
小樽高等商業学校 産業調査報告書　（大正元～昭和22年度）

年度 番 号 　タイトル 備　考
大正1 産－1 北海道企業組織の調査
大正1 産－2 勘察加漁業と運送
大正2 産－3 北海道金融小史
大正2 産－4 北海道之木材
大正2 産－5 北海道輸出木材之調査
大正2 産－6 小樽に於ける魚肥取引に就て
大正2 産－7 小樽港外國貿易調査
大正2 産－8 小樽米穀取引所沿革及現情
大正2 産－9 小樽商業史
大正2 産－10 小樽ニ於ケル倉庫業ノ現状
大正2 産－11 小樽木材商業調査
大正2 産－12 小樽同業組合ノ現状
大正2 産－13 港湾ノ修築ヲ論ジテ小樽築港ニ及ブ
大正2 産－14 北海道ノ牧畜業
大正2 産－15 北海道外國貿易ニ於ル小樽港ノ趨勢
大正2 産－16 北海道外國貿易梗概
大正2 産－17 北海道雑穀の一班
大正2 産－18 小樽ニ於ル米取引ノ調査
大正2 産－19 本道大豆ニ関スル調査
大正2 産－20 小樽ニ於ケル木材貿易
大正2 産－21 北海道重要輸出品
大正2 産－22 小樽港ノ對浦港輸出貿易調査
大正2 産－23 本道ニ於ケル海産肥料ニ関スル調査
大正2 産－24 小樽ノ地代
大正2 産－25 大和民族移住前ノ函館ニ於ケル経済史的発達畧考
大正2 産－26 本道海産塩蔵品及小樽ニ於ケル其取引状況
大正2 産－27 函館港海産物輸出貿易概況
大正2 産－28 北海道ニ於ケル石油業調査報告書
大正2 産－29 北海道石炭業概論（M45年度）
大正2 産－30 沖ノ口番所ニ関スル研究
大正2 産－31 小樽港木材海外貿易
大正2 産－32 小樽取引所取引の盛衰
大正2 産－33 北海道ノ拓殖ニ就テ
大正2 産－34 小樽金融史稿
大正2 産－35 北海道ニ於ケル消費食塩
大正2 産－36 下町より稲穂町まで
大正2 産－37 北海道の富源調査
大正2 産－38 小樽金融ニ関スル調査
大正2 産－39 北海道経済ノ發達
大正2 産－40 北海道開發ニ伴フ土地開墾制度ノ変遷ト其現況
大正2 産－41 北海道鰊漁業論
大正2 産－42 小樽ニ於ケル大豆小豆ノ調査報告（北海道大小豆）
大正2 産－43 雑穀の過去現在将来
大正2 産－44 小樽商人の丁稚制度
大正2 産－45 小樽商業史
大正2 産－46 室蘭港ト高架桟橋
大正2 産－47 小樽港外國貿易ノ趨勢
大正2 産－48 鰊
大正2 産－49 小樽不定期船ノ研究
大正2 産－50 小樽ニ於ケル倉庫業
大正2 産－51 北海道魚肥並集散概況
大正3 産－52 北海道の経済の発達及海運事情
大正3 産－53 北海道ニ於ケル石炭礦業
大正3 産－54 小樽港ノ趨勢ニ就テ
大正3 産－55 北海道漁業概況
大正3 産－56 對支本道水産物輸出貿易を論ず
大正3 産－57 北海道ニ於ケル林業ヲ論シテ拓殖ニ及ブ
大正3 産－58 商業地としての小樽
大正3 産－59 北海道の薄荷
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小樽高等商業学校 産業調査報告書　（大正元～昭和22年度）

年度 番 号 　タイトル 備　考
大正3 産－60 商業地としての小樽論
大正3 産－61 小樽港艀事情
大正3 産－62 北海道ニ於ケル支那貿易商
大正3 産－63 小樽港之対浦港果實野菜輸出貿易調査
大正3 産－64 北海道漁業貿易ト函館港
大正3 産－65 極東露領ニ於ケル本邦人ノ漁業
大正3 産－66 小樽金融季節の研究
大正3 産－67 小樽港沿海商業調査
大正3 産－68 北海道物産小樽集散重要商品趨勢
大正3 産－69 小樽木材市況調査書
大正4 産－70 日露戦役ノ本道海陸交通運輸ニ及シタル影響
大正4 産－71 北海道清酒醸造業調査報告書

