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タイトル 団体名 備考 年月日（自） 年月日（至） 請求記号
１９６９年連邦石炭鉱山衛生保安法ならびに同規
則

出版社不明 出版不明 Public law 91-173,
December 30 1969, Federal register 35-61,
March 28 1970, Federal register 35-67, April
7 1970

1970 COAL@D@1

例解勞働法 吾妻 光俊 青林書院 東京 1958 COAL@D@2
採炭機械 会田 俊夫 技術書院 東京 1962 COAL@D@3
機械化報告會誌 愛下 松次 編 北海道炭礦汽船株式会社 東京 昭和27, 29

年度のコピーの合綴
1953 1955 COAL@D@4

赤平抄史：赤平百年の足跡 北斗商工新聞社 赤平 1960 COAL@D@5
これからのエネルギー問題 安芸 皎一 炭鉱教育訓練委員会 東京 産業教養講座

エネルギー産業篇 ； 第1分冊 合綴製本済
1960 COAL@D@6

アリラン峠 葦書房 福岡 写真万葉録・筑豊：９ 監修： 上
野英信, 趙根在

1986 COAL@D@7

日本石炭讀本 淺井　淳 古今書院 東京 コピー 1941 COAL@D@8
年月を重ねて：芦別の女性の記録 芦別市女性の行動計画推進

協議会 [編]
芦別市女性の行動計画推進協議会 [芦別] 1990 COAL@D@9

市勢要覧　昭和29年度版 芦別市役所総務部庶務課統
計係 編

芦別市役所 芦別 1954 COAL@D@10

麻生太吉翁傳 麻生太吉翁傳刊行會　編 麻生太吉翁傳刊行會 飯塚 ゼロックスコ 1935 COAL@D@11
非常時下石炭と炭鑛業 厚見利作 再訂版 厚生荘 東京 1943 COAL@D@12
闘魂は消えず：三井美唄組合史 美唄市三井美唄労働組合

[編]
美唄市三井美唄労働組合 美唄 c1（１冊に
合綴）

1964 COAL@D@13

ソ連を歩いて：ソ連炭礦視察親善使節団の一員と
して

千葉 哲司 北炭夕張鉱業所職員組合 夕張 1961 COAL@D@14

筑豊石炭鑛業會五十年史 筑豊石炭鉱業会 [編] 筑豊石炭鉱業会 若松 ゼロックスコピー 1935 COAL@D@15
筑豊石炭鑛業會五十年史 筑豊石炭鑛業會　[編] 筑豊石炭鑛業會 若松 1935 COAL@D@16
地ぞこの子 葦書房 福岡 写真万葉録・筑豊 ；８ 監修：

上野英信, 趙根在
1986 COAL@D@17

勞働年鑑　昭和22年度 中央勞働學園 中央勞働學園 東京  c1 1947 COAL@D@18/C
OAL@D@18@c1

勞働年鑑　昭和23年度 中央勞働學園 中央勞働學園 東京  c2 1948 COAL@D@19CO
AL@D@19@c1/C
OAL@D@19@c2

勞働組合入門　上 Cole, G.D.H. 有斐閣 東京 An introduction to trade
unionism

1958 COAL@D@20

海軍炭鑛五十年史 第四海軍燃料廠　[編] 第四海軍燃料廠 志免町 欠落頁あり コピー
の合綴 合綴図書のデータ：闘いのあけくれ.
赤平：赤平炭礦労働組合,1958

1943 COAL@D@21

戦後40年のあゆみ 同和鉱業株式会社小坂鉱業
所 [編]

同和鉱業株式会社小坂鉱業所 小坂町 1985 COAL@D@22

労使共同経営 Fischer, Guido 新訳版 ダイヤモンド社 東京 Partnerschaft
im Betrieb, 1955 の 翻訳

1969 COAL@D@23
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タイトル 団体名 備考 年月日（自） 年月日（至） 請求記号
わが國勞働組合の課題と特質 藤林 敬三 労務行政研究所 東京 1949 COAL@D@24
新しい労使関係 藤林 敬三 炭鉱教育訓練委員会 東京 産業教養講座

社会経済篇 ； 第３分冊 合綴製本済み
1960 COAL@D@25

日本の中小企業 藤田 敬三 日本評論新社 東京 1955 COAL@D@26
石炭と鉱害：福岡県を中心として 福岡県鉱害対策連絡協議会

編
福岡県鉱害対策連絡協議会 福岡 1959 COAL@D@27

筑豊炭鑛勞働者出身地調査 福岡地方職業紹介事務局
[編]

福岡地方職業紹介事務局 [福岡] 勞働調査
；6

1928 COAL@D@28

筑豊産炭地域史料調査 福岡県立図書館　編 福岡県教育委員会 福岡 福岡県古文書等
緊急調査報告書 附録；　安中文書・渡辺
（勝）文書,　筑豊四群石炭鉱区一覧表

1986 COAL@D@29

三池の争議 福岡県労働部労政課　[編] 福岡県労働部労政課 [福岡] コピー 1960 COAL@D@30
三菱飯塚炭砿史 麓　三郎 三菱鉱業株式会社 東京 ゼロックスコピー 1961 COAL@D@31
日本の賃金 船橋 尚道 編 日本評論社 東京 講座労働経済；２ 1967 COAL@D@32
日本石炭鉱業に関するソフレミン報告書 フランス鉱山試験協会 [編] 日本石炭協会 東京 ７巻～１２巻のコピー 1958 COAL@D@33
ガス突出技術指針 資源産業新聞社 東京 1983 COAL@D@34
石油の確保：米国とサウジアラビアおよびイランと
の関係：合衆国議会上院エネルギー・天然資源委
員報告書

Gold, F.R. エネルギー総合推進委員会 東京 Jancepp
資料：no. 25

1978 COAL@D@35

日鋼室蘭斗争記録：寫真帳 郷六　稔　編 日本製鋼所室蘭製作所勞働組合 室蘭 主
に図版

1955 COAL@D@36

八時間労働制 萩沢 清彦 有斐閣 東京 有斐閣双書 ；理論・実務編 1966 COAL@D@37
週刊現代を告訴するに際して 萩原 吉太郎 [萩原吉太郎] 出版地不明 1976 COAL@D@38
石炭を中心とする昭和廿ニ年度産業動向　第一 配炭公団石炭局　[編] 配炭公団石炭局 出版地不明 謄写版刷り 1947 COAL@D@39
都市の論理：歴史的条件ー現代の闘争 羽仁 五郎 勁草書房 東京 1968 COAL@D@40
産業ぐるみのスクラップ化を許してよいか：石炭国
有化を国民の要求へ

原 茂 日本炭鉱労働組合 東京 九・北労働学校の
講演から

1900 COAL@D@41

アメリカ勞働組合法講話 Harold, John R述 中央労働学園 東京 1947 COAL@D@42
石炭を主とする採鉱学　上, 1 F. Heise 8版改訂新版 日本石炭協会 東京 日本石炭

協会訳
1955 COAL@D@43@1

石炭を主とする採鉱学　上, 2 F. Heise 日本石炭協会 東京 日本石炭協会訳 1955 COAL@D@43@2
石炭を主とする採鉱学　下, 1 F. Heise 7版 日本石炭協会 東京 日本石炭協会訳 1954 COAL@D@43@3
石炭を主とする採鉱学　下, ２ F. Heise 7版 日本石炭協会 東京 日本石炭協会訳 ;

c1
1954 COAL@D@43@4

/COAL@D@43@
4-c1

明治前期肥前石炭礦業史料集 秀村　選三　校註 文献出版 東京 限定版 1977 COAL@D@44
圖解採鑛學 日野 神児 編 新訂, 増補第5版 丸善 東京 c1 1949 COAL@D@45/C

OAL@D@45@c1
いま、新しく拓かれる北海道：知事選の壮大なドラ
マと政策

拓かれる北海道編集委員会
編

すみよい北海道をつくるみんなの会 札幌 1983 COAL@D@46

米エネルギー自立計画の終末 広中　秀夫 [調査統計部　商業統計課] [東京] 1978 COAL@D@47
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タイトル 団体名 備考 年月日（自） 年月日（至） 請求記号
茅沼炭砿営業報告書 茅沼炭礦株式会社 茅沼炭礦株式会社 東京 内容：第拾四期～

第弐拾九期営業報告書 コピーの合綴
1936/12 1944/04 COAL@D@48

労使協議制 外尾 健一 [講述] 日本労働協会 東京 昭和４１年度労働通信
教育講座；６

1967 COAL@D@49

北海道開拓殉職者調査報告書 北海道総合文化開発機構
[編]

北海道総合文化開発機構 [札幌] 1991 COAL@D@50

北海道農民組合運動五十年史 北海道農民組合運動五十年
史編集委員会 編

農民組合創立50周年記念祭北海道実行委
員会 札幌

1974 COAL@D@51

港湾労働 北海道立総合経済研究所 北海道立総合経済研究所 札幌 1964 COAL@D@52
北海道炭礦統計資料集成　業態篇 北海道立勞働科学研究所

[篇]
北海道立勞働科学研究所 出版地不明 研
究調査報告 ； 第11号 謄写版刷のコピー

1950 COAL@D@53

北海道炭礦統計資料集成　　労働篇 北海道立勞働科学研究所
[篇]

北海道立勞働科学研究所 出版地不明 研
究調査報告 謄写版刷のコピー

1950 COAL@D@54

労働文化：第100号記念誌 北海道労働文化協会 [編] 北海道労働文化協会 札幌 1989 COAL@D@55
会員とともに歩む労金運動：昭和５４年８月実施 ：
昭和５４年度「総合調査」集約結果報告

北海道労働金庫 [編] 北海道労働金庫 札幌 1900 COAL@D@56

25年のあゆみ 北海道労働金庫 [編] 北海道労働金庫 札幌 1976 COAL@D@57
北海道産業労働月報　第2号 北海道産業労働調査所 編 北海道産業労働調査所 札幌 1948 COAL@D@58
北海道炭礦案内 北海道石炭鑛業會　[編] 昭和6年版 札幌 コピーの合綴　合綴図書の

データ；北海道の石炭と港　/　加茂敬典編.
小樽 ： 加茂 敬典　,　1937

1931 COAL@D@59

北海道の石炭鉱業 北海道石炭対策本部事務局
[編]

北海道石炭対策本部事務局 [札幌]　コピー
の合綴　合綴図書のデータ：「石炭鉱業と産
炭地域」「平和鉱業所概況」「北海道総合開
発と石炭利用工業」「夕張鉱業所概況」

1974 COAL@D@60

解散記念誌 北海道石炭特約店商業組合
[編]

