
「満州技術協会誌 第2巻第5号（1925年）～第18巻153号（1941年）」に掲載された記事の 「著作権者」一覧

注） 検索方法

663 件 (著作権者数）

ID 登録番号 書名 表題 著者名 出版社 出版年

1 1505-0005 満州技術協会誌 第２巻 第５号 北米合衆國に於ける石炭利用方面を見て 井磧登 満州技術協会 1925

1 1505-0005 満州技術協会誌 第２巻 第５号 動力の發生に就いて 内丸最一郎 満州技術協会 1925

1 1505-0005 満州技術協会誌 第２巻 第５号 火力發電所のHeat Baeance Systemについて 園山民造 満州技術協会 1925

1 1505-0005 満州技術協会誌 第２巻 第５号 鞍山製鐵所に於ける貧鐵鑛處理に就いて 梅根恒三郎 満州技術協会 1925

1 1505-0005 満州技術協会誌 第２巻 第５号 Use of The Electricity at the Wabigon Mine L.D.DAVEN PORT 満州技術協会 1925

2 1505-0006 満州技術協会誌 第２巻 第６号 滿鐡に於ける自動閉塞式及信號裝置 竹口弘 満州技術協会 1925

2 1505-0006 満州技術協会誌 第２巻 第６号 滿洲の地下水 村上鈑藏 満州技術協会 1925

2 1505-0006 満州技術協会誌 第２巻 第６号 大連第一埠頭石炭船積機に就いて 邊渡部通業 満州技術協会 1925

2 1505-0006 満州技術協会誌 第２巻 第６号 鴨綠江水力發電に就いて 眞田金城 満州技術協会 1925

3 1505-0007 満州技術協会誌 第２巻 第７号 滿鐡に於ける自動閉塞式及信號裝置（六號よりの続き） 竹口弘 満州技術協会 1925

3 1505-0007 満州技術協会誌 第２巻 第７号 本邦製鐡鋼業の國策樹立と南滿洲 梅野實 満州技術協会 1925

3 1505-0007 満州技術協会誌 第２巻 第７号 本邦鋼材の需給関係 齋藤三三 満州技術協会 1925

3 1505-0007 満州技術協会誌 第２巻 第７号 三汽笛機関車に就いて 久保田正次 満州技術協会 1925

4 1505-0008 満州技術協会誌 第２巻 第８号 膠濟鐡路改良計畫 大村卓一 満州技術協会 1925

4 1505-0008 満州技術協会誌 第２巻 第８号
渤海及黄海に於ける魚類棲息の状況及漁區竝水産業現在及
過去の状況

岩本淸次郎 満州技術協会 1925

4 1505-0008 満州技術協会誌 第２巻 第８号 屎尿の處理に就て 宮島忠雄 満州技術協会 1925

4 1505-0008 満州技術協会誌 第２巻 第８号 咸鏡線建設概要 中野深 満州技術協会 1925

4 1505-0008 満州技術協会誌 第２巻 第８号 日本工業要録に就て 大河内正敏 満州技術協会 1925

4 1505-0008 満州技術協会誌 第２巻 第８号 石炭研究の氣運 大島義淸 満州技術協会 1925

4 1505-0008 満州技術協会誌 第２巻 第８号 製鐡事業と滿洲の耐火材料 黑田泰造 満州技術協会 1925

4 1505-0008 満州技術協会誌 第２巻 第８号 関東州當局の水産政策を論ず 松丸孝三郎 満州技術協会 1925

4 1505-0008 満州技術協会誌 第２巻 第８号 我工業界進歩發達の一大要素 斯波忠三郎 満州技術協会 1925

5 1505-0009 満州技術協会誌 第２巻 第９号 鑄物砂に就て 金子恭輔 満州技術協会 1925

5 1505-0009 満州技術協会誌 第２巻 第９号 鐡道車輛聯結器交換作業 K.K.生 満州技術協会 1925

5 1505-0009 満州技術協会誌 第２巻 第９号 滿鐡に於ける自動閉塞式及信號裝置（七號よりの続く） 竹口弘 満州技術協会 1925

5 1505-0009 満州技術協会誌 第２巻 第９号 撫順炭礦の事業と炭質及其の用途 梅野實 満州技術協会 1925

5 1505-0009 満州技術協会誌 第２巻 第９号 デイゼル機關車 佐藤純之 満州技術協会 1925

5 1505-0009 満州技術協会誌 第２巻 第９号 コンクリート工に就て 吉田元一 満州技術協会 1925

5 1505-0009 満州技術協会誌 第２巻 第９号 ELECTORIC LOCOMOTIVES Dr.HULDSCHINER 満州技術協会 1925

6 1505-0010 満州技術協会誌 第２巻 第１０号 獨逸科學工業博物館 N.S.生 満州技術協会 1925

6 1505-0010 満州技術協会誌 第２巻 第１０号
撫順に於ける『モンド』瓦斯發電所と微粉炭燃焼式發電所の実
績に就て

大橋賴三 満州技術協会 1925

6 1505-0010 満州技術協会誌 第２巻 第１０号 日本に於ける「スチームタルビン」の發達に就て 横山孝三 満州技術協会 1925

6 1505-0010 満州技術協会誌 第２巻 第１０号 中華工程師學會會院訪日團歡迎次第 大藏公望 満州技術協会 1925

6 1505-0010 満州技術協会誌 第２巻 第１０号 請負事業の科學的經營法 池野敏夫 満州技術協会 1925

6 1505-0010 満州技術協会誌 第２巻 第１０号 魚類の冷凍と冷蔵船に就て 土屋藤丸 満州技術協会 1925

6 1505-0010 満州技術協会誌 第２巻 第１０号 鞍山製鐡所選鑛工場に就て 足立祐一 満州技術協会 1925

7 1505-0011 満州技術協会誌 第３巻 第１１号 電氣鐵道用自動變電所に就て 秋山政男 満州技術協会 1926

7 1505-0011 満州技術協会誌 第３巻 第１１号 靑島港 港の構造、埠頭行政並に貿易に就いて Ｓ．Ｎ．生 満州技術協会 1926

7 1505-0011 満州技術協会誌 第３巻 第１１号 工業發達の根本策 東與作 満州技術協会 1926

7 1505-0011 満州技術協会誌 第３巻 第１１号 スコットランド式油母頁岩採油レトル Ｓ．Ｕ生 満州技術協会 1926

7 1505-0011 満州技術協会誌 第３巻 第１１号
ＭＯＲＤＥＮ ＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥＳ ＩＮ ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ ＣＯＮＳＴＲ
ＵＣＴＩＯＮ ＷＯＲＫ．

Ｄｒ．ＳＴＥＣＨＥＲ． 満州技術協会 1926

8 1505-0012 満州技術協会誌 第３巻 第１２号 獨逸に於ける最近の鐵道保線技術に就て Ｓ．Ｎ生 満州技術協会 1926

8 1505-0012 満州技術協会誌 第３巻 第１２号 遼陽給水塔築造工事概要 重住虎男 満州技術協会 1926

8 1505-0012 満州技術協会誌 第３巻 第１２号 地下水に就て 重住文男 満州技術協会 1926

8 1505-0012 満州技術協会誌 第３巻 第１２号 貨物列車速度距離曲線圖表と其應用 西川總一 満州技術協会 1926

9 1505-0013 満州技術協会誌 第３巻 第１３号 滿鐡の窯業試驗と滿洲の窯業 平野耕輔 満州技術協会 1926

9 1505-0013 満州技術協会誌 第３巻 第１３号 爆薬及爆破法に就て 奥田拓堂 満州技術協会 1926

9 1505-0013 満州技術協会誌 第３巻 第１３号 日本と北滿の新交通路 渡邊精吉郎 満州技術協会 1926

9 1505-0013 満州技術協会誌 第３巻 第１３号 最大有効速度に於ける軸の偏差 伊保内盛 満州技術協会 1926

10 1505-0014 満州技術協会誌 第３巻 第１４号 油母頁岩の内熱式乾餾法に就て 岡村金藏 満州技術協会 1926

10 1505-0014 満州技術協会誌 第３巻 第１４号 撫順炭礦の将來ある四事業 梅野實 満州技術協会 1926

10 1505-0014 満州技術協会誌 第３巻 第１４号 呼海鐡道車輛の輸送に就て 石尾茂 満州技術協会 1926

11 1505-0015 満州技術協会誌 第３巻 第１５号 直列計算圖表に就て 伊保内盛 満州技術協会 1926

11 1505-0015 満州技術協会誌 第３巻 第１５号 地金の身元しらべ（地金の冶金學的考察） 淺川柳作 満州技術協会 1926

11 1505-0015 満州技術協会誌 第３巻 第１５号 大連丸に就て 服部紀雄 満州技術協会 1926

12 1505-0016 満州技術協会誌 第３巻 第１６号 無線電信柱の設計に就て 草間偉 満州技術協会 1926

12 1505-0016 満州技術協会誌 第３巻 第１６号 地金の身元調べ（承前） 淺川柳作 満州技術協会 1926

12 1505-0016 満州技術協会誌 第３巻 第１６号 製鐵問題に就て 大河内正敏 満州技術協会 1926

13 1505-0018 満州技術協会誌 第４巻 第１８号 滿蒙の鐵道事情 藤根壽吉 満州技術協会 1927

13 1505-0018 満州技術協会誌 第４巻 第１８号 直列計算圖表に就て 伊保内盛 満州技術協会 1927

13 1505-0018 満州技術協会誌 第４巻 第１８号 工業博物館に就て 武村淸 満州技術協会 1927

13 1505-0018 満州技術協会誌 第４巻 第１８号 久永氏の鐵矢板に就てを讀んで 秋山和夫 満州技術協会 1927

14 1505-0019 満州技術協会誌 第４巻 第１９号 松花江臨時氷上線路列車運轉状況に就て 田邊利男 満州技術協会 1927

14 1505-0019 満州技術協会誌 第４巻 第１９号 空氣運搬装置の設計に就て 赤松喬三 満州技術協会 1927

14 1505-0019 満州技術協会誌 第４巻 第１９号 吉敦線工事に使用しつゝある機械設備に就て 渡部通業 満州技術協会 1927

14 1505-0019 満州技術協会誌 第４巻 第１９号 鞍山製鉄所の特性と日本製鐵界に於ける地位 梅根常三郎 満州技術協会 1927

15 1505-0020 満州技術協会誌 第４巻 第２０号 鐵道電化に依る經費節約の實例 秋山政男 満州技術協会 1927

15 1505-0020 満州技術協会誌 第４巻 第２０号 黑心可鍛鑄鐵に就て 菊田多利男 満州技術協会 1927

15 1505-0020 満州技術協会誌 第４巻 第２０号 セメント・ガンの施行に就て 松本竹次 満州技術協会 1927

16 1505-0021 満州技術協会誌 第４巻 第２１号 南阿ダーバン港及東阿デラゴア港に於ける石炭船積裝置 平井幾郎 満州技術協会 1927

16 1505-0021 満州技術協会誌 第４巻 第２１号 大連埠頭に於ける Ｃａｒ Ｄｕｍｐｅｒ に就て 渡邊通業 満州技術協会 1927
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16 1505-0021 満州技術協会誌 第４巻 第２１号 Ｏ．Ｙ．Ｋ 誘導同期電動機 小穴秀一 満州技術協会 1927

17 1505-0022 満州技術協会誌 第４巻 第２２号 米國に於ける鐵道と自動車との關係 西川總一 満州技術協会 1927

17 1505-0022 満州技術協会誌 第４巻 第２２号 大型鑿岩機と小型鑿岩機との比較 竹中金州三 満州技術協会 1927

17 1505-0022 満州技術協会誌 第４巻 第２２号 工業用鐵及鋼の意義並にその理論 長谷川熊彦 満州技術協会 1927

17 1505-0022 満州技術協会誌 第４巻 第２２号 技術者の俸給統計 Ｓ．Ｎ生 満州技術協会 1927

18 1505-0023 満州技術協会誌 第５巻 第２３号 鐵道電化の發達趨勢に就て 秋山政男 満州技術協会 1928

18 1505-0023 満州技術協会誌 第５巻 第２３号 眞北測量に就て 橋本芳廣 満州技術協会 1928

18 1505-0023 満州技術協会誌 第５巻 第２３号 直列計算圖表に就て 伊保内盛 満州技術協会 1928

18 1505-0023 満州技術協会誌 第５巻 第２３号 大湖・セントローレンス河水路に就て 西川總一 満州技術協会 1928

19 1505-0024 満州技術協会誌 第５巻 第２４号 鑛山用扇風機の直列及び並列運轉に關する一考察 兒玉八郎 満州技術協会 1928

19 1505-0024 満州技術協会誌 第５巻 第２４号 油脂より石油の製造に就て（工業的考察） 佐藤正典 満州技術協会 1928

19 1505-0024 満州技術協会誌 第５巻 第２４号 矢板の計算に就て 福島三七治 満州技術協会 1928

19 1505-0024 満州技術協会誌 第５巻 第２４号
Ｔｉｎｎｅｒｓ，Ｃｏｏｐｅｒｓ，Ｂｅｌｔ，Ｓｍａｌｌ Ｒｉｖｅｔｓ 及 Ｐｌｏｗ Ｒｏｕｎｄ
Ｕｎｓｌｏｔｔｅｄ－Ｈｅａｄ Ｂｏｌｔｓ 等に對する米國の試驗的標準寸法

