
「満州建築協会誌 第4巻第1号（1924年）～第24巻9号（1944年）」に掲載された記事の 「著作権者」一覧

注） 検索方法

1,052 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 1138-0401 満州建築協会雑誌 第４巻 第１号 滿鮮建築視察雑感 橘節男 満州建築協会 1924

1 1138-0401 満州建築協会雑誌 第４巻 第１号 滿鮮建築視察雑感 淸水榮二 満州建築協会 1924

1 1138-0401 満州建築協会雑誌 第４巻 第１号 住宅に就いて 伊藤安吉 満州建築協会 1924

1 1138-0401 満州建築協会雑誌 第４巻 第１号 京濱地方震火災視察報告 湯本三郎 満州建築協会 1924

1 1138-0401 満州建築協会雑誌 第４巻 第１号 圓覺寺舍利殿に就て 伊藤淸造 満州建築協会 1924

1 1138-0401 満州建築協会雑誌 第４巻 第１号 大連市建築規則改正に就て 三田昇之助 満州建築協会 1924

1 1138-0401 満州建築協会雑誌 第４巻 第１号 暖爐品評會の概評 柳本直人 満州建築協会 1924

2 1138-0402 満州建築協会雑誌 第４巻 第２号 建築改善の一考案 松室重光 満州建築協会 1924

2 1138-0402 満州建築協会雑誌 第４巻 第２号 再び衣食住に關して 甲斐ひさ 満州建築協会 1924

2 1138-0402 満州建築協会雑誌 第４巻 第２号 住宅に就いて 伊藤安吉 満州建築協会 1924

2 1138-0402 満州建築協会雑誌 第４巻 第２号 大連市建築規則の改正に就いて 三田昇之助 満州建築協会 1924

2 1138-0402 満州建築協会雑誌 第４巻 第２号 ホロータイルに就いて 久保田孫一 満州建築協会 1924

2 1138-0402 満州建築協会雑誌 第４巻 第２号 世相是非 X.Y.生 満州建築協会 1924

3 1138-0403 満州建築協会雑誌 第４巻 第３号 會館新築創立三週年紀念號の發刊に際して 小野木孝治 満州建築協会 1924

3 1138-0403 満州建築協会雑誌 第４巻 第３号 震害に就いて滿洲の建築界に警告す 塚本靖 満州建築協会 1924

3 1138-0403 満州建築協会雑誌 第４巻 第３号 殖民地は宜しく獨立したる文化を建設すべし 松室重光 満州建築協会 1924

3 1138-0403 満州建築協会雑誌 第４巻 第３号 會館新築創立三週年を祝して協會の將來に希望す 葵樓 満州建築協会 1924

3 1138-0403 満州建築協会雑誌 第４巻 第３号 火藥工業の進歩と建築 細川良人 満州建築協会 1924

3 1138-0403 満州建築協会雑誌 第４巻 第３号 震火災と建築 久留弘文 満州建築協会 1924

3 1138-0403 満州建築協会雑誌 第４巻 第３号 藝術體系の圖譜 瀧津眞弓 満州建築協会 1924

3 1138-0403 満州建築協会雑誌 第４巻 第３号 建築創作に於ける裝飾的活動の位置に對する考察 伊藤淸造 満州建築協会 1924

3 1138-0403 満州建築協会雑誌 第４巻 第３号 新らしい家 鈴木正雄 満州建築協会 1924

3 1138-0403 満州建築協会雑誌 第４巻 第３号 建築設計と工費節減 中澤潔 満州建築協会 1924

4 1138-0404 満州建築協会雑誌 第４巻 第４号 新生活の標準 松室重光 満州建築協会 1924

4 1138-0404 満州建築協会雑誌 第４巻 第４号 年中四方に日光を受くる家 登尾源一 満州建築協会 1924

4 1138-0404 満州建築協会雑誌 第４巻 第４号 住宅の間取及設備の改善 生活改善同盟
會

満州建築協会 1924

4 1138-0404 満州建築協会雑誌 第４巻 第４号 日本住宅押入の改良 Y.I.生 満州建築協会 1924

4 1138-0404 満州建築協会雑誌 第４巻 第４号 佛蘭西より伊太利へ 岡大路 満州建築協会 1924

5 1138-0405 満州建築協会雑誌 第４巻 第５号 滿州建築界の革新 松室重光 満州建築協会 1924

5 1138-0405 満州建築協会雑誌 第４巻 第５号 南滿洲の地質と石材 滿鐵地質調査
所

満州建築協会 1924

5 1138-0405 満州建築協会雑誌 第４巻 第５号 住宅の間取及設備の改善 生活改善同盟
會

満州建築協会 1924

5 1138-0405 満州建築協会雑誌 第４巻 第５号 アルミニユームペイントに就いて 田阪吉次郎 満州建築協会 1924

5 1138-0405 満州建築協会雑誌 第４巻 第５号 研究と宣傳 X.Y.生 満州建築協会 1924

5 1138-0405 満州建築協会雑誌 第４巻 第５号 上古に於ける幾何學の問題 K.N.生 満州建築協会 1924

5 1138-0405 満州建築協会雑誌 第４巻 第５号 佛蘭西より伊太利へ 岡大路 満州建築協会 1924

6 1138-0406 満州建築協会雑誌 第４巻 第６号 國都の建設 松室重光 満州建築協会 1924

6 1138-0406 満州建築協会雑誌 第４巻 第６号 施工的技術の不足より來れる現場作業の通弊と其の救濟 平澤儀平 満州建築協会 1924

6 1138-0406 満州建築協会雑誌 第４巻 第６号 實費計算請負法に依れる滿鐵大連醫院新築工事 内田銈司 満州建築協会 1924

6 1138-0406 満州建築協会雑誌 第４巻 第６号 基礎の話 宗像圭一 満州建築協会 1924

6 1138-0406 満州建築協会雑誌 第４巻 第６号 寒天に於ける混凝土工事 はるを生 満州建築協会 1924

6 1138-0406 満州建築協会雑誌 第４巻 第６号 住宅の間取及設備の改善 生活改善同盟
會

満州建築協会 1924

6 1138-0406 満州建築協会雑誌 第４巻 第６号 動と静 保田虎太郎 満州建築協会 1924

7 1138-0407 満州建築協会雑誌 第４巻 第７号 技術向上の一法策 松室重光 満州建築協会 1924

7 1138-0407 満州建築協会雑誌 第４巻 第７号 希臘建築に關するハムビツヂ律 村田治郎 満州建築協会 1924

7 1138-0407 満州建築協会雑誌 第４巻 第７号 現行大連市建築規則改正案
本會建築規則
研究委員會

満州建築協会 1924

7 1138-0407 満州建築協会雑誌 第４巻 第７号 實施的衞生工事に就いて 福岡庄一郎 満州建築協会 1924

7 1138-0407 満州建築協会雑誌 第４巻 第７号 住宅の間取及設備の改善（四） 生活改善同盟
會

満州建築協会 1924

7 1138-0407 満州建築協会雑誌 第４巻 第７号 佛蘭西より伊太利へ（三） 岡大路 満州建築協会 1924

8 1138-0408 満州建築協会雑誌 第４巻 第８号 建築の民衆敎育 松室重光 満州建築協会 1924

8 1138-0408 満州建築協会雑誌 第４巻 第８号 觀覧席斷面設計の數字的解法

Alexander B
Randal/Edwin
S. Crawley/は
るを生抄譚

満州建築協会 1924

8 1138-0408 満州建築協会雑誌 第４巻 第８号 實費計算請負法に依れる滿鐵大連醫院新築工事（二） 内田銈司 満州建築協会 1924

8 1138-0408 満州建築協会雑誌 第４巻 第８号 動と靜（二） 保田虎太郎 満州建築協会 1924

8 1138-0408 満州建築協会雑誌 第４巻 第８号 郊外住宅めぐり （其一） M.S.生 満州建築協会 1924

8 1138-0408 満州建築協会雑誌 第４巻 第８号 佛蘭西より伊太利へ（四） 岡大路 満州建築協会 1924

9 1138-0409 満州建築協会雑誌 第４巻 第９号 靜止默想 老桗庵 満州建築協会 1924

9 1138-0409 満州建築協会雑誌 第４巻 第９号 郊外住宅めぐり（其二） M.S.生 満州建築協会 1924

9 1138-0409 満州建築協会雑誌 第４巻 第９号 實費計算請負法に依る滿鐵大連醫院新築工事（其三） 内田銈司 満州建築協会 1924

9 1138-0409 満州建築協会雑誌 第４巻 第９号 大連市建築規則の改正案に就いて 一會員 満州建築協会 1924

9 1138-0409 満州建築協会雑誌 第４巻 第９号 實施的衞生工事に就いて（其二） 福岡庄一郎 満州建築協会 1924

9 1138-0409 満州建築協会雑誌 第４巻 第９号 建築美に就いての一考察 芹澤英二 満州建築協会 1924

9 1138-0409 満州建築協会雑誌 第４巻 第９号 佛蘭西より伊太利へ（五） 岡大路 満州建築協会 1924

10 1138-0410 満州建築協会雑誌 第４巻 第１０号 新羅瓦迦陵頻伽文の出現に就いて 村田治郎 満州建築協会 1924

10 1138-0410 満州建築協会雑誌 第４巻 第１０号 建築と社會事業 松室重光 満州建築協会 1924
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10 1138-0410 満州建築協会雑誌 第４巻 第１０号 實費計算請負法に依れる滿鐵大連醫院の新築工事（其
四）