北海道石炭特約店商業組合 [札幌]　コピー
の合綴　合綴図書のデータ；北海道石炭統
制株式会社機構一覧.　小樽　：　林繁夫,
1941

1941 COAL@D@61

現代社会学研究　創刊号 北海道社会学会 [編] 北海道社会学会 札幌　特集 北海道社会研
究の視点

1988 COAL@D@62

北海道の鉱業：北海道鉱業振興特別調査報告書 北海道商工部資源課 北海道 札幌 1960 COAL@D@63
北海道の工鑛業の立地條件改善の總合對策：そ
の基礎資料

北海道總合開發委員會事務
局　[編]

北海道總合開發委員會事務局 [札幌]　4編
の合綴　合綴図書のタイトル：　「北海道農
業の概況」　「東亜人文學報」

1950 COAL@D@64

石炭輸送方法の経済性調査報告概要：石炭スラ
リーのパイプおよびタンカーによる輸送・発電

北海道炭鉱技術会 [編]  1964 COAL@D@65

石炭スラリーの輸送と発電：石炭輸送方法の経済
性調査（昭和38年度）

北海道炭鉱技術会 [編] 北越文化興行株式会社 東京　昭和38年度
通商産業省産炭地域振興調査

1964 COAL@D@66

ガス・炭じん爆発災害事例集 北海道炭鉱技術会 [編] 北海道炭鉱技術会 出版地不明 1987 COAL@D@67
落ばん災害事例集 北海道炭鉱技術会  [編] 北海道炭鉱技術会 出版地不明 1989 COAL@D@68
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タイトル 団体名 備考 年月日（自） 年月日（至） 請求記号
自然発火災害事例集 北海道炭鉱技術振興会 編 北海道炭鉱技術振興会 札幌　監修 ：札幌

鉱山保安監督局 c1
1980 COAL@D@69/C

OAL@D@69@c1
山はね事例集 北海道炭鉱技術振興会　[編] 北海道炭鉱技術振興会 札幌 1983 COAL@D@70
北炭七十年 北海道炭礦汽船株式会社 北海道炭礦汽船株式会社 [東京] 1958 COAL@D@71
幌内炭鉱概況 北海道炭礦汽船株式会社 北海道炭礦汽船株式会社 [出版地不明] 1971 COAL@D@72
五十年史 北海道炭礦汽船株式会社 北海道炭礦汽船株式会社 東京　コピー 1939 COAL@D@73
北海道炭砿汽船営業報告書　1 北海道炭礦鐵道株式會社 北海道炭礦鐵道株式會社 札幌　内容：　第

二十六回　～三十四回報告　コピーの合綴
1902 1906 COAL@D@74

北海道炭砿汽船営業報告書　2 北海道炭礦汽船株式會社 北海道炭礦汽船株式會社 札幌　内容：　第
三十五回～第四十三回報告　コピーの合綴
背には　北海道炭砿鉄道とあり

1906 1910 COAL@D@75

北海道炭砿汽船営業報告書　3 北海道炭礦汽船株式會社 北海道炭礦汽船株式會社 東京　内容：　第
四十四回～第六拾回報告　コピーの合綴
背には北海道炭砿鉄道とあり

1911 1919 COAL@D@76

北海道炭砿汽船営業報告書　4 北海道炭礦汽船株式會社 北海道炭礦汽船株式會社 東京　内容：　第
六拾壹回～第六拾六回報告、第六拾七回
～第九十三回營業報告書　コピーの合綴
背には北海道炭砿鉄道とあり

1919 1935 COAL@D@77

北海道炭砿汽船営業報告書　5 北海道炭礦汽船株式會社 北海道炭礦汽船株式會社 東京　内容：　第
九十四回～第百二十四回營業報告書（第
104回～第112回欠号）　社債目論見書
（1948/8/23～1949/12/27）　コピーの合綴
背には北海道炭砿鉄道とあり

1936 1950 COAL@D@78

幌内立坑開さく記録 北海道炭礦汽船株式会社幌
内鉱業所　[編]

北海道炭礦汽船株式会社幌内鉱業所 [三
笠]

1967 COAL@D@79

援護協会１０年の歩み 北海道炭鉱離職者雇用援護
協会 編

北海道炭鉱離職者雇用援護協会 札幌 c1 1978 COAL@D@80/C
OAL@D@80@c1

石炭国家統制史 北海道炭礦汽船株式会社
[編]

日本経済研究所 東京 1958 COAL@D@81

北海炭業・北海道鉱業・北日本鉱業・北海道石炭
営業報告書

北海炭業株式會社 北海炭業株式會社 名古屋　内容：第参回～
第拾壱回營業報告書　/　北海炭業株式會
社.　大正拾四年度～昭和参年度營業報告
書　/　北海道鑛業株式會社.　第拾八回營
業報告書　/北日本鑛業株式會社.　北海道
石炭株式會社報告書（第参期～第五期),
定款　コピーの合綴

1919/07 1942/08 CO}AL@D@82

雄別炭砿鉄道営業報告書　1 北海炭礦鐡道株式會社 北海炭礦鐡道株式會社 東京　内容：　第三
期～第参拾壱期營業報告書(5期～9期欠
号）　コピーの合綴　第拾期以降雄別炭礦鐡
道株式會社に社名変更

1920/07 1934/11 COAL@D@83
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タイトル 団体名 備考 年月日（自） 年月日（至） 請求記号
雄別炭砿鉄道営業報告書　2 雄別炭礦鐡道株式會社 雄別炭礦鐡道株式會社 東京　内容：　第参

拾弐期～第五拾八期報告書(50,　51期欠
号）.　増資目論見書　コピーの合綴

1934/12 1951/03 COAL@D@84

北星炭礦従業員住所録 北星炭礦株式会社 出版地不明 1970 COAL@D@85
ほのかな光：芦婦協結成20周年記念誌 芦別市婦人団体連絡協議会 [芦別] 1973 COAL@D@86
實地測量學講義 堀口 勉一郎 6版 成光館出版部 東京　河野書店蔵版 1939 COAL@D@87
創立二十周年記念概誌 幌内砿労働組合 [編] 幌内砿労働組合 三笠市 1965 COAL@D@88
三井百年 星野　靖之助 鹿島研究所出版会 東京　河野書店蔵版 1968 COAL@D@89
労働運動史 細谷 松太 日本労政協会 東京 労働教育講座 ；第３回

no. ５
1952 COAL@D@90

坑内構造論 兵庫 信一郎 技術書院 東京 1968 COAL@D@91
石炭の話 兵庫 信一郎 改訂版 技術書院 東京 炭坑読本；第１巻.

一般編 ；第1集 合綴製本済み
1958 COAL@D@92

地質と探炭 兵庫 信一郎 改訂版 技術書院 東京 炭坑読本；第１巻.
一般編 ；第２集 合綴製本済み

1956 COAL@D@93

選炭と石炭加工 兵庫 信一郎 改訂版 技術書院 東京 炭坑読本；第１巻.
一般編 ；第３集 合綴製本済み

1959 COAL@D@94

評価・起業・原価 兵庫 信一郎 改訂版 技術書院 東京 炭坑読本；第１巻.
一般編 ；第６集 合綴製本済み

1956 COAL@D@95

生産性と科学管理 兵庫 信一郎 改訂版 技術書院 東京 炭坑読本；第１巻.
一般編 ；第７集 合綴製本済み

1957 COAL@D@96

坑道掘進 兵庫 信一郎 改訂版 技術書院 東京 炭坑読本；第２巻.
堀進編 ；第９集 合綴製本済み

1957 COAL@D@97

軌道と炭車 兵庫 信一郎 改訂版 技術書院 東京 炭坑読本；第５巻.
施設編 ；第２８集

1957 COAL@D@98

坑内運搬　上 兵庫 信一郎 改訂版 技術書院 東京 炭坑読本；第５巻.
施設編 ；第２９集

1957 COAL@D@99

圧縮空気 兵庫 信一郎 改訂版 技術書院 東京 炭坑読本；第５巻.
施設編 ；第３１集

1958 COAL@D@100

坑内排水と坑内ダム 兵庫 信一郎 改訂版 技術書院 東京 炭坑読本；第５巻.
施設編 ；第３３集

1957 COAL@D@101

坑内電気 兵庫 信一郎 改訂版 技術書院 東京 炭坑読本；第５巻.
施設編 ；第３２集

1957 COAL@D@102

炭坑読本：掘進編　第2巻 兵庫 信一郎 改訂版 技術書院　内容：　第９集.　坑道掘
進　第１０集.　掘進用機械(上）　第１１集.
掘進用機械(下）　第１２集.　坑道支保(上）
第１３集.　坑道支保(下）　第１４集.　炭鉱爆
薬　第１５集.　立坑開鑿　　　コピーの合綴。
合綴図書のタイトル：　賃金協定書　/　三井
芦別労働組合　ほか 東京

1957 1958 COAL@D@103
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炭坑読本：採炭編　第３巻 兵庫 信一郎 改訂版 技術書院　内容：　第１６集.　採炭法

第１７集.　カッペ採炭　第１８集.　カッターと
ピック　第１９集.　新採炭機械　第２０集.　充
填と陥落　　コピー　 東京

1959 1961 COAL@D@104

炭坑読本：保安編　第4巻 兵庫 信一郎 改訂版 技術書院　内容：　第２１集.　坑内通
気　第２２集.　坑内ガストガス抜き法　第２３
集.　自然発火とガス突出　第２４集.　炭塵爆
発　第２５集.　炭坑災害　第２６集.　救急法
と坑内衛生　第２７集.　救護隊と救命器 東

1958 1961 COAL@D@105

人間尊重五十年 出光 佐三 春秋社 東京 1962 COAL@D@106
掘る 耕す 創る：北海道にひらく自治の実践と論理 五十嵐 広三 楡書房 札幌 1978 COAL@D@107
勞働組合保障 ：　クローズド・ショップの問題 井原 糺 慶應出版社 東京 1949 COAL@D@108
創立四十周年記念誌 今泉 孟人 編 小坂鉱山労働組合 小坂町　表紙には｢写真

でつづるよんじゅうねん」とあり
1986 COAL@D@109

日本経済と労使関係 稲葉 秀三 炭鉱教育訓練委員会 東京 産業教養講座
社会経済篇；第２分冊

1960 COAL@D@110

技術革新とマーケティング 稲生 平八 炭鉱教育訓練委員会 東京 産業教養講座
経営革新篇；第5分冊

1960 COAL@D@111

院内銀山：明治天皇院内銀山御臨幸百年記念誌 院内銀山史跡保存顕彰会 院内銀山史跡保存顕彰会 [雄勝町] 1980 COAL@D@112
院内銀山ものがたり 院内銀山史跡保存顕彰会 院内銀山史跡保存顕彰会 [雄勝町] 1987 COAL@D@113
室蘭地方労働運動史 石田 幸成 編 室蘭地方労働組合協議会 室蘭市 1961 COAL@D@114/

