監査. ２．監査の対象. 熊本県立大学. ３．テ−マの選定理由. 熊本県立 . 昭和２４年
４月. 熊本女子大学開学. 昭和５５年４月. 現在地に移転. 平成 ５年４月. 大学院設置. 平成
６年４月. 大学名称を熊本県立大学に変更. 全学的に男女共学に移行.
［１８世紀に英国内で出版された全ての刊行物、及び英. 国以外で刊行された英語出版物の中
から約２０万点を選. び、１９８３年から約２０年の計画でマイクロ化しているも. の。図書館では第１
ユニットから収集］. ３. （英. 国外務省日本・極東アジア関係史料）. マイクロ・フィルム版. ［ロンドン
の英国国立公文書館に所蔵されている原資. 料をもとに、駐日.
明治文化全集 第 16 巻 思想篇. 明治文化 ... 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 . 出版年. 同時アクセス１. 販売価
格. 明治年間法令全書 明治元年 第 1 巻 (OD 版 ). 内閣官報局編. 489601 9784562100170
1974. ¥31,895. 明治年間法令全書 明治 2 年 第 2 巻. 内閣官報局.
自国に入国する権利と在留権：比例原則に反して退去強制されない権利. (名城 '15) 64−4−3. ２
宮沢俊義 憲法Ⅱ 新版・改訂 (有斐閣､ 1974) 389 頁｡ ３ 芦部信喜 憲法 第 5 ... (名城 '15)
64−4−9. 16 林栄開事件・最大判 1957 (昭和 32) 年 6 月 19 日刑集 11 巻 6 号 1663 頁｡ かつ.
て日本に 10 数年間滞在し､ 日本人経営の軍指定工場や日本軍.
2014年9月19日 . 最後の『舊民法』は，ずっと下って昭和 年という戦中期に日本評論社，. 法学叢
書の第 巻として出版されたもので，戦時中に民法起草委員補助仁井田. 益太郎（当時 歳くらい
になっていたか）の回想とともに，旧民法を振り返. る日本評論社の出版意図までも含めて想いを馳

せてみたいと思う代物である。 世紀末から 世紀前期（. −.
昭和54年７月20日～昭和54年８月25日. （第２次保存修理）. 平成10年１月１日～平成10年３
月31日. 編集発行作業. 平成24年12月10日～平成25年３月21日. ７．本書発行に ... 慶長16
年(1611)７月. には、等膳(＝可睡斎)に出されていた東海四. カ国の僧禄司の他に、総寧寺(下
総)、龍穏寺. (武蔵)、大中寺(下野)を関東僧録へ任命した. と伝える.
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. 42. 44. 46. 52. 55. 56. 57. 58. 62. 写真図版目次. 66. 67. 68. 69 . 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 文 . 過去3０年間にわたりその所在を し求めてきた。
ジョルジュ・バタイユ＝著 江澤健一郎＝訳 晩年の高名な画家論、44年ぶりの新訳 ジャンル ：芸
術・絵画論 刊行年月： 2016.07. A5変型判並製232頁 本体価格3,600円. ISBN978-4-86503033-4 詳細.
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 ... 機関誌：第15巻∼第30巻. 1996〔H8〕年 .. 代表者会議
（木更津）、. 第 16 回 WFOT 大会. （横浜）. （2014）. ○MTDLP 全国推進会議. 研修（2013）.
○MTDLP②推進プロジェクト始動（2012）. 第二次長期活動計画.
2014年6月30日 . 江戸中期の享保・元文期 ( − 年) に. まとめられた 諸国産物 . せいりょうき. (土
居 江戸時代) には畑稲の名称で陸稲が登. 場する (注)｡ また､ わが国の食物全般を取り扱った本
草書の 本朝. ほんちょう. 食鑑. しょっかん. (人見. ) の稲の. 項に ｢圃 . 昭和年 ( 年) に全国の農
作物の地方名が調査された (農林省統計調査部. )｡ これは.
１ はじめに. １−１ 問題の所在. 本稿の目的は、女性をめぐる社会史的変遷お. よび、その結果とし
ての主婦の立場の変遷をふ. まえて、女性がいかなる葛藤を抱いてきたの. か、また、 . 分析の素.