内田銈司 満州建築協会 1924

10 1138-0410 満州建築協会雑誌 第４巻 第１０号 郊外住宅めぐり M.S.生 満州建築協会 1924

10 1138-0410 満州建築協会雑誌 第４巻 第１０号 動と靜 保田虎太郎 満州建築協会 1924

10 1138-0410 満州建築協会雑誌 第４巻 第１０号 實施的衛生工事に就いて 福岡庄一郎 満州建築協会 1924

10 1138-0410 満州建築協会雑誌 第４巻 第１０号 庭園の改善 生活改善同盟
會

満州建築協会 1924

11 1138-0411 満州建築協会雑誌 第４巻 第１１号 音響學の話 はるを生 満州建築協会 1924

11 1138-0411 満州建築協会雑誌 第４巻 第１１号 大連市建築規則と地區問題 三田昇之助 満州建築協会 1924

11 1138-0411 満州建築協会雑誌 第４巻 第１１号 實費計算請負法に依れる滿鐵大連醫院の新築工事 内田銈司 満州建築協会 1924

11 1138-0411 満州建築協会雑誌 第４巻 第１１号 住宅の形式と名稱 鈴木正雄 満州建築協会 1924

11 1138-0411 満州建築協会雑誌 第４巻 第１１号 實施的衞生工事（承前） 福岡庄一郎 満州建築協会 1924

11 1138-0411 満州建築協会雑誌 第４巻 第１１号 庭園の改善（二） 生活改善同盟
會

満州建築協会 1924

11 1138-0411 満州建築協会雑誌 第４巻 第１１号 石材規格案 石材規格特別
委員會

満州建築協会 1924

13 1138-0501 満州建築協会雑誌 第５巻 第１号 出格と破格 保田虎太郎 満州建築協会 1925

13 1138-0501 満州建築協会雑誌 第５巻 第１号 郊外住宅めぐり 鈴木正雄 満州建築協会 1925

13 1138-0501 満州建築協会雑誌 第５巻 第１号 囘顧四年 岡大路 満州建築協会 1925

13 1138-0501 満州建築協会雑誌 第５巻 第１号 文化生活批判 上田恭輔 満州建築協会 1925

13 1138-0501 満州建築協会雑誌 第５巻 第１号 建築界に必要なる期日重視と時間觀念の養成 田邊敏行 満州建築協会 1925

13 1138-0501 満州建築協会雑誌 第５巻 第１号
WHAT IS THE FOREIGN CONTRACTOR'S OPINION OF
LOCAL BUILDINGS AND CONDITIONS？

Wilbur. S.
Sumple

満州建築協会 1925

13 1138-0501 満州建築協会雑誌 第５巻 第１号 力學的均齊論 村田治郎 満州建築協会 1925

13 1138-0501 満州建築協会雑誌 第５巻 第１号 ペイント塗に就いて 福岡庄一郎 満州建築協会 1925

13 1138-0501 満州建築協会雑誌 第５巻 第１号 牛象美術漫語（一） 佐藤作造 満州建築協会 1925

13 1138-0501 満州建築協会雑誌 第５巻 第１号 實費計算請負法に依れる滿鐵大連醫院新築工事 内田銈司 満州建築協会 1925

14 1138-0502 満州建築協会雑誌 第５巻 第２号 建築と政治 老桗庵 満州建築協会 1925

14 1138-0502 満州建築協会雑誌 第５巻 第２号 建築無駄話 島田藤 満州建築協会 1925

14 1138-0502 満州建築協会雑誌 第５巻 第２号 音響學 はるを生 満州建築協会 1925

14 1138-0502 満州建築協会雑誌 第５巻 第２号 牛象美術漫語 佐藤作造 満州建築協会 1925

14 1138-0502 満州建築協会雑誌 第５巻 第２号 實費計算請負法に依れる滿鐵大連醫院新築工事 内田銈司 満州建築協会 1925

14 1138-0502 満州建築協会雑誌 第５巻 第２号 他山の石－フラー會社の施工を見て－ 長廣勸一 満州建築協会 1925

14 1138-0502 満州建築協会雑誌 第５巻 第２号 哈市建築雜感 淺田繁男 満州建築協会 1925

14 1138-0502 満州建築協会雑誌 第５巻 第２号 建築及建築物に關する民情の拔鈔 T.N.生 満州建築協会 1925

15 1138-0503 満州建築協会雑誌 第５巻 第３号 緒言 伊藤淸造 満州建築協会 1925

16 1138-0504 満州建築協会雑誌 第５巻 第３号 奉天大内宮闕建築研究報告書 （上） 伊藤淸造 満州建築協会 1925

16 1138-0504 満州建築協会雑誌 第５巻 第４号 奉天大内宮闕建築研究報告書 （下） 伊藤淸造 満州建築協会 1925

17 1138-0505 満州建築協会雑誌 第５巻 第５号 數字配列の展開としての意匠 村田治郎 満州建築協会 1925

17 1138-0505 満州建築協会雑誌 第５巻 第５号 聽衆堂の音響學 （一）
G.A.Sutherland
, M.A著/長倉不
二夫 譚

満州建築協会 1925

17 1138-0505 満州建築協会雑誌 第５巻 第５号 建築と政治 （二） 老桗坊 満州建築協会 1925

