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概要
昭和の法令を復刻したシリーズ。第２３巻（３）には、昭和２４年の法律（続）を収める。【「TRC
MARC」の商品解説】

2016年10月7日 . 藤澤黄こうこく. 鵠（1874-1924）. 泊園書院第三代院主。南岳の長子。明治 7
年（1874）. 生まれ。名は元. げん. 造. ぞう. 、字は士. し. 亨. こう 。号はもと西里。 . 戦後の昭和23
年. （1948）、関西大学最初の名誉教授となった。漢詩文に巧みで、. 碑文や顕彰碑を多く撰して
いる。詩吟にも熱心で、関西大学吟. 詩部は黄坡がつくった.
1992年3月31日 . 良心的兵役拒否とは、宗教的・道徳的信条によって兵役を拒否する. 行為を
意味する。それは自己の行為を公に示し、処罰を受けることを. 覚悟してなされるが、それが制度化
されている国では厳しい審査のの. ち認められれば代替業務に就くことによって兵役を免除されるの

が通. 例である。一方徴兵忌避とは、さまざまな手段を用い.
外務省は、設置の翌年である明治三年、記録整理の専門部署として. ﹁編輯掛﹂を . たまま
﹁公文﹂という名称で保存され、外交史料館の開館︵昭和四十 .. 館所蔵の各簿冊は外務省
に移管された副本であって、太政官所蔵の正. 本は現在国立公文書館︵内閣文庫︶に引き継
がれている。なお﹁大使. 全書﹂には他に充分な解説があるので. 3.
2016年12月20日 . 図 2-4：日光道中分間延絵図(5 巻之内 1)〔部分〕文化 3 年(1806)：東京国
立博物館蔵 .. 4. 「おくのほそ道の風景地 草加松原」保存活用計画策定委員会設置要綱. 平
成 27 年 3 月 25 日. 教委告示第 8 号. （設置）. 第１条 国指定名勝「おくのほそ道の風景地 .
（1）平成 28 年度の年間スケジュールと第 3 回会議の内容について.
昭和4 2 年「外国雑誌新聞. 見本展示会」と改称。 ｢ 葵会洋画展覧会」昭和2 7 年∼毎年秋開
催。昭和4 0 年第1 4 回を以って中止。 ｢ 欧米医学書展」昭和3 0 年∼日本医学総会（4 年に１
回）開催地の本支店に於. いて開催。昭和4 6 年∼4 8 年の３年間は本店に於いて毎年開催。 ｢
海外複製名画即売展」昭和3 2 年∼毎年年末。年始開催。
に、水俣市奇病対策委員会も熊本大学医学部に原因究明を依頼した。8 月 24 日には、勝. 木
教授、武内忠男教授（第 . 昭和 31（1956）年 11 月 3 日には、熊本大学医学部研究班の第 1
回研究報告会が開かれ. た。臨床的に炎症を ... で、当該特定地域にて漁獲された魚介類のすべ
てに対し食品衛生法第 4 条第 2 号を適用. することはできない.
あひびき』ツルゲーネフ、神西清訳、世界文学社、昭和24年. 『和母誦』野呂八束、昭和35年 . わ
が師 わがことば』黒田了一、毎日新聞社、昭和53年第3刷. 『ひがしすみよし 今昔写真 ... 史料』
雄山閣 昭和53年. 『足尾鉱毒闘争 近代史と田中正造の生涯 劇画民衆史シリーズ「近代民衆
のたたかい」第2巻』大谷薫 国際印刷出版研究所 1978年初版.
発掘調査・保存修理・復元. 21. 本丸御殿小広間南側. 発掘調査・保存修理・復元. 22. 長局
御櫓台 東側. 発掘調査・保存修理. 23. 五間櫓台 北側. 保存修理. 24. 埋 門 跡 . −3 −. ２．こ
れまでの石垣修理. （1）史跡の概要. 熊本城跡は、熊本市のほぼ中央、通称茶臼山と呼ばれる
丘陵の南端に位置し、加藤清正によって慶長12. （1607）年に構築され.
副島種臣全集第3巻. 島善高. 慧文社2007年 10月-. 江藤新平関係文書の総合調査. 島善高.
早稲田大学社会科学総合学術院・島善高研究室2007年 03月-. 山岡鉄舟と禅 ... つには瀧川
政次郎氏が嘗て『日文新民六法全書』（中華民国28〔昭和14〕年6月、新民印書館刊）や『臨時
維新両政府法令輯覧』（同年8月、新民印書館刊）を出版されてお.
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.
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 . 一方，校歌「認可制」の法的根拠（はじまり）は，1891（明治 24）年 6 月
17 日に文部省から出された「小. 学校祝日大祭 . そこで私は，「文部省による校歌等の歌曲認可
記録」としては不備と考え，2011（平成 23）年 4 月. 「官報」の.