材に選んだのは、戦後 3 次にわたる「主婦論争」と 1980 年代の「アグネス論争」である。1975 年以
降 .. され、夫婦中心の核家族が増加した昭和 30 年.
画において，「現行司法試験の合格者数を，平成14年に1 , 200人程度に，平成16年. に1 , 500
人 .. 選考の実施並びに同法第15条第２項及び第81条第１項に規定する議決 .. −44−. 随 時 ○
市場化テストの実施について. 登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）の民間委託について周
知. を図る。 随 時 ○筆界特定制度の運用開始について.
2017年3月29日 . 官報は、法律、条約、府省令などの法令のほか、国の広報、公告類等を掲載
する国の機関紙で、明治16年（1883）7月に、太政官文書局によって創刊されました。 以下、法令
.. 官報の掲載範囲は、「官報及び法令全書に関する内閣府令」（昭和24年6月1日総理府・大
蔵省令第1号、平成15年題名改正）により定められています。
14. 2. 歴史的変遷. 16. 2.1 気候的特徴. 16. 2.2 里山・里海 歴史. 16. 2.2.1 江戸時代 封建制
度（1603 1868年）. 16. 2.2.2 明治維新以降 資本主義 時代（1868 2010年）. 18 . 40. 4.2.1 産業
構造 変化. 41. 4.2.2 科学技術 発達. 41. 4.2.3 生活様式 変化. 43. 4.2.4 社会制度. 43. 4.2.5
気候変動. 43. 4.3 森林生態系. 44. 4.3.1 産業構造 変化. 44.
誌検索サービスである「医中誌 Web」と年間累積版の. 冊子体の形態で提供されて .. 事であった
6）。昭和3（1928）年，四郎が胃の手術を受け，. 同年，長男，富士郎が「医中誌」代表を継承し
た。 図2．医学中央雑誌創刊号表紙. （「医学中央雑誌100年の歩み」1 ）p. 16 .. 秀であり，明治
44（ 1911 ）年4月，第二高等学校三部. 医科入学，大正3（.
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年月に
東京地裁刑事部に .. に関する法律が制定され（平成15年月16日から施行）、第審の訴訟手続
に. ついては年以内のできるだけ短い期間内 .. 月30日決定・刑集43巻号19頁、最高裁平成年月
日決定・刑集44巻号. 421頁）や、違法収集証拠の証拠能力（.
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 .. 種檢査ニ必要ナ
ル事項ヲ諮問シ其意見ヲ媒酌シテ規則ヲ制定シ農商大臣ノ認可ヲ得仝年四月十五日. 縣令第
三 ... 法令全書』（原書房、昭和56年５月）第30‐４巻、201頁。

2013年4月1日 . 1−11. The Review of Agricultural Economics. １. はじめに. 北海道には「簿書」
と呼ばれる開拓使時代以来. の行政文書が保存されている（註１）．簿書とは ... 明治15年 1月20
日 内務省統計課処務規程（府県統計書の内務省への監督権移管）. 2月 8日. 〈開拓使廃止・
函館・札幌・根室の３県設置〉. 3月16日. 札乙第1号・丙第１.
2015年7月1日 . 機構図・職員配置. 2. 附属図書館委員会委員. 沿革. 1. 略年史. 2. 歴代館
長・分館長. 交通案内／図書館位置図. 浜松分館長挨拶. 1. 2. 4. 8. 10. 12. 13. 14. 16. 17. 18
... ンである。日本文学、日本歴史の研究者をはじめ、多方面の研究者の. 利用が期待される。冊
子目録「原家旧蔵江戸後期芸文資料目録」を作成。 昭和61年度.
第一回日本病理学会総会は 1911 年（明治 44 年）4 月 5，6 日に東京帝国大学病理学教室
講 . 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.
22巻23〜36. 昭和年間法令全書. 23巻 1 〜8. 平均 全 78，000. 356. 〈 大阪経済大学 目本経
済史研究所史料叢書. 10− 3 B5. 312. 日 本図書セ. ン タ ー. 10− 1 A5 ... 田健治郎日記 2 （明
芙蓉書房出版 09. − 8A5 505 7， 500. 治44年. 〜大正 3年）. 東京大 学文学部漢籍 文部科
学省科学研究費補助金特定領域研究 （平成 17年度発足）. 藤.