COAL@D@114@
c1/COAL@D@11
4@c2

鑛山に生きる斗 いの記録と自己批判 石原産業労働組合連合会
[編]

石原産業労働組合連合 大阪　表紙には｢写
真でつづるよんじゅうねん」とあり

1955 COAL@D@115

苦海浄土：わが水俣病 石牟礼 道子 講談社 東京 1969 COAL@D@116
社員組合十年史 石崎 充郎 編 三北商事芦別社員組合 [芦別] 1971 COAL@D@117
伊藤卯四郎：越し方けわし 伊藤 卯四郎 [著] 議事堂通信社 小金井 1972 COAL@D@118
創立30周年記念誌 岩城 洋一 編 小坂鉱山労働組合 小坂町 1975 COAL@D@119
飯塚市歴史資料館収蔵資料目録　歴史・民族・美
術・石炭資料編

飯塚市歴史資料館　[編] 飯塚市歴史資料館 飯塚 1990 COAL@D@120

おいらの歩み：常磐炭礦労働組合創立２０周年記
念労働史

常磐炭礦労働組合 編 常磐炭礦労働組合 常磐 1966 COAL@D@121

俺らのあゆみ：常盤炭礦労働組合十周年記念労
働史

常盤炭礦労働組合 [編] 常盤炭礦労働組合 常盤市 1956 COAL@D@122

17年のあゆみ 17年のあゆみ編集委員会 住友赤平高等鉱業学校 [出版地不明] 1975 COAL@D@123
わかり易い鉱山の科学管理 科学管理研究会 編 1951版 日本鉱業協会 東京 1951 COAL@D@124
幌労：解散記念誌 解散記念誌編纂委員会 編 幌内炭鉱労働組合 [幌内] 1991 COAL@D@125
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新鉱：解散記念誌 解散記念誌編纂委員会 夕張新炭鉱労働組合 c2 1984 COAL@D@126/

COAL@D@126@
c1/COAL@D@12
6@c2

近代労務管理と労働関係法：ストに強くなる本 賀来 才二郎 [講述] 経営研究会 東京 1961 COAL@D@127
中国人強制連行事件：北海道・東川事業場の記
録

金巻 鎮雄 増補 みやま書房 札幌 1976 COAL@D@128

金田町史 金田町史編纂委員会　編 金田町 金田町　ゼロックスコピー 1968 COAL@D@129
海外の石炭情勢と日本 兼重 修 北海道社会問題研究所 札幌 1971 COAL@D@130
地底との訣別：常磐炭砿閉山闘争とその組合員 菅野 勝雄 編 常磐炭礦労働組合 いわき 1975 COAL@D@131
カンテラ坂 葦書房 福岡 写真万葉録・筑豊；4　監修：

上野英信, 趙根在
1985 COAL@D@132

鑛業關係法 加藤 悌次 [ほか] 日本評論新社 東京 法律學:1部;コンメンター
ル篇;23

1953 COAL@D@133

勞働問題研究 河合 栄治郎 岩波書店 東京 1920 COAL@D@134
開礦百年史 茅沼炭化礦業茅沼鑛業所

[編]
茅沼炭化礦業茅沼鑛業所 泊村　ゼロックス
コピー

1956 COAL@D@135

桂川町誌 桂川町　[編] 桂川町 桂川町　ゼロックスコピー 1967 COAL@D@136
日本経済の現況：円切り上げ以後の課題　昭和４
７年版

経済企画庁調査局 編 大蔵省印刷局 東京 1972 COAL@D@137

中小炭鉱における経営の諸問題：九州地方中小
炭鉱調査

経済審議庁調査部調査課
[編]

経済審議庁調査部調査課 出版地不明　謄
写版刷り

1955 COAL@D@138

機械採炭と自然発火対策：自走支保・ドラムカッ
タ・ホーベル

1968 全国炭鉱技術会 [出版地不明]　第12
回全炭技研究会報告書

1968 COAL@D@139

鉱山と朝鮮人強制連行 金 慶海 明石書店 東京　兵庫県の鉱山と朝鮮人年
表

1987 COAL@D@140

近代炭礦機械化 近代炭礦機械化刊行會 編 近代炭礦機械化刊行會 札幌 1949 COAL@D@141
労務管理 桐原 葆見 日本労政協会 東京 労働教育講座；第３回

no.7 c1
1952 COAL@D@142/

COAL@D@142@
夕張炭を作った植物 小林 政雄 小林政雄 出版地不明 1900 COAL@D@143
男爵團琢磨傳　上,　下 故團男爵傳記編纂委員會

編
故團男爵傳記編纂委員會 東京　ゼロックス
コピーの合綴

1938 COAL@D@144

鉄柱カッペ払における天盤の制御：磐圧測定と実
技

鉱業労働災害防止協会 [編] 鉱業労働災害防止協会 出版地不明 1967 COAL@D@145

保安のしるべ　:　イラスト集 鉱業労働災害防止協会 [編] 鉱業労働災害防止協会 出版地不明 1985 COAL@D@146
石炭産業における問題点 小島 慶三 炭鉱教育訓練委員会 東京 産業教養講座

エネルギー産業篇;；第2分冊 合綴製本済み
1960 COAL@D@147

炭鑛の國家管理：臨時石炭鑛業管理法解説 小島　慶三 日本經濟新聞社 東京 1948 COAL@D@148
国民春闘白書 国民春闘共闘会議 [編] 労働経済社 東京 1980 COAL@D@149
石炭問題に關する研究報告 國策研究會　[編] 國策研究會 東京 報告書 / 国策研究会；第

6号　コピーの合綴　合綴図書のデータ；　沿
線炭礦要覧.　札幌　:札幌鉄道局,　1927

1937 COAL@D@150
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砦（チャシ）のともしび ： 創立七十五周年記念協
賛出版 ： 日鋼室蘭史話

駒木 佐助 新訂版 日本製鋼所 室蘭市 1982 COAL@D@151

コール・ノート　昭和５４年度版 資源産業新聞社 東京　監修 : 資源エネル
ギー庁石炭部

1979 COAL@D@152

コール・ノート　昭和５６年度版 資源産業新聞社 東京　監修 : 資源エネル
ギー庁石炭部 c1

1982 COAL@D@153/
COAL@D@153@

最近における石炭企業の協調的傾向の基盤と実
態の概要

公正取引委員会事務局　経
済部調査課

公正取引委員会 [東京]　謄写版刷り 1953 COAL@D@154

鉱山保安年報　昭和３１年度 鉱山保安年報編集委員会 編 出版社不明 出版地不明 1956 COAL@D@155
労働と福祉 小柳 勇 柳友会 北九州 1968 COAL@D@156
世界労働者運動史 上妻 美章 日本社会党中央本部機関紙局 東京 1978 COAL@D@157
いまあえてわが三池：闘いに燃えた私の追憶 久保田 武己 久保田武己 荒尾 1985 COAL@D@158
最新炭礦工學　下 久保山 雄三 編纂 改訂版 公論社 東京 1949 COAL@D@159@

3/COAL@D@159
@3-c1

最新炭礦工学　中 久保山 雄三 編纂 改訂版 公論社 東京 1949 COAL@D@159@
十年史：結成十周年記念 黒岩 義方 （ほか）編 住友石炭鉱業株式会社職員労働組合連合

会 東京
1957 COAL@D@160

黒十字 葦書房 福岡 写真万葉録・筑豊 ；１０ 監修：
上野英信, 趙根在

1986 COAL@D@161

反芻自戒 黒澤 酉蔵 北海タイムス社 札幌 1965 COAL@D@162
最近の石油事情 黒沢 俊一 炭鉱教育訓練委員会 東京 産業教養講座

エネルギー産業篇 ;； 第5分冊 合綴製本済
み

1960 COAL@D@163

職務給・職能給導入の手引　:　導入作業の手順と
進め方

楠田　丘 産業労働調査所 東京 1966 COAL@D@164

九州に於ける産業と労働 協調會　[編] 協調會 東京 社會政策時報　；　第193號 1936 COAL@D@165
石炭研究資料叢書　第１輯 九州大学石炭研究資料セン

ター　編
九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　宮崎百太郎氏採集資料（１）.　筑豊興
業鉄道会社資料（１）.　労資懇談会記録綴.
大辻炭礦七十年史（稿本）

1980 COAL@D@166@
1

石炭研究資料叢書　第２輯 九州大学石炭研究資料セン
ター　編

九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　宮崎百太郎氏採集資料（2）.　筑豊興
業鉄道会社資料（2）.　日本炭鉱労働組合総
連合　福岡学校資料.　大日鉱業株式会社

1981 COAL@D@166@
2

石炭研究資料叢書　第３輯 九州大学石炭研究資料セン
ター　編

九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　宮崎百太郎氏採集資料（3）.　筑豊興
業鉄道会社資料（3）.　植木斯波炭礦日誌

1982 COAL@D@166@
3

石炭研究資料叢書　第４輯 九州大学石炭研究資料セン
ター　編

九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　宮崎百太郎氏採集資料（4）.　筑豊興
業鉄道会社資料（4）.　筑豊炭坑労働事情

1983 COAL@D@166@
4
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石炭研究資料叢書　第５輯 九州大学石炭研究資料セン

ター　編
九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　宮崎百太郎氏採集資料（5）.　筑豊興
業鉄道会社資料（5）.　高取伊好翁伝（稿本）

1984 COAL@D@166@
5

石炭研究資料叢書　第６輯 九州大学石炭研究資料セン
ター　編

九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　中島徳松翁伝（上).　九州社会運動年
鑑（1934年版）.　筑豊興業鉄道会社資料（6）

1985 COAL@D@166@
6

石炭研究資料叢書　第７輯 九州大学石炭研究資料セン
ター　編

九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　中島徳松翁伝（下）.　筑豊興業鉄道会
社資料（7）

1986 COAL@D@166@
7

石炭研究資料叢書　第8輯 九州大学石炭研究資料セン
ター　編

九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　入江六郎七記録.　九州労働運動ニュ
ウース綴.　日本労働総同盟　日本石炭坑夫
組合組合員名簿（未定稿）

1987 COAL@D@166@
8

石炭研究資料叢書　第9輯 九州大学石炭研究資料セン
ター　編

九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　坑夫待遇調.　煤煙余抹.　三菱美唄r炭
礦史年表稿

1988 COAL@D@166@
9

石炭研究資料叢書　第10輯 九州大学石炭研究資料セン
ター　編

九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　筑豊炭山視察報告書.　貝島会社年表
草案

1989 COAL@D@166@
10

石炭研究資料叢書　第11輯 九州大学石炭研究資料セン
ター　編

九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　三井田川炭山沿革誌.　鉱山借区一覧
表（明治16年）