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 ..
3. 海と安全 2015・秋号. 錨が投錨され、海底に着底した後に錨の. 爪（フリューク）が海底に食い込
んだ状態. を「貫入状態」と呼び、その時に錨に生じ. る力を「把駐力」と呼ぶ。把駐力は錨鎖 .. 時
の状況に応. じ、港長などが港則法（昭和23年法律第.
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。 .. 第３ 刑の時効の改正. １ 死刑の
言渡しを受けた者は、時効によりその執行を免除されないものとするこ. と。 ２ 無期又は 10 年以上
の有期の懲役又は禁錮の刑について、時効は、次の期間.
第22条 この規約の施行についての細則は，役員会の議決を経て別に定める。 第23条 この規約
の改正は総会の議決による。 第24条 この規約は昭和46年5月30日より施行する。 細 則. 1. この
会の会員を次のように区分する。 （1）都道府県及び六大都市獣医師会の団体加入（以下「甲」

という）. （2）臨床グループ加入. （以下「乙」という）. （3）個人.
要旨］死亡登録の完全性はすでに１８９０年（明治２３）頃にはかなりの高水準にあり，そのため出
生統計. および死亡統計は高い .. 地―たとえば裏山―であったり，集落のうちいく. つかの世帯が
共同の「持主」である墓地であった. 村越：明治後期における死産統計の信頼性と死産率の推計.
３ .. 年（昭和１０）までの死産率と新生児死亡率２０）の動.
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 .. も 3 件ヒットし、昭和 8 年に児童虐待防止
法が存. 在したことがわかる。昭和 23 年に廃止）. ＊法令の内容は閲覧できないので、制定時公
布年月. 日の「官報」や『法令全書』を参照のこと（ただし.
常設展示ボランティアガイド養成講座. ・常設展示ガイドブックの刊行. ・こども博物館の開催. ・ふ
るさと歴史文化学習プログラム. ＊詳細は p.10 に記載. − 2 −. − 3 − . 7/5 参加者 24 人. （２）第
32 回菱湖会書展. 7/10 ∼7/20. 共催事業（主催：菱湖会・新潟市北区郷土博物館）. 新潟市北
区在住の書家 小黒五稜氏主宰の書道グルー. プ展。会員 21.
４） 楊紅 (2012) の研究では『天演論』の訳語を下表に分類し，音訳語が意訳語の. 三倍だと示し
ている。ただし「現在使用中」の欄に僅か二語だけ挙げたのは. 人名表記であり，その形態による判
断の基準はやや主観的に傾ける感がある。 ５） 王道還 (2009)「《天演論》原著文本及相関問
題」『新史学』第三巻，中華書局。 訳法. 訳名類. 数量. 訳語例.
（3）分析資料. Ⅱ．極東ロシアの日本人移民. Ⅲ．「旅券下附伺」にみる日本人移民の渡航. 状
況. （1）長崎県からの旅券下付者の渡航先. （2）長崎県からの旅券下付者の渡航 .. 第二期. 第
三期. 年. （人）. 図 1 極東ロシアの日本人数の推移. 資料：外交史料7.1.5.4「海外在留本邦人
職業別人口調査一件」第 1 ∼ 9 巻により作成。 注：1890-1892.
法 5 条）。さらに，国民党時代の法律，司法制度をすべて廃止し8），人民司. 法機関を設立し，
人民司法制度を構築する（17条）。中央人民政府委員会は，. 国家の最高審判 . 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.
2012年3月6日 . 昭和46年10月20日第3種郵便物認可. 毎. 月. 1. 回. 28. 日. 発. 行. 第488号
平成23年11月28日発行. ＩＳＳＮ ０９１４̶１８８Ｘ. 2 0 1 1 年11月. 第 488 号. 2. 0. 1. 1. 年. 月. 11
.. ものです。 ドジョウさんと院長. 白根健生病院院長就任ごあいさつ. 白根健生病院 院長 三 沢
芳 夫. 巻 頭 言. 新潟市医師会報 №488 2011. 11. − 1 −.
刊行年. 2004年02月刊. 激動の戦後期の法令日録を収集。日本の法令の原点を知る基本レファ
レンス！ 好評を博した［昭和戦前縮］を引き継ぐ待望の［戦後編］、遂に刊行 . 昭和21年から26
年までに刊行された法令全書の各総目録を復刻。 . 第1巻・昭和21年第2巻・昭和22年第3巻・
昭和23年第4巻・昭和24年第5巻・昭和25年第6巻・昭和26年.