伊保内盛 満州技術協会 1928

20 1505-0025 満州技術協会誌 第５巻 第２５号 氷結せる河海上の軌道敷設 田邊利男 満州技術協会 1928

20 1505-0025 満州技術協会誌 第５巻 第２５号 地質物理學的探鑛法の原理 水内昇一譯 満州技術協会 1928

20 1505-0025 満州技術協会誌 第５巻 第２５号 地下水源の探究 宮島忠雄 満州技術協会 1928

20 1505-0025 満州技術協会誌 第５巻 第２５号 デイゼル機關に就て 戸坂雅吉 満州技術協会 1928

20 1505-0025 満州技術協会誌 第５巻 第２５号
シー・シユルンベルガー氏電氣探鑛法第一法と其の實測の結果
に就て

澤介治 満州技術協会 1928

20 1505-0025 満州技術協会誌 第５巻 第２５号 コンクリート施工法に就いて 湯本三郎 満州技術協会 1928

21 1505-0026 満州技術協会誌 第５巻 第２６号 風車工學（承前） 小川久門 満州技術協会 1928

21 1505-0026 満州技術協会誌 第５巻 第２６号 南滿洲産道路用石材の物理的試驗成績に就て 長谷川貞三 満州技術協会 1928

21 1505-0026 満州技術協会誌 第５巻 第２６号 大豆工業研究の奬勵に就て 武村淸 満州技術協会 1928

21 1505-0026 満州技術協会誌 第５巻 第２６号 石炭化作用を論じて撫順炭の成因に及ぶ 岩崎重三 満州技術協会 1928

22 1505-0027 満州技術協会誌 第５巻 第２７号 風車工學（承前） 小川久門 満州技術協会 1928

22 1505-0027 満州技術協会誌 第５巻 第２７号 世界に於ける硫化鐵鑛の埋藏量 赤瀨側安彦 満州技術協会 1928

22 1505-0027 満州技術協会誌 第５巻 第２７号 掘鑿機の使用と土運搬に就て 栗山芳藏 満州技術協会 1928

22 1505-0027 満州技術協会誌 第５巻 第２７号 關東州内産モルタル及混凝土用砂實驗報告
南滿洲工業専門學校建設
工學課實驗室

満州技術協会 1928

22 1505-0027 満州技術協会誌 第５巻 第２７号 寒中混凝土の施工法 橋本芳廣 満州技術協会 1928

22 1505-0027 満州技術協会誌 第５巻 第２７号 我鐵鋼策に對する鞍山製鐵所の位置 淺川柳作 満州技術協会 1928

22 1505-0027 満州技術協会誌 第５巻 第２７号 荷馬車の牽引力試驗成績に就て 市瀬良胤 満州技術協会 1928

22 1505-0027 満州技術協会誌 第５巻 第２７号 火力發電所に於ける高汽壓高温度蒸汽の採用に就て（承前） 大磯義勇 / 谷澤惣四郎 満州技術協会 1928

22 1505-0027 満州技術協会誌 第５巻 第２７号 ハンプヤードの操車能力に就て 加藤喜一郎 満州技術協会 1928

23 1505-0028 満州技術協会誌 第５巻 第２８号 萬國工業會議と滿洲 貝瀨生 満州技術協会 1928

23 1505-0028 満州技術協会誌 第５巻 第２８号 風車工學（承前） 小川久門 満州技術協会 1928

23 1505-0028 満州技術協会誌 第５巻 第２８号 吉敦鐵路松花江橋梁工事報告 吉敦鐵路工程局 満州技術協会 1928

23 1505-0028 満州技術協会誌 第５巻 第２８号 機關車の動力傳導方式に就て 木村知彦 満州技術協会 1928

23 1505-0028 満州技術協会誌 第５巻 第２８号 火力發電所に於ける高汽壓高温度蒸汽の採用に就て（承前） 大磯義勇 / 谷澤惣四郎 満州技術協会 1928

23 1505-0028 満州技術協会誌 第５巻 第２８号
ＴＨＥ ＮＥＷ ＣＯＡＬ ＡＮＤ ＯＲＥ ＬＯＡＤＩＮＧ ＰＬＡＮＴ ＩＮ ＴＨＥ
ＰＯＲＴ ＯＦ ＣＡＲＯＮＴＥ（ＦＲＡＮＣＥ）

ＤＥＭＡＧ Ａ．Ｇ． ＨＡＮＳ
ＲＥＵＴＥＲ

満州技術協会 1928

24 1505-0035 満州技術協会誌 第７巻 第３５号 萬國工業會議と世界動力會議 貝瀨謹吾 満州技術協会 1930

24 1505-0035 満州技術協会誌 第７巻 第３５号 東支鐵道第二松花江橋梁第四徑間架替工事視察報告
福田稔 / 西川總一 / 山
田丈夫

満州技術協会 1930

24 1505-0035 満州技術協会誌 第７巻 第３５号 蒸餾水・水道水並に海水中に於ける鐵及鋼の腐蝕試驗 長谷川熊彦 / 堀慥爾 満州技術協会 1930

24 1505-0035 満州技術協会誌 第７巻 第３５号 トランスファー・カーに就て
石尾茂 / 福井道二 / 大
橋三三

満州技術協会 1930

24 1505-0035 満州技術協会誌 第７巻 第３５号 「蒸汽機関車の平衡に就て」の追綠 松尾勘六 満州技術協会 1930
25 1505-0036 満州技術協会誌 第７巻 第３６号 地盤の抵抗力 福島三七治 / 鶴岡鶴吉 満州技術協会 1930
25 1505-0036 満州技術協会誌 第７巻 第３６号 紫外光線の化學作用に就いて 片山壽次 満州技術協会 1930

25 1505-0036 満州技術協会誌 第７巻 第３６号 金州愛川村地下水に就て 小倉勉 満州技術協会 1930

25 1505-0036 満州技術協会誌 第７巻 第３６号 化學戦 岸本綾夫 満州技術協会 1930

25 1505-0036 満州技術協会誌 第７巻 第３６号 ベリリウムの製法とその用途 松浦梁作 満州技術協会 1930

25 1505-0036 満州技術協会誌 第７巻 第３６号 アルカリ性溶液中の水素イオン濃度の測定法 佐賀田喜太郎 満州技術協会 1930

25 1505-0036 満州技術協会誌 第７巻 第３６号 １人１方當り作業量圖表方法 山田高 満州技術協会 1930

25 1505-0036 満州技術協会誌 第７巻 第３６号 「メタノール」觸媒のX-線試驗に就きて 藤川重雄 満州技術協会 1930

26 1505-0037 満州技術協会誌 第７巻 第３７号 歐米殊に獨露に於ける合理化の現況に就て 大藏公望男 満州技術協会 1930

26 1505-0037 満州技術協会誌 第７巻 第３７号 旅順水道龍眼水源の地質に就きて 都留一雄 / 松下進 満州技術協会 1930

26 1505-0037 満州技術協会誌 第７巻 第３７号 切削に関する實驗 土井靜雄 満州技術協会 1930

26 1505-0037 満州技術協会誌 第７巻 第３７号 蒸氣機關車の交叉平衡法に就て 松尾勘六 満州技術協会 1930

26 1505-0037 満州技術協会誌 第７巻 第３７号 機關車荷重が橋桁に及ぼす影響に就て 山内丈夫 / 浦上敏雄 満州技術協会 1930

26 1505-0037 満州技術協会誌 第７巻 第３７号 ネオン・サインの話 榮隈榮 満州技術協会 1930

27 1505-0038 満州技術協会誌 第７巻 第３８号 皮革工業に就て 太田十三男 満州技術協会 1930

27 1505-0038 満州技術協会誌 第７巻 第３８号 水銀整流器と廻轉直流發電機との並列運轉に就て 菊池秀之 満州技術協会 1930

27 1505-0038 満州技術協会誌 第７巻 第３８号 研究能率の增進に就て 本多光太郎 満州技術協会 1930

27 1505-0038 満州技術協会誌 第７巻 第３８号 Ｍｉｌｌｉｎｇ Ｃｕｔｔｅｒ． の理論 伊保内盛 満州技術協会 1930

28 1505-0039 満州技術協会誌 第７巻 第３９号 電氣製鋼に就て 川崎舍恒三 / 林達夫 満州技術協会 1930
28 1505-0039 満州技術協会誌 第７巻 第３９号 大連港甘井子石炭船積施設概要 桑原利英 満州技術協会 1930
28 1505-0039 満州技術協会誌 第７巻 第３９号 自動客車に就て 久保田正次 / 堀内猪太 満州技術協会 1930

28 1505-0039 満州技術協会誌 第７巻 第３９号 現代の軍用技術 山ノ内靜夫 満州技術協会 1930

28 1505-0039 満州技術協会誌 第７巻 第３９号 安奉線南半沿線の地質 松下進 満州技術協会 1930

29 1505-0040 満州技術協会誌 第７巻 第４０号 鐵及鋼の檢鏡一汎 長谷川熊彦 満州技術協会 1930

29 1505-0040 満州技術協会誌 第７巻 第４０号 大連港甘井子石炭船積施設概要 桑原利英 満州技術協会 1930

29 1505-0040 満州技術協会誌 第７巻 第４０号 建築用材としての窓硝子 渡邊喜市 満州技術協会 1930

29 1505-0040 満州技術協会誌 第７巻 第４０号 橋梁設計上の諸問題 高橋逸夫 満州技術協会 1930

29 1505-0040 満州技術協会誌 第７巻 第４０号 安奉線南半沿線の地質 松下進 満州技術協会 1930

30 1505-0041 満州技術協会誌 第８巻 第４１号 大連埠頭に於ける蓄電池自動車に就て 合田寛太朗 満州技術協会 1931

30 1505-0041 満州技術協会誌 第８巻 第４１号 大連港甘井子石炭船積施設概要（其の３） 桑原利英 満州技術協会 1931

30 1505-0041 満州技術協会誌 第８巻 第４１号 多數のヘルツ振動器群に就て 菊池秀之 満州技術協会 1931

30 1505-0041 満州技術協会誌 第８巻 第４１号 新設小崗子操車場のHump設計に就て 加藤喜一郎 満州技術協会 1931

31 1505-0042 満州技術協会誌 第８巻 第４２号 満鐵のデイゼル電氣機關車デセ第２０００號 秋田豐作 満州技術協会 1931

31 1505-0042 満州技術協会誌 第８巻 第４２号 大連港甘井子石炭船積施設概要（其の４） 桑原利英 満州技術協会 1931
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31 1505-0042 満州技術協会誌 第８巻 第４２号 合理化運動の大勢 貝瀨謹吾 満州技術協会 1931

