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概要
大正年間法令全書 第９巻−９ 大正九年 ９ 告示（続）/内閣印刷局（法学・法律）の最新情報・
紙の本の購入はhontoで。

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 .. 同法案は、貴
族院での審議中、同議会解散のため審議未了となったので、引き続 . され、また翌１９０８（明治４
１）年４月９日には陸軍刑法と海軍刑法も改正、施行されている。
東アジア出版文化の研究」第1回研究集会 2001年6月．17日. 埼玉大学21世紀 .. 蘭雅在《趣

致彙編》第1年第11期上刊登告示読：“本館作《彙編》無意，原爆在中國廣行 .. V序，『讃三
國志演義法25則，. }例10則．総目）. 朝鮮王朝實録｛ y留巻3）， 星湖. 緕ｵ島選9（李漢）. C
坊刻本多数. 朝鮮仁租5. N（1627年），. 撫@年間（1. U74−1720年）.
緊急・応急処置Q＆A, 編集：三上剛人, 日本看護協会出版会, 9784818017825. 36, 34,
9/10/2015, N, 230, 174, 看護管理者の必須条件 概念化スキルが確実に身につく本: 5つの思考
軸で問題解決できる! 河野秀一 好川 哲人, メディカ出版, 9784840454520. 37, 35, 9/10/2015, N,
230, 175, 看護管理者のコンピテンシー・モデル事例集: 書き方.
2008年3月31日 . 白崎禮三と瀬川健一郎 −『織田文庫』蔵、作之助宛書簡をめぐって. 髙松 敏
男 ｐ50 ... 昭和 3）年第 9 回帝展で「暮色蒼々」が特選を受賞、1930（昭和 5）年以後たびたび
審査. 員をつとめた。戦後 1958（昭和 33）年 .. の大震災後は京都、1925（大正 14）年より奈良に
転居。1928（昭和 3）年から 6 年間渡欧。 帰国後春陽会展に.
2014年10月30日 . 斉藤鷲太郎外一名提出植民地裁判の統一に関する質問主意書右議員法
第四十九条に依り及転送候也大正十二年二月二十一日 衆議院議長粕谷義三内閣総理 ..
凡例一 本書は我が殖民地と称せらるる朝鮮、台湾、関東州及樺太に於ける現勢に関する大正
九年中の計数概要の数字を掲げ且既往数年間の比較をも掲げ以て.
2001年3月30日 . [ 資料３−８ ]. 各府省庁事務次官等に対する移管要請実施日一覧. No. 実
施 日. 府 省 庁 名. 事 務 次 官 等 名. １. ９月 ８日(木). 内閣法制局. 宮 崎 礼 壹（次長）. ２.
９月２７日(火). 人 事 院. 大 村 厚 至（総長）. ３ １０月１９日(水). 内 閣 府. 江利川. 毅. ４. ８
月２６日(金). 公正取引委員会. 上 杉 秋 則（総長）. ５ １０月１３日(木). 警 察 庁.
日露戦争の時の軍事郵便1500通を分析したものに、大江志乃夫9 日本郵政史研究の現状と課
題［1988］があるが、最近も、例えば丑木幸男［2008］のように、多数の軍事 .. ヘ回答」、『埼玉県
行政文書』（大1092） 表２ 埼玉県内国県道における障害電柱（忍ビ得ベカラザル分）（1920年）
22 以下、道路法の条文は『大正８年 法令全書』による。
漱石山房の秋 · 漱石山房の冬 · 装幀に就いての私の意見 · 続西方の人 · 続澄江堂雑記 · 続
芭蕉雑記 · 続文芸的な、余りに文芸的な · 続野人生計事 · その頃の赤門生活 · 素描三題. た.
大正十二年九月一日の大震に際して · 大導寺信輔の半生 ——或精神的風景画—— · 大導
寺信輔の半生 —或精神的風景画— · 第四の夫から · 滝田哲太郎君.
1) 小坂立夫（1932）：日本の城趾公園：庭園と風景14（2），60-64. 2) 平井誠（2011）：明治期に
おける城郭の公園化−松山公園と道後公園−：愛媛県歴史文化博物館研究紀要16，101-138.
3) 小野良平（2007）：近代の公園の文化的価値とその保全の意義：ランドスケープ研究
70（4），269-272. 4) 野中勝利（2007）：1873年の「廃城」と城址の公園.