2017年8月17日 . 昭和年間法令全書 第２２巻−２７ 昭和二三年 ２７/印刷局（法学・法律） 昭和の法令を復刻したシリーズ。第２２巻（２７）には、昭和２３年の告示（続）を収める。【「TRC
MARC」の商品解説】.紙の本の購入はhontoで。
1 2012 45 − 52. 1 . 緒言. 我国において，現在の作業療法が紹介されたのは. 第２次世界大戦後
のことである．1950年（昭和25. 年），当時，大阪市立医科大学整形外科教授で ... 以上のよう
に，法定義の. イメージも3年間で大きく変化した． 3 . 3 法定義は作業療法の本質を表していると
思う. か. 問3の結果を表5に示す．新2年次と4年次終了時と.
3 ─. 農薬春秋 No.91（2014）. 和名. ヒメイヌビエ. イヌビエ. ヒメタイヌビエ. タイヌビエ. 学名.
Echinochloa crus-galli Beauv. E. oryzicola Vasing. var. praticola Ohwi var. crus- .. へし。二三
年は莠不生。程経て右の通りに莠立. ばまた陸田に返すへし。又二三年は莠不生。か. くのことく
幾度も仕替てよし。』 ここでは、雑草ヒエが「稗」および「くさ」と.
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. 〉 .. 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 . 昭和 20 年 (1945) から 24 年 (1949) まで館長を務める｡

二〇一三年. （平成二十五年）. 十二月二〇日. 第二號. （通巻第二十四号）. 本中. 國學會
便. り. The Sinological Society of Ja p an Nipp on Chūgoku Gakkai. ◉. 目録 . 24年. 度. ）収.
支. 決. 算. 書. 一. 五. 日. 本. 中. 国. 学. 会. 2. 0. 1. 3年. 度. （. 平. 成. 25年. 度. ）予. 算. 書.
一. 六. 70歳. 以. 上. の. 普. 通. 会. 員. に. 対. す. る. 会. 費. 軽. 減. に.
2012年1月8日 . 3. ―44 年間継続、学園通信第 300 号に―. ―44. ―444 年. 4 年. 4 年. 4 年
間継続. 続、学園. 園. 学園通信第 300. 300 号. 0 号. 0 号に―. に. 我らが校旗は雲と起 .
２．44年の歴史. 昭和43（1968）年５月21日創刊。当時私. は駒澤大学文学部社会学科の４年
生。そ. して、現在キャリアセンター部長として. 発行委員。その間、.
3. 日本における音声言語医学の譲成期と白本音声言語. 医学会の誕生. 4. アメリカにおける独
自の発達. 5. 文教方面における聴覚・言語障害へのとり組み. (1900年（明治33年〉頃より日本音
声言語医学会の発. 足時まで〉. 6. ま と め. 日本音声言語医学会が昭和31年秩に，郷田琴次の
提唱. により，東京で発足して以来，本年は30周年を迎えるの.
2005年9月13日 . 川越いも友の会. 焼き芋文化チーム 編. 焼. き. 芋. 小. 百. 科. 焼. き. 芋. 文.
化. チ. ー. ム. 編. 川. 越. い. も. 友. の. 会. 焼き芋小百科. No.3. No. 3. 焼き芋小百科. い. も.
類. 文. 化. 学 . ◇1987年（昭和62年）には、全国に向け「サツマイモの日」（10月13日）. を宣言。 .
1696 （元禄９） ○ 宮崎安貞の『農業全書』成る。刊行は翌年。
平成24年. 放送大学教養学部教授. 平成25-26年 内閣官房構造改革推進本部地域再生推
進委員会委員長. 平成21年. 厚生労働省医政局地域医療再生計画に係る有識者会議委員.
❑ 遠矢純一郎. 医療法人社団プラタナス 桜新町アーバンクリニック 院長. 鹿児島県出身. 鹿児
島大学医学部卒業. 鹿児島大学医学部第3内科入局. 2000年 用賀.
3) 株式払込責任免脱罪は，全額払込主義の採用，新株発行の場合払込額と同額の申込証
拠金を提供さ. せる慣例があることから，他人名義 .. 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）. 285頁は「取得の目的がもっぱら ... 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.
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 − .. ３. 建学の精神をテーマと
した図書館コレクショ. ンの保存と活用. 本学図書館の蔵書は約29万冊 (2010年３月現在). あり､
幸いにも原爆等の被害による損失もなかっ. たため､ 明治.
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 . 房 10−10B5. 上田小
県近現代 藤本蚕業歴史館史料目. 史研究会編 録. 宇 田 友 猪著. 公 文 豪校訂. 榎本武揚
著 諏訪部. 揚子. ・. 中村喜和編注. 板垣 退 助君傳記 第 3 ，. 4 巻〈.
著,1911 年)。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。日本キリスト教歴
史大事典編集委員会編『日本キリスト教歴史大事典』. 教文館，1998 年，1280 頁。Woman's
Missionary Friend, 29-3, 1897, p.71.・30-1, 1898, p.5.