年の大峰修行に御撫物を拝受してゐるなど、特別の御由緒がある15）. 聖護院での滞在時期は、
岩本光徹の文章中に、昭和16年12月から「三十年前に聖護. 院門跡の中殿北殿を、仮の御殿と
遊ばされまして、約二年間御在住あらせられまし. た」とあり、聖護院滞在中に明治天皇が崩御し
たと書かれていることから16）、明治44. 年（1911）から大正２.
Amazonで印刷庁の昭和年間 法令全書〈第26巻‐47〉昭和27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
26巻‐47〉昭和27年もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
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 . 処女作は高校時代に書いた戯曲『穴』で、1910（明治 44）年に雑誌
『歌舞伎』3. 月号に筆名を山本染瓦. 注 . いた土岐善麿の勧めで本格的に小説を書き始め、
1926（大正 15）年に『生きとし生. けるもの』を新聞連載し、『波』『女.
嶋田氏（1987 年 3 月発行「音楽教育学」第 16 号に掲載）は，「小学校校歌制定に関する研究
−明. 治後期における . 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 .. 18）『文部省例規類纂第一巻 明治 20 年〜明治 26 年』
（昭和 62 年 2 月 20 日発行 p43-44）に，委. 員長村岡範為.
2012年3月6日 . また健診結果についての検討として、日本耳. 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.
いは纐纈厚『防諜政策と民衆』（昭和出版、１９９１年）などの主要な研究がある。いずれも、. 現
代的な視点から、戦前の秘密保護法制の問題点などを指摘するものであった。 本稿はこれらを参
考にしつつも、特に軍事上の秘密保護に関わる法令の制定過程と問題. 点を検討したものであ
る。とりわけ問題点については、軍機保護法とその後の改正.
北大西洋にあるアイスランド島を領土とする共和国。1918年デンマーク王を共通の元首とする独立
王国となり、44年共和国として完全に独立。火山と温泉が多く、主産業は漁業・水産物加工業。
首都レイキャビク。面積10万3千平方キロメートル。人口30万（ 2005）。正称、アイスランド共和国。
〔「氷州」 「愛撒倫」とも当てた〕. 出典 三省堂 大辞林 第三.
あるが、これには理由がある。12 月 15 日の教授会終了後に鹿児島を訪問する予定であった。 ...
貢献の心がけ」に置き換えられる）であ. ─────────────────. １４）平田
（1932）pp.13−14。 １５）同書、p.14。 １６）同上。 追手門学院大学教育研究所紀要 第 30 号
（2012 年 3 月） . 橋口（1933 B）第 14 年第 10 号、pp.56−57。
2015年4月17日 . 慶光院芙沙子編集・発行による季刊詩誌『無限』の44号（西條八十特集）は

八十の愛娘・西條嫩子が関わり、多くの詩人・文化人が執筆している豊かで貴重なもの。 . ランボ
ウの故郷への父の執着は激しく、昭和三十五年、母の死の直後にフランスを訪れた時も、日本へ
帰る前日、父はランボウの故郷行きを渇望したが豪雨で.
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．
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. 及
び刑の軽重に応じて . なお、平成 16 年の刑法等の一部改正の際に、凶悪・重大犯罪について、
最長でも 15 年. という期間は短期に失 . 同）、③昭和 63 年の東京都昭島市における主婦殺人
事件（平成 16 年１月同）等である。 一方、諸外国を見ると、.
2013年4月10日 . 二年前の福島第一原発事故は、巨大化した科学技術の持つリスクの恐ろしさ
と、さらにこの様なリ . 15年前にIEC 615081）と出会った頃には、機能安全 ... 明治44年10月13. 日
所沢飛行機場で、徳川大尉みずからの操縦によって初飛行に成功した。主に操縦訓練や空. 中
偵察教育に使われ、同大尉の設計で4号機までが製作.
表紙少スレ、経年ヤケシミ. 1003872, 早稲田実業学校創立十五周年紀念号 大正5年8月, 早
稲田実業学校内 大成会, 大正5, 売切 . 2002255, 伊勢年鑑 昭和16年, 伊勢新聞社, 昭和15,
8,400, 初版 . 1001185, ガーデンライフ別冊 日曜造園家入門, 石井好子、武田泰淳、田村隆
一、長新太イラストほか, 誠文堂新光社, 昭和44, 1,400. 表紙スレ.