17 1138-0505 満州建築協会雑誌 第５巻 第５号 音響學の話 （三） はるを生 満州建築協会 1925

17 1138-0505 満州建築協会雑誌 第５巻 第５号 撫順新市街懸賞店舗建築設計圖案の審査に當りて 岡大路 満州建築協会 1925

17 1138-0505 満州建築協会雑誌 第５巻 第５号 故高綱吉次郎君に吊す 岡大路 満州建築協会 1925

17 1138-0505 満州建築協会雑誌 第５巻 第５号
米國の各都市に適用せられつゝある衞生工事の法規とそ
の設備の實際

福岡庄一郎 満州建築協会 1925

17 1138-0505 満州建築協会雑誌 第５巻 第５号 撫順に開催せられたる生活改善展覧會を見て S.I.生 満州建築協会 1925

18 1138-0506 満州建築協会雑誌 第５巻 第６号 聽衆堂の音響學 （二）
G.A.Sutherland
, M.A著/長倉不
二夫 譚

満州建築協会 1925

18 1138-0506 満州建築協会雑誌 第５巻 第６号 三次元四次元と文樣 村田治郎 満州建築協会 1925

18 1138-0506 満州建築協会雑誌 第５巻 第６号 牛象美術漫語 （三） 佐藤作造 満州建築協会 1925

18 1138-0506 満州建築協会雑誌 第５巻 第６号
米國の各都市に適用せられつゝある衞生工事の法規とそ
の設備の實際

福岡庄一郎 満州建築協会 1925

18 1138-0506 満州建築協会雑誌 第５巻 第６号 雜草園 保田虎太郎 満州建築協会 1925

19 1138-0507 満州建築協会雑誌 第５巻 第７号 聽衆堂の音響學 （三）
G.A.Sutherland
, M.A著/長倉不
二夫 譚

満州建築協会 1925

19 1138-0507 満州建築協会雑誌 第５巻 第７号 建築物に於ける機械的設備 藁科淺吉 満州建築協会 1925

19 1138-0507 満州建築協会雑誌 第５巻 第７号 一般建築設計に關する根本要件 鈴木正雄 満州建築協会 1925

19 1138-0507 満州建築協会雑誌 第５巻 第７号 立てる獅子文樣考 村田治郎 満州建築協会 1925

19 1138-0507 満州建築協会雑誌 第５巻 第７号 牛象美術漫語（四） 佐藤作造 満州建築協会 1925

19 1138-0507 満州建築協会雑誌 第５巻 第７号 滿洲大工地球を一週ぐるの記 月山朗 満州建築協会 1925

19 1138-0507 満州建築協会雑誌 第５巻 第７号
米國の各都市に適用せられつゝある衞生工事の法規とそ
の設備の實際

福岡庄一郎 満州建築協会 1925

19 1138-0507 満州建築協会雑誌 第５巻 第７号 構造より見たる建築物の等級 M.S.生 満州建築協会 1925

20 1138-0508 満州建築協会雑誌 第５巻 第８号 音響學の話 （四） はるを生 満州建築協会 1925

20 1138-0508 満州建築協会雑誌 第５巻 第８号 室内美術としての照明 伊藤淸造 満州建築協会 1925

20 1138-0508 満州建築協会雑誌 第５巻 第８号 エキスパンデツド、コンクリート 鈴木正雄 満州建築協会 1925

20 1138-0508 満州建築協会雑誌 第５巻 第８号 建築物に於ける機械的設備 藁科淺吉 満州建築協会 1925

22 1138-0510 満州建築協会雑誌 第５巻 第１０号 音響學の話 （五） はるを生 満州建築協会 1925

22 1138-0510 満州建築協会雑誌 第５巻 第１０号 富士製紙樺太工場建設工事概況 大庭仙三郎 満州建築協会 1925

22 1138-0510 満州建築協会雑誌 第５巻 第１０号 滿洲大工地球を一廻ぐるの記 月山郎 満州建築協会 1925

22 1138-0510 満州建築協会雑誌 第５巻 第１０号 建築物に於ける機械的設備 藁科淺吉 満州建築協会 1925

23 1138-0511 満州建築協会雑誌 第５巻 第１１号 音響學の話 はるを生 満州建築協会 1925

23 1138-0511 満州建築協会雑誌 第５巻 第１１号 内地學校建築を視察して 鈴木正雄 満州建築協会 1925

23 1138-0511 満州建築協会雑誌 第５巻 第１１号 雜草園 保田虎太郎 満州建築協会 1925

23 1138-0511 満州建築協会雑誌 第５巻 第１１号 建築物に於ける機械的設備 藁科淺吉 満州建築協会 1925

24 1138-0512 満州建築協会雑誌 第５巻 第１２号 音響學の話 はるを生 満州建築協会 1925

24 1138-0512 満州建築協会雑誌 第５巻 第１２号 内地學校建築視察餘談 鈴木正雄 満州建築協会 1925
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24 1138-0512 満州建築協会雑誌 第５巻 第１２号 建築物に於ける機械的設備 藁科淺吉 満州建築協会 1925