坂本 要：踊り念仏の種々相（2）−導御・一向・一遍・他阿−. ─ 115 ─. 前号の空也 . そのことが
『融通念仏縁起絵』. の嵯峨本に描かれていることから、五来重は. この清凉寺の融通念仏の図を
融通念仏が風流. 大念仏化する途中の段階と推測された. 3） 。 まず融通念仏から考え . 実は融
通念仏は五世尊永以降150年間法系. が途絶えてしまう。
等に踏襲されていく。 ところが 2009 年（6 月 10 日）の吉村均『神と仏の倫理思想 日本仏教を読
み直. 日本倫理思想史研究における法然上人の位置づけ. − 135 − ... 一九二八年（昭和三）、
普通第一回選挙当選。衆議院議員となる。大正大学文学. 部長、金杯下賜される。陸海軍の
指導層に国体仏教に基づき指導。一九三〇年（昭. 和五）、議会が.
低水流量観測の精度と新しい観測手法の実用性. −今日の流量観測における観測精度の把握
と対比−. 喜澤 一史*. はじめに. 各河川で月 1∼3 回定期的に流量観測（以下流観と. 称する）が
実施されている。平成 10 年 4 月時の北. 海道開発局対象観測所数は指定河川を含め 215 個
所. で、総観測回数は年間約 5,650 回に及ぶ。さらに流.

2018年1月16日 . その「桂米朝」が「桂米朝上方落語大全集」と題し、各地での公演で収録した
上方落語100演目が2枚組アナログレコード23タイトルとして1973年3月〜1978年3月の5年間にわ
たりリリースされました。昭和の時代の米朝師の勢いに乗った名演ばかりです。現在では廃盤となって
いる同シリーズを初CD化 CD40枚に再編し10枚組み.
昭和年間法令全書 第２２巻−２２ 昭和二三年 ２２/印刷局（法学・法律） - 昭和の法令を復刻
したシリーズ。第２２巻（２２）には、昭和２３年の告示（続）を収める。【「TRC MARC」の商品解
説】.紙の本の購入はhontoで。
2001810, 海軍機関学校, 鷲山第三郎, 藤井書店, 昭和18, 1,600, 初版 . 3001183, 朝日新聞十
月斗争史 昭和23年10月争議および馘首反対斗争の記録, 全日本新聞労働組合朝日支部、
全朝日新聞労働組合合同馘首対策委員会, 昭和28, 1,500, 非売品. 角折れ、経年ヤケ ..
3002106, 最新印画法全書, 上田寫眞機店, 大正10, 1,500, 3版.
日本ゴム工業の始まりは、土谷護謨製造所が創設された 1886 年（明治 19 年）とするのが一般
的である。グッ . 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 . 3. 日本ゴ
ム工業の黎明期（初期の配合技術の時代）…… 12… 4. 成長期−国産タイヤ工業の創生…
………………… 19… 5. 成熟期−モータリゼーション時代…
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 . ３．内容は、寺院の歴史、
護国塔の概要、修理工事の概要のほか、袋井市まちそだての会(旧称：伊. 東忠太・可睡斎護国
塔100年展実行委員会)が平成23年度に袋井市協働まちづくり.
2016年12月15日 . 2017 年度（2017 年 4 月 1 日∼ 2018 年 3 月 31 日）の休会を希望される方
は、それに先立つ 2017 年 1 月 31 日までに. 「休会届」の . 111-0042 東京都台東区寿 1 − 5 − 9
盛光伸光ビル 7 階. 提出期限 ... 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.
この点について､ 1947 (昭和 23) 年に制定された請願に関する一般法. である請願法 5 . 佐藤功
憲法 (上) ポケット注釈全書 (有斐閣､ 新版､ 1983 年) 264 頁｡ 5 . (名城 '16) 66−1・2−3. 229
頁｡ 7. 国務請求権､ ないし受益権として分類するものに芦部 前掲注 3､ 野中俊彦ほ. か 憲法Ⅰ
(有斐閣､ 第 5 版､ 2012 年)､ 辻村みよこ 憲法 (日本評論社､.
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 . 3. タカ少
国民文庫」として開放した。戦局が急迫したため文庫は閉じられたが、三鷹. 市と栃木市の小学校
に児童図書 2,000 冊を寄贈した。 また、戦前戦後を通じて一貫して ... 小説『濁流』のモデル近衛
文麿：『小説読物街』 昭和 24 年 12 月号、昭和 25 年 1 月.