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.
2006年3月31日 . その後､ 昭和45 (1970) 年４月には､ 県文. 化センター構想に基づき現在の地に
移転し､ 本年は創立80周年にあたる｡ そこで､ 県民の文化活動・生涯学習. 活動の拠点としての
図書館活動をさらに広く理解していただくため､ 各種記念事業を行うこととした｡ 記念事業は､ 平成
16年度から職員が４つの部会 ｢イベント部会｣ ｢特別展示.
藤波芙蓉（明治5 ～昭和27年（1872 ～ 1952））は、明治. 末から昭和初期にかけて活躍した男
性美容家である。彼は. 明治43年1月刊の『新式化粧法』（『家庭百科全書』第25編、. 博文館
発行）をかわぎりに、計4冊の美容書を刊行すると. ともに1）、明治44年からは『女子文壇』2）・『婦
人画報』3）・『読. 売新聞』4）などに、美容相談記事を連載していく.
他方で、重要な商法改正が昭和 37（1962）年と昭和 49（1974）年に行われており、以後、改正法
の下. での計算書類 . 価評価主義を採っていたのであるが、その後、明治 44 .. 財産目録・貸借対
照表と時価評価主義. ２−１ 貸借対照表に係る財産評価規定−時価評価主義. の意義及び沿
革−. ロエスレル商法草案 1） 第 33 条は、各商人は財産目録.
2 -. 15年戦争と日本の医学医療研究会会誌 第1 巻第2 号. 2001年5月. 初めは、人体実験を行
い、そして学術論文に実. 験動物として｢サル｣とごまかさざるを得なかった、 .. ② 死亡数は 11 月か
ら翌年４月の冬季を中心とし. た時期に多い. 2）入院患者死亡数―表 1. 年度 年度末患者数
年間死亡数. 昭和12 年. ３４５人 ４３人. 13. ３７６ ３８. 16.
2016年11月15日 . 長谷川先生は「特例措置」により理学療法士の国家試験に合格された後、昭
和 44 年、第 4 回の作業療法士国. 家試験で . ております。 写真 平成 26 年 9 月 2 日 第 15 回
神奈川県作業療法学会座談会にて撮影 . また私が日本作業療法士協会長であった平成 3 年
～ 12 年の 10 年間は副会長として、「女房役」（？）として会.
ム等への日本人の集団による契約移民が始. 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.
早稲田社会科学総合研究15(2)p.15 - 272014年12月- . 早稲田社会科学総合研究13(1)p.1 -

442012年07月- .. 修正案』、『司法資料』第270号、昭和16年6月がある）、「前清法制概要」
（『法学季刊』第2巻第1期）、「論法官之宜三省四絶」（『新民学院季刊』第1巻第1期、中華民
国31年6月）、「修成刑事証拠法」（『新民学院季刊』第1巻第1期、.
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・ ... 3. 愛知県
春日井市. 1. 9. 22. 1. 8. 0. 2. 8. 0. 7. ,44. 9. 2. 0. 0. 6. 世界最速の〔. 中略〕ﾀ. ﾞﾝﾎﾞｰﾙｼｰﾄ成型
機ｺﾙｹ. ﾞｰ. ﾀ. 15. オキツ. モ. ㈱. 2. 0. 0. 3. 三重県名張市. 1.
大阪経大論集・第55巻第３号・2004年９月. 津 田 博 之. 商法罰則における会社の行為主体性
.. か編『注釈会社法(８)のⅡ』 藤木〕398頁−399頁（有斐閣，昭44）は，買い占め対策として一応.
自社株を取得したが遅滞なく安定株主に譲渡する ... 25) 最決昭和44年10月16日刑集23巻10
号1359頁。この事件は，東洋電機が街の発明家に騙されて.
なお本論文において、公衆浴場という語は江戸期と明治期における法令にならい「湯屋」という語
に統一する。 .. な法的規制が出される。1880（明治13）年秋田県で「湯屋取締規則」、1882年
（明治15）年山梨県「湯屋営業規則」 .. 加えてこの規則に違犯した者は違警罪12の刑に処す（第
二十二条）こととし、この営業者は明治16年５月警視庁甲.