25 1138-0801 満州建築協会雑誌 第８巻 第１号 滿洲に於ける工業初等敎育刷新の必要 岡大路 満州建築協会 1928

25 1138-0801 満州建築協会雑誌 第８巻 第１号 最近の東京を見て 太田宗太郎 満州建築協会 1928

25 1138-0801 満州建築協会雑誌 第８巻 第１号 渡滿當時の思ひ出 小野木孝治 満州建築協会 1928

25 1138-0801 満州建築協会雑誌 第８巻 第１号 懐古漫談 高岡又一郎 満州建築協会 1928

25 1138-0801 満州建築協会雑誌 第８巻 第１号 最新傾向の住宅二題 はるを生 満州建築協会 1928

25 1138-0801 満州建築協会雑誌 第８巻 第１号 囘顧二十五年 池内新八郎 満州建築協会 1928

25 1138-0801 満州建築協会雑誌 第８巻 第１号 自然及構成美の中心點 H.H.生 満州建築協会 1928

26 1138-0802 満州建築協会雑誌 第８巻 第２号 熊岳城、蓋平、海城の囘教寺（滿洲囘教寺建築の研究
四）

村田治郎 満州建築協会 1928

26 1138-0802 満州建築協会雑誌 第８巻 第２号 テラコツターの話 小森忍 満州建築協会 1928

26 1138-0802 満州建築協会雑誌 第８巻 第２号 自然及び構成の美的中心點 H.H.生 満州建築協会 1928

27 1138-0803 満州建築協会雑誌 第８巻 第３号 營口の囘教寺（滿洲囘教寺建築の研究 五） 村田治郎 満州建築協会 1928

27 1138-0803 満州建築協会雑誌 第８巻 第３号 葦蓆庵の記 匋雅堂生 満州建築協会 1928

27 1138-0803 満州建築協会雑誌 第８巻 第３号 コンクリートの裝飾的塗裝に就いて 荒井善治 満州建築協会 1928

27 1138-0803 満州建築協会雑誌 第８巻 第３号 内地工事界見學所感 阿部定太郎 満州建築協会 1928

27 1138-0803 満州建築協会雑誌 第８巻 第３号 内地工事界見學所感 溝口憲範 満州建築協会 1928

27 1138-0803 満州建築協会雑誌 第８巻 第３号 内地工事界見學所感 松江昇 満州建築協会 1928

28 1138-0804 満州建築協会雑誌 第８巻 第４号 滿洲建築史概要 村田治郎 満州建築協会 1928

28 1138-0804 満州建築協会雑誌 第８巻 第４号 自然及び構成の美的中心點（完結） H.H.生 満州建築協会 1928

29 1138-0805 満州建築協会雑誌 第８巻 第５号 建築と庭園 岡大路 満州建築協会 1928

29 1138-0805 満州建築協会雑誌 第８巻 第５号 混凝土施工に就いて 保田虎太郎 満州建築協会 1928

29 1138-0805 満州建築協会雑誌 第８巻 第５号 建築工事進行中に生ずる心理的弛張に就いて 山邊鋼 満州建築協会 1928

30 1138-0806 満州建築協会雑誌 第８巻 第６号 遼陽淸眞寺（滿洲囘教寺の研究 六） 村田治郎 満州建築協会 1928

30 1138-0806 満州建築協会雑誌 第８巻 第６号 建築と庭園（二） 岡大路 満州建築協会 1928

30 1138-0806 満州建築協会雑誌 第８巻 第６号 滿洲の土木建築に關する日支職工の關係及び將來の對
策

蔦井新助 満州建築協会 1928

30 1138-0806 満州建築協会雑誌 第８巻 第６号 寒地に於ける露人住宅（一） 大泉一 満州建築協会 1928

31 1138-0807 満州建築協会雑誌 第８巻 第７号 寒地に於ける露人住宅（二） 大泉一 満州建築協会 1928

31 1138-0807 満州建築協会雑誌 第８巻 第７号 鐵筋コンクリートの現場から 山邊鋼 満州建築協会 1928

31 1138-0807 満州建築協会雑誌 第８巻 第７号 建築雜感 （第一信） 松室重光 満州建築協会 1928

31 1138-0807 満州建築協会雑誌 第８巻 第７号 奉天の囘敎寺 （上）（滿洲囘教寺の研究 七） 村田治郎 満州建築協会 1928

32 1138-0808 満州建築協会雑誌 第８巻 第８号 建築と庭園（三） 岡大路 満州建築協会 1928

32 1138-0808 満州建築協会雑誌 第８巻 第８号 建築雜感（二） 松室重光 満州建築協会 1928

32 1138-0808 満州建築協会雑誌 第８巻 第８号 左官工事に就いて（一） 福岡庄一郎 満州建築協会 1928

32 1138-0808 満州建築協会雑誌 第８巻 第８号 奉天の囘教寺（下）（滿洲囘教寺建築の研究 八） 村田治郎 満州建築協会 1928

33 1138-0809 満州建築協会雑誌 第８巻 第９号 金の上京遺蹟調査に就いて 村田治郎 満州建築協会 1928

33 1138-0809 満州建築協会雑誌 第８巻 第９号 漆喰塗の物理的考察 山邊鋼 満州建築協会 1928

33 1138-0809 満州建築協会雑誌 第８巻 第９号 建築雜感 第三信 松室重光 満州建築協会 1928

33 1138-0809 満州建築協会雑誌 第８巻 第９号 建築と庭園（四） 岡大路 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 加茂貞次郎 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 西内精四郎 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 小野實雄 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 小島鉦太郎 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 狩谷忠麿 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 松室重光 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 蔦井新助 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 藤根壽吉 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 榊谷仙次郎 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 龜岡淸二 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 郡新一郎 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 高橋源一 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 三田芳之助 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 藤田偵治郎 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 越川直作 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 松原斧吉 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 船田要之助 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 傍士瀧治 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 山崎正規 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 河村音吉 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 山邊鋼 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 井出市吉郎 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 三田昇之助 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 小數賀政市 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 岡山勝三 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 山下磐夫 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 福岡庄一郎 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 今景彦 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 岡大路 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 建築に關する邦人職工徒弟養成問題に就いての意見 小野木孝治 満州建築協会 1928

34 1138-0810 満州建築協会雑誌 第８巻 第１０号 諸家の意見に對する考察 石田茂 満州建築協会 1928

35 1138-0811 満州建築協会雑誌 第８巻 第１１号 奉祝御大典 小野木孝治 満州建築協会 1928

35 1138-0811 満州建築協会雑誌 第８巻 第１１号 住宅と電氣設備 栗山藤二 満州建築協会 1928

3



35 1138-0811 満州建築協会雑誌 第８巻 第１１号 住宅の煖房設備 藁科淺吉 満州建築協会 1928

35 1138-0811 満州建築協会雑誌 第８巻 第１１号 洋風住宅のフアイヤープレース 楊河正幸 満州建築協会 1928

35 1138-0811 満州建築協会雑誌 第８巻 第１１号 住宅と採光 大泉一 満州建築協会 1928

35 1138-0811 満州建築協会雑誌 第８巻 第１１号 住宅の瓦斯設備 五十嵐榮一 満州建築協会 1928

35 1138-0811 満州建築協会雑誌 第８巻 第１１号 住宅の衛生設備 川井廣胖 満州建築協会 1928

35 1138-0811 満州建築協会雑誌 第８巻 第１１号 炊事場方面の設備に就いて 鈴木正雄 満州建築協会 1928

35 1138-0811 満州建築協会雑誌 第８巻 第１１号 住宅建築と附帯工事の關係 福岡庄一郎 満州建築協会 1928

35 1138-0811 満州建築協会雑誌 第８巻 第１１号 家を造りて KK生 満州建築協会 1928

36 1138-0812 満州建築協会雑誌 第８巻 第１２号 左官工事に就いて（二） 福岡庄一郎 満州建築協会 1928

36 1138-0812 満州建築協会雑誌 第８巻 第１２号 建築と庭園（五） 岡大路 満州建築協会 1928

36 1138-0812 満州建築協会雑誌 第８巻 第１２号 建築雜感 第四信 松室重光 満州建築協会 1928

36 1138-0812 満州建築協会雑誌 第８巻 第１２号 鐵嶺淸眞寺（滿洲囘教寺建築の研究 九） 村田治郎 満州建築協会 1928

37 1138-1001 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１号 療養所建築計畫に就て 鈴木正雄 満州建築協会 1930

37 1138-1001 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１号 プレーン、ジュ、モンブラン療養所 在バツシ・フート・サボ
ア

平野綠 満州建築協会 1930

37 1138-1001 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１号 北支那住宅暼見 大泉一 満州建築協会 1930

37 1138-1001 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１号 東京城跡を訪ふ 樋口青馬 満州建築協会 1930

37 1138-1001 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１号 群盲象に戯るゝ圖 草野美男 満州建築協会 1930

37 1138-1001 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１号 建築と庭園（十六） 岡大路 満州建築協会 1930

37 1138-1001 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１号 關帝廟建築史の研究（後編） 村田治郎 満州建築協会 1930