31 1505-0042 満州技術協会誌 第８巻 第４２号 工業敎育問題談片 和夷生 満州技術協会 1931

31 1505-0042 満州技術協会誌 第８巻 第４２号 研究と日本人 加藤蕾二 満州技術協会 1931

32 1505-0043 満州技術協会誌 第８巻 第４３号 會長重任に就て 貝瀨謹吾 満州技術協会 1931

32 1505-0043 満州技術協会誌 第８巻 第４３号 満鐵のデーゼル電氣機關車デセ第２０００號（承前） 秋田豐作 満州技術協会 1931

32 1505-0043 満州技術協会誌 第８巻 第４３号 大連の發展と上水道水源問題に就て 淸水本之助 満州技術協会 1931

32 1505-0043 満州技術協会誌 第８巻 第４３号 産業日本の近状 倉橋藤次郎 満州技術協会 1931

32 1505-0043 満州技術協会誌 第８巻 第４３号 甘井子埠頭の電氣施設 桑原利英 満州技術協会 1931

33 1505-0044 満州技術協会誌 第８巻 第４４号 輕合金シルミンに就て 小林虎男 満州技術協会 1931

33 1505-0044 満州技術協会誌 第８巻 第４４号 石炭に及ぼす各種溶劑の作用
Ｊｏｈｎ Ｃ．Ｐｅｗ ＆ Ｊａｍｅｓ
Ｒ．Ｗｉｔｈｒｏｗ

満州技術協会 1931

33 1505-0044 満州技術協会誌 第８巻 第４４号 高壓變壓器の働作に及ぼす静電容量の影響 熊谷三郎 満州技術協会 1931

33 1505-0044 満州技術協会誌 第８巻 第４４号 固溶體より見たる合金の性質 今井弘 満州技術協会 1931

33 1505-0044 満州技術協会誌 第８巻 第４４号 甘井子埠頭の機械設備 桑原利英 満州技術協会 1931

34 1505-0045 満州技術協会誌 第８巻 第４５号 滿鐵鐵道工場新造膠濟機關車に就て 久保田正次 満州技術協会 1931

34 1505-0045 満州技術協会誌 第８巻 第４５号 デイーゼル電氣機關車の圖示的及理論的考察 川田赳 満州技術協会 1931

34 1505-0045 満州技術協会誌 第８巻 第４５号 甘井子石炭船積施設の工事費と經費 桑原利英 満州技術協会 1931

34 1505-0045 満州技術協会誌 第８巻 第４５号 石炭の沖荷役に就て 永雄節郎 満州技術協会 1931

34 1505-0045 満州技術協会誌 第８巻 第４５号 偶然と必然 かとう・らいじ 満州技術協会 1931

34 1505-0045 満州技術協会誌 第８巻 第４５号 吾等の會誌の編輯方針 Ｒ．Ｋ． 満州技術協会 1931

35 1505-0046 満州技術協会誌 第８巻 第４６号 輻射熱利用の煖房新装置 眞野文二 満州技術協会 1931

35 1505-0046 満州技術協会誌 第８巻 第４６号 數字漫談 佐瀨武雄 満州技術協会 1931

35 1505-0046 満州技術協会誌 第８巻 第４６号 老壯技術者間の心理的ギャップに就て かとう・らいじ 満州技術協会 1931

35 1505-0046 満州技術協会誌 第８巻 第４６号 粘土の電氣化學的精製に就て 千葉喜美 満州技術協会 1931

35 1505-0046 満州技術協会誌 第８巻 第４６号 電波による探鑛法の理論と実験結果 菊池秀之 満州技術協会 1931

35 1505-0046 満州技術協会誌 第８巻 第４６号 石炭の液化に就て 阿部良之助 満州技術協会 1931

35 1505-0046 満州技術協会誌 第８巻 第４６号 若い技術者に呼びかける 山岡信夫 満州技術協会 1931

35 1505-0046 満州技術協会誌 第８巻 第４６号 社員の發明した特許と會社との關係 かとう・らいじ 満州技術協会 1931

35 1505-0046 満州技術協会誌 第８巻 第４６号 混凝土の疲勞に就て 村上善三 満州技術協会 1931

35 1505-0046 満州技術協会誌 第８巻 第４６号 海中に浸漬せる木材の海蟲蝕害試驗報告（第１回） 森脇宗達 / 多田輝男 満州技術協会 1931

35 1505-0046 満州技術協会誌 第８巻 第４６号 回轉振動とディーゼル機関車 小林市太郎 満州技術協会 1931

35 1505-0046 満州技術協会誌 第８巻 第４６号 横濱灣を威厭したフーヴァー號 うゑだ・きようすけ 満州技術協会 1931

36 1505-0047 満州技術協会誌 第９巻 第４７号 鹽化パラヂウムによる石炭瓦斯の檢出 筒口健十 満州技術協会 1932

36 1505-0047 満州技術協会誌 第９巻 第４７号 發明家の權利に關して 鈴木二郎 満州技術協会 1932

36 1505-0047 満州技術協会誌 第９巻 第４７号 滿洲の工業 斯波忠三郎 満州技術協会 1932

36 1505-0047 満州技術協会誌 第９巻 第４７号 論理とユーモア かとう・らいじ 満州技術協会 1932

36 1505-0047 満州技術協会誌 第９巻 第４７号 日華兩國の技術的提携 長谷川熊彦 満州技術協会 1932

36 1505-0047 満州技術協会誌 第９巻 第４７号
東京に催された在京會員の懇親會と滿洲工業問題の講演映畫
會に就て

貝瀨謹吾 満州技術協会 1932

36 1505-0047 満州技術協会誌 第９巻 第４７号 日華兩國の技術的提携 鈴江靜雄 満州技術協会 1932

36 1505-0047 満州技術協会誌 第９巻 第４７号 時局に直面して 貝瀨謹吾 満州技術協会 1932

36 1505-0047 満州技術協会誌 第９巻 第４７号 技術者は協力せよ 鈴木二郎 満州技術協会 1932
36 1505-0047 満州技術協会誌 第９巻 第４７号 海中に浸漬せる木材の海蟲蝕害試驗報告（第２回） 森脇宗達 / 多田輝男 満州技術協会 1932
37 1505-0048 満州技術協会誌 第９巻 第４８号 鐵の再結晶並に單結晶生成に就て 後藤有一 満州技術協会 1932

37 1505-0048 満州技術協会誌 第９巻 第４８号 滿蒙鐵道問題 貝瀨謹吾 満州技術協会 1932
37 1505-0048 満州技術協会誌 第９巻 第４８号 滿洲朝鮮産鑄物砂の機械分析結果より見たる物理的性質 松塚淸人 満州技術協会 1932

37 1505-0048 満州技術協会誌 第９巻 第４８号 分類と定義との話 かとう・らいじ 満州技術協会 1932

37 1505-0048 満州技術協会誌 第９巻 第４８号 海中に浸漬せる木材の海蟲蝕害試驗報告（第３回） 森脇宗達 / 多田輝男 満州技術協会 1932

37 1505-0048 満州技術協会誌 第９巻 第４８号 蒸汽機關車の平衡装置に就て 松尾勘六 満州技術協会 1932

37 1505-0048 満州技術協会誌 第９巻 第４８号 車輛用として見た油性塗料の乾燥時間と耐久力の関係 竹原朝平 満州技術協会 1932

37 1505-0048 満州技術協会誌 第９巻 第４８号 我國技術の将來に就て 桑原利英 満州技術協会 1932

38 1505-0049 満州技術協会誌 第９巻 第４９号 滿洲の鐵道網に就て 西川總一 満州技術協会 1932

38 1505-0049 満州技術協会誌 第９巻 第４９号 滿洲の自動車網に就て 田中洌 満州技術協会 1932

38 1505-0049 満州技術協会誌 第９巻 第４９号 滿洲の港彎に就て 桑原利英 満州技術協会 1932

38 1505-0049 満州技術協会誌 第９巻 第４９号 東京から總會へのご挨拶 貝瀨謹吾 満州技術協会 1932

38 1505-0049 満州技術協会誌 第９巻 第４９号 大連市内小學校の騒音測定 騒音防止調査委員會 満州技術協会 1932
38 1505-0049 満州技術協会誌 第９巻 第４９号 時局に於ける滿鐵鐵道從事員の活動に就て 秋田豐作 満州技術協会 1932

38 1505-0049 満州技術協会誌 第９巻 第４９号 高壓蒸氣機關車に就て（其ノ１） 樋口與内 満州技術協会 1932
38 1505-0049 満州技術協会誌 第９巻 第４９号 給湯用温水裝置に就て冷水の流出を阻止する爲の新案逆流阻 森脇宗達 満州技術協会 1932
38 1505-0049 満州技術協会誌 第９巻 第４９号 岩石とモルタルの附着強度に就て 村上善三 満州技術協会 1932

38 1505-0049 満州技術協会誌 第９巻 第４９号 完全なる軌道曲線 龍野繁太郎 満州技術協会 1932
38 1505-0049 満州技術協会誌 第９巻 第４９号 キー溝を有する軸の捩り 中川有三 / 近藤誠治 満州技術協会 1932
39 1505-0050 満州技術協会誌 第９巻 第５０号 南滿洲産骨材に依るモルタル並びに混凝土の抗壓強度に就て 布施忠司 満州技術協会 1932
39 1505-0050 満州技術協会誌 第９巻 第５０号 粗密ある波夾土組織とその成因に就て 森永卓一 満州技術協会 1932

39 1505-0050 満州技術協会誌 第９巻 第５０号
主としてＦｅ－Ｓｉ系合金に對する炭素の擴散よりＦｅ－Ｐ，Ｆｅ－Ａ
ｌ及Ｆｅ－Ｃｒ等の諸系合金への擴散に及ぶ

森永卓一 満州技術協会 1932

39 1505-0050 満州技術協会誌 第９巻 第５０号 高壓蒸汽機關車に就て（其ノ２） 樋口與内 満州技術協会 1932

39 1505-0050 満州技術協会誌 第９巻 第５０号 勤務發明に關する現行制度改正論 特許發明調査委員會 満州技術協会 1932
39 1505-0050 満州技術協会誌 第９巻 第５０号 河北線出動記 福田又司 満州技術協会 1932

40 1505-0051 満州技術協会誌 第９巻 第５１号 滿洲の鑛業に就て 岡本榮 満州技術協会 1932
40 1505-0051 満州技術協会誌 第９巻 第５１号 油類の短期間貯藏又は楡送中の冷却並に熱損失等に就て 野手悌士 満州技術協会 1932
40 1505-0051 満州技術協会誌 第９巻 第５１号 南滿洲産骨材に依るモルタル並に混凝土の抗壓強度に就て 布施忠司 満州技術協会 1932
40 1505-0051 満州技術協会誌 第９巻 第５１号 塗料（ワニスの部） 入江登 満州技術協会 1932

40 1505-0051 満州技術協会誌 第９巻 第５１号 通信事業に就て 日下部鉦次郎 満州技術協会 1932
40 1505-0051 満州技術協会誌 第９巻 第５１号 小學生の筆記試驗に及ぼす騒音の効果に就て 騒音防止調査委員會 満州技術協会 1932

40 1505-0051 満州技術協会誌 第９巻 第５１号 勤務發明に關する現行制度改正論（完） 特許發明調査委員會 満州技術協会 1932

40 1505-0051 満州技術協会誌 第９巻 第５１号 技術者の地位 野田淸一郎 満州技術協会 1932

41 1505-0052 満州技術協会誌 第９巻 第５２号 鐵道建設工事に關する資料（１） 山内丈夫 満州技術協会 1932

41 1505-0052 満州技術協会誌 第９巻 第５２号 滿洲の工業敎育 貝瀨謹吾 満州技術協会 1932

41 1505-0052 満州技術協会誌 第９巻 第５２号 紡織工業 南日良吉 満州技術協会 1932

41 1505-0052 満州技術協会誌 第９巻 第５２号 南滿洲産骨材に依るモルタル並に混凝土の抗壓強度に就て 布施忠司 満州技術協会 1932

41 1505-0052 満州技術協会誌 第９巻 第５２号 全滿規格標準化提唱 貝瀨謹吾 満州技術協会 1932

41 1505-0052 満州技術協会誌 第９巻 第５２号 研究報告を書くものゝ心得21箇條 かとう・らいじ 満州技術協会 1932

3



41 1505-0052 満州技術協会誌 第９巻 第５２号 客車内の空氣状態調整に就て 川田赳 満州技術協会 1932

42 1505-0053 満州技術協会誌 第１０巻 第５３号 妹へ來た暗號のラブレター 水谷信二 満州技術協会 1933

42 1505-0053 満州技術協会誌 第１０巻 第５３号 年頭の所懐 貝瀨謹吾 満州技術協会 1933

42 1505-0053 満州技術協会誌 第１０巻 第５３号 日本人の非社交性 かとう・らいじ 満州技術協会 1933

42 1505-0053 満州技術協会誌 第１０巻 第５３号 南滿洲産骨材に依るモルタル並に混凝土の抗壓強度に就て 布施忠司 満州技術協会 1933
42 1505-0053 満州技術協会誌 第１０巻 第５３号 電氣比抵抗探鑛法 及び 關東州内に於ける實測 木原二壯 満州技術協会 1933