大正11年11月16日. 三島郵便局は三島市久保町1496に局舎新築移転し、２等郵便局となる。
今までの郵便局は三島. 大中島郵便局となる。 出典： 郵政資料館所蔵 .. ２ 例えば、逓信省編
『逓信事業史』第７巻（逓信協会、1940年）、郵政省編『続逓信事業史』第９巻（財. 団法人前
島 .. 11 以下、建設条例の条文は『明治23年 法令全書』による。
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中外商業新報 1919.12.9 (大正8) 銀行当期成績 営業 ... の苦しい弁解 大正九年より財界の不
況と共に内地の如く資金貸出に確実なるを得ざる植民地銀行のこととて鮮銀の蹉跌亦少からざる
ものあり ... 我国現行船舶法は樺太（十二年以降船舶法第一、第二、第三の三個条則定）を除
くの外、台湾朝鮮関東州等の各植民地には適用されて居ない.
9. Ⅱ．本文編. 猪飼 隆明 ｢西南戦争における長崎の位置とその史料｣
……………………………13. 小川原正道 ｢西南戦争における久留米支庁の役割について ..
大正9年1月 1枚. 以上. 参考文献. 佐々瑞雄『耐震改修工事報告書』（平成22年）. 宇野東風
編『硝煙弾雨 丁丑感舊録』（丁丑感舊会 昭和. 2年） 『克堂佐々先生遺稿』（改造社 昭和11
年.

2011年7月1日 . 日本病院会雑誌. コミュニティーの創生. と新病院構想. 藤原 秀臣. ふじわら ひ
でおみ. ○（社）日本病院会常任理事. ○総合病院土浦協同病院. 名誉院長. 巻. 頭. 言 .. 種市
町 小子内. 昭和三陸津波の高さ. 津波の高さ（m）. 地 名. 〔岩手県〕. 28．7. 三陸町 大久保.
23．0. 三陸町 白浜. 17．0. 岩泉町 茂師. 16．9. 田野畑村 明戸.
誰にもわかる左官工学. 鈴木忠五郎. 東京 ヤブ原商店出版部. 1955 3版 530p 図版 ; 19cm. 国
会図書館. 室内壁上塗用材料見本(はり付)13点. 日本壁. 建築構造学. 鈴木忠五郎. 大阪 淀
屋書店出版部. 昭和8. 266p ; 22cm. 国会図書館. 日本壁. 建築製図法講義. 上巻. 鈴木忠五
郎. 大阪 淀屋書店出版部. 昭和9. 18,316p ; 23cm. 国会図書館.
The Wall Street Journal (2008) “Vietnam allows foreign banks to open wholly owned units”.
September 9, 2008. What drives strategic foreign bank investments in .. 大正 4 年，帝国劇
場）. ハウプトマン作，楠山正雄訳『沈鐘』（大正 7 年，. 歌舞伎座）. 正雄が『その前夜』を脚色し
たのには，先にこ. の小説を英訳から重訳していた相馬.
（２）調査研究事項の設定に当たっては，学習指導要領(H20.9月）の社会科の目標等及び宮城
県教育振興基本計画(H22.3月）の目標等を踏まえる。 （３）調査研究 .. 源義家（前九年・後三
年を鎮圧）. 平清盛（太政大臣）. 源義朝（保元・平治の乱）. 源頼朝（鎌倉幕府）. 源義仲（平
氏討伐）. 源義経（平氏滅亡）. 源頼家（第２代将軍）. 北条時政（執権.
2010年5月11日 . これと関係して「鑑定」議論低迷のもう一つの原因は、最高裁の昭和 58 年 9
月 13 日決定・昭和. 59 年 7 月 3 .. また近時では、社会学の領域からは、芹沢一也（2001）８
が、大正期を中心とした、わが国におけ. る法と .. 次いで室町時代の公卿・甘露寺親長
（1424−1500）『親長卿記』中の 1483（文明 15)年 5 月 1 日. 付けの「.
2005年3月2日 . 御座様、御筋ヘ御達被下置候様奉願候、以上。 正月十一日. 酒井右京太夫
家来. 深栖 務」. 要するに、朝廷に馳せ参じて朝廷とともに行動するということを要求している布告
です。これは小. 浜藩に対してだけ出したものではなくて、諸藩に対して出されたわけですね。当然こ
れをうけて直ち. 維新の激動と近代福井の成立. − ９ −.