1990 COAL@D@166@
11

石炭研究資料叢書　第12輯 九州大学石炭研究資料セン
ター　編

九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　例規綴.　鉱山借区一覧表・同追加(明

1991 COAL@D@166@
12

石炭研究資料叢書　第13輯 九州大学石炭研究資料セン
ター　編

九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　撫順炭坑特別会計ノ提唱.　筑豊五群
石炭鉱区一覧表（明治28,　33,　34年）

1992 COAL@D@166@
13

石炭研究資料叢書　第14輯 九州大学石炭研究資料セン
ター　編

九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　赤池炭礦資料.　筑豊炭山労働事情.
筑豊五群石炭鉱区一覧表(明治35、36、37
年）

1993 COAL@D@166@
14

石炭研究資料叢書　第15輯 九州大学石炭研究資料セン
ター　編

九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　地方職業紹介事務局調査報告書.　筑
豊五群石炭鉱区一覧表(明治39,40,41年）

1994 COAL@D@166@
15

炭鉱札：論集・図録 九州大学石炭研究資料セン
ター　編

九州大学石炭研究資料センター 福岡 石炭
研究資料叢書　；　第16輯 石炭研究資料セ
ンター15周年記念

1995 COAL@D@166@
16

石炭研究資料叢書　第17輯 九州大学石炭研究資料セン
ター　編

九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　九州炭礦労働運動史(昭和22年）.　The
Japanese Imperial Mint and the coal

1996 COAL@D@166@
17
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石炭研究資料叢書　第18輯 九州大学石炭研究資料セン

ター　編
九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　西戸崎炭礦社史（稿本）.　松田武一郎
小伝（稿本）.　明治廿七年二月廿八日調福
岡鉱山監督署管内試掘採掘採取一覧表

1997 COAL@D@166@
18

石炭研究資料叢書　第19輯 九州大学石炭研究資料セン
ター　編

九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　「株式会社麻生商店二十年史」.　「山
西鉱務誌略

1998 COAL@D@166@
19

石炭研究資料叢書　第20輯 九州大学石炭研究資料セン
ター　編

九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　貝島太助伝（稿本）

1999 COAL@D@166@
20

石炭研究資料叢書　第21輯 九州大学石炭研究資料セン
ター　編

九州大学石炭研究資料センター 福岡 内
容：　鉱業労働事情調書.　地方職業紹介事
務局調査報告書（ニ）

2000 COAL@D@166@
21

防爆対策　炭じん爆発篇 九州鉱山学会 白亜書房 東京 1950 COAL@D@167
全國聯合協議會議案（日文）　慶徳6年度 滿洲帝國協和會 滿洲帝國協和會 [新京] 7編の合綴 合綴図

書のタイトル；　「全國聯合協議會要綱(日
文）」　「中央本部竝政府諮問事項(日文）」
「開拓村に於ける定住形式」　「満州国の現
住民族」　「支那事変と半島同胞」　「勤労者
食糧事情調」

1939 COAL@D@168

労働生産性の諸問題 増田 米治 労働法令協会 東京 1954 COAL@D@169
技術革新の現状と将来 増田 米治 炭鉱教育訓練委員会 東京 産業教養講座

経営革新篇 ； 第4分冊 合綴製本済み
1960 COAL@D@170

ふるさとヤマ真谷地 松田　芳明　[撮影] 松田写真事務所 札幌 1988 COAL@D@171
松本健次郎懐旧談 松本 健次郎 [述] 鱒書房 東京 1952 COAL@D@172
勞働組合の組織と運営 松永 正男 中央労働学園 東京 勞働教育講座 ； ５ 1950 COAL@D@173
戦後九州における石炭産業の再編成と合理化 松岡　瑞雄 日本学術振興会 東京 1954 COAL@D@174
明日にむかって：松島炭鉱労働組合創立30周年
記念誌

松島炭鉱労働組合　[編] 松島炭鉱労働組合 外海(長崎県） 1976 COAL@D@175

明日のために：組合創立35周年記念誌 松島炭鉱労働組合　[編] 松島炭鉱労働組合 [外海(長崎県)] 1981 COAL@D@176
明日を拓く：組合創立40周年記念特別誌 松島炭鉱労働組合　[編] 松島炭鉱労働組合 [外海(長崎県)] 1986 COAL@D@177
鑛山軌道便覽 緑川 國榮 改訂増補版 修教社 東京 1949 COAL@D@178
三池移住五十年の歩み 與洲奥都城会　[編] 與洲奥都城会 大牟田 コピーの合綴 合綴

図書のデータ：　三井の三池鉱山経営略史
/　野瀬義雄.　大牟田　：　野瀬産業株式会
社,　1990

1966 COAL@D@179

三池闘争の記録：三池闘争25周年記念出版 三池炭鉱労働組合　編 三池炭鉱労働組合 大牟田 1985 COAL@D@180
あのとき私は 三池を闘った私たちの記録

刊行委員会 編
労働教育センター 東京 1981 COAL@D@181

みいけ20年：みいけ20年資料篇/三池炭鉱労働組
合編

三池炭鉱労働組合　編 労働旬報社 東京 コピーの合綴 データは学
情データによる 資料編は一部のみ収録

1967 1968 COAL@D@182

三笠市史：開基九十周年記念 三笠市 三笠市 三笠 ゼロックスコピー 1971 COAL@D@183
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三笠市と幌内炭砿：全坑水没から再建までの記録 三笠市幌内炭鉱復旧再建市

民会議　[編]
三笠市幌内炭鉱復旧再建市民会議 [三笠] 1977 COAL@D@184

最新採炭學　上 三川 一一 松柏書院 東京 1939 COAL@D@185@
最新採炭學　下 三川 一一 松柏書院 東京 1939 COAL@D@185@
みんなの話合いでたたかいとろう：春闘・石炭政策
闘争必携

日本炭鉱労働組合 出版地不明 1966 COAL@D@186

三菱鉱業営業報告書　1 三菱鑛業株式會社 三菱鑛業株式會社 東京 内容：　第壱期營
業報告～第参拾期營業報告書 コピーの合
綴

1918/05 1933/03 COAL@D@187@
1

三菱鉱業営業報告書　2 三菱鑛業株式會社 三菱鑛業株式會社 東京 内容：　第参拾壱
期～第四拾期営業報告書　コピーの合綴

1933/04 1938/03 COAL@D@187@
2

三菱鉱業営業報告書　3 三菱鑛業株式會社 三菱鑛業株式會社 東京 内容：　第四拾壱
期～第60期営業報告書(52,　56,　57期欠号)
コピーの合綴

1938/04 1951/03 COAL@D@187@
3

三菱高島炭礦労働組合三十年史 三菱高島炭礦労働組合 編 三菱高島炭礦労働組合 [高島町] 1977 COAL@D@188
創立20周年記念誌 三井芦別高等鉱業学校20周

年記念誌編集部　編
三井芦別高等鉱業学校20周年記念誌編集
部 芦別

1968 COAL@D@189

保安関係集 三井美唄炭鉱労働組合　[編] 三井美唄炭鉱労働組合 美唄 コピーの合綴
合綴図書のタイトル：　[三井美唄炭鉱協定
関係」　「特殊労務者の労務管理」

1959 COAL@D@190

神岡鉱山写真史 三井金属鉱業株式会社修史
委員会事務局 編

三井金属鉱業 東京 1975 COAL@D@191

山の歩み五十年 三井鉱山株式会社砂川鉱業
所 [編]

三井鉱山株式会社砂川鉱業所 上砂川 ゼ
ロックスコピー

1965 COAL@D@192

三井鉱山営業報告書　1 三井鑛山株式會社 三井鑛山株式會社 東京 内容：　第拾期～
第四拾弐期營業報告書 コピーの合綴

1916/06 1933/11 COAL@D@193

三井鉱山営業報告書　2 三井鑛山株式會社 三井鑛山株式會社 東京 内容：　第四拾参
期～第73期営業報告書.　(66,　67,　68,　70
期欠号).　増資目論見書. コピーの合綴

1932/11 1951/03 COAL@D@194

三池争議の軌跡 宮村 真澄 葦書房 福岡 参考資料 ； 関連年表 1985 COAL@D@195
通氣保安と通氣計画 宮崎 団作 宮崎団作　大牟田 1951 COAL@D@196
炭鉱（やま）の生活：写真集 水田 忠信 北海道新聞社 札幌 1990 COAL@D@197
ヤマのまつり：写真集 水田 忠信 北海道新聞社 札幌 1988 COAL@D@198
茂尻炭礦五十年史 茂尻炭礦五十年史編纂委員

会　編
雄別炭礦株式会社茂尻礦業所 赤平 1967 COAL@D@199

炭鉱離職者臨時措置法の解説 百田 正弘 労働法令協会 東京 1960 COAL@D@200
竪坑開鑿及坑道開鑿法 門奈 正 修教社 東京 1945 COAL@D@201
これからの賃金体系 森 五郎 日本生産性本部 東京 現代労務管理全書； 1964 COAL@D@202
北海道石炭鑛業の労働生産性 森 光夫 労働科学研究所 札幌 北海道石炭産業研

究； 1, 3-2
1956 COAL@D@203

経営近代化の基盤 森川 覚三 炭鉱教育訓練委員会 東京 産業教養講座
経営革新篇 ； 第1分冊 合綴製本済み

1960 COAL@D@204
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水力採炭と水力輸送　上 Muchnika, V.S., Ignatova, F.I.

共編
東京大学出版会 東京 Trudy : pepvoi
vsesoiuenoi …, 1959の翻訳

1961 COAL@D@205@
1

水力採炭と水力輸送　中 Muchnika, V.S., Ignatova, F.I.
共編

東京大学出版会 東京 Trudy : pepvoi
vsesoiuenoi …, 1959の翻訳

1961 COAL@D@205@
2

水力採炭と水力輸送　下 Muchnika, V.S., Ignatova, F.I.
共編

東京大学出版会 東京 Trudy : pepvoi
vsesoiuenoi …, 1959の翻訳

1961 COAL@D@205@
3

住友の歴史：鑛業を中心としたる 向井　芳彦 住友金属鑛山株式会社 [東京] 1952 COAL@D@206
銅山の町足尾を歩く：足尾の産業遺産を訪ねて 村上　安正 わたらせ川協会 宇都宮 1998 COAL@D@207
鉱業論集　1 村上　安正 村上安正 葉山町 1986 COAL@D@208@
鉱業論集　2 村上　安正 村上安正 葉山町 1986 COAL@D@208@
鉱山の技術・経営・社会 村上　安正 村上安正 葉山町 鉱業論集　；　３ 2000 COAL@D@209
室蘭のうつりかわり 室蘭市史編集室 編 室蘭市 室蘭市 1977 COAL@D@210
採鑛學通論 永積 純次郎 丸善 東京 採鉱学; 第1巻 1925 COAL@D@211
鑛山變災 永積 純次郎 丸善 東京 採鉱学; 第2巻 1927 COAL@D@212
採鑛用品 永積 純次郎 丸善 東京採鉱学; 第３巻 1927 COAL@D@213
2つの民主主義と２つの社会主義 中村 菊男 炭鉱教育訓練委員会 東京 産業教養講座