2003年12月12日 . 央大学，1981年， 169頁，阿部聖“1920年代の日本石油産業”，r商学論
纂』Vol.24, No.4，中央大. 学，1982年，115 . 1956年，板倉忠雄「石油精製業における技術的
発展の諸段階」，有沢広巳編 『現代日本産業講座III』. ， . で増加し，昭和 9 (1934）年には戦
前の最高値1,600万石と，大正元（1912）年の6.7倍となる。 第一次.
明治文化全集 第 24 巻 雑史篇. 明治文化研究会. 348739 9784535042643 1992 . 明治年間
法令全書 明治 32 年 第 32 巻 -3 (OD 版 ). 内閣官報局編. 489606 9784562100491 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、.
昭和年間法令全書 第２０巻−１ 昭和二一年 １/印刷局（法学・法律） - 昭和の法令を復刻した
シリーズ。第２０巻（１）には、昭和２１年の日本国憲法、皇室典範、詔書、皇室令、法律を収め
る。【「TRC MARC」の商品解説】.紙の本の購入はhontoで。
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 . 法律），第
24巻一. 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.
婦の職場進出の是非をめぐる論争）、1960 年代. の第 2 次主婦論争（1960-1961、家事労働の
経. 済的価値をめぐる論争）、1970 年代の第３次主. 婦論争（1972、主婦の立場の正当性をめぐ

る. 論争）である 2。また第２節３項で詳述するよ. うに、戦後 30 年間下がり続けた女子労働力率.
は 1975 年上昇傾向に転じ、働く女性が増加し. てきた。
高崎経済大学論集 第48巻 第４号 2006. − 58 −. 第２節 蚕種検査法公布とその改正及び関連
する諸法規. 明治30年３月24日の蚕種検査法公布（法律第10号）により、府県当局は既成蚕種
に対する流通面より. の統制という現状に対して初めて全国画一の基準で蚕種検査を施行するこ
とが義務付けられた（10）。 同法の施行は明治31年４月１日で.
回日本病理学会総会は 2011 年（平成 23 年）4 月 28 日から 30 日に横浜で開催される予定
で， . 50 年間に会員数が約 2 倍，演題数が 3 倍となった。第 1 ... 昭和 7 年（1932） 4 月 1 日∼
3 日. 名古屋. 林 直助. 佐藤 清. 愛知医科大学. 23. 昭和 8 年（1933） 4 月 5 日∼ 7 日. 福岡.
田原 淳. 竹内 清. 九州帝国大学. 24. 昭和 9 年（1934） 4 月 2.
年第２３回帝国議会浮浪ハンセン病患者の一掃を目. 指した収容対策である .. と述べられてお
り、日本でも「日本皮膚科全書」. （１９５４年）の中で、らいの . ３．法案審議. １９５３（昭和２８）
年６月第１６回国会でらい予防法. 改正案が上程され、７月２日衆議院厚生委員会に. おいて、
山県勝見大臣により同法案の提案理由が. 説明され、７月３、４日に.
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 .. 4 −.
佐 野 比呂己. 大田栄太郎﹁郷語書誌稿﹂続編︵近畿方言双書. 第七冊. 近畿方言学会.
昭和三十四年︵一九五七︶一月︶. 越谷吾山. ﹃物類稱呼﹄. ︵東條操校訂. 岩波文庫.
岩波書店. 昭和十 . 二四〇余の俚言があるという 。柳田氏は. 、. ﹁. か.
2010年9月30日 . 3−1．佐賀県. 歴史 佐賀県の茶の歴史は、栄西禅師が 2 回目の入宋より持ち
帰っ. た茶の種子を佐賀県の脊振山の石上や長崎県の平戸の冨春庵に播い . 明の正徳年間
（1506 ∼ 21）初めのころ、明の陶工である紅令明が南 ... 戸高氏の釜炒り茶 山都町の戸高製茶
工場 戸高朝一氏（昭和 24 年生まれ）によると、親から手.
3． 本書における紀年法は、基本的に「西暦（和暦）年」という形式で西暦と和暦を併記し、和. 暦
には M（＝明治）、T（＝大正）、S（＝昭和）、H（＝平成）という略称を用いる。 ... 24. 作業療法
啓発ポスター. 2011（H23）年以降シリーズ化した一連のポスター。これらを素材にポストカードも制
作（2015〔H27〕年）. 国際福祉機器展. 出展活動. 作業療法.
生野県暴動事件の一考察. 明治四年十一月豊岡県への即決処分指令に係る裁判研究の前
提として−. 上. 野. 利. 三. 生野県暴動事件の一考察. 六五四三二一. はしがき. 事前謀議の有
無 ... 和二十八年︵平成三年複刻︶・三〇五頁以下、赤松啓介﹃一揆i兵庫県百姓騒擾史
﹂上巻・昭和三十一年・二六三頁以. 下、石川準吉﹃日本鉱物資源.