2015年2月8日 . 文化九年（一八一二）に画かれた「日新館武芸稽古図・槍術」（写真４参照）に
は、突垂のついていない面具をつけ、皮胴を着けて稽古している絵が画かれている。この絵に画か
れた流派 .. 幕末期の防具として多くの剣道書にとりあげられている『北斎漫画』（文化十四年）の
絵は、ここでいう竹具足である（写真９参照）。 ただし、『北斎.
平成 23 年４月１日. 内閣総理大臣決定. 平成 24 年６月 29 日. 一. 部. 改. 正. ○○省行政文
書管理規則. 目次. 第１ 総則. 第２ 管理体制. 第３ 作成. 第４ 整理. 第５ 保存. 第６ 行政文
書ファイル管理簿. 第７ 移管、廃棄又は保存期間の延長. 第８ 点検・監査及び管理状況の報
告等. 第９ 研修. 第 10 補則. 公文書等の管理に関する法律（平成 21 年.
起源と歴史 1993年（平成5年）7月28日 - 1982年（昭和57年）4月2日に建立された法成院の初
代主管が、1993年（平成5年）1月18日創価学会について日蓮正宗を離脱したため、それに代わる
日蓮正宗の末寺として「法成院事務所」として建立される。開基は大石寺第67世法主日顕上
人。 1997年（平成9年）10月8日 - 院号を修徳院と改称し、院号.
〔 明治33年 勅令 第364号の全部改正 法令沿革 〕. 改正, 大正 元年 ９月２８日勅令第２６号,
被改正法令, 審議経過. 改正, 大正 ２年１２月 １日勅令第３０６号, 被改正法令, 審議経過.
改正, 大正 ４年１１月 ４日勅令第１９４号, 被改正法令, 審議経過. 改正, 大正 ５年１０月３０
日勅令第２３４号, 被改正法令, 審議経過. 改正, 大正 ６年１０月１８日勅令.
-14. 明治 9. 5. 従明治九丙子年第五月 御布告留, 中呂学校, 1冊, A10-(1) -15. 年未詳. 4. 4,
（上呂学校外五校え教育本年二月中師範学校出張高山講習所へ入学可相 . 大正 9.10. 1,
（第一回国勢調査記念郵便絵はがき「国勢調査は国家社会及国民生活の実状を審にし善政の
基礎を作るに在り」計４枚）, (臨時国勢調査局), 4枚, A10-(1) -21.
2006年11月30日 . ５−３ 頭骨の計測. ５−４ 発育異常の研究. ５−５ 「人種的分類」の問題. ６
研究成果の公表. ６−１ 学術振興会第八小委員会の報告. ６−２ 北大解剖学教室関係者の学
会 ... 苫小牧駒澤大学紀要 第16号 2006年11月. （9）. たものである」と述べ、当初からアイヌ説を
支持した。その上で、「古. 代アイノ人は何故に死体にかゝる手術を.

され、女子教育の確立と宗教教育の排除が行われた。第一次大戦後、高等女学校の生徒数.
は増大し、1920(大正 9)年に〈高等女学校令〉が改正された。昭和に入ると 1943(昭和 18). 年に
〈中学校令〉が公布され高等女学校は中学校の一部となる。しかし、戦争の影響下の. 中、女子
は勤労動員として軍事施設での作業に従事するため学校教育は.
2013年8月23日 . RESEARCH BUREAU 論究（第 10 号）（2013.12） 9. 減災対策を以下に示
す。 （表４）. 主な課題と対策１：津波からの人命の確保. ○ 津波高が高いため、高い場所への避
難（垂. 直避難）あるいは遠くへの避難（水平避難）. が必要であるとともに、津波の到達時間が.
短いことから、地震発生後、即座に安全な. 場所への避難が.
2014年7月18日 . 大正 7 年以降には，政府. の銀行合同政策が積極化したことを受けて，広島
県内で. も銀行合同に向けて大きく動き出した。 9 年 4 月14日，. 第六十六銀行・廣島 ... 大正
2 . 1 .13. 株式会社第六十六銀行頭取橋本. 吉兵衛，監査役松井亮吉外 2 名. 罫紙竪冊. 3.
第六十六銀行営業報告書（自第六. 十九期至第七十六期）第 9 冊.