38 1138-1002 満州建築協会雑誌 第１０巻 第２号 河合芳太郎君略歴 小野木孝治 満州建築協会 1930

39 1138-1003 満州建築協会雑誌 第１０巻 第３号 療養所建築計畫に就て（其二） 鈴木正雄 満州建築協会 1930

39 1138-1003 満州建築協会雑誌 第１０巻 第３号 硝子窓に於ける水分の凍結と凝結 藁科淺吉 満州建築協会 1930

39 1138-1003 満州建築協会雑誌 第１０巻 第３号 鐵、セメント、モルタル及混凝土に就いて（三） 布施忠司 満州建築協会 1930

40 1138-1004 満州建築協会雑誌 第１０巻 第４号 建物内の壁體内面に於ける水分凝結の防止に就いて 藁科生 満州建築協会 1930

40 1138-1004 満州建築協会雑誌 第１０巻 第４号 療養所建築計畫に就て（三） 鈴木正雄 満州建築協会 1930

40 1138-1004 満州建築協会雑誌 第１０巻 第４号 鐵、セメント、モルタル及混凝土に就いて（四） 布施忠司 満州建築協会 1930

40 1138-1004 満州建築協会雑誌 第１０巻 第４号 建築と庭園（十七） 岡大路 満州建築協会 1930

41 1138-1005 満州建築協会雑誌 第１０巻 第５号 衛生工事の正しい施工心得五十箇條 藁科淺吉 満州建築協会 1930

41 1138-1005 満州建築協会雑誌 第１０巻 第５号 鐵、セメント、モルタル及混凝土に就いて（五） 布施忠司 満州建築協会 1930

41 1138-1005 満州建築協会雑誌 第１０巻 第５号 建築と庭園（十九） 岡大路 満州建築協会 1930

42 1138-1006 満州建築協会雑誌 第１０巻 第６号 空氣層の傳熱抵抗 A.W 満州建築協会 1930

42 1138-1006 満州建築協会雑誌 第１０巻 第６号 最近のセメントと其の使用法に就いて 溝口勝郎 満州建築協会 1930

42 1138-1006 満州建築協会雑誌 第１０巻 第６号 建築と庭園（十九） 岡大路 満州建築協会 1930

43 1138-1007 満州建築協会雑誌 第１０巻 第７号 滿洲に於ける囘教寺建築史の研究 村田治郎 満州建築協会 1930

45 1138-1009 満州建築協会雑誌 第１０巻 第９号 實業敎育と學制問題 岡大路 満州建築協会 1930

45 1138-1009 満州建築協会雑誌 第１０巻 第９号 定點法に依る剛節架構の解法（一） 布施忠司 満州建築協会 1930

45 1138-1009 満州建築協会雑誌 第１０巻 第９号 建築雜感 松室重光 満州建築協会 1930

45 1138-1009 満州建築協会雑誌 第１０巻 第９号 連鎖商店街繁榮祕策としての「連鎖塔」 山下紅塵 満州建築協会 1930

46 1138-1010 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１０号 式辭 小野木孝治 満州建築協会 1930

46 1138-1010 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１０号 祝辭

太田政弘 / 仙
石貢 / 辛島知
巳 / 田中千吉
/ 村井啓太郎 /
貝瀨謹吾

満州建築協会 1930

46 1138-1010 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１０号 現代建築雜感 小野木孝治 満州建築協会 1930

46 1138-1010 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１０号 建築材料の合法的取扱 福岡庄一郎 満州建築協会 1930

46 1138-1010 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１０号 建築用材としての窓硝子 渡邊喜市 満州建築協会 1930

46 1138-1010 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１０号 最近の構造上に於ける立體的工夫 布施忠司 満州建築協会 1930

46 1138-1010 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１０号 十周年雜感 岡大路 満州建築協会 1930

46 1138-1010 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１０号 懸賞建築圖案に就て 宗像主一 満州建築協会 1930

46 1138-1010 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１０号 懸賞建築圖案の審査一私見 村田治郎 満州建築協会 1930

46 1138-1010 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１０号 感謝 石田生 満州建築協会 1930

47 1138-1011 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１１号 住宅と換気 大泉一 満州建築協会 1930

47 1138-1011 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１１号 滿洲に於ける淸初の喇嘛敎建築 村田治郎 満州建築協会 1930

47 1138-1011 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１１号 療養所建築計畫に就て（其四） 鈴木正雄 満州建築協会 1930

47 1138-1011 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１１号 定點法に依る剛節架構の解法（完） 布施忠司 満州建築協会 1930

47 1138-1011 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１１号 ストーヴ展素通記 か・た生 満州建築協会 1930

47 1138-1011 満州建築協会雑誌 第１０巻 第１１号 組立根太構造からの暗示 山邊鋼 満州建築協会 1930

49 1138-1101 満州建築協会雑誌 第１１巻 第１号 大連連鎖商店の設計に就いて 宗像主一 満州建築協会 1931

49 1138-1101 満州建築協会雑誌 第１１巻 第１号 大連連鎖商店中央煖房装置に就いて
ジェーヴィー・マ
イヤー

満州建築協会 1931

49 1138-1101 満州建築協会雑誌 第１１巻 第１号 大連鎖商店電氣工事ニ就イテ 中村備男 満州建築協会 1931

50 1138-1102 満州建築協会雑誌 第１１巻 第２号 旅客驛建物設計の要領 長倉不二夫 満州建築協会 1931

51 1138-1103 満州建築協会雑誌 第１１巻 第３号 建築と庭園（完） 岡大路 満州建築協会 1931

51 1138-1103 満州建築協会雑誌 第１１巻 第３号 滿洲・薩滿教の建築 村田治郎 満州建築協会 1931

52 1138-1104 満州建築協会雑誌 第１１巻 第４号 旅客驛建物設計の要領（續篇） 長倉不二夫 満州建築協会 1931

53 1138-1105 満州建築協会雑誌 第１１巻 第５号 ホテルの電氣工事に就いて 北川芳洲 満州建築協会 1931

53 1138-1105 満州建築協会雑誌 第１１巻 第５号 奉天ヤマトホテルの煖房衛生設備工事に就いて 河瀨壽美雄 満州建築協会 1931

54 1138-1106 満州建築協会雑誌 第１１巻 第６号 獨逸ケーニスベルグに於ける新鐵道施設 長倉不二夫 満州建築協会 1931

54 1138-1106 満州建築協会雑誌 第１１巻 第６号 鐵、セメント、モルタル竝に混凝土に就いて 布施忠司 満州建築協会 1931

54 1138-1106 満州建築協会雑誌 第１１巻 第６号 建築叢話 伊藤淸造 満州建築協会 1931

55 1138-1107 満州建築協会雑誌 第１１巻 第７号 鐵筋混凝土部材の計算設計圖 布施忠司 満州建築協会 1931

55 1138-1107 満州建築協会雑誌 第１１巻 第７号 補訂數則 村田治郎 満州建築協会 1931

55 1138-1107 満州建築協会雑誌 第１１巻 第７号 鐵、セメント、モルタル及び混凝土に就いて 布施忠司 満州建築協会 1931

56 1138-1108 満州建築協会雑誌 第１１巻 第８号 滿洲佛敎建築史概説 村田治郎 満州建築協会 1931
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56 1138-1108 満州建築協会雑誌 第１１巻 第８号 建築叢話（三） 伊藤淸造 満州建築協会 1931