社会経済篇 ； 第１分冊 合綴製本済み
1960 COAL@D@214

十年史抄 中野 正雄 編 北海道炭礦汽船株式会社職員組合連合会
出版地不明

1958 COAL@D@215

多国籍企業の事例研究（デュポン社） 日本貿易振興会海外経済情
報センター [編]

日本貿易振興会 [東京] 産業調査　; no. 78-
22 79-ECB/701-511/51

1979 COAL@D@216

米国メージャー５社の分析 日本貿易振興会海外経済情
報センター [編]

日本貿易振興会 [東京] 産業調査　; no. 79-
19 80-ECB/701-511/92

1980 COAL@D@217

米国メージャーの石炭事業と戦略 日本貿易振興会海外経済情
報センター [編]

日本貿易振興会 [東京] 産業調査　;　80-11
80-ECB/701-511/213

1981 COAL@D@218

米国一般炭の開発可能性 日本貿易振興会海外経済情
報センター [編]

日本貿易振興会 [東京] 資源調査　;　75-19
75-RED/701-412/6

1976 COAL@D@219

職務給の研究 日本経営者団体連盟弘報部
[編]

日本経営者団体連盟弘報部 東京 1955 COAL@D@220

半島人勞務者ニ關スル調査報告 日本鑛山協會　[編] 日本鑛山協會 東京 日本鑛山協會資料　；
第78輯

1940 COAL@D@221

写真でつづる総評三十年史 日本労働組合総評議会 企
画･編集

総評資料頒布会 東京 1982 COAL@D@222

総評二十年史　上 日本労働組合総評議会 編 労働旬報社 東京 1974 COAL@D@223@
総評二十年史　下 日本労働組合総評議会 編 労働旬報社 東京 1974 COAL@D@223@
最新全国主要労働組合規約及規則集 日本労政協會編 日本労政協会 1949 COAL@D@224
石炭危機の打開策とその問題点：とくに労使関係
安定を中心として

日本生産性本部石炭産業対
策特別委員会

日本生産性本部 東京 日本生産性本部石
炭産業対策特別委員会中間報告書

1962 COAL@D@225

石炭統計総觀　1950 日本石炭協會　編 日本石炭協會 東京 1950 COAL@D@226
保安技術：保安技術改善発表会報告書 日本石炭協会 [編] 日本石炭協会 東京 ゼロックスコピー 1956 COAL@D@227
鉱山救急法 日本石炭協会 [編] 日本石炭協会 東京 1958 COAL@D@228
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資料日本社会党四十年史 日本社会党結党四十周年記

念出版刊行委員会 編
日本社会党中央本部 東京 1986 COAL@D@229

政策提言：今こそ国内炭の完全な開発をはかりエ
ネルギー危機に対応しよう

日本炭鉱労働組合 [編] 日本炭鉱労働組合 東京 1974 COAL@D@230

危機目前 日本炭鉱労働組合 [編] 日本炭鉱労働組合 [東京] 1975 COAL@D@231
新たな出発：夕張新炭鉱再建闘争の足跡(今後の
闘い）

日本炭鉱労働組合 [編] 日本炭鉱労働組合 東京 1900 COAL@D@232

炭鉱労働者の実態 日本炭鉱労働組合 [編] 日本炭鉱労働組合 東京 1978 COAL@D@233
炭鉱（やま）に生きて：炭労40年史写真集 日本炭鉱労働組合　[編] 日本炭鉱労働組合 東京 1990 COAL@D@234
アメリカ炭鉱訪問記 日本炭鉱労働組合アメリカ交

流代表団 [編]
日本炭鉱労働組合アメリカ交流代表団 出
版地不明

1963 COAL@D@235

がんば：政転斗争写真集 日本炭鉱労働組合北海道地
方本部 [編]

炭労北海道地方本部 札幌 1962 COAL@D@236

中小炭鉱基礎調査報告 日本炭鉱労働組合組織対策
委員会 [編]

日本炭鉱労働組合組織対策委員会 出版地
不明 謄写版印刷

1957 COAL@D@237

昭和40暦年（1月～12月）の主要会社鉄鋼生産 日本鉄鋼連盟統計部 [編] 出版社不明 出版地不明 謄写版印刷 1966 COAL@D@238
昭和41暦年（1月～12月）の主要会社鉄鋼生産 日本鉄鋼連盟統計部 [編] 出版社不明 出版地不明 謄写版印刷 1967 COAL@D@239
昭和42暦年（1月～12月）の主要会社鉄鋼生産 日本鉄鋼連盟統計部 [編] 出版社不明 出版地不明 謄写版印刷 1968 COAL@D@240
鐡鋼勞働年鑑　昭和23年度 第三部 日本鐡鋼經營者聨盟 [編] 日本鐡鋼經營者聯盟 東京 勞働協約及經

營協議會篇
1947 COAL@D@241

三菱高島炭礦労働組合十年史 新妻 巳之助 編 三菱高島炭礦労働組合 高島町 ゼロックス
コピー

1956 COAL@D@242

人間の山 葦書房 福岡 写真万葉録・筑豊 ；１ 監修：
上野英信, 趙根在

1984 COAL@D@243

同窓生名簿 西芦別小学校開校五十周年
を祝う会事業部 [編]

西芦別小学校開校五十周年を祝う会 芦別 1989 COAL@D@244

資格制度 西川　忠 ダイヤモンド社 東京 ダイヤモンド経営実務
全書

1965 COAL@D@245

筑豊石炭鉱業組合　2 西日本文化協会　編 福岡県 福岡 福岡県史　；　29　：　近代史料 1989 COAL@D@246
經濟界季節變動の研究 野村證券株式會社調査部 野村證券株式會社調査部 大阪 野村財界

研究叢書　；　第2輯
1925 COAL@D@247

自作農創設維持關係法令　昭和7年 農林省農務局　[編] 農林省農務局 [東京] ９編の合綴
合綴図書のタイトル；　「北海道土工殖民協
會規定」　「本道漁村ニ於ケル小實行團體
調」　[農業法」　「北海道の作況と小作事情」
「北方農業の建設と製乳事業の将来」　[北
海道の地帯別農業に關する調査資料」　「北
海道の港湾荷役労働」　[北洋木材積取労
働事情」

1932 COAL@D@248

日本採炭機構論 小田　正憙 巖松堂書店 東京 1944 COAL@D@249
生産管理論 小高 泰雄 霞ヶ関書房 東京 経営経済学 ; ３ 1948 COAL@D@250
北海道鑛業誌 小笠原　榮治　編 北海道石炭鑛業會 札幌 1924 COAL@D@251
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タイトル 団体名 備考 年月日（自） 年月日（至） 請求記号
北海道鑛業誌 小笠原　榮治　編 改訂増補 北海道石炭鑛業會 札幌 1928 COAL@D@252
北海道鑛業誌 小笠原　榮治　編 改訂増補 北海道石炭鑛業會 札幌 1934 COAL@D@253
現勢と各論 緒方 乙丸 白亜書房 東京 鑿岩機操業の理論と実際 ；

第１輯
1953 COAL@D@254

機構と性能 緒方 乙丸 白亜書房 東京 鑿岩機操業の理論と実際 ；
第2輯

1953 COAL@D@255

熱処理 緒方 乙丸 白亜書房 東京 鑿岩機操業の理論と実際 ；
第4輯

1952 COAL@D@256

操業の実際 緒方 乙丸 白亜書房 東京 鑿岩機操業の理論と実際 ；
第5輯

1953 COAL@D@257

工程 緒方 乙丸 白亜書房 東京 鑿岩機操業の理論と実際 ；
第6輯

1953 COAL@D@258

大いなる火　上 葦書房 福岡 写真万葉録・筑豊 ；２ 監修：
上野英信, 趙根在

1984 COAL@D@259@
1

大いなる火　下 葦書房 福岡 写真万葉録・筑豊 ；３ 監修：
上野英信, 趙根在

1985 COAL@D@259@
2

王子製紙労働組合運動史 王子製紙労働組合組合史編
纂委員会 [編]

王子製紙労働組合 東京 1957 COAL@D@260

日本の労働者階級 大河内 一男 編 東洋経済新報社 東京 1955 COAL@D@261
日本勞働組合論：単位産別組合の性格と機能 大河内 一男 編 有斐閣 東京 1954 COAL@D@262
勞働組合の組織と運営 大河内 一男 編 弘文堂 東京 労働問題と労働法 ： 講座 ； １ 1957 COAL@D@263
幌内立坑の同時工法による急速掘進 奥村　尚彦 北海道炭礦汽船株式会社幌内鉱業所 三笠 1965 COAL@D@264
鑛業關係法規集 大沼　正吉　編 技報堂 東京 新法規　；　１ 1951 COAL@D@265
新井郁之助伝：北海道教育の先駆者 逢坂 信 北海タイムス社 札幌 1967 COAL@D@266
三井芦別炭鉱：私の終戦秘録：人民裁判をめぐる
残酷物語りとその全貌

大島　常次朗 交通日本社 東京 コピーの合綴　　　　合綴
図書のデータ；　三池日記　：　たたかいの理
論と総括　/　向坂逸郎編.　東京　：　至誠
堂,　1961　　　　データは学情データ参照

1966 COAL@D@267

炭鉱のガス抜きとガス利用 欧州経済協力機構生産性欧
州支部 編

技術書院 東京 Captage et utilisation du
methane des charbonnagesの翻訳

1957 COAL@D@268

日本の労働運動 太田 薫 労働法令協会 東京 1960 COAL@D@269
北海道石炭業概論 小樽高等商業學校　編 小樽高等商業學校 小樽 産業調査報告　；

第１ コピー　　　　　　　　　データは原本の学
情データによる

1916 COAL@D@270

勞働争議と争議権 大友 福夫 編 弘文堂 東京 労働問題と労働法 ： 講座 ； ３ 1956 COAL@D@271
労務用主食配給の実務必携 小沢 守雄 編 労働法令協会 東京 監修 ： 労働省労働基

準局給与課
1953 COAL@D@272

アメリカ労働運動史 Pelling，Henry 時事通信社 東京 時事新書 American labor 1962 COAL@D@273
調査資料　第32号號 臨時産業調査局　[編] 臨時産業調査局 [東京] 1919 COAL@D@274
労働統計要覧　１９７２年版 労働大臣官房労働統計調査

部 編
大蔵省印刷局 東京 1972 COAL@D@275

失業保険法解釈総覧 労働法令協会 [編] 労働法令協会 東京 1953 COAL@D@276
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失業保険法解釈総覧 労働法令協会 [編] 労働法令協会 東京 旧版の改訂増補 －－