2008年2月19日 . 従来の辞書でも動詞や形容詞についてはかなり詳細な記述が行われるように
なっているが，『ウィズダム英和辞典』（第2版）では，それ以外の品詞の語に関しても，コーパスを分
析してできる限りこのような情報を与えておいた。 everythingの場合，「《…から…まで/…について
の》すべての事[物]; ありえるすべての事; あらゆる状況,.
いる3）。Salutogenesis論では、病者の疾患の側面に目を向けるのでな. く、病者のコヒアランス感
（sense of coherence; SOC, 一貫した存在. 感）に着目するのがポイントで ... ３．Ａさんが生き抜い
てきた世界. −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.
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 .. 24 年
11 月 10 日）。 注） 文部省『産業教育百年史』（株）ぎょうせい，昭和 61 年，87 頁より作成。 学
科目. 第 1 期第 2 期第 3 期第 4 期第 5 期第 6 期. 習. 字. 算.
図書館への意見・要望・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7. ○ 参考図書のあれこれ（第14回）：法令を
調べる（入門編）・・・・・P8. 横浜. 横浜市立図書館報. 第53号 .. −3−. ITを活用した利用者サー
ビスの拡充の歩み. 平成15年2月 蔵書検索での動態情報（その図書が貸出中かどうか）の提供.
平成16年3月 蔵書検索での目次・要旨・著者紹介情報の提供.
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - 太陽の用語解説 - (1) 博文館が 1895年1月創刊した
総合雑誌。それまで刊行し . この反応で放出されるニュートリノを地球で検出するための実験結果

によれば，予測されるニュートリノの数の3分の1しか見つかっていない。この結果は，最終的 .. 明治
28年（1895）創刊、昭和3年（1928）廃刊。博文館発行。
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)
２４「軍機保護法」（昭和十二年八月 法律第七十二號）『昭和年間 法令全書（第１１巻‐２）』
（原書房、. １９９７年）。 ２５「官報号外 昭和十二年三月二十七日 衆議院議事速記録第三
十二號 軍機保護法改正法律案第一. 読会」『帝国議会衆議院議事速記録６８』（東京大学出
版会、１９８４年）８９６頁。 防衛研究所紀要第１４巻第１号（２０１１年１２月）. 96.
2003年11月8日 . ３．和算の誕生と発展
………………………………………………………………… 23. 3−1 和算の誕生に大きな影
響を与えた中国の数学書 … .. 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. に洋算を学んだか ... 今昔物語集」巻24第22は、唐人
に算術を習った男.
奈良市西ノ京町にある法相（ほっそう）宗の大本山。西京寺、瑠璃（るり）宮薬師寺ともいう。南都
七大寺の一つ。本尊は薬師三尊。680年（天武天皇9）天武（てんむ）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（じとう）天皇、文武（もんむ）天皇が
698年（文武天皇2）藤原京に完成した。710年（和銅3）平城.
2007年11月7日 . 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
の融合に挑戦するフロントランナー 20. −有松・鳴海絞りの老舗企業・㈱竹田嘉兵衛商店−. コラム
②. 開村400周年を迎えた 有松・鳴海絞の里. 27. ＝伝統ある絞り産業の活性化への取り組み.
第３章. 「創風」企業の創造−フルタ電機株式会社− 29.
2006年3月31日 . 巻第一︶. 共著. 昭和六十三年三月. 岩見沢駒澤短期大学論集. １. 22. 草
庵恵中の研究︵一︶︱その生涯と布教︱. 共著. 昭和六十三年三月. 北海道駒澤大学研究
紀要. 23. 23. 中国初期禅者の生死観︱道信・弘忍における浄土往生観︱. 平成元年三月. 文
部科学省研究費. 仏教におけ. る生死観の総合的研究. 24. 唐. 代. 禅.
天明５年（1785年）、初代・院長 野中李杏（りきょう）が、菅村（現在の長野県木曽郡木祖村大
字菅）に民蘇堂野中医院を開業して230余年、「民のための医療」を掲げ、地域医療 . 湿温罨法
は明治始期より昭和期まで広く使用されており、その方法は陶製の容器に約45〜50℃の湯または
罨法液（主に硼酸水）を入れ、これにガーゼを浸した後に箸で.
北の丸』第 19 号（昭和 62 年 3 月刊）より. 参事院関係公文書の検討 .. すなわち、参事院は＜
法律規則の草定審査機関＞として、太政官法制課∼同法制局∼同法 .. 記録局御中. 「参事院
内務部書類」. 明治２３年７月２３日第３号. 内務省件名共. 〔仮番号〕. 参事院内務部決裁録.
１３年３月ヨリ. １４年２月マテ. 9 冊. ４５∼ ５３. 開拓 １３年. １冊. ５４.