2011年3月31日 . 第１回５／９（土）. 「『銅鏡百枚』と三角縁神獣鏡」（豊島雪絵）. 第２回７／
11（土）. 「津山城京橋門跡について」（豊島雪絵）. 第３回９／５（土）. 「遺物の分析からわかるこ
と（続）」（小郷利幸）. 第４回11／14（土）. 「倭城を巡る」（行田裕美）. 第５回２／６（土）. 「改築
され続けた城郭 」（平岡正宏）. 第６回３／８（土）. 「衆楽園関連の発掘.
2015年3月31日 . 戦前日本企業の南洋群島進出の歴史と戦略 −南洋興発、. 南洋拓殖、南洋
貿易 .. め、日米協議を行い、日本はアメリカとの間で、. 『「ヤップ」島及他の赤道以北の太平洋委
任統治. 諸島に関する日米条約』を、1922（大正11）. 年7月に締結した。この日米条約では、 .
かった。1940（昭和15）年9月に調印された. 日独伊三国軍事.
2017年1月31日 . 韓国京畿道安山市にある「サハリン同胞の家」を訪ね、神戸で生まれた数年年
長の女性と歓談した .. 続日本紀』延暦九年. （790）秋七月辛巳条の百済王仁貞らの上言に.
「夫百済太祖都慕大王者、日神降霊、奄扶餘而. 開国、天帝授籙、惣諸韓而称王」とあるの
が、 .. 究』、第17巻第２号、1958年９月、第34-55頁。 【表１、清.
2016年4月30日 . ２００１年９月１１日に米国で起きた９１１の大規模テロ事件をめぐり、サウジアラ
ビアが政府ぐるみで犯人たちを支援していたことが書かれていると憶測される２８ページの非公開の
機密文書をめぐる ... バブル崩壊から二十年の〇九年、民主党が掲げた「コンクリートから人へ」は
多くの共感と期待を集め、政権交代が実現しました。
2016年10月29日 . 経済産業省は２５日、東京電力の福島第１原発の廃炉に必要な費用が、現
在想定している年間８００億円から年間数千億円に拡大するとの試算を明らかにした。廃炉に .. 2
9 一般人 |2016/10/25 22:14 永遠無限って事は無いから４０年目は誤魔化したけど５０年、６０
年、７０年・・・と、いつかは必ず廃炉を考えなくてはならなくなる。
明治時代東北地方におけるニ ホンオオカ ミの駆除. 中沢智恵子＊. 東京農工大学大学院農学
府自然環境保全学専攻野生動物保護学研究室 〒 183. −. 8509東京都府中市 ... 四明治八
年」. 7〕，「岩手県布達全書九明治九 年」. 9｝，「明治 ． i ． 年巌手県布達書」1°），［明治十.
一. 年巌手県布達書」：1），「明治 ． ト. ー. 1年. 中岩手県布達全書. 一.
2015年12月25日 . 9，. 図版 10，講談社，1993 年）. 節分の 翌 口は立 春 であ るが ， 旧年 の
12 月中に な. る こ とが あ り，. 木下延俊 は次の よ うに 記 し た ． 「十二 月廿八 日今晩 ... 法
令全書』 第. 4 巻，. 原書房，. ユ987年，. P ．340−345）. （ホ ）東京天文台と伊勢神宮. 江戸時
代の暦本 は幕府の 天文台で作製し，. 京都. 49. の 土御門家が.
中村光春（明海大学→ブリオベッカ浦安） 1/9 和田達也（松本山雅FC→栃木SC）稲垣雄太（レ
ンタル / FC町田ゼルビア→MIOびわこ滋賀）齋藤翔太（レンタル / FC町田 .. 藤 (よしもとクリエイティ
ブ・エージェンシー 福岡) ひのひかり智 (よしもとクリエイティブ・エージェンシー 福岡) ヤンガース大正
丸 (よしもとクリエイティブ・エージェンシー 福岡) 菊原.
昭和26年9月4日第三種郵便物認可昭和60年4月10日発行（毎月1回10日発行）通巻517号 ..
第40回日本林業技術協会通常総会の開催および関係行事のお知らせ ... ２３０１８１５８５４−４
今９２９９８５６８１５１. ３，９. ，. ３９７１１１１. に，森林の持つ公益的機能の維持増進に資する
ため，森. 林資源に関する基本計画の趣旨に沿い林業生産共継の.