序
1956 COAL@D@277

資料労働運動史　昭和20－21年 労働省 編 労務行政研究所 東京 c1 1951 COAL@D@278/
COAL@D@278@

資料労働運動史　昭和２２年  労働省 編 労務行政研究所 東京 1952 COAL@D@279
資料労働運動史　昭和２３年 労働省 編 労務行政研究所 東京 1952 COAL@D@280
資料労働運動史　昭和２４年 労働省 編 労務行政研究所 東京 1952 COAL@D@281
資料労働運動史　昭和２５年 労働省 編 労務行政研究所 東京 1952 COAL@D@282
労働白書　昭和49年版 労働省 編 大蔵省印刷局 東京 1974 COAL@D@283
賃金管理概説 労働省労働基準局賃金課 編 労働法令協会 東京 賃金管理シリーズ ; １ 1961 COAL@D@284
昇給制度 労働省労働基準局賃金課 編 労働法令協会 東京 賃金管理シリーズ ; ４ 1960 COAL@D@285
よき労使関係のありかた 労働省労政局労働教育課 編 労働法令協会 東京 1959 COAL@D@286
六月一日 葦書房 福岡 写真万葉録・筑豊 ；７ 監修：

上野英信, 趙根在
1985 COAL@D@287

松本健次郎傳 劉 寒吉 松本健次郎傳刊行会 東京 ゼロックスコ
ピー

1968 COAL@D@288

労働裁判三十年 佐伯 静治 労働旬報社 東京 1981 COAL@D@289
坑内保安 　ＩＩ－Ｂ 最新鉱山保安技術テキスト

編纂委員会
白亜書房 東京 最新鉱山保安技術テキスト
； 第2巻

1962 COAL@D@290

火薬保安･発破保安 最新鉱山保安技術テキスト
編纂委員会

白亜書房 東京 最新鉱山保安技術テキスト
； 第７巻

1962 COAL@D@291

採炭教本 採炭教本編集委員会 編 改訂版 北海道書籍出版社 札幌 1953 COAL@D@292
すくらむも固く：道炭婦協30周年記念誌 斎藤 照子 編 日本炭鉱主婦協議会北海道地方本部 札幌 1982 COAL@D@293
炭鉱保安係員実務教本 境田　三郎 北海道炭砿汽船株式会社 東京 1968 COAL@D@294
地底に潜る博物館：産業遺跡としての鉱山跡とそ
の再開発

坂巻 幸雄 出版社不明 出版地不明 地質ニュース no.
431の抜刷り

1990 COAL@D@295

産業報国会の組織と機能 桜林 誠 御茶の水書房 東京 1985 COAL@D@296
三十年の歩み：結成三十周年を迎えて 三十年のあゆみ編集委員会

編
三井芦別労働組合 芦別 c3 1975 COAL@D@297/

COAL@D@297@
c1/COAL@D@29
7@c2/COAL@D
@297@c3

日鉱労組三十年史 三十年史編集委員会　編 日本鉱業労働組合 東京 コピー 1976 COAL@D@298
三十年史 三十周年記念協賛会編集部

編
芦別高等学校 芦別 1971 COAL@D@299

炭鉱における技術革新の現状と将来 佐野 初男 炭鉱教育訓練委員会 東京 産業教養講座
エネルギー産業篇 ;； 第３分冊 合綴製本済
み

1960 COAL@D@300

鉱山保安規則（機電関係）運用例規集 札幌鉱山保安監督局 編 日本石炭協会北海道支部 札幌 1966 COAL@D@301
札幌鑛山監督局管内鑛區一覧 札幌鑛山監督局　編 札幌鑛山監督局 札幌 昭和五年七月一日

現在
1930 COAL@D@302

札幌鑛山監督局管内鑛區一覽 札幌鑛山監督局　編纂 日本鑛山協會札幌支部 [札幌] 附秘図 1941 COAL@D@303
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札幌鑛山監督局管内鑛區一覧 札幌鑛山監督局　編 札幌鑛山監督局 札幌  昭和十七年七月一

日現在
1943 COAL@D@304

炭鑛保安教本 札幌鑛山保安監督部 編 改訂増補 出版社不明 出版地不明 1949 COAL@D@305
石炭鉱山監督指導実施要領　昭和50年度 札幌鉱山保安監督局 [編] 札幌鉱山保安監督局 [札幌] 1975 COAL@D@306
石炭鉱山監督指導実施要領　昭和51年度 札幌鉱山保安監督局 [編] 鉱業労働災害防止協会札幌支部 [札幌] 1976 COAL@D@307
北海道の鑛業 札幌鑛山監督局　編 札幌鑛山監督局 札幌 コピーの合綴

合綴図書のタイトル；　「炭鑛用語集」　「万
字」

1943 COAL@D@308

北海道の石炭鑛業 札幌通商産業局　編 札幌通商産業局 札幌 1951 COAL@D@309
北海道の石炭鑛業 札幌通商産業局石炭部　編 札幌通商産業局石炭部 札幌 附録：　北海

道炭田別炭層対比図,　北海道炭田分布図
1953 COAL@D@310

北海道の石炭鑛業 札幌通商産業局石炭部　編 札幌通商産業局石炭部 札幌 コピーの合綴
合綴図書のデータ：　北海道大手炭鉱別設
備調査.　[札幌]　：　日本石炭協会北海道支
部,　1964

1953 COAL@D@311

北海道石炭鉱業の現况 札幌通商産業局石炭部　編 札幌石炭部報刊行会 札幌 コピー 1958 COAL@D@312
夕張市史 更科 源三 夕張市役所 夕張 1959 COAL@D@313
佐々保雄教授還暦記念論文集 佐々 保雄 佐々保雄教授還暦記念事業会 札幌 一部

分のコピー
1967 COAL@D@314

アメリカの炭鉱を訪ねて 佐々木 仁三郎 北海道炭鉱汽船株式会社職員組合連合会
出版地不明

1963 COAL@D@315

全國工場鑛山退職解雇手當規程輯覧 佐々木　節 労働事情研究所 大阪 1937 COAL@D@316
わが北海道：北海道開道百年記念出版 佐藤 春夫 新潮社 東京 1964 COAL@D@317
雄労二十年史 佐藤 一雄 （ほか）編 雄別炭礦労働組合雄労二十年史編集委員

会 出版地不明
1965 COAL@D@318

細倉鉱山史 佐藤 典正 鶯沢町公民館 鶯沢町 三菱金属工業株式
会社細倉鉱業所 1964年刊の復刊

1987 COAL@D@319

飯場制度関係資料 左合　藤三郎　編 左合　藤三郎 小平 洞叢　；　3.　鑛業資料集
第3集

1989 COAL@D@320

採鉱採炭ハンドブック 佐山 総平 編 復刻版 NREリサーチ社 東京 1962年 朝倉
書店発行の復刻版

1979 COAL@D@321

赤平炭砿概況 井華鉱業　[編] 井華鉱業 [赤平] 手書き原稿のコピー コ
ピーの合綴　　　　合綴図書のタイトル：　「炭
鉱とみかさ」　「概況説明　/　美唄炭鉱株式
会社」　「炭田開発調査事業総合報告」

1946 COAL@D@322

図解通気：鉱山通気の理論と実際 関 亨 白亜書房 東京 1952 COAL@D@323
炭砿技術調査団報告：九州　第2回,　其之１ 石炭庁.　炭砿技術調査団 石炭庁 [東京] 謄写版刷り 1949 COAL@D@324@
炭砿技術調査団報告：九州　第2回,　其之2 石炭庁　炭砿技術調査団 石炭庁 [東京] 謄写版刷り 1949 COAL@D@324@
平成元年度石炭生産技術情報検索成果 石炭技術研究所　[編] 石炭技術研究所 出版地不明 1990 COAL@D@325
北海道炭礦港灣調査資料 石炭鑛業聯合會　編 石炭鑛業聯合會 [東京] 折り込図あり 1931 COAL@D@326
北海道炭礦港灣調査資料 石炭鑛業聯合會　[編] 石炭鑛業聯合會 [東京] コピー データは学

情データ参照
1931 COAL@D@327
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石炭鉱害事業団十年史 石炭鉱害事業団 編 石炭鉱害事業団 東京 1981 COAL@D@328
石炭鉱害復旧史 石炭鉱害事業団 [編] 宝満社 宇美町 1971 COAL@D@329
石炭鉱業と産炭地域　53年度 北海道 [札幌] 1978 COAL@D@330
石炭鉱業と産炭地域　昭和54年度 北海道石炭対策連絡会議 [札幌] 1980 COAL@D@331/

COAL@D@331@
石炭鉱業合理化政策史 石炭鉱業合理化政策史研究

会 編
石炭鉱業合理化政策史研究会 東京 1990 COAL@D@332/

COAL@D@332@
石炭鉱業におけるIEの活用について　昭和42年8
月

出版社不明 出版地不明 1967 COAL@D@333

石炭鉱山保安規則 改正版 白亜書房 東京 附：関係法規 ；監
修：通商産業省鉱山保安局

1958 COAL@D@334

石炭鉱山保安規則 白亜書房 東京 昭和３４・２・１０改正 附：関
係法規 ；監修：通商産業省鉱山保安局

1959 COAL@D@335

石炭鉱山保安規則 白亜書房 東京 附：関係法規 ；監修：通商産
業省立地公害局　ｃ１

1977 COAL@D@336/
COAL@D@336@

石炭鉱山保安規則 白亜書房 東京 附：関係法規 ；監修：通商産
業省立地公害局

1980 COAL@D@337

石炭鉱山保安規則 平成4年改訂版 白亜書房 東京 附：関係法
規 ；監修：通商産業省立地公害局

1992 COAL@D@338

石炭鉱山規則・追録 白亜書房 東京 1987 COAL@D@339
戰時石炭經濟構造論 石炭經濟調査會　編 長門屋書房 東京 1944 COAL@D@340
未来にむかってたくましく歩もう：三菱大夕張炭鉱
労働組合解散記念誌

千田 晶編 [三菱大夕張炭鉱労働組合] [夕張]　c1 1973 COAL@D@341/
COAL@D@341@

未来にむかってたくましく歩もう：三菱大夕張炭鉱
労働組合解散記念誌

千田　晶編 [三菱大夕張炭鉱労働組合] 夕張 コピーの
合綴 合綴図書のタイトル：　「三十年の歩
み」　「砂川概況」

1973 COAL@D@342

炭坑仕事唄版画巻 千田 梅二 裏山書房 北九州 1990 COAL@D@343
賃勞働における封建性 社会政策学会 編 有斐閣 東京 社会学会年報 ; 2 1955 COAL@D@344
尺労のあゆみ：二十年史 尺別炭鉱労働組合 [編] 尺別炭鉱労働組合 音別町 1966 COAL@D@345
じん肺法･改正労災保険法の詳解 渋谷 直蔵 労働法令協会 東京 1960 COAL@D@346
石炭利用調査研究報告書 資源協会 資源協会 [出版地不明] 北海道庁委託業務 1975 COAL@D@347
鑛山保安関係例規集 資源庁鉱山保安局　編 北越文化興行株式会社 出版地不明 1952 COAL@D@348
斗いの足跡：組織合同十周年記念 清水沢炭礦労働組合 [編] 清水沢炭礦労働組合 夕張 1964 COAL@D@349
夕張炭田の形成とその地質構造の発展 下河原　寿男 北海道炭礦技術会地質部会 札幌 石炭地