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. に「当分休刊す
ることにな」るまで(1)、30年余り . （１）「編輯後記」『太陽』第34巻第2号、1928年2月1日、320
頁。以下本稿では煩雑さを避けるため、『太 ... 検束の弊」、7−2、1901年2月5日、50頁。 （24）坪
谷善四郎「鉄道国有論の再燃」、7−3、1901年3月5日、62頁。
つぎが一所持 30 家である。3 番目が一所持格の 13 家、4 番目が寄合 19 家、5 番目が寄合並
5 家. である。これらが上士である。 6 番目が小 . ３）『枢密高等官履歴』第三巻、p.163。明治 4
年の太政官官制表によると、大 .. 昭和 24 年（1949）5 月 24 日に「年齢のとなえ方に関する法
律」が公布される50）。 ① この法律施行の日以後、国民は、.
法令全書，職 貝録等の. 発行 に関 する命令 」（昭和 24. 年 6 月 lH ，総理 府令. ・. 大蔵省令
第 ．．．一. 号 ）で定め られ. て い. る。 なお，官報の 琴数 は元号が 代 わる と第. 一．・. 号か ら
再度. 始まる。明 治は本紙 第8，734号，大正 は本紙第4，303号，. 昭 和は 第 18，559号，平
成は 12年 12 月末 で 第3 ，026 号とな. り，合計 34，622 号に.
2014年4月21日 . 昭和 25 年（1950）に成立した文化財保護法は、これら三法を統合し、なおか
つ、それまで保護対象. 外であった無形文化 ... また、平成 24 年（2012）5 月 1 日現在、平成 14

年（2002）度から平成 23 年（2011）度に廃校となり建物. が現存する ... 57 山梨県，『山梨県
史』， 第 3 巻，山梨県立図書館，1943，pp230-3. 58 山梨県.
2017年3月29日 . 昭和32年（1957）12月28日の「昭和23年政令201号違反等被告事件」（事件
番号：昭和30年（れ）第3号） 外部サイトへのリンク に対する最高裁判所大 . 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。平成15年（2003）4月.
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.
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 史 . 日記 6 （明
治 23年. 一. 明治25年） 〈岸和田市史史料 第11輯〉. 同. 教. 委 14− 3B5. 266 1，. 600. 十五年
戦争極秘資料集 不 二. 出 版 14− 4 B5 408 20，. 000. 補巻43.
タビューで３），熊谷監督は『三池』の撮影まで炭鉱のことをほとんど知らずにいたことを率直に . 昭
和 40 年，プロのダンサーと町の人々が力を合 . − 23 −. 日本の炭鉱映画史と三池（友田）. さらに
『ブラス！』（マーク・ハーマン監督，1996 年）といった作品を連想させる。多少乱暴に. くくるならば，
いずれも踊りや音楽で，衰退した炭坑の町を元気づけ.
2017年10月30日 . ところが一九五七（昭和三二）年七月六日早朝、放火心中事件によって心柱
をのぞいて谷中五重塔は焼失をみた。 . 明治18年（1885年）4月 有志共立東京病院に看護婦教
育所を付設・ 明治20年（1887年）4月 皇后陛下を総裁に迎え「慈恵」の名を賜り、有志共立東
京病院を東京慈恵医院に改称・ 明治24年（1891年）2月 高木兼.
トーハンにおけるベストセラーリストの歴史を参照できる資料は，書店向けの広報誌『東. 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
「総合 30 位」「全集・フィクション・ノンフィクション各 20 位」のリストであると. いう12）。 しかし，『東
販二十年史』（1969 年）の「第 3 章 書籍の発行変遷」には，「戦後.
8 年の「原価計算基本準則」，昭和 12 年の「製造原価. 計算準則」（ . 3．わが国が大陸侵略化
政策を取ったために，英米. との仲が険悪となり，そのかわりに同じ路線を目. するドイツときわめて親
密になった。 4．ドイツの経済環境とわが国の経済環境が似てい. た。 .. 関する一考察」『會計』第
180 巻第 5 号，平成 23 年 11 月，. 18―19 頁。
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明治21（ 1888 ）年3月，東京帝国大学医科大学選科. 入学のため上京，青山内科に入局した。
さらに病理学教. 室，佐々木内科，ベルツ教室でも学んだ。明治23（1890）. 年，腸チフスに罹って
中退し，東京での勉学を支援して. いた島根県益田市在住の従兄，越智氏のもとで静養を兼. ね
て医院の仕事を手伝った。 四郎は，明治24（ 1891 ）年，旧.