42 1505-0053 満州技術協会誌 第１０巻 第５３号 直角三角堰の流量公式に就て 前田仲重 満州技術協会 1933

42 1505-0053 満州技術協会誌 第１０巻 第５３号 松尾勘六氏の「蒸汽機關車の平衡裝置に就て」を讀む 淺野友一 満州技術協会 1933

42 1505-0053 満州技術協会誌 第１０巻 第５３号 乾式構造に就て 横井謙介 満州技術協会 1933
43 1505-0054 満州技術協会誌 第１０巻 第５４号 獨逸國立鐵道會社の二軸１２０馬力デイーゼル電氣輕便動車 小林市太郎 譯 満州技術協会 1933
43 1505-0054 満州技術協会誌 第１０巻 第５４号 攝氏零下１０度の室温中に於けるコンクリートの試驗 張忠一 / 大澤禎郎 満州技術協会 1933
43 1505-0054 満州技術協会誌 第１０巻 第５４号 噫飯田貞君 貝瀨謹吾 満州技術協会 1933
43 1505-0054 満州技術協会誌 第１０巻 第５４号 南滿洲産骨材に依るモルタル並に混凝土の抗壓強度に就て 布施忠司 満州技術協会 1933
43 1505-0054 満州技術協会誌 第１０巻 第５４号 先入主と獨創とを論ず カトウ・ライジ 満州技術協会 1933

43 1505-0054 満州技術協会誌 第１０巻 第５４号 建國一周年記念日を迎へて 貝瀨謹吾 満州技術協会 1933

43 1505-0054 満州技術協会誌 第１０巻 第５４号 金屬マグネシウム製錬工業 萩谷正己 満州技術協会 1933

43 1505-0054 満州技術協会誌 第１０巻 第５４号 機關車の平衡問題に關する淺野氏の批判を讀む 松尾勘六 満州技術協会 1933

43 1505-0054 満州技術協会誌 第１０巻 第５４号 一般電氣探鑛法に就て 木原二壯 満州技術協会 1933

43 1505-0054 満州技術協会誌 第１０巻 第５４号 ボーキサイトと礬土頁岩 坂本崚雄 満州技術協会 1933

44 1505-0055 満州技術協会誌 第１０巻 第５５号 鐵道建設工事に關する資料（２） 山内丈夫 満州技術協会 1933
44 1505-0055 満州技術協会誌 第１０巻 第５５号 南滿洲産骨材に依るモルタル並に混凝土の抗壓強度に就て 布施忠司 満州技術協会 1933
44 1505-0055 満州技術協会誌 第１０巻 第５５号 南北滿洲貫通運河計畫 日野鐵夫 満州技術協会 1933
44 1505-0055 満州技術協会誌 第１０巻 第５５号 新興滿洲國の前途を祝福し 日滿經濟の提携に善處したい 高田友吉 満州技術協会 1933
44 1505-0055 満州技術協会誌 第１０巻 第５５号 重ねて松尾勘六氏の機關車平衡裝置を批判す 淺野友一 満州技術協会 1933
44 1505-0055 満州技術協会誌 第１０巻 第５５号 更生の滿洲に劃期的な滿洲博 切に大方の御援助を 小川順之介 満州技術協会 1933
44 1505-0055 満州技術協会誌 第１０巻 第５５号 一般電氣探鑛法に就て（２） 木原二壯 満州技術協会 1933

44 1505-0055 満州技術協会誌 第１０巻 第５５号
ランカシヤ或はコルニツシユ汽罐の燃料約１０％を節約し得べき
接立の改善考察

森脇宗達 満州技術協会 1933

44 1505-0055 満州技術協会誌 第１０巻 第５５号 モネルメタルの鎔接に就て 森永卓一 満州技術協会 1933

44 1505-0055 満州技術協会誌 第１０巻 第５５号 滿洲國鑛産資源開發の意義を語る 赤瀨川安彦 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 滿蒙の石炭資源と其の將來 久保孚 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 滿蒙の開發には綜合的技術を要する 糟谷陽二 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 滿蒙に於ける鑛物資源一汎 木村六郎 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 滿洲の電力統制に就て 糟谷陽二 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 滿洲國の交通に就て 丁鑑脩 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 滿洲大石橋附近菱苦土磺磺床概説 新帶國太朗 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 滿洲の工業に就て 斯波忠三郎 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 滿洲の火藥工業に就て 細川良久 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 滿洲に於ける新興建築に待望す 岡大路 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 國道計劃に就て 藤根壽吉 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 國都計劃の概要 溝江五月 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 農業化學工業（澱粉砂糖醸造） 加藤次郎 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 帝國鐵道協會の總會 貝瀨生 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 大豆工業に就て 吉田吉次 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 繊維素工業に就て 山本隆次 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 染料製造工業に就て 福田熊治郎 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 製藥工業の概況 米城善右衛門 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 製氷及清涼飲料水製造工業に就て 川崎清治 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 高島磺業所端島坑を觀て 貝瀨生 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 支術家の精神力と日滿交通の回顧 大村卓一 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 セメント工業に就て 國吉喜一 満州技術協会 1933

45 1505-0056 満州技術協会誌 第１０巻 第５６号 オイルセール工業に就て 岡村金藏 満州技術協会 1933

46 1505-0057 満州技術協会誌 第１０巻 第５７号 發動機燃料としての木炭瓦斯 木下忠佐 満州技術協会 1933

46 1505-0057 満州技術協会誌 第１０巻 第５７号 滿洲國内鐵道建設工事に關する資料 山内丈夫 満州技術協会 1933

46 1505-0057 満州技術協会誌 第１０巻 第５７号 滿洲大石橋附近菱苦土鑛々床成因と類似鑛床探求指針 西原寛直 満州技術協会 1933

46 1505-0057 満州技術協会誌 第１０巻 第５７号 滿洲産業建設に關する考察 貝瀨謹吾 満州技術協会 1933

46 1505-0057 満州技術協会誌 第１０巻 第５７号 南滿洲産骨材に依るモルタル並に混凝土の抗壓強度に就て 布施忠司 満州技術協会 1933

46 1505-0057 満州技術協会誌 第１０巻 第５７号 川崎市扇町滿鐵埠頭築造工事報告書 小柳健吉 満州技術協会 1933

46 1505-0057 満州技術協会誌 第１０巻 第５７号 衛生陶器の製造と其の品質に就て 坪井禮三 満州技術協会 1933

46 1505-0057 満州技術協会誌 第１０巻 第５７号 衛生工事に就て 西川弘三 満州技術協会 1933

46 1505-0057 満州技術協会誌 第１０巻 第５７号 メートル法度量衡制定の沿革及現状 日本度量衡協會 満州技術協会 1933

46 1505-0057 満州技術協会誌 第１０巻 第５７号 Ｓｉｎｔｅｒ ｏｒｅ の移入に就て 難波秀吉 満州技術協会 1933

47 1505-0058 満州技術協会誌 第１０巻 第５８号 扛下式手延架設機に就て 龍野繁太郎 満州技術協会 1933

47 1505-0058 満州技術協会誌 第１０巻 第５８号 國都大新京建設と二三の問題 結城淸太郎 満州技術協会 1933

47 1505-0058 満州技術協会誌 第１０巻 第５８号 國都大新京と都市計畫 阮振鐸 満州技術協会 1933

47 1505-0058 満州技術協会誌 第１０巻 第５８号 本年度の工事進捗概況 近藤安吉 満州技術協会 1933

47 1505-0058 満州技術協会誌 第１０巻 第５８号 川崎市扇町滿鐵埠頭築造工事報告書 小柳健吉 満州技術協会 1933

47 1505-0058 満州技術協会誌 第１０巻 第５８号 三菱４４５型自動車専用デーゼル發道機性能試驗
長竹信次 佐藤直美 松
見信幸

満州技術協会 1933

47 1505-0058 満州技術協会誌 第１０巻 第５８号 管内流れ口による空氣流量の測定 新津靖 満州技術協会 1933
48 1505-0059 満州技術協会誌 第１１巻 第５９号 滿洲の壁畫と古墳（要旨） 島田主事 満州技術協会 1934

48 1505-0059 満州技術協会誌 第１１巻 第５９号 從事員の簡易適材鑑別法
總務部審査役室事務能率
斑

満州技術協会 1934

48 1505-0059 満州技術協会誌 第１１巻 第５９号 國防と化學（要旨） 栗原博士 満州技術協会 1934

48 1505-0059 満州技術協会誌 第１１巻 第５９号 開會挨拶 貝瀨謹吾 満州技術協会 1934

48 1505-0059 満州技術協会誌 第１１巻 第５９号 年頭言志 貝瀨謹吾 満州技術協会 1934

48 1505-0059 満州技術協会誌 第１１巻 第５９号 耐塵用特殊懸垂碍子に就て 村田八束 満州技術協会 1934

48 1505-0059 満州技術協会誌 第１１巻 第５９号 新著紹介『滿洲資源と科學工業』 貝瀬生 満州技術協会 1934

48 1505-0059 満州技術協会誌 第１１巻 第５９号 血液體質疾病（要旨） 今井博士 満州技術協会 1934

48 1505-0059 満州技術協会誌 第１１巻 第５９号 科學的研究心の培養（要旨） 林博士 満州技術協会 1934

48 1505-0059 満州技術協会誌 第１１巻 第５９号 一般構造型式上より見たるレールカー用デーゼル高速機關 佐藤雅英 満州技術協会 1934

49 1505-0060 満州技術協会誌 第１１巻 第６０号 滿洲に於けるマグネサイト工業概説 田中國益 満州技術協会 1934

49 1505-0060 満州技術協会誌 第１１巻 第６０号 余の隻眼に反映せる滿洲 長谷川熊彦 満州技術協会 1934

49 1505-0060 満州技術協会誌 第１１巻 第６０号 式辞 貝瀨謹吾 満州技術協会 1934

49 1505-0060 満州技術協会誌 第１１巻 第６０号 再びメートル法に就て 貝瀨謹吾 満州技術協会 1934

49 1505-0060 満州技術協会誌 第１１巻 第６０号 工事報告 清水賢雄 満州技術協会 1934
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49 1505-0060 満州技術協会誌 第１１巻 第６０号 工業博物館を大いに宣傳すべし 廣田虎雄 満州技術協会 1934

49 1505-0060 満州技術協会誌 第１１巻 第６０号 技術會館工事概要
横井謙介 / 渡邊成二 /
川井廣胖 / 落合兼行 /
眞島宏雄

満州技術協会 1934

49 1505-0060 満州技術協会誌 第１１巻 第６０号 寒中コンクリート施工に就て 近藤泰夫 満州技術協会 1934

50 1505-0061 満州技術協会誌 第１１巻 第６１号 滿洲國の治水に對し建國直後に天の投下したる試金石 岡崎文吉 満州技術協会 1934

50 1505-0061 満州技術協会誌 第１１巻 第６１号 滿洲に於けるマグネサイト工業概説 田中國盆 満州技術協会 1934

50 1505-0061 満州技術協会誌 第１１巻 第６１号 開會の辭 小山朝佐 満州技術協会 1934

51 1505-0062 満州技術協会誌 第１１巻 第６２号 滿洲の壁畫古墳に就て（第１回） 島田貞彦 満州技術協会 1934

51 1505-0062 満州技術協会誌 第１１巻 第６２号 國防と化學（第１回） 栗原鑑司 満州技術協会 1934

51 1505-0062 満州技術協会誌 第１１巻 第６２号 血管と體質とそして疾病（第１回） 今井實 満州技術協会 1934

51 1505-0062 満州技術協会誌 第１１巻 第６２号 開會の辭 小山朝佐 満州技術協会 1934

51 1505-0062 満州技術協会誌 第１１巻 第６２号 科學的研究心の培養（第1回） 林博太郎 満州技術協会 1934

52 1505-0063 満州技術協会誌 第１１巻 第６３号 鐵道隧道の煤煙ガス排除計畫 西畑常 満州技術協会 1934
52 1505-0063 満州技術協会誌 第１１巻 第６３号 滿洲國内に尚發見せられさうな鑛物と發見せられさうもない鑛 新帶國太郎 満州技術協会 1934