57 1138-1109 満州建築協会雑誌 第１１巻 第９号 矩形架構の一解法（一） 草野美雄 満州建築協会 1931

57 1138-1109 満州建築協会雑誌 第１１巻 第９号
北平を訪ねて米國の對支文化施設に採用せる建築様式に
就いて思ふ

岡大路 満州建築協会 1931

57 1138-1109 満州建築協会雑誌 第１１巻 第９号 建築叢話 伊藤淸造 満州建築協会 1931

57 1138-1109 満州建築協会雑誌 第１１巻 第９号 小住宅の研討 卜藏淳良 譯 満州建築協会 1931

58 1138-1110 満州建築協会雑誌 第１１巻 第１０号 滿洲の佛塔 村田治郎 満州建築協会 1931

59 1138-1111 満州建築協会雑誌 第１１巻 第１１号 矩形架構の一解法（二） 草野美雄 満州建築協会 1931

59 1138-1111 満州建築協会雑誌 第１１巻 第１１号 セメント、モルタル、コンクリートに就いて 國吉喜一 満州建築協会 1931

59 1138-1111 満州建築協会雑誌 第１１巻 第１１号 所感 佐野利器 満州建築協会 1931

60 1138-1112 満州建築協会雑誌 第１１巻 第１２号 競技場の計畫竝に意匠 宍道七郎 譯 満州建築協会 1931

60 1138-1112 満州建築協会雑誌 第１１巻 第１２号 木造床の經濟的配置圖表の説明 山邊鋼 満州建築協会 1931

60 1138-1112 満州建築協会雑誌 第１１巻 第１２号 矩形架構の一解法（完） 草野美男 満州建築協会 1931

61 1138-1201 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１号 時局に直面して協會員諸氏に告ぐ 小野木孝治 満州建築協会 1932

61 1138-1201 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１号 在滿邦人の住居に就いて 遠藤繁淸 満州建築協会 1932

61 1138-1201 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１号 羽衣女學校崩壊事件に鑑みて所感あり（上） 岡大路 満州建築協会 1932

61 1138-1201 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１号 新規格煉瓦に就て 長倉不二夫 満州建築協会 1932

61 1138-1201 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１号 材料から見た大連住宅の門と塀の姿 山邊鋼 満州建築協会 1932

61 1138-1201 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１号 滿洲で見る門 村田治郎 満州建築協会 1932

61 1138-1201 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１号 門の偉と美
市川公平 / 渡
邊綱太朗

満州建築協会 1932

61 1138-1201 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１号 門 門制。門神。門對等。 伊藤淸造 満州建築協会 1932

61 1138-1201 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１号 屠蘇機嫌の或るグループ 田子の浦ゆ 満州建築協会 1932

61 1138-1201 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１号 私の住家 福岡庄一郎 満州建築協会 1932