大正4 産－72
本邦畜産界ヲ概観シ本道畜産業ヲ略述シ併セテ三、四牧場調査報告（北海道
畜産業調査報告）

大正4 産－73 本邦石炭の将来と石炭シンヂケート論
大正4 産－74 小樽に於ける雑穀の調査
大正4 産－75 岩内築港私見
大正4 産－76 北海道拓殖銀行ヲ論ズ
大正5 産－77 北海道輸出貿易と重要輸出品
大正5 産－78 北海道ニ於ケル漁業資金論
大正5 産－79 小樽商人の丁稚制度
大正5 産－80 北海道の畜産業
大正5 産－81 北海道経済の発達と陸運事情
大正5 産－82 小樽港ニ於ケル艀営業
大正6 産－83 本道ニ於ケル造材
大正6 産－84 樺太に於ける海運
大正6 産－85 北海道製軸業ニ関スル調査
大正6 産－86 北海道漁業制度
大正6 産－87 北海道製亜麻業調査報告書
大正7 産－88 北海道海産物と小樽市場
大正7 産－89 雑検官営可否論
大正7 産－90 北海道ニ於ケル鰊漁業
大正7 産－91 分布上より見たる北海道に於ける工業
大正7 産－92 西伯利研究
大正7 産－93 小樽市街宅地價格決定及ヒ評價
大正7 産－94 欧洲戦乱ト本道雑穀及澱粉
大正7 産－95 北海道ノ薄荷ニ関スル調査
大正7 産－96 北海道魚肥及魚油調査報告
大正7 産－97 俎上之小樽貿易 （現物なし）
大正7 産－98 岩内ニ於ケル鯡漁業
大正8 産－99 本邦殊ニ北海道炭ノ生産需給ノ関係ヲ論ジ戦後ノ石炭問題ニ及ブ
大正8 産－100 樺太ニ於ケル「サルファイトパルプ」工業
大正8 産－101 室蘭港之研究
大正8 産－102 北海道之石炭 （現物なし）
大正9 産－103 樺太ノ木材（後編）
大正9 産－104 根室千島水産業調査報告
大正9 産－105 北海道ニ於ケルベニヤ事業
大正9 産－106 樺太「サルファイトパルプ」ノ調査
大正9 産－107 北海道ニ於ケル馬鈴薯澱粉發達ニ関スル史的考察
大正9 産－108 樺太ノ木材（前編）
大正10 産－109 北見地方に於ける産業概観
大正10 産－110 経済的見地より北海道を概観し小樽他三商港の前途に論及す
大正11 産－111 新夕張炭山ニ於ル友子組合ノ研究
大正11 産－112 本道ニ於ケル酒造経営ニ関スル研究
大正11 産－113 函館の保税倉庫業に関する調査
大正11 産－114 小樽商人之花形海陸物産委託賣買業者ニ就テ
大正11 産－115 アイヌの経済的研究
大正12 産－116 沿海州木材業調査
大正12 産－117 小樽港ノ商港トシテノ将来
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小樽高等商業学校 産業調査報告書　（大正元～昭和22年度）

年度 番 号 　タイトル 備　考
大正12 産－118 沿海地方と我国との経済関係
大正12 産－119 本邦蟹罐詰業調査
大正12 産－120 増毛発達史

昭和3 産－121
北海道に於ける甜菜糖業（其ノ二）：本道産甜菜糖の消費流通及其将来　（背
名：北海道の甜菜糖業・下）

昭和3 産－122 北海道の牛酪
昭和3 産－123 我國を中心として見たる護謨工業
昭和3 産－124 北海道ノ薄荷
昭和3 産－125 北海道ノ鰊 （現物なし）
昭和3 産－126 我国機業ノ大要並ニ足利ノ機業ニ就テ
昭和3 産－127 会津窯業の研究
昭和3 産－128 本邦輸出絹織物ニ就テ
昭和3 産－129 青森地方ノ林檎
昭和3 産－130 吾蚕絲業之現状
昭和3 産－131 南部鉄瓶に関する調査