清末民初小説目録 第5版』. も創作としている(L0740)*1 。しかし、こ. の作品は実は翻訳なので
ある。このたび、. 原作が判明したので本稿で報告する。 原作は『A Madonna of the Cells』、原.
作者は Morley Roberts、掲載誌は『The. Strand Magazine 』 Vol.46-No.273(George. Newnes,
1913年9月)。 原作者 Morley (Charles) Roberts は、.
大正十五年九月. 秋茄子. 『日本詩人』第六巻十号. 大正十五年十月. 海邊抒情. 『詩歌時
代』十月号. 大正十五年十月. 蕈. 『地上楽園』第一巻第七号. 大正十五年十二月 .. 9）. （注
三）. 三島由紀夫は坂本一亀宛て書簡の中で「起筆は十一月二十五日. とし」と書いているが、こ
れは二十二年後の三島事件の日と重. なる。用意周到に準備された決行.
書誌情報. 詳細レコード表示にする. 永続的識別子: info:ndljp/pid/787950; タイトル: 法令全書.
明治３年; 出版者: 内閣官報局; 出版年月日: 明20-45; 請求記号: CZ-4-1; 書誌ID（NDLOPACへのリンク）: 000000440426; 公開範囲: インターネット公開（保護期間満了）. 資料種別
(materialType): Book; タイトル (title): 法令全書; タイトルよみ.
2013年3月30日 . 二十九号によって1916年4月の鹿児島県立大島中学校の開校は認可、同告
示第三十号により .. が、教授嘱託としては1904～1912年の9年間に渡って農学校教育に携わった
ことが明らかに. なった。 ... 33 履歴書は、「中林直俊任台湾公立実業学校教諭」大正九年十月
一日（「大正九年 台湾総督府公文類纂第十巻永久.
615,742,233, *3F53A00DA0492F396AFD6FF57BB8118C24DF9C81, カッコ内はその前のマイルス
トーンからその項目数まで増えるのに要した日数. 615,742,234,
*3F535E202DC736E1B565E4AD01E1A398B0F6A34E, に内包。2010年9月までは19.
615,742,235, *3F500E8810A5F8CC3D03821F09C0559D5D98E20F, フジテレビ.
1d0c154a22c459ec9d3c96471f3d6f6c | は、18世紀後半の約10年間に活動した商船で、アメリ
カ:f8dea67f74366805f1d87878935f97f4 | 18世紀後半にイングランドでは、 .. 幼名・豊五郎。19代
に学び、絵画を:6d1dc40d332e90e78961eee3cffce987 | 18代（民選1
期）：:6c994d25473a3350e568095378f11393 18代 玄知 進 〔昭和9年5.
昭和9(1934) 123p. 第29輯 茶業統計 昭和8年度. 昭和10(1935) 109p. 第31輯 茶業統計 昭和
9年度. 昭和11(1936) 143p. 茶業組合規則並関係法規. 茶業組合規則並 ... 岩科清次著. 大
正14(1925) 19p. 大東京化学研究所. 米の研究 附：牧野式洗米法に就て 牧野千代蔵著. 昭
和8(1933) 〔3〕,19p 図. ダイヤモンド社. ダイヤモンド産業全書. 3.
改革」などの言葉はよく耳にしたり目にしたりする。これら用例に. おける「経済」という言葉は、英語
の術語 Economyに対する翻訳. 語として、旧漢語を借用するもので、社会的生産、配分と消費の
総. 和を指すものである。兼ねて節約、割に合うということをも意味. する。しかし、研究してみれば、
今日われわれが使い慣れた、上述. の新しい意味を担っ.
︵9︶義﹄、﹃日本商法講義﹄、﹃会社法綱要 第一冊﹄等がそれである。 ︵10︶ ただ新 .
治三八年︶、﹃商法講義案﹄︵大正九年︶が公にされたほか、没後、遺稿を整理した﹃商行
為及保険﹄︵昭和三年︶お ︵H︶ ... ︵9︶ これらの諸著については拙稿・前掲注︵2︶、およ
び、拙稿﹁梅謙次郎と商法−日本人による日本商法編纂の狼.