62 1138-1202 満州建築協会雑誌 第１２巻 第２号 羽衣女學校崩壊事件に鑑みて所感あり（中） 岡大路 満州建築協会 1932

62 1138-1202 満州建築協会雑誌 第１２巻 第２号 見積の觀念 山邊鋼 満州建築協会 1932

62 1138-1202 満州建築協会雑誌 第１２巻 第２号 大量生産用の建築材料
ジョン・Ｅ・バチ
ヤード / 宍道
七郎 譯

満州建築協会 1932

62 1138-1202 満州建築協会雑誌 第１２巻 第２号 沿線會員時局慰問に使して 石田 茂 満州建築協会 1932

63 1138-1203 満州建築協会雑誌 第１２巻 第３号 羽衣女學校崩壊事件に鑑みて所感あり（下） 岡大路 満州建築協会 1932

63 1138-1203 満州建築協会雑誌 第１２巻 第３号 矩形架構の練習問題 小園貞助 満州建築協会 1932

63 1138-1203 満州建築協会雑誌 第１２巻 第３号 室内温度調整法に就て 矢野保 満州建築協会 1932

63 1138-1203 満州建築協会雑誌 第１２巻 第３号 空港（Ａｉｒｐｏｒｔ）の設計 村田治郎 満州建築協会 1932

63 1138-1203 満州建築協会雑誌 第１２巻 第３号 スチールサツシユに就いて 中村濟治 満州建築協会 1932

64 1138-1204 満州建築協会雑誌 第１２巻 第４号 入札談合論 岡大路 満州建築協会 1932

65 1138-1205 満州建築協会雑誌 第１２巻 第５号 構造強度審査所感 小園貞助 満州建築協会 1932

65 1138-1205 満州建築協会雑誌 第１２巻 第５号 平床版の計算法 田中禾 満州建築協会 1932

65 1138-1205 満州建築協会雑誌 第１２巻 第５号 矩形架構の一解法（補遺） 草野美男 満州建築協会 1932

65 1138-1205 満州建築協会雑誌 第１２巻 第５号 第二囘工學會大會に出席して 卜藏淳良 満州建築協会 1932

65 1138-1205 満州建築協会雑誌 第１２巻 第５号 古建築物保存に就いての私見 伊藤淸造 満州建築協会 1932

65 1138-1205 満州建築協会雑誌 第１２巻 第５号 出版工場 宍道七郎 満州建築協会 1932

65 1138-1205 満州建築協会雑誌 第１２巻 第５号 大連市建築統計に就いて 田中國盆 満州建築協会 1932

66 1138-1206 満州建築協会雑誌 第１２巻 第６号 滿洲國首都建設に就いて 小野木孝治 満州建築協会 1932

66 1138-1206 満州建築協会雑誌 第１２巻 第６号 新國都の建設 湯本三郎 満州建築協会 1932

66 1138-1206 満州建築協会雑誌 第１２巻 第６号 滿洲國新首都建設に關する都市計畫竝建築計畫に對する
意見

岡大路 満州建築協会 1932

66 1138-1206 満州建築協会雑誌 第１２巻 第６号 滿洲國新首都建設計畫に就いて 植木茂 満州建築協会 1932

66 1138-1206 満州建築協会雑誌 第１２巻 第６号 結論 村田治郎 満州建築協会 1932

66 1138-1206 満州建築協会雑誌 第１２巻 第６号 滿洲國新首都の建設 松室重光 満州建築協会 1932

66 1138-1206 満州建築協会雑誌 第１２巻 第６号 新國都計畫に對する所見 中澤潔 満州建築協会 1932

66 1138-1206 満州建築協会雑誌 第１２巻 第６号
滿洲國新首都建設に關する都市計畫竝建築計畫に對する
意見

渡邊隮 満州建築協会 1932

66 1138-1206 満州建築協会雑誌 第１２巻 第６号 長春を首都とする疑義と首都の都市計畫に就ての希望 上田恭輔 満州建築協会 1932

66 1138-1206 満州建築協会雑誌 第１２巻 第６号 都市は大いに郊外土地に投資せよ 中村與資平 満州建築協会 1932

66 1138-1206 満州建築協会雑誌 第１２巻 第６号 長春の氣象と建築防水工考察 小淸水仙之助 満州建築協会 1932

66 1138-1206 満州建築協会雑誌 第１２巻 第６号 新國都建設計畫に對する要望 淸水本之助 満州建築協会 1932

66 1138-1206 満州建築協会雑誌 第１２巻 第６号 新京に就いて 山邊鋼 満州建築協会 1932

66 1138-1206 満州建築協会雑誌 第１２巻 第６号 新首都新京に街路照明施設の提唱 榮隈榮 満州建築協会 1932

66 1138-1206 満州建築協会雑誌 第１２巻 第６号 換氣煖房及煤煙防止に就いて 渡邊成二 満州建築協会 1932

66 1138-1206 満州建築協会雑誌 第１２巻 第６号 滿洲國新首都建設に關して 佐久良町人 満州建築協会 1932

66 1138-1206 満州建築協会雑誌 第１２巻 第６号 都市の規模 たんご 満州建築協会 1932

67 1138-1207 満州建築協会雑誌 第１２巻 第７号 國都建設への序曲 草野美雄 満州建築協会 1932

67 1138-1207 満州建築協会雑誌 第１２巻 第７号 滿洲國建築法規制定上の根本要件に就いて 田中國盆 満州建築協会 1932

67 1138-1207 満州建築協会雑誌 第１２巻 第７号 出版工場（承前）
Ｃ．Ｔｈｅｏｄｏｒｅ
Ｌａｒｓｏｎ．/ 宍
道七郎 譯

満州建築協会 1932

68 1138-1208 満州建築協会雑誌 第１２巻 第８号 災害防止調査委員會報告書の公表に際して 小野木孝治 満州建築協会 1932

69 1138-1209 満州建築協会雑誌 第１２巻 第９号 大連醫院の建築計畫及び其の設備の梗概 岡大路 満州建築協会 1932

69 1138-1209 満州建築協会雑誌 第１２巻 第９号 大連醫院の構造に就いて 長廣勸一 満州建築協会 1932

69 1138-1209 満州建築協会雑誌 第１２巻 第９号 サナトリウムの概念と南滿洲保養院 遠藤繁淸 満州建築協会 1932

70 1138-1210 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１０号 星ヶ浦追憶 小野木孝治 満州建築協会 1932

70 1138-1210 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１０号 星ヶ浦遊園の沿革と施設 編輯部 満州建築協会 1932

71 1138-1211 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１１号 社會事業施設用の建築物 宍道七郎 満州建築協会 1932

72 1138-1212 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１２号 全滿工事標準化の提唱 貝瀨謹吾 満州建築協会 1932
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72 1138-1212 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１２号 トーキー劇場の音響的解拆 田中國盆 譯 満州建築協会 1932

72 1138-1212 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１２号 防臭トラツプの話 ＫＫ生 満州建築協会 1932

72 1138-1212 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１２号 羅津漫談 渡邊隮 満州建築協会 1932

72 1138-1212 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１２号 大連市西通小嶋ビル新築工事概要 西野建築事務
所

満州建築協会 1932