昭和3 産－132
北海道ニ於ケル甜菜糖業（其ノ一）：本道産甜菜糖ノ原料及製造法　（背名：北
海道の甜菜糖業・上）

昭和3 産－133 勘察加に於ける我漁業並に罐詰業に就て
昭和3 産－134 兵庫縣龍野醤油調査
昭和3 産－135 福嶋縣海産調査
昭和3 産－136 北海道に於ける麦酒事業
昭和3 産－137 北海道ニ於ける亜麻ニ関スル調告書
昭和3 産－138 長野縣ニ於ケル繭取引ニ就テノ調査
昭和3 産－139 根室地方に於ける昆布に関する調査
昭和3 産－140 足利地方に於ける織物生産状況と若干の経営問題
昭和3 産－141 北海道ニ於ける玉葱業の調査
昭和3 産－142 會津漆器
昭和4 産－143 露領漁業及漁業貿易
昭和4 産－144 北海道のベニヤ及合板
昭和4 産－145 北海道の薄荷に関する調査
昭和4 産－146 本道の製紙事業
昭和4 産－147 山梨縣の製糸業
昭和4 産－148 瀬戸地方の陶磁器
昭和4 産－149 日高水産業の現況
昭和4 産－150 我が国の黒鉛堝坩業（原文ママ）
昭和4 産－151 北海道に於ける除蟲菊
昭和4 産－152 北海道石炭業論
昭和4 産－153 北海道に於ける馬鈴薯澱粉
昭和4 産－154 銅に関する調査
昭和4 産－155 新潟縣ノ稲作ヲ中心トシテ見タル我ガ国ノ農業ニツキテ
昭和4 産－156 廣告研究
昭和4 産－157 青森縣ニ於ける苹果栽培
昭和5 産－158 北海道及ビ樺太ニ於ケル木材移出並ビニ輸出貿易ニ就イテ
昭和5 産－159 本道に於ける陸上運送（貨物の移動）
昭和5 産－160 産業組合
昭和5 産－161 北海道産業組合論
昭和5 産－162 函館ヲ中心トセル海産市場及ビ其の金融（原文ママ）
昭和5 産－163 北海道ニ於ケル信用組合ト無盡會社ノ研究
昭和5 産－164 「漁業貿易ト函館港」ニ関スル調査
昭和5 産－165 市場を通じて見たる鰊製品の商取引に就て
昭和5 産－166 北海道に於ける無盡及び無盡業
昭和5 産－167 北海道の水産金融に就きて
昭和5 産－168 小樽金融界の近時の状況に関する調査
昭和6 産－169 北海道に於ける揚水灌漑の推移
昭和7 産－170 本道に於ける電氣事業
昭和7 産－171 北海道に於ける魚菜市場
昭和7 産－172 北海道に於ける電気事業
昭和7 産－173 本道に於けるアスパラガスに就て
昭和7 産－174 道産煉乳並牛酪ノ現状ニツイテ
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小樽高等商業学校 産業調査報告書　（大正元～昭和22年度）

年度 番 号 　タイトル 備　考
昭和7 産－175 北海道に於ける重要水産加工品に就て
昭和7 産－176 本道に於ける鰛業及び加工品
昭和7 産－177 北海道に於る農家副業問題
昭和7 産－178 本道農家の家計費及負債研究
昭和7 産－179 本道農家副業ニ関スル調査
昭和7 産－180 農村救済策
昭和7 産－181 石勺柏に就いて
昭和8 産－182 北海道に於ける産業組合の肥料取扱に就て
昭和8 産－183 樺太材に関する調査
昭和8 産－184 釧路港二関スル調査
昭和8 産－185 農業と肥料に就て
昭和8 産－186 土功組合
昭和9 産－187 樺太を中心とせる北洋材の研究
昭和9 産－188 北千島の漁業に就いて
昭和9 産－189 北海道の産業組合
昭和9 産－190 北海道のフィッシュ・ミール
昭和9 産－191 吾国に於ける板硝子事業
昭和10 産－192 北海道のフィッシュ・ミールに就て
昭和10 産－193 北洋材積取労働に就いて
昭和10 産－194 北海道農地政策の研究
昭和10 産－195 道産内地産除虫菊の對比研究
昭和10 産－196 北海道蠶糸業事情
昭和10 産－197 本道重要輸出品の外国販路調査
昭和12 産－198 本道乳製品之發展
昭和12 産－199 北海道工業化の進展
昭和12 産－200 北海道炭の一研究
昭和12 産－201 北海道漁業協同組合之研究
昭和12 産－202 本道「ホームスパン」工業の調査研究：　主に札幌地方に就いて
昭和12 産－203 北海道石炭礦業
昭和13 産－204 小樽港輸出品より見たる包装改善に就いて装
昭和13 産－205 樺太に於けるパルプ資源並に廃液問題に就いて
昭和13 産－206 北海道工業の立地
昭和14 産－207 配給組織的に見たる本道の産業組合
昭和14 産－208 人造石油工業を論じ本道との関係に及ぶ
昭和15 産－209 北海道バター
昭和15 産－210 北海道に於ける労働力の問題
昭和15 産－211 北海道木炭ノ調査
昭和15 産－212 アスパラガスの研究
昭和15 産－213 薄荷と北見農業
昭和16 産－214 北洋に於ける鱈漁業：　特に北千島鱈漁業の地位を論ず
昭和16 産－215 北海道人口の趨勢
昭和22 産－216 北海道の大豆とその加工
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