加賀型戦艦（かががたせんかん）は日本海軍が八八艦隊計画で計画した戦艦#海軍制度沿革
(巻8、1940)p.201『◎戰艦加賀及土佐命名ノ件 大正七年五月十五日(達七六)軍備補充費ヲ
以テ ... 原 六郎（はらろくろう、天保13年11月9日（1842年12月10日） - 昭和8年（1933年）11月14
日）は日本の幕末から大正期の志士、軍人、銀行家、実業家。
GDP (PPP) 合計（2014年） 17兆3480億[5]ドル（2位） 1人あたり 54,370[5]ドル 独立（イギリスよ
り） 宣言 1776年7月4日 承認 1783年9月3日 南北統一 1865年4月9日 通貨ドル (USD) 時間帯
.. 日本は戦勝国として1919年（大正8年）のパリ講和会議に参加し人種差別撤廃案を提出した
（アメリカ合衆国などが反対）。また、発足した国際連盟.
せたがや百年史 上巻』（せたがや百年史編纂委員会，平成4年9月20日，世田谷区）142ページ
の「等々力の九品仏池」という囲み記事）撤去運動が実って中止となったゴミ .. 東京三千分一地
形図 四十五號ノ三 玉川南部』（大正十四年九月測圖 内務省復興局 版権所有 発行者 遠藤
市次 大正十五年七月十三日發行）を見ると六郷用水の右岸（.

2012年9月20日 . 慶長 9 年（1604）在留明人馮六を唐通事に任じたのが嚆矢と . 代実録』巻第
九）、大唐通事張建忠（『日本三代実録』巻第二十四）、通事伊勢興房（『日本 ... 9. 幕末明治
期の唐通事を照準に当てる研究視点が成り立っているが3、幕末における唐通事の. 職制・組織な
らびに活動に関する検討は未だ十分に行われず、見落としてる.
2016年2月4日 . 3 年間に 27 回の小委員会における検討を重ねて，第 14 改. 正日本薬局方の
各条を作成したが，移行に際して明らかに. された問題点とその対応については，別の続報9）に著
述す. る予定である． II． 資料の収集と解析. 1． 薬事法，厚生省令，告示などの厚生行政文
書. 国立国会図書館デジタルコレクションでは 1883 年（明.
大正九年三月. 二十九日、七十歳で死去した. ５ 。 ︵. ３. ︶高木日記の研究の意義. 高木貞
正の郡長時代の日記は郡長就任以来継続して書き継がれ、現. 存している。 ... 本県甲第二十
号三月十日附布. 達. ９. ハ番号二十二号、日附ハ十一日ト相障リ. 候間、乍御手数右之振合.
ニ. 御取直. シ置有之度、此段及御照会候也. 岐阜県. 十二年三月十.
9, I Am Not A Poet, But I Am A Poet． 牧野信一, aozora3/52884_42664.html .. 484, あとがき
（『宮本百合子選集』第九巻）, 宮本百合子, aozora3/4136_14744.html. 485, あとがき（『宮本百
合子選集』第二巻） .. 556, いがみの権太, （明治二十九年一月、明治座）, 三木竹二,
aozora3/51205_42514.html. 557, いちじゅくの木, 小川未明.
永続的識別子: info:ndljp/pid/787956; タイトル: 法令全書. 明治９年; 出版者: 内閣官報局; 出
版年月日: 明20-45; 請求記号: CZ-4-1; 書誌ID（NDL-OPACへのリンク）: 000000440426; 公開
範囲: インターネット公開（保護期間満了）. 資料種別 (materialType): Book; タイトル (title): 法
令全書; タイトルよみ (titleTranscription): ホウレイ ゼンショ; 巻.
しかし、同様の経緯である1999年9月の東海村JCO臨界事故により、殺傷力のある放射線 が放
出されることは明らかとなっている。 理化学研究所におけるニ号研究では、仁科研究室にウランを
供給するため飯盛研究室も参加した。主任研究員の飯盛里安は、ウ ランが核エネルギー源になる
ことが知られる以前の1922年からウラン鉱の探索を行っ.
齋藤真哉「IFRS 導入の確定決算主義への影響」 税経通信 ，第65巻第１号（2010年１月
a)，6673頁。 齋藤真哉「会計 . ｣，2008年３月。 日本租税研究協会・税務会計研究会「企業会
計基準のコンバージェンスと法人税法の対応｣，2011年９ .. いう特殊織物の製法が創案され, さら
に大正時代にはＫ町独自のパイル織の一種, シール織. 物が開発.
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 . 1920（大正 9）年、『生命の冠』を雑誌『人間』1 月号に発表、2 月に明治
座で初. 演されると劇作家として存在を . までの６年間は参議院議員として、主として文部委員会
で活躍した。1965（昭和 40）. 年には文化勲章が授与された.