52 1505-0063 満州技術協会誌 第１１巻 第６３号 防空技術の座談會より
中山賴造 / 飯島滿治 /
前川和 / 岡大路 / 加藤
正美

満州技術協会 1934

52 1505-0063 満州技術協会誌 第１１巻 第６３号 特急列車用客用車空氣調整裝置の概要 滿鐵々道部工作課 満州技術協会 1934

52 1505-0063 満州技術協会誌 第１１巻 第６３号 衛生工業協會視察團を迎へて 貝瀨謹吾 満州技術協会 1934

53 1505-0064 満州技術協会誌 第１１巻 第６４号 滿洲に於ける家畜傳染病（第２回） 香村岱二 満州技術協会 1934

53 1505-0064 満州技術協会誌 第１１巻 第６４号 列車運轉年記念日を迎へて 貝瀨謹吾 満州技術協会 1934
53 1505-0064 満州技術協会誌 第１１巻 第６４号 熱管理に就て（附：昭和製鋼所熱管理計畫） フランツ・コーフラー 福井 満州技術協会 1934
53 1505-0064 満州技術協会誌 第１１巻 第６４号 河川に於ける不等速度定流に關する理論的一考察 淺野好 満州技術協会 1934
53 1505-0064 満州技術協会誌 第１１巻 第６４号 Ｄｉｎoｉｃ Ｗａｔｅｒ Ｔｅｓｔｅｒ 宮島忠雄 満州技術協会 1934

54 1505-0065 満州技術協会誌 第１１巻 第６５号 鐵道新線計畫並に交渉に關するエピソードを聞く
鈴木清/穂積哲三/荒川實
/大沼壽雄

満州技術協会 1934

54 1505-0065 満州技術協会誌 第１１巻 第６５号 滿洲國々營自動車運楡の現在及將來 田中洌 満州技術協会 1934

54 1505-0065 満州技術協会誌 第１１巻 第６５号 滿洲の住居と衛生 三浦運一 満州技術協会 1934

54 1505-0065 満州技術協会誌 第１１巻 第６５号 熱河の古建築 村田治郎 満州技術協会 1934

54 1505-0065 満州技術協会誌 第１１巻 第６５号 低温加工に依る電氣抗抵の變化に就て 名黒和孝 満州技術協会 1934

54 1505-0065 満州技術協会誌 第１１巻 第６５号 一般三角堰の流量公式に就て 伊藤彌吉 満州技術協会 1934

55 1505-0066 満州技術協会誌 第１１巻 第６６号 滿鐵中央試驗所諸君ニ對スル別辭 栗原鑑司 満州技術協会 1934

55 1505-0066 満州技術協会誌 第１１巻 第６６号 滿洲の農業（第３回） 中本保三 満州技術協会 1934

55 1505-0066 満州技術協会誌 第１１巻 第６６号 噫栗原鑑司君 貝瀨謹吾 満州技術協会 1934

55 1505-0066 満州技術協会誌 第１１巻 第６６号 適性檢査の常識的手段としての觀相學 和田壽夫 満州技術協会 1934

55 1505-0066 満州技術協会誌 第１１巻 第６６号 車輛の噪音に就て 河原井正壽 満州技術協会 1934

55 1505-0066 満州技術協会誌 第１１巻 第６６号 故栗原所長別辞發表に對するあとがき 渡邊猪之助 満州技術協会 1934

55 1505-0066 満州技術協会誌 第１１巻 第６６号 漢藥に就て（第３回） 山下泰藏 満州技術協会 1934

55 1505-0066 満州技術協会誌 第１１巻 第６６号
鉛－アンチモニー系合金の状態圖と共晶凝固に際して現はれる
異常變化に就て

伊澤猛三郎 満州技術協会 1934

55 1505-0066 満州技術協会誌 第１１巻 第６６号 ブリネル硬度の測定に就て 佐藤勇 満州技術協会 1934
56 1505-0067 満州技術協会誌 第１１巻 第６７号 滿洲に於ける自動車交通概論 上野淸 満州技術協会 1934
56 1505-0067 満州技術協会誌 第１１巻 第６７号 國防と電氣（第３回） 岩竹松之助 満州技術協会 1934
56 1505-0067 満州技術協会誌 第１１巻 第６７号 電氣鐵道軌よりの漏洩電流による鐵筋コンクリートの電解腐蝕 狩野一郎 満州技術協会 1934
56 1505-0067 満州技術協会誌 第１１巻 第６７号 航空機の構造 小川淸二 満州技術協会 1934

57 1505-0068 満州技術協会誌 第１１巻 第６８号 滿洲發明協會の發會を祝す 貝瀬謹吾 満州技術協会 1934

57 1505-0068 満州技術協会誌 第１１巻 第６８号 奉天附近の水道水及井戸水が鐵の腐蝕に及ぼす特異性の原
因

日下和治 満州技術協会 1934

57 1505-0068 満州技術協会誌 第１１巻 第６８号 超耐酸耐熱白金代用合金に就て 日下和治 満州技術協会 1934

57 1505-0068 満州技術協会誌 第１１巻 第６８号 高速ディゼル機關とディゼル車輛に就て 岡剛 満州技術協会 1934

57 1505-0068 満州技術協会誌 第１１巻 第６８号 運河の發達趨勢に就て 淺野好 満州技術協会 1934

58 1505-0069 満州技術協会誌 第１１巻 第６９号 鐵鋼業より見たる日滿經濟統制 伍堂卓雄 満州技術協会 1934

58 1505-0069 満州技術協会誌 第１１巻 第６９号 濾砂の表面積 宮島忠雄 満州技術協会 1934

58 1505-0069 満州技術協会誌 第１１巻 第６９号 滿洲苹果の特性（第４回） 渡邊柳藏 満州技術協会 1934

58 1505-0069 満州技術協会誌 第１１巻 第６９号 高速ディゼル機關とディゼル車輛に就て（２） 岡剛 満州技術協会 1934

58 1505-0069 満州技術協会誌 第１１巻 第６９号 開會挨拶 野田淸一郎 満州技術協会 1934

58 1505-0069 満州技術協会誌 第１１巻 第６９号 運河の發達趨勢に就て（２） 淺野好 満州技術協会 1934

59 1505-0070 満州技術協会誌 第１２巻 第７０号 煤煙防止概説 田中文侑 満州技術協会 1935

59 1505-0070 満州技術協会誌 第１２巻 第７０号 年頭辭 貝瀬謹吾 満州技術協会 1935

59 1505-0070 満州技術協会誌 第１２巻 第７０号 特殊鋼の發達 長谷川熊彦 満州技術協会 1935

59 1505-0070 満州技術協会誌 第１２巻 第７０号 高速ディーゼル機關とディーゼル車輛に就て（３） 岡剛 満州技術協会 1935

59 1505-0070 満州技術協会誌 第１２巻 第７０号 構築物内に於ける空氣の濕度に就て 鈴木義一 満州技術協会 1935

60 1505-0071 満州技術協会誌 第１２巻 第７１号 輓近の原始物理學に就て 堀健夫 満州技術協会 1935

60 1505-0071 満州技術協会誌 第１２巻 第７１号 滿洲に於ける工業教育の振興 岡大路 満州技術協会 1935

60 1505-0071 満州技術協会誌 第１２巻 第７１号 電氣の物理的性質と其應用 大河内重助 満州技術協会 1935

60 1505-0071 満州技術協会誌 第１２巻 第７１号 世界に於ける本邦鐵鋼業の地位 野田鶴雄 満州技術協会 1935

60 1505-0071 満州技術協会誌 第１２巻 第７１号 高速ディーゼル機關とディーゼル車輛に就て（４） 岡剛 満州技術協会 1935

61 1505-0072 満州技術協会誌 第１２巻 第７２号 臺灣遊記 貝瀨謹吾 満州技術協会 1935

61 1505-0072 満州技術協会誌 第１２巻 第７２号 北黑索温兩沿線に於ける吸血混蟲の調査 上野益三 満州技術協会 1935

61 1505-0072 満州技術協会誌 第１２巻 第７２号 電氣化學工業 有森毅 満州技術協会 1935

61 1505-0072 満州技術協会誌 第１２巻 第７２号 最近數年間に於ける主要金属市價の動搖と需給の關係 齋藤大吉 満州技術協会 1935

61 1505-0072 満州技術協会誌 第１２巻 第７２号 高速ディーゼル機關とディーゼル車輛に就て（５） 岡剛 満州技術協会 1935

61 1505-0072 満州技術協会誌 第１２巻 第７２号 工業博物館の復興を目指して 貝瀨謹吾 満州技術協会 1935

62 1505-0073 満州技術協会誌 第１２巻 第７３号 齒牙組織の移植に就て 中村議兵衛 満州技術協会 1935

62 1505-0073 満州技術協会誌 第１２巻 第７３号 鐵道工場に於ける木材の乾燥に就て 大塚莞爾 満州技術協会 1935

62 1505-0073 満州技術協会誌 第１２巻 第７３号 臺灣遊記〔承前） 臺北見學の巻 貝瀨謹吾 満州技術協会 1935

62 1505-0073 満州技術協会誌 第１２巻 第７３号 石油及び代用燃料 佐藤健三 満州技術協会 1935

62 1505-0073 満州技術協会誌 第１２巻 第７３号 新高級耐火物と滿洲産原料 堀保次郎 満州技術協会 1935

63 1505-0074 満州技術協会誌 第１２巻 第７４号 撫順炭の成因及び性質 岡新六 満州技術協会 1935

63 1505-0074 満州技術協会誌 第１２巻 第７４号 第11回定時總合開會挨拶 貝瀨謹吾 満州技術協会 1935

63 1505-0074 満州技術協会誌 第１２巻 第７４号 ストックホルムの客舎に於て 井上愛仁 満州技術協会 1935

63 1505-0074 満州技術協会誌 第１２巻 第７４号 ３極放電管（サイラトロン）自動電壓調整器に就て 小西朋之 満州技術協会 1935
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64 1505-0075 満州技術協会誌 第１２巻 第７５号 會長重任挨拶 貝瀨謹吾 満州技術協会 1935

64 1505-0075 満州技術協会誌 第１２巻 第７５号 日滿鐵鋼政策に就て 伍堂卓雄 満州技術協会 1935

64 1505-0075 満州技術協会誌 第１２巻 第７５号 石炭液化工業に關して 水谷光太郎 満州技術協会 1935

64 1505-0075 満州技術協会誌 第１２巻 第７５号 水道鐵管に膠泥を裡装せん事を提唱す 宮島忠雄 満州技術協会 1935

64 1505-0075 満州技術協会誌 第１２巻 第７５号 家庭燃料に關して 齋藤勘七 満州技術協会 1935

64 1505-0075 満州技術協会誌 第１２巻 第７５号 液體酸素の話 久留島秀三郎 満州技術協会 1935

65 1505-0076 満州技術協会誌 第１２巻 第７６号 旅順－新京間自動車走行試驗報告 小林明 / 新津靖 満州技術協会 1935

65 1505-0076 満州技術協会誌 第１２巻 第７６号 錫靑銅の状態圖に關するＸ線的研究 伊澤猛三郎 満州技術協会 1935

65 1505-0076 満州技術協会誌 第１２巻 第７６号 工業圖書室の新設と國産振興問題 山岡信夫 満州技術協会 1935

65 1505-0076 満州技術協会誌 第１２巻 第７６号 現代技術家の領域に就て 池田官治 満州技術協会 1935

65 1505-0076 満州技術協会誌 第１２巻 第７６号 ディーゼル自動車に就ての一雜話 岡剛 満州技術協会 1935

65 1505-0076 満州技術協会誌 第１２巻 第７６号 ソヴィエツト・ロシアに於ける氣力潜函の應用 眞鍋簡好 満州技術協会 1935

66 1505-0077 満州技術協会誌 第１２巻 第７７号 滿洲國鑛業法に就て 赤瀨川安彦 満州技術協会 1935

66 1505-0077 満州技術協会誌 第１２巻 第７７号 油脂のウエステルングとその工業的應用 五十嵐正次 満州技術協会 1935

66 1505-0077 満州技術協会誌 第１２巻 第７７号 自動車用揮發油並にデーゼル機關用燃料油の性質 本莊太彦 満州技術協会 1935

66 1505-0077 満州技術協会誌 第１２巻 第７７号 「地辷り」と化學成分 坂本俊雄 満州技術協会 1935

67 1505-0078 満州技術協会誌 第１２巻 第７８号 滿洲電氣大會の開催を祝して 貝瀨謹吾 満州技術協会 1935

67 1505-0078 満州技術協会誌 第１２巻 第７８号
渤海及び黄海に於ける海底沈澱物の觀察並に其の分布状態に
就きて

河田學夫 満州技術協会 1935

67 1505-0078 満州技術協会誌 第１２巻 第７８号 水と人生 紫藤貞一郎 満州技術協会 1935

67 1505-0078 満州技術協会誌 第１２巻 第７８号 自動車用揮發油並にデーゼル機關用燃料油の性質（２） 本莊太彦 満州技術協会 1935

67 1505-0078 満州技術協会誌 第１２巻 第７８号 産業開發５箇年計畫の基礎觀念 椎名悦三郎 満州技術協会 1935

68 1505-0079 満州技術協会誌 第１２巻 第７９号 冷凍機附冷藏車に就て 村井忠生 満州技術協会 1935

68 1505-0079 満州技術協会誌 第１２巻 第７９号 羅津築港の現状に就て 桑原利英 満州技術協会 1935
68 1505-0079 満州技術協会誌 第１２巻 第７９号 自動車用揮發油並にデーゼル機關用燃料油の性質（完） 本莊太彦 満州技術協会 1935