日本催眠年表＋出版物からみる日本の催眠の歴史. . （３）第３の山：1984〜85年の谷以後に右
肩上がりに広がる山。1985年のプラザ合意後、日本では急速な円高が進行し、円高不況の発生
が懸念されたために低金利政策が採用・継続され、この低金利政策が不動産や株式への投機を
加速させ1987年以降バブル景気をもたらした時代である。
３月30日（土）. 4月 3 日（火）∼. 5月31日（木）. 第4回 アトミ・アート展. 花蹊記念資料館. コレク
ション展. 第１期. 学園創立者跡見花蹊の横顔. 平成24年桜まつり. 花蹊記念 . 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.
最後に第 3 章では、第 2 章までの. 内容を元に Topic 用法の「コレ」について、発生の条件や指示
用法との違いをまとめる。 1 以下、引用した法律文が六法内のどこにあるかを次の形式で示す。

（（六法のどれか）・（条文番号）−（項番号））. 六法のどれか：刑→刑法（刑法のみ現・旧の区別が
ある）、憲→日本国憲法、商→商法、民訴→民. 事訴訟法、.
溶接工学全書3巻を科学社が発. 行。 1947年. (昭和22). ○2.1ゼネスト中止。 ○第1回参議院選
挙。 ○公職追放令が財界，. 言論界に拡大。 ○過度経済力集中排除. 法制定。 . 第1(溶接棒
被覆)第3(ガス溶接業. 者)第6(電気溶接機器)第8(造船). の各部会を設置。 ○「溶接ニュース」
を創刊。日本. 溶接協会機関紙に。 1949年. (昭和24).
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）.
この雑誌は1908年まで 7 年間にわたり166号まで刊行され、中国近代教育の. 普及と発展に大き
な影響を . 本教育関連の記事を、1909−1911年の 3 年分のものに限定して文芸欄の教育小説、
論文などの. 翻訳作品、記事欄の .. 1909年第 1 期と第 3 −13期の『教育雑誌』に連載された『馨
児就学記』はその原著がイタリ. ア人作家のエドモンド・.
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.
明治 3 年（1870）. 『改正長崎職員録』に「広運館 英語教導 岡田凌雲」と記載. 上海で『官許
佛和辞典』の組版を手伝う. 明治 4 年（1871）. ［正月］『官許佛和辞典』出版。 .. − 52 −. 逸也，
早坂元興編 『読者所蔵「古い写真」館：. 幕末から昭和へ』（朝日新聞社 1986 p.47），及び. 松
本逸也著 『幕末漂流』（人間と歴史社 1993 p.50）に掲載されている。
タイトル 状態 著者 出版社 刊行年 価格鉄腕アトム カッパコミックス 全34冊揃 手作りの函に付録
帯シール貼り付け 第3巻裏表紙少ハガレ 第5巻表紙少欠け 状態並〜美 手塚治虫 光文社 昭
和39 8万露地のほそみち 函少イタミ 初版 木版12葉 竹久夢二 春陽堂 大正15 14万 ＜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.
図３．『改算記』，万治２年（1659）. 大石を大車で運ぶ図. さて，『改算記』はもともと上・中・下の
３. 巻ものとして構想されたのですが，これら普請. 問題は中巻の後に「三巻」として . − 4 −. 東北大
学附属図書館. 図６．清水流測量書『規矩元法』. 量盤術. 規矩術に通じた者が十数日で江戸
を測量し，実. 測による初めての江戸図『明暦江戸実測図』を.
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.
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 .. 8注5)日本塩業
大系編集委員会編 昭和52年81977) 日本塩業大系 特論民俗 、392、393頁、所収. 8注6)青
森市教育委員会 1972 青森市の文化財7. ３ 塩釜の考古資料.
ー日本最初の肢体不自由児施設ー. 蒲原 宏（日整会ヒストリアン）. 日本医事新報 NO2185 昭
和４１年３月. 「田代義徳教授に師事してマッサージの資格も取り、. 病院風のリハビリを学校風に
変えて療育体操」. （田代先生、学園顧問となる）. 竹沢貞女（東大整形外科、女性医学博士第
一号）. 「東京府下岩ノ坂「クリュッペル」調査. 日整会誌 ６巻 別冊.
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 .. 海道庁第一部記
録課『明治23年編纂‐沿革類聚布. 令目録』（明治23年３月）が刊行された．翌年３. 月には『明
治24年３月編纂‐現行布令提要』が編. 集され，統計，農.
See Tweets about #高知県立図書館 on Twitter. See what people are saying and join the
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91 −. 高橋亨『朝鮮儒学史』第十冊（昭和三年三月三十日）. 井上厚史. ［解題］. 本資料は、
高橋亨（一八七八－一九六七）が戦前の朝鮮半島に創設された京城帝国大学. に奉職していた
時に書き残した膨大な講義ノートの内、『朝鮮儒学史』と題された二十余. 冊の中から、特に李退
溪について解説した第十冊（昭和三年三月三十日の日付を持つ）を.