四天王寺大学紀要 第 52 号（2011 年 9 月）. 戦時期の行政裁判所. 小 野 博 司. はじめ 1. 司
法制度改革推進法第 1 条の冒頭部分で示されているように、近年「規制緩和」の掛け声の. もと
に事前規制型社会から事後救済型社会への転換が目指され、司法制度をはじめとする法制. 度
の改革が進められている。行政事件訴訟法の改正（2004 年）も.
2015年1月30日 . 年8月に北朝鮮（1948年9月以降は朝鮮民主主義人民共和国）に渡り、同国
の言語. 学・言語 .. 第1部「北朝鮮の言語学・言語政策と金壽 」では、まず金河秀氏（シン .. 3.
−. −. 自 然 科 学. 2. 3. −. 体. 操. 3. 3. 3. 計. 33. 34. 34. （備考）数字は毎週の教授時数。 （出
典）『京城帝國大學一覽（昭和九年）』京城帝國大學，1934年，.
http://library.u-gakugei.ac.jp/lbhome/mochi/mochi.html （東京学芸大学附属図書館望月文庫
往来物目録・画像データベース） 御家女今川(表紙)（菱屋治兵衛。文化9） .. 続千載集（正保
版本。テキスト＋画像。ＣＤ−ＲＯＭ。岩波書店） 食堂（島崎藤村） 「CD-ROM版 新潮文庫 大
正の文豪」（島崎藤村『嵐・ある女の生涯』） 女訓唐錦（画像＋翻刻）
明治末から大正にかけての本教社会実践 ... 藤井きよのが、眼病︵失明︶が機縁で金光大神の
許に入信したのは、安政六︵一八五九︶年九月のことであった。 . 取り払いは、民間祈祷者達の
主要な宗教活動の一つで. あったが、藤井が入信当初に﹁御手真似﹂で態依霊を判別したこと
は、その後の彼女の向明神としての道伝えの特徴を. 向. 9.

2010年3月1日 . おいらが書かなきゃいけんかったのだった〜（続）. 水圧管。 ... 隧道は大変な”難
産”で、工事中に崩落したり中途で請負人が変わったり煉瓦巻の巻数を変更したりなどした末、明
治43年3月に完成した。遠山も . 大正４年９月20日、疾病を理由に依願退職していて、埼玉県側
の行政文書には医師の診断書も一緒に綴じられていた。
2013年3月21日 . 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. ｰ
ﾄﾙ、第２基壇底辺約10ﾒｰﾄﾙ、高さ約2.5ﾒｰﾄﾙ、. 円型ﾄﾞｰﾑ外径約7.5ﾒｰﾄﾙ、インドその他の国.
の塔の古制をたくみに取り入れた塔。南面花. 日露戦争の戦没者.
︵9︶. 少とも加工された石があつて、これにも亦他の民俗に於いて見るやうに、畢石と累石の場合
とがある。前者はか. り休石や魂遊石の如きものであつて、或る紳堂帥櫻女は墳墓の前たどに置か
れて、祭祀や賽紳を行ふ時に、 ... 足せられたところの、ナフーム、ハバクックの如きがあり、︵﹃背約
全書解題﹄附鋒琴一、＝﹃史学雑誌﹄大正九. 年.
2006年12月25日 . ます。 当初. の計画. で. は七か年の継. 続工事. で. 総工. 費. が. 約百. 九十
万. 円. と. 、. 明治. 二. 十. 九年. 度の県. の. 年間予算額約百六十九万. 円. と. 比べ .. 慶応 4
年∼明治 9 年. 羽田八幡宮文庫. 愛知県告示. 明治 15 年∼明治 19 年. 愛知県布達全書. 明
治 15 年∼明治 22 年. 愛知県令訓類集. 明治 29 年∼明治 37 年.
横浜市立図書館に予約を入れていた神祇全書第四輯を参照することが出来ました。 .. 祭礼は、
天王様祭礼が7月中旬、風祭が9月1日、秋の祭礼が10月初旬に行なわれる。江戸期の資料には
「 丸 .. 西潮田村の御嶽社と東潮田村の杉山社を合併し、大正九年、潮田神社と改称して潮田
地区の中心地点である現在地に鎮座されました。社伝に依れ.