68 1505-0079 満州技術協会誌 第１２巻 第７９号 吉京國道に就て 原口忠次郎 満州技術協会 1935

68 1505-0079 満州技術協会誌 第１２巻 第７９号 技術上より見たる都市防空施設 伴野英二 満州技術協会 1935

69 1505-0080 満州技術協会誌 第１２巻 第８０号 滿人勞働者（華工）の運搬作業能力 大中信夫 満州技術協会 1935

69 1505-0080 満州技術協会誌 第１２巻 第８０号 東洋工業會議を終りて 貝瀨謹吾 満州技術協会 1935

69 1505-0080 満州技術協会誌 第１２巻 第８０号 大連市煤煙防止調査報告 岩崎績 満州技術協会 1935

69 1505-0080 満州技術協会誌 第１２巻 第８０号 翼車理論の通俗的の説明 上田富三郎 満州技術協会 1935

70 1505-0081 満州技術協会誌 第１２巻 第８１号 體格と體力から見た滿人勞働者（華工） 大中信夫 満州技術協会 1935

70 1505-0081 満州技術協会誌 第１２巻 第８１号 低温度に於ける蓄電池の特性に就て 森崎小平 満州技術協会 1935

70 1505-0081 満州技術協会誌 第１２巻 第８１号 山西省管見 淸水本之助 満州技術協会 1935

70 1505-0081 満州技術協会誌 第１２巻 第８１号 下水放流に因る河水及び流域の溷濁に就て 宮島忠雄 満州技術協会 1935

71 1505-0082 満州技術協会誌 第１３巻 第８２号 滿洲の水と滿洲の水に對する認識の今昔 淸水本之助 満州技術協会 1936

71 1505-0082 満州技術協会誌 第１３巻 第８２号 滿洲に於ける衛生工業者の使命 佐藤壬一 満州技術協会 1936

71 1505-0082 満州技術協会誌 第１３巻 第８２号 年頭所感 貝瀨謹吾 満州技術協会 1936

71 1505-0082 満州技術協会誌 第１３巻 第８２号 都市煤煙防止問題と新京 川瀨壽美雄 満州技術協会 1936

71 1505-0082 満州技術協会誌 第１３巻 第８２号 康徳３年を迎へて管内鑛業の趨勢を展望す 赤瀨川安彦 満州技術協会 1936

71 1505-0082 満州技術協会誌 第１３巻 第８２号 渦巻ポンプの性能と運轉効率 上田富三郎 満州技術協会 1936

71 1505-0082 満州技術協会誌 第１３巻 第８２号 「木曜會」２，３の發熱劑に就て 岡野勇 満州技術協会 1936

72 1505-0083 満州技術協会誌 第１３巻 第８３号 滿蒙の野外花卉に就て 佐藤潤平 満州技術協会 1936

72 1505-0083 満州技術協会誌 第１３巻 第８３号 滿洲國鑛業法に就て 高木佐吉 満州技術協会 1936

72 1505-0083 満州技術協会誌 第１３巻 第８３号 日露戰役當時調査されたる石炭と鐵 貝瀨生 満州技術協会 1936

72 1505-0083 満州技術協会誌 第１３巻 第８３号 水理上より見たる河状の特性 淺野好 満州技術協会 1936

73 1505-0084 満州技術協会誌 第１３巻 第８４号 滿洲の火山特に龍江省５大連池火山 小倉勉 満州技術協会 1936

73 1505-0084 満州技術協会誌 第１３巻 第８４号 動車に就て 岡剛 満州技術協会 1936

73 1505-0084 満州技術協会誌 第１３巻 第８４号 都市問題 貝瀨生 満州技術協会 1936

73 1505-0084 満州技術協会誌 第１３巻 第８４号 新京上水道概要 重住文男 満州技術協会 1936

74 1505-0085 満州技術協会誌 第１３巻 第８５号 國防と國産自動車 谷田繁太郎 満州技術協会 1936

74 1505-0085 満州技術協会誌 第１３巻 第８５号 燃料工業 世良正一 満州技術協会 1936

74 1505-0085 満州技術協会誌 第１３巻 第８５号 家庭用温水煖房に就て 川井廣胖 満州技術協会 1936

74 1505-0085 満州技術協会誌 第１３巻 第８５号 『都市煤煙防止問題と新京』に就て 河瀨壽美雄 満州技術協会 1936

75 1505-0086 満州技術協会誌 第１３巻 第８６号 輕金属工業 内野正夫 満州技術協会 1936

75 1505-0086 満州技術協会誌 第１３巻 第８６号 日本工學會第３回大會出席記 貝瀨生 満州技術協会 1936

75 1505-0086 満州技術協会誌 第１３巻 第８６号 日本の製鐵業に就て 吉田豐彦 満州技術協会 1936

75 1505-0086 満州技術協会誌 第１３巻 第８６号 社名變更に際して 山岡信夫 満州技術協会 1936

76 1505-0087 満州技術協会誌 第１３巻 第８７号 擴り行く電波通信界の現状 岸本俊治 満州技術協会 1936

76 1505-0087 満州技術協会誌 第１３巻 第８７号 硫安及曹達工業 深水壽 満州技術協会 1936

76 1505-0087 満州技術協会誌 第１３巻 第８７号 石油國策の前途と石炭液化工業 永野紋三郎 満州技術協会 1936

76 1505-0087 満州技術協会誌 第１３巻 第８７号 所感 貝瀨謹吾 満州技術協会 1936

76 1505-0087 満州技術協会誌 第１３巻 第８７号 高梁酒の酒精含量を示す”漿（ｼﾞｬﾝ）”單位に就て 吉野正鑑 満州技術協会 1936

76 1505-0087 満州技術協会誌 第１３巻 第８７号 研究と工業の相關性 廣田虎雄 満州技術協会 1936

76 1505-0087 満州技術協会誌 第１３巻 第８７号 華工の勤務時間と實働時間 大中信夫 満州技術協会 1936

77 1505-0088 満州技術協会誌 第１３巻 第８８号 滿洲國經濟の現況に就て 秋永月三 満州技術協会 1936

77 1505-0088 満州技術協会誌 第１３巻 第８８号 數の漫談 可異生 満州技術協会 1936

77 1505-0088 満州技術協会誌 第１３巻 第８８号 油脂經濟の２，３の問題 和田信明 満州技術協会 1936

77 1505-0088 満州技術協会誌 第１３巻 第８８号 動車の走行抵抗に就て 岡剛 満州技術協会 1936

77 1505-0088 満州技術協会誌 第１３巻 第８８号 新京支部發會式挨拶 貝瀬謹吾 満州技術協会 1936

77 1505-0088 満州技術協会誌 第１３巻 第８８号 新京支部成立祝辭 丁鑑修 満州技術協会 1936

77 1505-0088 満州技術協会誌 第１３巻 第８８号 祝辭 韓雲階 満州技術協会 1936

77 1505-0088 満州技術協会誌 第１３巻 第８８号 祝辭 武田胤雄 満州技術協会 1936

77 1505-0088 満州技術協会誌 第１３巻 第８８号 支部長挨拶 直本倫太郎 満州技術協会 1936

78 1505-0089 満州技術協会誌 第１３巻 第８９号 滿洲に於ける有線電氣通信技術の趨勢に就て 長谷淸 満州技術協会 1936

78 1505-0089 満州技術協会誌 第１３巻 第８９号 數の漫談 可異生 満州技術協会 1936

78 1505-0089 満州技術協会誌 第１３巻 第８９号 東は東、西は西？ 如是我申生 満州技術協会 1936

78 1505-0089 満州技術協会誌 第１３巻 第８９号 電々會社新京放送室の冷房裝置 增田千里 満州技術協会 1936
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78 1505-0089 満州技術協会誌 第１３巻 第８９号 新しい人造繊維 世良正一 満州技術協会 1936

78 1505-0089 満州技術協会誌 第１３巻 第８９号 車輛用内燃機關の試驗に就て 岡剛 満州技術協会 1936

78 1505-0089 満州技術協会誌 第１３巻 第８９号 フオード自動車製作に於ける大豆の價値 五十嵐正次 満州技術協会 1936

79 1505-0090 満州技術協会誌 第１３巻 第９０号 滿洲學術聯合會と日本學術協會 貝瀨謹吾 満州技術協会 1936

79 1505-0090 満州技術協会誌 第１３巻 第９０号 滿洲に於ける山東「苦力」と河北「苦力」の割合と其の特異性 大中信夫 満州技術協会 1936
79 1505-0090 満州技術協会誌 第１３巻 第９０号 動車の振動 岡剛 満州技術協会 1936

79 1505-0090 満州技術協会誌 第１３巻 第９０号 機關車性能試驗裝置説明 石尾茂 満州技術協会 1936

79 1505-0090 満州技術協会誌 第１３巻 第９０号 液體燃料の話 宮川一郎 満州技術協会 1936

80 1505-0091 満州技術協会誌 第１３巻 第９１号 鐵道建設工事に從事せる土工の作業能力に就て 大内次男 満州技術協会 1936

80 1505-0091 満州技術協会誌 第１３巻 第９１号 輓近の齒科醫學の趨勢に就て 日下卓四郎 満州技術協会 1936

80 1505-0091 満州技術協会誌 第１３巻 第９１号 滿洲農業移民住宅の研究 三浦運一 満州技術協会 1936

80 1505-0091 満州技術協会誌 第１３巻 第９１号 熱管理作業に就て 福井眞 満州技術協会 1936

80 1505-0091 満州技術協会誌 第１３巻 第９１号 日滿に於ける化學工業の趨勢 佐藤健三 満州技術協会 1936

80 1505-0091 満州技術協会誌 第１３巻 第９１号 祝辭

阮振鐸 / 御影池辰雄 /野
田清一郎 / 久保田晴光 /
松岡洋右 / 米内山震作 /
丸茂藤平

満州技術協会 1936

80 1505-0091 満州技術協会誌 第１３巻 第９１号 最近に於ける微生物の工業的應用 六所文三 満州技術協会 1936
80 1505-0091 満州技術協会誌 第１３巻 第９１号 現代建築の基調 岡大路 満州技術協会 1936
80 1505-0091 満州技術協会誌 第１３巻 第９１号 開會挨拶並經過報告 貝瀨謹吾 満州技術協会 1936
81 1505-0092 満州技術協会誌 第１３巻 第９２号 滿洲金属鑛工業の趨勢 長谷川熊彦 満州技術協会 1936
81 1505-0092 満州技術協会誌 第１３巻 第９２号 滿洲開發と日本の科學 貝瀨謹吾 満州技術協会 1936