質研究　；　第５集
1963 COAL@D@350

滿洲工場統計解説 新京支社調査室編 復刻版 本の友社 東京 コピーの合綴 合綴
図書のデータ：　滿洲工場統計速報.　東京
：　本の友社,　1996

1996 COAL@D@351

新夕張と共に：闘う炭礦労働者の記録：解散記念 新夕張炭礦労働組合 編 新夕張炭礦労働組合 夕張 1963 COAL@D@352
新夕張と共に：闘う炭礦労働者の記録 ： 解散記
念

新夕張炭礦労働組合 [編] 新夕張炭礦労働組合 夕張　不完全なコピー 1963 COAL@D@353
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タイトル 団体名 備考 年月日（自） 年月日（至） 請求記号
昭和砿業営業報告書 昭和礦業株式会社 昭和礦業株式会社 東京 内容：　第参回營

業報告書～第拾七回事業報告書 コピーの
合綴

1934/01 1941/06 COAL@D@354

ソ連炭礦の作業計画 Siderman, I.G. 北海道炭礦文化研究所 札幌 Organizatsiia i
planirovanie proizvodstva v ugol・noi
promyshlebbosti, 1957の翻訳　c1

1958 COAL@D@355/
COAL@D@355@
c1

総評四十年 総評四十年編集委員会 編 総評資料頒布会 東京 1989 COAL@D@356
国際自由労連の世界大会に参加して（１９７５．１０
於メキシコ）

総評代表団 三井芦別労働組合 [芦別] 1975 COAL@D@357

五十年史 創立五十周年記念事業協賛
会事業部記念誌係 編

芦別高等学校 芦別 1990 COAL@D@358

日本の労使関係 隅谷 三喜男 編 日本評論社 東京 講座労働経済; ４ 1967 COAL@D@359
住友赤平開坑三十年 住友赤平三十年史編纂委員

会　編
住友石炭鉱業株式会社 赤平 1968 COAL@D@360

闘いのあけくれ：組織統合五周年を迎えて 工藤 勉 編 赤平炭礦労働組合 赤平　c4 1958 COAL@D@361/
COAL@D@361@
c1/COAL@D@36
1@c2/COAL@D
@361@c3/COAL
@D@361@c4

闘いのあけくれ（その三）：組織統合二十周年を迎
えて

大江 静夫 編 赤平炭礦労働組合 赤平　c3 1973 COAL@D@362/
COAL@D@362@
c1/COAL@D@36
2@c2/COAL@D
@362@c3

闘いのあけくれ（その四）：組織統合三十周年を迎
えて

高橋 由紀雄 編 住友赤平炭礦労働組合 赤平　c4 1983 COAL@D@363/
COAL@D@363@
c1/COAL@D@36
3@c2/COAL@D
@363@c3/COAL
@D@363@d4

住友の歴史と事業 出版社不明 出版地不明 ”本書は三菱経済
研究所より出版された英文書’Mitsui-
Mitsubishi-Sumitomo, Present status of the
former ZAIBATSU enterprises, 1955.’　の住
友に関する部分の和文原稿に若干の修正
を施して刊行するもの”　－-　後記　　コピー
の合綴。　合綴図書のタイトル；　「住友の歴
史」　「住友ノ事業」

1955 COAL@D@364

住友の歴史と伝統 住友石炭鉱業株式会社　[東京] 1979 COAL@D@365
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タイトル 団体名 備考 年月日（自） 年月日（至） 請求記号
住友事業案内 住友本店　[編] 住友本店 大阪 コピーの合綴 合綴図書のタ

イトル：　「住友回想記」　「井上角五朗君演
説筆記議会解散意見」

1901 COAL@D@366

住友炭砿営業報告書 住友炭礦株式會社 住友炭礦株式會社 大阪 内容：　第二回営
業報告～第拾六期営業報告書（坂炭礦株
式会社).　第拾七期営業報告書～[第弐拾
五期営業報告書]（住友坂炭礦株式會社).
住友炭礦株式會社営業報告・・・　　コピーの
合綴　　欠号あり

1918/01 1936/12 COAL@D@367

三十年史 砂川炭鉱労働組合 [編] 砂川炭鉱労働組合 上砂川町 1976 COAL@D@368
三十年史 砂川炭鉱労働組合 [編] 砂川炭鉱労働組合 上砂川町　481頁までの

コピー
1976 COAL@D@369

理論炭礦學　上 鈴木 徹男 三共出版 東京 科學叢書； ６ 1949 COAL@D@370@
理論炭礦學　下 鈴木 徹男 三共出版 東京 科學叢書； ９ 1950 COAL@D@370@
太平洋炭鉱労働組合三十年史 太平洋炭鉱労働組合 [編] 太平洋炭鉱労働組合 釧路 1976 COAL@D@371
太平洋炭鉱労働組合四十年史 太平洋炭鉱労働組合 編 太平洋炭鉱労働組合 釧路　c1(ペーパー

バック）
1986 COAL@D@372/

COAL@D@372@
太平洋炭鉱労働組合五十年史 太平洋炭鉱労働組合　[編] 太平洋炭鉱労働組合 釧路 1996 COAL@D@373
太平洋炭砿営業報告書　1 太平洋炭鉱株式會社 太平洋炭礦株式會社 [釧路] 内容：　定款.

第弐回～第参拾壱期營業報告書(6期欠号）
コピーの合綴

1930/09 1935/11 COAL@D@374@
1

太平洋炭砿営業報告書　2 太平洋炭鉱株式會社 太平洋炭礦株式會社 [釧路] 内容：　第参拾
弐期營業報告書～第五拾壱期營業報告(45
期欠号)　　　　　　コピーの合綴

1935/12 1945/09 COAL@D@374@
2

50年のあゆみ 太平洋炭鉱株式会社創立５
０周年記念行事実行委員会

太平洋炭礦株式会社創立５０周年記念行事
実効委員会 釧路

1970 COAL@D@375

６０年のあゆみ 太平洋炭鉱労働組合 編 太平洋炭礦株式会社創立６０周年記念行事
実行委員会 釧路

1980 COAL@D@376

実録土工玉吉：タコ部屋半生記 高田 玉吉 記 太平出版社 東京 1974 COAL@D@377
需要面から見た石炭 高橋 毅夫 炭鉱教育訓練委員会 東京 産業教養講座

エネルギー産業篇   ； 第4分冊　合綴製本
1960 COAL@D@378

戦後における石炭鉱業政策/高橋正二著.　戦後
産業合理化と技術導入/仙波恒徳著

高橋　正二 産業政策史研究所 東京 産業政策史研究
資料

1977 COAL@D@379

ある労組幹部の遍歴：戦後革新運動の私的総括 高石 守彦 高石守彦 札幌 1972 COAL@D@380
職務権限規定の作り方 高宮 晋編 ダイヤモンド社 東京 1954 COAL@D@381
やまは今日も緑なり 高根礦業所と高根小中学校

の記録刊行の会 編
高根礦業所と高根小中学校記録刊行の会
松戸

1979 COAL@D@382

高根小中学校卒業生名簿・本州・北海道在住者
住所録

出版社不明 出版地不明 1979 COAL@D@383

九州炭礦勞働組合運動史 武村　恒夫 九州石炭鉱業会 福岡 謄写版刷り 1947 COAL@D@384
北海道及樺太に於ける諸事業資本系統要覧 拓銀調査課　[編] 北海道拓殖銀行 [札幌] 調査要報　；　第64

号　謄写版刷り
1942 COAL@D@385
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タイトル 団体名 備考 年月日（自） 年月日（至） 請求記号
生産管理概論 玉井 正寿 産業能率短期大学通信教育部 東京 1900 COAL@D@386
山辺の道 田中 日佐夫 三彩社 東京 1969 COAL@D@387
炭道文学　１０号 日本炭鉱労働組合北海道地方本部 札幌 1962 COAL@D@388
炭鉱災害・炭鉱賃金の実態と問題点 日本炭鉱労働組合 出版地不明 1964 COAL@D@389
石炭鉱山保安規則の解説 炭鉱保安懇談会 編 日英社 東京 1949 COAL@D@390
職場の信頼関係：事例研究：指導者ガイド 炭鉱教育訓練委員会 [編] 炭鉱教育訓練委員会 出版地不明 1959 COAL@D@391
新聞記事にみる茨城地域の炭礦と社会　明治 大
正編

炭礦の社会史研究会 編 現代史研究会 東京 273 1986 COAL@D@392

よみがえれ炭鉱の街夕張：記録集・新鉱大災害か
ら再建へ

炭労 [ほか]編 労働教育センター 東京 1982 COAL@D@393/
COAL@D@393@

世界炭鉱々山労働者大会に参加して（１９７６年９
月、 於ルーマニア）

炭労代表団 三井芦別労働組合 [芦別] 1976 COAL@D@394

炭労：激闘あの日あのとき 「炭労ー激闘あの日あの時」
編纂委員会 編

日本炭鉱労働組合 東京 炭労四十年史の
続編

1992 COAL@D@395

炭層調査：調査方法と調査結果 石炭技術研究所 [出版地不明] 石炭技術研
究所報告　；　no.　60

1969 COAL@D@396

60歳定年の実現へ向けて：定年延長問題対策専
門委員会報告書

定年延長問題対策専門委員
会 [編]

三菱鉱業セメント職員組合 出版地不明 1980 COAL@D@397

日本鐵道史　上篇 鉄道省編 鉄道省 東京 コピー 1921 COAL@D@398
戸畑市史　1/3巻 戸畑市役所　編 戸畑市役所 [戸畑] 第2集 コピー(原本の形