1943-44年に出版された鶴見祐輔『後藤新平伝』. に詳しい。この伝記 .. 15 −. 1920年代後半の
日ソ関係. し、この紛争の影響が直接及ぶのは南満州鉄道. をもつ日本であることは明白であっ
た。日本軍. は満州北部の首都ハルビンから数時間の距離に. ある中東鉄道の南端の ... 既に（当
時としては）高齢の67歳で、昭和16年. の８月に全日程20.
ばこれらは、「昭和初年以来つづけられた民間側日本博物館協会を中心とする博物館令制定の
た. めの運動のさなかに発表され、昭和十五年十月七日当時文部省が用意した博物館令案以
下の諸規. 則」であり33）、当時は文部省が動物園、植物園、水族館を含めて「博物館令」を考え
ていたこと. が分かる。 一方、日博協側は 1941（昭和 16）年 7.
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 .. 国書総目録』のデータは 1960（昭和 35）
年までであるため、それ以降に出版された活字、復刻・. 複製本の情報については、他 .. ⑤『平安
遺文』 竹内理三編 東京堂出版 全 15 巻（書庫 210/*/3）.
2014年4月21日 . 例えば、文化財保護法第 2 条内の文化財の定義に. ついて「芸術上価値の .
3 文化庁，「文化審議会文化財分科会企画調査会（第 6 回）議事概要」平成 19 年（2007）5
月 15 日開催，http://www．bunka． .. 倉学校の廃止統合は昭和 16 年（1941）に実現し、禾生
尋常高等小学校に統合され、尾県学校は昭和 16 年（1941）.
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
れられた明治の婦人宣教師達−」，『続・米国のプロテスタンティズムと日本. 人 −忘れられ . 聖書
釈義として『ゑすてる』(ボーカス著,1903 年)、『旧約全書. 6 クランメル,J.W.編『来日メソジスト宣教
師事典 −1873∼1993 年−』教文館，1996. 年，15，67 頁。
だが、44年10月に米軍がレイテ島など各地に上陸し、激しい攻撃を受けた日本軍は敗退した。 .
正式名称−フィリピン共和国Republika ng Pilipinas／Republic of the Philippines。 . 最高峰はミ
ンダナオ東岸のアポ火山（2954メートル）で、ルソン島南端のマヨン火山は完璧(かんぺき)なコニーデ
（円錐(えんすい)火山）の美しさで知られる。
2014年3月31日 . 紀. 要. 第 75 冊. 2014年 3 月. MEMOIRS. OF. THE INSTITUTE OF
HUMANITIES. MEIJI UNIVERSITY. VOLUME 75. 明 治 大 学 人 文 科 学 研 究 所. 第. 七.
十 ... 年. 歳. 慶應 3 年. 0. 福井市清川中町にて出生. 明治 6 年. 7. 両親とともに上京. 明治15
年. 16. 三井物産横浜支店にて丁稚奉公. 明治16年. 17. 手代見習席.
衆憲資第５１号. 「中央政府と地方政府の権限のあり方（特に、. 課税自主権）」に関する基礎的
資料. 統治機構のあり方に関する調査小委員会. （平成 16 年 5 月 20 日の参考資料） ... 1 最
大判昭和 37 年 5 月 30 日刑集 16 巻 5 号 577 頁は、「地方公共団体の制定する条例は、憲.
法が . 自治法 15 条）が本条の「条例」に当たると解する見解。
−94−. 史学論叢第 44 号（2014 年３月）. 中世武士による神社仏閣焼き討ちの実態と神威超克

の論理. 稙 田 誠. はじめに. 中世は宗教の時代といわれる。政治・経済・生産・戦争・芸能・文芸
など、あらゆる人間の営為 .. 自馬場殿火出現、宝殿巽角仁火付畢16） . 正平15年（1360）３
月、畠山国清は南朝方に属する河内国金剛寺を焼き討ちした。
日本歯科医史学會々誌」23(1)27. ｢トルコの医学切手(1)」星和夫「STETHOSCOPEj(156).
2−6. 0 3 医学教育. ｢米軍占領下の医学教育」神谷昭典『医学史研究」（76)5-8. 0 4 医学用語
. 東洋医学雑誌149(6)62. ｢第15回日本医学会会誌について（抄)」渋谷鉱、村木春長、 . 伝承
医学一歴史と現状一」酒井シヅ「JACTjl(3)44-47. ｢日本における医.