81 1505-0092 満州技術協会誌 第１３巻 第９２号 變壓器油の電流特性
興津章男 / 松本眞逸 /
堀敏夫

満州技術協会 1936

81 1505-0092 満州技術協会誌 第１３巻 第９２号 道路の舗装とアスファルト乳劑に就て 奈良原輝雄 満州技術協会 1936

81 1505-0092 満州技術協会誌 第１３巻 第９２号 電氣通信技術の現勢と其の趨向 中田末廣 満州技術協会 1936

81 1505-0092 満州技術協会誌 第１３巻 第９２号 交通量並に交通整理に就て 曾我英丸 満州技術協会 1936

82 1505-0093 満州技術協会誌 第１３巻 第９３号 木材糖化に就て 山本隆次 満州技術協会 1936

82 1505-0093 満州技術協会誌 第１３巻 第９３号 電氣工學輓近の諸相 古泉光男 満州技術協会 1936

82 1505-0093 満州技術協会誌 第１３巻 第９３号 足踏揚水車の設計式 新津靖 満州技術協会 1936

82 1505-0093 満州技術協会誌 第１３巻 第９３号 送電技術の現状及び將來 古泉光男 満州技術協会 1936

82 1505-0093 満州技術協会誌 第１３巻 第９３号 石炭に關する最近の見解 阿部吉紹 満州技術協会 1936

82 1505-0093 満州技術協会誌 第１３巻 第９３号 ソ聯邦の新舊及び日露英獨の度量衡換算表 原田干三 満州技術協会 1936

83 1505-0094 満州技術協会誌 第１４巻 第９４号 黎明期の滿洲國礦業 石田芳穂 満州技術協会 1937

83 1505-0094 満州技術協会誌 第１４巻 第９４号 輓近の滿洲學の發達 柿沼介 満州技術協会 1937

83 1505-0094 満州技術協会誌 第１４巻 第９４号 溶劑に依る潤滑油精製 阿部二郎 満州技術協会 1937

83 1505-0094 満州技術協会誌 第１４巻 第９４号 年頭所感 貝瀨謹吾 満州技術協会 1937

83 1505-0094 満州技術協会誌 第１４巻 第９４号 電氣計器檢定設備概要 權度局 満州技術協会 1937

83 1505-0094 満州技術協会誌 第１４巻 第９４号 地形表示法としての正形浮上り圖法 田中吉郎 満州技術協会 1937

83 1505-0094 満州技術協会誌 第１４巻 第９４号 大連市の暗噪音に就て
河原井正壽 / 志村勲 / 加
藤豊秋

満州技術協会 1937

83 1505-0094 満州技術協会誌 第１４巻 第９４号 大豆抽出法の改良に就て 五十嵐正次 / 岸本支那 満州技術協会 1937

83 1505-0094 満州技術協会誌 第１４巻 第９４号 石炭に對する最近の見解 阿部吉紹 満州技術協会 1937

83 1505-0094 満州技術協会誌 第１４巻 第９４号 硝安結晶粒子の爆破能力に及ぼす影響 中川鹿藏 満州技術協会 1937

83 1505-0094 満州技術協会誌 第１４巻 第９４号 酒精製造法の進歩 吉野正鏗 満州技術協会 1937

83 1505-0094 満州技術協会誌 第１４巻 第９４号 最近のホルモン化學 後藤良輔 満州技術協会 1937

83 1505-0094 満州技術協会誌 第１４巻 第９４号 呼吸法に依る酒精蒸氣の回収に就て 酒井博 満州技術協会 1937

83 1505-0094 満州技術協会誌 第１４巻 第９４号 ステープルフアイバーの進歩と原料問題 山本隆次 満州技術協会 1937

83 1505-0094 満州技術協会誌 第１４巻 第９４号 アルミナ製造研究の趨勢に就て 有森毅 満州技術協会 1937

84 1505-0095 満州技術協会誌 第１４巻 第９５号 滿洲とマグネシウム工業 黑田修三 満州技術協会 1937

84 1505-0095 満州技術協会誌 第１４巻 第９５号 撫順ダブス式分解蒸溜工場と其の實績 大橋賴三 満州技術協会 1937

84 1505-0095 満州技術協会誌 第１４巻 第９５号 鶴崗炭田調査報告（１） 内野敏夫 / 別所文吉 満州技術協会 1937
85 1505-0096 満州技術協会誌 第１４巻 第９６号 滿洲黑河に於ける日食時電離層高測定に就て 中村珍次 満州技術協会 1937

85 1505-0096 満州技術協会誌 第１４巻 第９６号 變壓器油中の電位分布に就て
興津章男 / 松本眞逸 /
頴原久

満州技術協会 1937

85 1505-0096 満州技術協会誌 第１４巻 第９６号 鶴崗炭田調査報告（２） 内野敏夫 / 別所文吉 満州技術協会 1937
85 1505-0096 満州技術協会誌 第１４巻 第９６号 産業開發５箇年計畫の基礎觀念 椎名悦三郎 満州技術協会 1937

85 1505-0096 満州技術協会誌 第１４巻 第９６号 デイゼル自動車の選擇上の着眼點 安達堅造 満州技術協会 1937

85 1505-0096 満州技術協会誌 第１４巻 第９６号 「苦力組織」の變遷について 大中信夫 満州技術協会 1937

86 1505-0097 満州技術協会誌 第１４巻 第９７号 滿洲電氣事業の將來に就て 岡村金藏 満州技術協会 1937

86 1505-0097 満州技術協会誌 第１４巻 第９７号 滿洲に於ける搬送電話の現状 塩田信次 満州技術協会 1937

86 1505-0097 満州技術協会誌 第１４巻 第９７号 條件付の照明設計 加藤史録 満州技術協会 1937
86 1505-0097 満州技術協会誌 第１４巻 第９７号 松花江堰提工事概要 國務院水力電氣建設局 満州技術協会 1937
86 1505-0097 満州技術協会誌 第１４巻 第９７号 確率論の應用（日常、接する諸問題と確率論） 吉原護一 満州技術協会 1937

87 1505-0098 満州技術協会誌 第１４巻 第９８号 總會開會挨拶 貝瀨謹吾 満州技術協会 1937

87 1505-0098 満州技術協会誌 第１４巻 第９８号 滿洲に於ける飮料水に就て 竹内虎夫 満州技術協会 1937

87 1505-0098 満州技術協会誌 第１４巻 第９８号 實業敎育に對する現下の要望 岡大路 満州技術協会 1937

87 1505-0098 満州技術協会誌 第１４巻 第９８号 會長重任挨拶 貝瀨謹吾 満州技術協会 1937

87 1505-0098 満州技術協会誌 第１４巻 第９８号 確率論の應用（完） （日常接する諸問題と確率論） 吉原護一 満州技術協会 1937

87 1505-0098 満州技術協会誌 第１４巻 第９８号 我國に於ける羊毛の需給状態と滿洲の羊毛資源 香村岱二 満州技術協会 1937

88 1505-0099 満州技術協会誌 第１４巻 第９９号 滿洲に於ける製材工業 濱淸一郎 満州技術協会 1937

88 1505-0099 満州技術協会誌 第１４巻 第９９号 自然發火に對する粘土注入の効果に就て 朝比奈敬三 満州技術協会 1937

88 1505-0099 満州技術協会誌 第１４巻 第９９号 鞍山に於ける重工業の概要 矢野耕治 満州技術協会 1937

89 1505-0100 満州技術協会誌 第１４巻 第１００
号

滿洲に於ける特用作物の重要性 津田守誠 満州技術協会 1937

89 1505-0100
満州技術協会誌 第１４巻 第１００
号

水に關する實際問題（其の２）營口上水道に於ける貧毛類の發
生に就て

兒玉得三 / 仲村弘 満州技術協会 1937

89 1505-0100 満州技術協会誌 第１４巻 第１００ 大連・熊岳城間自動車走行試驗 田淵宗吉 満州技術協会 1937

89 1505-0100
満州技術協会誌 第１４巻 第１００
号

水に關する實際問題（其の１）鐵バクテリア及マンガンバクテリア
の繁殖に就て

兒玉得三 / 倉内喜久雄 満州技術協会 1937

90 1505-0101
満州技術協会誌 第１４巻 第１０１
号

鐵筋コンクリート電柱其他コンクリート製電氣材料に就て 長谷川為之 満州技術協会 1937

90 1505-0101 満州技術協会誌 第１４巻 第１０１ 滿洲の河川に就て（其の１） 原口忠次郎 満州技術協会 1937
90 1505-0101 満州技術協会誌 第１４巻 第１０１ 北滿避暑地礼蘭屯に於ける伏流水のラドンに就て 兒玉得三 / 石垣用佳 満州技術協会 1937
90 1505-0101 満州技術協会誌 第１４巻 第１０１ 北支の資源と化學工業 堀保次郎 満州技術協会 1937
90 1505-0101 満州技術協会誌 第１４巻 第１０１ 某河岸に掘れる井水の溷濁の原因に就て 鈴木俊一 / 石垣用佳 満州技術協会 1937

90 1505-0101 満州技術協会誌 第１４巻 第１０１
号

日本學術協會第１３回大會に際して 山岡信夫 満州技術協会 1937

90 1505-0101 満州技術協会誌 第１４巻 第１０１
号

南滿地方に於ける鑛業趨勢の全貌 赤瀨川安彦 満州技術協会 1937

91 1505-0102 満州技術協会誌 第１４巻 第１０２
号

滿洲に於ける自動車用發動機の冷却方式に就て 野上九州男 満州技術協会 1937
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91 1505-0102 満州技術協会誌 第１４巻 第１０２
号