態は不明)
1961 COAL@D@399@

1
戸畑市史　2/3巻 戸畑市役所　編 戸畑市役所 [戸畑] 第2集 コピー(原本の形

態は不明）
1961 COAL@D@399@

2
戸畑市史　3/3巻 戸畑市役所　編 戸畑市役所 [戸畑] 第2集　コピー(原本の形

態は不明）
1961 COAL@D@399@

3
労働経済論 富樫 総一 北海道庁労働部労働教育課 札幌 通信労

働教育講座 ；第5回
1954 COAL@D@400

アジアの石炭問題と日本の石炭産業に関する総
合的検討

東定　宣昌 [九州大学] [福岡] Ｂタイプ　課題番号：　０９
０６５　　平成9～10年度[九州大学教育研究
プログラム・研究拠点形成プロジェクト」

1996 COAL@D@401

註釋勞働關係調整法 東京大学労働法研究会 有斐閣 東京 付録 1950 COAL@D@402
石炭業における技術革新と労務管理 東京大学社会科学研究所 編 東京大学社会科学研究所 東京 東京大学

社会科学研究所調査報告 ； 1
1960 COAL@D@403

石炭業における技術革新と労務管理 東京大学社会科学研究所 編 東京大学社会科学研究所 東京 東京大学
社会科学研究所調査報告； 第１集　ゼロッ
クスコピー

1960 COAL@D@404

戦後初期労働争議調査 東京大学社会科学研究所 編 東京大学社会科学研究所 東京 東京大学
社会科学研究所調査報告； 第13集　コピー

1971 COAL@D@405

戦後危機における労働争議：讀賣新聞争議 東京大学社会科学研究所 編 東京大学社会科学研究所 東京 東京大学
社会科学研究所資料　；　第6集-第7集　コ
ピーの合綴　　　　第7集のサブタイトル；
続・読売新聞争議（1945～46）

1973 1974 COAL@D@406
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タイトル 団体名 備考 年月日（自） 年月日（至） 請求記号
アメリカの炭礦 東京炭礦技術会 編 東京炭礦技術会 東京 1949 COAL@D@407C

OAL@D@407@c1
エネルギー政策の新展開：欧州の実情と日本の
問題点

土屋 清 ダイヤモンド社 東京 1961 COAL@D@408

石油危機にどう対処すべきか：特に労使の心構え
について

土屋 清 北海道社会問題研究所 札幌 1961 COAL@D@409

鑛山災害ノ研究 土屋　長一 出版者不明 出版地不明 共同調査會報告
；　第七號　謄写版刷り

1923 COAL@D@410

賃金闘争 辻岡 靖仁 [ほか] 大月書店 東京 労働組合運動の理論 ； ２ 1969 COAL@D@411
インフレの政治と経済：公正な社会実現をめざして 塚田 庄平 北斗社 出版地不明 1976 COAL@D@412/

COAL@D@412@
資源エネルギー年鑑　[昭和51年版] 通産資料調査会 [編] 通産資料調査会 東京 監修 ： 資源エネル

ギー庁
1976 COAL@D@413

資源エネルギー年鑑　79 通産資料調査会 [編] 通産資料調査会　東京 1978 COAL@D@414
全国炭鉱要覧：昭和33年3月末 通商産業大臣官房調査統計

部 編
石炭通信社 福岡 1958 COAL@D@415

通商白書　昭和63年版 通商産業省 編 大蔵省印刷局 東京 1988 COAL@D@416
石炭統計年報　昭和29年 通商産業大臣官房調査統計

部　編
日本石炭協会 東京 1955 COAL@D@417

ガス突出防止および防災対策について 通商産業省公害保安局  [ほ
か]編

通商産業省公害保安局 東京 1973 COAL@D@418

高温対策について 通商産業省立地公害局 通商産業省 東京 1976 COAL@D@419
鉱山保安法解釈例規集 通商産業省公害保安局　編 第一法規出版 東京 追録号数13号～23号

のみ加除済み
1956 COAL@D@420

鉱山保安法解釈例規集 通商産業省公害保安局　編 第一法規出版 東京 追録(第9号～第27号）
のみ

1956 COAL@D@421

鉱山保安年報　昭和３４年度 通商産業省鉱山保安局 編 鉱山保安年報編集委員会 東京 1959 COAL@D@422
日本労働組合論 氏原 正治郎 北海道庁労働部労働教育課 札幌 1955 COAL@D@423
日本の労働市場 氏原 正治郎 編 日本評論社 東京 講座労働経済; １ 1967 COAL@D@424
運搬災害防止対策 鉱山労働災害防止協会北海道支部　出版

地不明
1969 COAL@D@425

雨龍炭鉱営業報告書 雨龍炭鑛株式會社 雨龍炭鑛株式會社 東京 内容：　第壹回囘
～第五拾壹回報告書　雨龍炭鑛定款　コ
ピーの合綴

1918 1943 COAL@D@426

Valley with a future：TVA in the sixties Tennessee Valley Authority Knoxville 1900 COAL@D@427
若松市史　1/3巻 若松市史第二集編纂委員会

編
福岡県若松市 [若松] 第2集 コピー(原本は
1巻もの）

1959 COAL@D@428@
1

若松市史　2/3巻 若松市史第二集編纂委員会
編

福岡県若松市 [若松] 第2集 コピー(原本は
1巻もの）

1959 COAL@D@428@
2

若松市史　3/3巻 若松市史第二集編纂委員会
編

福岡県若松市 [若松] 第2集 コピー(原本は
1巻もの）

1959 COAL@D@428@
3
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タイトル 団体名 備考 年月日（自） 年月日（至） 請求記号
鉱山保安技術職員国家試験問題集：正解とその
解説

早稲田大学鉱山保安研究室
編

白亜書房 東京 1958 COAL@D@429

北海道社会運動史 渡辺 惣蔵 レポート社 札幌 1966 COAL@D@430
わが道・わがたたかい：現代に生きる日本社会運
動の証言

渡辺 惣蔵 北海道評論社 札幌 1972 COAL@D@431

實用機械採炭法 Williams, M.D. 北海道石炭鑛業會 札幌 Practical machine
mining の翻訳

1937 COAL@D@432

約束の楽土　ブラジル篇 葦書房 福岡 写真万葉録・筑豊 ；５ 監修：
上野英信, 趙根在

1984 COAL@D@433@
1

約束の楽土（続）　パラグアイ・アルゼンチン・ボリ
ビア篇

葦書房 福岡 写真万葉録・筑豊 ；６ 監修：
上野英信, 趙根在

1984 COAL@D@433@
2

現代の経営とその課題 山田 一郎 炭鉱教育訓練委員会 東京 産業教養講座
経営革新篇 ； 第2分冊

1960 COAL@D@434

企業の組織と管理 山田 一郎 炭鉱教育訓練委員会 東京　産業教養講座
経営革新篇 ； 第3分冊

1960 COAL@D@435

労働組合の財政活動 山口 孝 「ほか」 労働旬報社 東京 労旬新書; 21 1967 COAL@D@436
筑豊炭坑繪巻 山本　作兵衛　画文 葦書房 福岡 1973 COAL@D@437
経営權と労働權 柳川 真佐夫 日本労政協会 東京 労働教育講座 ；３ 1952 COAL@D@438
理論実技炭鉱ガス抜き法 矢野 貞三 白亜書房 東京 1959 COAL@D@439
滝里70周年記念誌 安井 幸雄 芦別市滝里町内会 [芦別] 1974 COAL@D@440
撫松餘韻 安川　撫松　[著] 松本健次郎 戸畑 コピー 1935 COAL@D@441
石炭企業の分析 吉田 龍夫 白亜書房 東京 1957 COAL@D@442
わが夕張　知られざる炭鉱（ヤマ）の歴史 夕張･働くものの歴史を記録

する会 編
煉瓦社 出版地不明 1977 COAL@D@443

炭鉱（ヤマ）に生きる 夕張働く者の歴史を記録する
会　編

夕張働く者の歴史を記録する会 夕張 コピー 1979 COAL@D@444

夕張鉱業所概況 夕張鉱業所庶務課 北海道炭砿汽船株式会社　[出版地不明] 1965 COAL@D@445
夕張市史　追補 夕張市史編さん室編 夕張市 夕張 1991 COAL@D@446
三菱美唄閉山10周年記念ふるさと祭り：我路ファミ
リー公園

夕張市三菱南大夕張実行委
員会　[編]

夕張市三菱南大夕張実行委員会 夕張 主
に写真

1982 COAL@D@447

その日父は帰らなかった 夕張新鉱災害作文編集委員
会 [編]

夕張新鉱災害作文集編集委員会 夕張 1982 COAL@D@448

勞働運動史：創立十周年記念 夕張炭鉱労働組合 [編] 夕張炭鉱労働組合 夕張 1956 COAL@D@449
労働運動史：創立三十周年記念 夕張炭鉱労働組合 [編] 夕張炭鉱労働組合 夕張 1975 COAL@D@450
労働組合史 夕張炭鉱労働組合 [編] 夕張炭鉱労働組合 夕張 1966 COAL@D@451
夕張の火は消えず：解散記念誌 夕張炭鉱労働組合 [編] 夕張炭鉱労働組合 夕張 1978 COAL@D@452
創立十周年史 雄別炭礦労働組合 [編] 雄別炭礦労働組合創立十周年記念行事実

行委員会 [札幌]
1956 COAL@D@453/

COAL@D@453@
北海道労働運動年表　戦後編 全道労協20年史編纂委員会

編
全北海道労働組合協議会 札幌 1971 COAL@D@454

英雄なき113日の斗い：三鉱連企業整備反対斗争
史

全国三井炭鉱労働組合連合
会 編

労働法律旬報社 東京 ゼロックスコピー 1954 COAL@D@455
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魅力ある炭鉱建設へ：豊かな生活を築くために 全国石炭鉱業労働組合 [編] 全国石炭鉱業労働組合 東京 1967 COAL@D@456
これでよいのか！石炭産業の現状と問題点：この
ままでは日本の石炭産業は崩壊する

全国石炭鉱業労働組合 [編] 全国石炭鉱業労働組合 東京 1979 COAL@D@457

炭鉱新技術 全国炭鉱技術会  [編] 全国炭鉱技術会 出版地不明 1951 COAL@D@458
炭鉱新技術 全国炭鉱技術会 [編] 全国炭鉱技術会 東京 1971, 72は炭鉱新技

術研究会報告書。 1970～７２年のコピーの
1970 1972 COAL@D@459

炭鉱新技術 全国炭鉱技術会 [編] 全国炭鉱技術会 東京 1974～76年のコピー
の合綴

1974 1976 COAL@D@460

全国炭鉱技術会研究会[報告書] 出版社不明 出版地不明 昭和44･45年度の
コピーの合綴。 書名は目次より

1969 1970 COAL@D@461

[海外諸国に於ける職員組合運動の展望] 全国炭鉱職員労働組合連絡
協議会 [編]

全国炭鉱職員労働組合連絡協議会 東京
書名は目次による。 謄写版印刷

1958 COAL@D@462

鉱石（いし）のきづな：全鉱北海道地方本部組織改
編記念誌

全日本金属鉱山労働組合連
合会北海道地方本部 [編]

全日本金属鉱山労働組合連合会北海道地
方本部 札幌

1974 COAL@D@463
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