日本學術協會大會記 貝瀨謹吾 満州技術協会 1937

91 1505-0102 満州技術協会誌 第１４巻 第１０２
号

水素添加法 岡新六 満州技術協会 1937

91 1505-0102 満州技術協会誌 第１４巻 第１０２
号

新案面積計算器に就て 張完淳 満州技術協会 1937

92 1505-0103 満州技術協会誌 第１４巻 第１０３
号

滿洲に於ける自動車用發動機の冷却方式に就て 野上九州男 満州技術協会 1937

92 1505-0103 満州技術協会誌 第１４巻 第１０３
号

國都建設 貝瀨謹吾 満州技術協会 1937

92 1505-0103 満州技術協会誌 第１４巻 第１０３
号

便利で經濟的なコンクリート調合の決め方 相澤房太郎 満州技術協会 1937

92 1505-0103 満州技術協会誌 第１４巻 第１０３
号

大連市内道路の舗裝改良に就て 徳永氏吉 満州技術協会 1937

92 1505-0103 満州技術協会誌 第１４巻 第１０３
号

酷寒地帶に於ける土木工學（上） 原田干三 満州技術協会 1937

93 1505-0104 満州技術協会誌 第１４巻 第１０４
号

滿洲の河川に就て（其の２） 原田忠次郎 満州技術協会 1937

93 1505-0104 満州技術協会誌 第１４巻 第１０４
号

世界と科學 カトー・ライジ 満州技術協会 1937

93 1505-0104 満州技術協会誌 第１４巻 第１０４
号

水素添加法（承前） 岡新六 満州技術協会 1937

93 1505-0104 満州技術協会誌 第１４巻 第１０４
号

竣工せる營口水道 大野巖 満州技術協会 1937

93 1505-0104 満州技術協会誌 第１４巻 第１０４
号

述懐ー上海に使して 貝瀨謹吾 満州技術協会 1937

93 1505-0104 満州技術協会誌 第１４巻 第１０４
号

酷寒地帶に於ける土木工學（下） 原田干三 満州技術協会 1937

94 1505-0105 満州技術協会誌 第１４巻 第１０５
号

賦役制度は行ふべきものか 張完淳 満州技術協会 1937

94 1505-0105 満州技術協会誌 第１４巻 第１０５
号

製鹽計畫と加里の問題 新井讓 満州技術協会 1937

94 1505-0105 満州技術協会誌 第１４巻 第１０５
号

世界列強の戰時體制下に於ける重要金属の大勢 千葉喜美 満州技術協会 1937

94 1505-0105 満州技術協会誌 第１４巻 第１０５
号

世界と科學 カトー・ライジ 満州技術協会 1937

94 1505-0105 満州技術協会誌 第１４巻 第１０５
号

自動車工學の話（１） 岡剛 満州技術協会 1937

95 1505-0121 満州の技術 第１６巻 第１２１号 滿洲大會を迎へるに際して 星野直樹 満州技術協会 1939

95 1505-0121 満州の技術 第１６巻 第１２１号 滿洲特殊會社の經營統計 岸本一 満州技術協会 1939

95 1505-0121 満州の技術 第１６巻 第１２１号 滿洲の製鐵業と能率增進 水津利輔 満州技術協会 1939

95 1505-0121 満州の技術 第１６巻 第１２１号 滿洲に於ける能率研究の想出 石原正治 満州技術協会 1939

95 1505-0121 満州の技術 第１６巻 第１２１号 滿洲に於ける人的資源 增田幸一 満州技術協会 1939

95 1505-0121 満州の技術 第１６巻 第１２１号 通信事業と能率 西田猪之輔 満州技術協会 1939

95 1505-0121 満州の技術 第１６巻 第１２１号 行程管理に就て 小松榮一 満州技術協会 1939

95 1505-0121 満州の技術 第１６巻 第１２１号 工場に於ける文書整理 若栗義敎 満州技術協会 1939

95 1505-0121 満州の技術 第１６巻 第１２１号 機械工場に於ける再用品制度の根本問題 カトー・ライジ 満州技術協会 1939

95 1505-0121 満州の技術 第１６巻 第１２１号 開拓者的能率主義 田所耕耘 満州技術協会 1939

97 1505-0130 満州の技術 第１７巻 第１３０号 營口港の現在及將來 蓮尾誌藏 満州技術協会 1940

97 1505-0130 満州の技術 第１７巻 第１３０号 哈大道路計畫に就て 町田義知 満州技術協会 1940

97 1505-0130 満州の技術 第１７巻 第１３０号 年頭の辭 貝瀨謹吾 満州技術協会 1940

97 1505-0130 満州の技術 第１７巻 第１３０号 南滿運河問題 米田正文 満州技術協会 1940

97 1505-0130 満州の技術 第１７巻 第１３０号 大東港の建設に就て 堀内一雄 満州技術協会 1940

97 1505-0130 満州の技術 第１７巻 第１３０号 新京地下鐵道計畫 武藤吉治 満州技術協会 1940

97 1505-0130 満州の技術 第１７巻 第１３０号 機械工業の現在及將來 鳥谷寅雄 満州技術協会 1940

97 1505-0130 満州の技術 第１７巻 第１３０号 土木特輯の言葉 坂田昌亮 満州技術協会 1940

98 1505-0131 満州の技術 第１７巻 第１３１号 滿洲に活躍する化學工業の將來 梶ヶ谷誠司 満州技術協会 1940

98 1505-0131 満州の技術 第１７巻 第１３１号 滿洲に於ける無水酒精工業に就て 坂田昭 満州技術協会 1940

98 1505-0131 満州の技術 第１７巻 第１３１号 滿洲とパルプ 中濱浩至 満州技術協会 1940

98 1505-0131 満州の技術 第１７巻 第１３１号 中央試驗所の業績を顧みて 佐藤正典 満州技術協会 1940

98 1505-0131 満州の技術 第１７巻 第１３１号 化學特輯號に題して 丸澤常哉 満州技術協会 1940

98 1505-0131 満州の技術 第１７巻 第１３１号 化學工業原料としての滿洲農林産物 六所文三 満州技術協会 1940

99 1505-0132 満州の技術 第１７巻 第１３２号 滿國水力電氣事業に就て 本間徳雄 満州技術協会 1940

99 1505-0132 満州の技術 第１７巻 第１３２号 大型水壓鍛造機に就て 矢野耕三 / 佐藤壬一 満州技術協会 1940
99 1505-0132 満州の技術 第１７巻 第１３２号 或るＷｅｉｒに就て 佐藤常三 満州技術協会 1940
99 1505-0132 満州の技術 第１７巻 第１３２号 ヂーゼル自動車に關する考察 副島海夫 満州技術協会 1940

100 1505-0133 満州の技術 第１７巻 第１３３号 滿洲産業計畫と開拓事業 満州拓植公社弘報係 満州技術協会 1940

100 1505-0133 満州の技術 第１７巻 第１３３号 滿洲開發と風土病 淺田順一 満州技術協会 1940

100 1505-0133 満州の技術 第１７巻 第１３３号 滿洲開拓事業の諸問題と技術者の任務 北條秀一 満州技術協会 1940

101 1505-0134 満州の技術 第１７巻 第１３４号 滿洲農業の機械化に就て 外山徳治郎 満州技術協会 1940

101 1505-0134 満州の技術 第１７巻 第１３４号 會長重任挨拶 貝瀬謹吾 満州技術協会 1940

101 1505-0134 満州の技術 第１７巻 第１３４号 松花江堰堤發電工事概況 吉林工程處 満州技術協会 1940

101 1505-0134 満州の技術 第１７巻 第１３４号 金属材料の疲勞（２） 淺川勇吉 満州技術協会 1940

101 1505-0134 満州の技術 第１７巻 第１３４号 開會挨拶 貝瀬謹吾 満州技術協会 1940

102 1505-0135 満州の技術 第１７巻 第１３５号 躍進途上の大豆化學工業 猪口金次郎 満州技術協会 1940

102 1505-0135 満州の技術 第１７巻 第１３５号 撫順産頁岩油の特徴と用途に就て 小竹無二雄 満州技術協会 1940

102 1505-0135 満州の技術 第１７巻 第１３５号 石炭液化工業と大連 阿部良之助 満州技術協会 1940

102 1505-0135 満州の技術 第１７巻 第１３５号 合成ゴムに就て 石橋弘毅 満州技術協会 1940

102 1505-0135 満州の技術 第１７巻 第１３５号 アルミニウム工業の發達史 塚本玄門 満州技術協会 1940

104 1505-0137 満州の技術 第１７巻 第１３７号 撫順に於ける化學工業の動向 深山達藏 満州技術協会 1940

104 1505-0137 満州の技術 第１７巻 第１３７号 石炭を原料とする液體燃料工業 阿部良之助 満州技術協会 1940

104 1505-0137 満州の技術 第１７巻 第１３７号 合成ゴムの國産 米野善次郎 満州技術協会 1940

104 1505-0137 満州の技術 第１７巻 第１３７号 工鑛技術院新入生を迎へて 矢野茂 満州技術協会 1940

104 1505-0137 満州の技術 第１７巻 第１３７号 カーバイトを原料とする人造樹脂並に醋酸繊維に就て 井上逞吉 満州技術協会 1940

104 1505-0137 満州の技術 第１７巻 第１３７号 明日の化學特輯號に寄せて 丸澤常哉 満州技術協会 1940

105 1505-0138 満州の技術 第１７巻 第１３８号 酷寒對策の技術的研究に就て 根橋禎二 満州技術協会 1940

105 1505-0138 満州の技術 第１７巻 第１３８号 酷寒と鐵道建設 田邊利男 満州技術協会 1940

105 1505-0138 満州の技術 第１７巻 第１３８号 酷寒と闘ふ 大村卓一 満州技術協会 1940

105 1505-0138 満州の技術 第１７巻 第１３８号 永久凍土層 原田干三 満州技術協会 1940

106 1505-0139 満州の技術 第１７巻 第１３９号 經過報告 長谷川熊彦 満州技術協会 1940

106 1505-0139 満州の技術 第１７巻 第１３９号 氷の強さに就て 布施忠司 満州技術協会 1940

106 1505-0139 満州の技術 第１７巻 第１３９号 祝辭
梅津美治郎 / 呂榮裳 /
鈴木梅太郎 / 金名世 / 大
村卓一

満州技術協会 1940

106 1505-0139 満州の技術 第１７巻 第１３９号 酷寒と鐵道 西川總一 満州技術協会 1940

106 1505-0139 満州の技術 第１７巻 第１３９号 開會挨拶 貝瀬謹吾 満州技術協会 1940

106 1505-0139 満州の技術 第１７巻 第１３９号 永久凍土層（２） 原田千三 満州技術協会 1940

107 1505-0140 満州の技術 第１７巻 第１４０号 滿洲産業開發状況の客觀的展望 長谷川熊彦 満州技術協会 1940

107 1505-0140 満州の技術 第１７巻 第１４０号 滿洲の開發と技術者 是安正利 満州技術協会 1940
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107 1505-0140 満州の技術 第１７巻 第１４０号 電力節約と照明の問題 井上春章 満州技術協会 1940

107 1505-0140 満州の技術 第１７巻 第１４０号 心の新體制 貝瀨謹吾 満州技術協会 1940

108 1505-0141 満州の技術 第１７巻 第１４１号 松花江の利水 照井隆三郎 満州技術協会 1940

108 1505-0141 満州の技術 第１７巻 第１４１号 松花江の文化 山本守 満州技術協会 1940

108 1505-0141 満州の技術 第１７巻 第１４１号 松花江の地質 齋藤林次 満州技術協会 1940

108 1505-0141 満州の技術 第１７巻 第１４１号 松花江の魚類 西尾新六 満州技術協会 1940

109 1506-0142 満州の技術 第１８巻 第１４２号 亞硫酸パルプ廢液に依る道路鋪装に就いて 鐵道總局調査局調査課 満州技術協会 1941

109 1506-0142 満州の技術 第１８巻 第１４２号 燈火用乾電池の製作實驗 富迫兼義 満州技術協会 1941

109 1506-0142 満州の技術 第１８巻 第１４２号 凍土の耐荷力 原田干三 満州技術協会 1941

109 1506-0142 満州の技術 第１８巻 第１４２号 紀元２６０１年を迎へて 貝瀨謹吾 満州技術協会 1941

110 1506-0143 満州の技術 第１８巻 第１４３号 隧道工事に於ける災害防止に就て 今野萬次 満州技術協会 1941

110 1506-0143 満州の技術 第１８巻 第１４３号 東邊道鐵鑛開發に就て 染谷二男 満州技術協会 1941

110 1506-0143 満州の技術 第１８巻 第１４３号 製鐵、製鋼と耐火物 三田正揚 満州技術協会

110 1506-0143 満州の技術 第１８巻 第１４３号 硅石煉瓦の原料に就て 福田連 満州技術協会

110 1506-0143 満州の技術 第１８巻 第１４３号 アルカリ地の地方維持とアゾドバクターとの關係 荒川左千代 満州技術協会 1941

111 1506-0144 満州の技術 第１８巻 第１４４号 滿洲資源館の使命 新帶國太郎 満州技術協会 1941

111 1506-0144 満州の技術 第１８巻 第１４４号 奉天博物館展望 三宅宗悦 満州技術協会 1941

111 1506-0144 満州の技術 第１８巻 第１４４号 博物館特輯號に題して 貝瀨謹吾 満州技術協会 1941

111 1506-0144 満州の技術 第１８巻 第１４４号 博物館隨想 奥田眞榮 満州技術協会 1941

111 1506-0144 満州の技術 第１８巻 第１４４号 新體制下に於ける滿洲國立中央博物館の指標 藤山一雄 満州技術協会 1941

112 1506-0145 満州の技術 第１８巻 第１４５号 滿洲の電氣事業 中村繁次 満州技術協会 1941

112 1506-0145 満州の技術 第１８巻 第１４５号 滿洲に於ける植物學的研究 竹内亮 満州技術協会 1941

112 1506-0145 満州の技術 第１８巻 第１４５号 滿洲に於ける建築上の問題２，３ 小野薫 満州技術協会 1941

112 1506-0145 満州の技術 第１８巻 第１４５号 日滿交通佳話の吟味 龍川政次郎 満州技術協会 1941

112 1506-0145 満州の技術 第１８巻 第１４５号 水及び氷に關する考察 志方盆三 満州技術協会 1941

113 1506-0146 満州の技術 第１８巻 第１４６号 口の中のバイキンに就て 鈴木喬 満州技術協会 1941

113 1506-0146 満州の技術 第１８巻 第１４６号 開會挨拶 貝瀬謹吾 満州技術協会 1941

113 1506-0146 満州の技術 第１８巻 第１４６号 科學技術の新體制 武村淸 満州技術協会 1941

115 1506-0148 満州の技術 第１８巻 第１４８号 第二次大戰と石油 佐藤健三 満州技術協会 1941

115 1506-0148 満州の技術 第１８巻 第１４８号 工場用俗語考 中島信夫 満州技術協会 1941

116 1506-0149 満州の技術 第１８巻 第１４９号 綏化地震 新帶國太朗 / 原口九萬 満州技術協会 1941

116 1506-0149 満州の技術 第１８巻 第１４９号 壓縮メタン及び液化プロパンとガス自動車の將來に就て 平木義良 満州技術協会 1941

116 1506-0149 満州の技術 第１８巻 第１４９号 焼夷彈に就て 浄法寺朝美 満州技術協会 1941

117 1506-0150 満州の技術 第１８巻 第１５０号 滿洲國に於ける硝土問題に就て 板野新夫 満州技術協会 1941

117 1506-0150 満州の技術 第１８巻 第１５０号 壓縮メタン及び液化プロパンとガス自動車の將來に就て（２） 平木義良 満州技術協会 1941

118 1506-0151 満州の技術 第１８巻 第１５１号 東亞共榮圏と地下資源 坂本峻雄 満州技術協会 1941

118 1506-0151 満州の技術 第１８巻 第１５１号 材料工場をめぐって 三橋鐵太郎 満州技術協会 1941

119 1506-0152 満州の技術 第１８巻 第１５２号 戰時に於ける窓ガラス Ｈ．モーア博士 満州技術協会 1941

119 1506-0152 満州の技術 第１８巻 第１５２号 現代戰下に於ける非戰闘員の避難所 高木小二郎 満州技術協会 1941

119 1506-0152 満州の技術 第１８巻 第１５２号 軍用煙に就て エフ・イー・ウワーニン 満州技術協会 1941

120 1506-0153 満州の技術 第１８巻 第１５３号 宣戰の大詔を拜して 貝瀨謹吾 満州技術協会 1941

120 1506-0153 満州の技術 第１８巻 第１５３号 カーバイドの利用に就て 岡俊平 満州技術協会 1941

9