72 1138-1212 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１２号 出版工場（完結）
Ｃ．Ｔｈｅｏｄｏｒｅ
Ｌａｒｓｏｎ． / 宍
道七郎 譯

満州建築協会 1932

72 1138-1212 満州建築協会雑誌 第１２巻 第１２号 滿蒙の家庭樹木二、三 佐藤潤平 満州建築協会 1932

73 1138-1301 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１号 年頭雜感 岡大路 満州建築協会 1933

73 1138-1301 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１号 滿洲建築界の今後の新目標 村田治郎 満州建築協会 1933

73 1138-1301 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１号 新興蘇家屯の諸建築 利代子 満州建築協会 1933

73 1138-1301 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１号 米國シカゴの一世紀進歩大博覽會 Ｄ・Ｍ生 満州建築協会 1933

73 1138-1301 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１号 安價な小住宅 芦澤不二夫 譯 満州建築協会 1933

73 1138-1301 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１号 建物に應用さるべき塗装の新傾向 福岡庄一郎 満州建築協会 1933

73 1138-1301 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１号 錦縣の大廣濟寺と佛塔 村田治郎 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 故人經歴 小野木孝治 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 弔辭 岡大路 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 弔辭 榊谷仙次郎 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 弔辭 日下辰太 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 弔辭 貝瀨謹吾 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 弔辭 大熊喜邦 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 弔辭 八田嘉明 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 弔辭 學士會 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 弔辭 植木茂 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 弔辭 小山朝佐 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 弔辭 滿鐵社友會 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 弔詞 田中廣吉 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 弔辭 新妻浩 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 弔辭 靑山邦一 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 弔詞 丸山直助 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 追悼辭 藤根壽吉 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 追悼 伊藤貴代子 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 社會人としての孝さん 小川誠 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 Ｏｈ！＿Ｎｏ！＿Ｋｉ－ｄａ－ｙｏ！ 大井田瑞足 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 小野木兄を憶ふ 菅野鑛次郎 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 小野木君と僕 久保天隨 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 故小野木君の追憶 樺島正義 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 追想 中目覺 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 小野木さんを偲びて 天沼俊一 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 學生時代の小野木君の事共 山田七五郎 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 思ひ出すまゝに 荒木榮一 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 臺灣時代の小野木先生 尾辻國吉 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 小野木君のことを思ひ出して 武田五一 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 故小野木君を想ふて 木戸忠太郎 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 小野木君を追憶する言葉 松室重光 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 小野木君を偲ぶ 加藤與之吉 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 小野木君追悼の辭 貝瀨謹吾 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 小野木君を偲ぶ 武村淸 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 畏友小野木君を偲ぶ 上田恭輔 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 小野木君と小生と酒 鈴木庸生 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 親しき友の他界を悼む 中村謙介 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 思ひ出 横井謙介 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 初の對面は叱られる主任の代理として 蔦井新助 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 故小野木先生の若かつた頃の御氣象の表はれ 和田喜藏 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 追想 古賀精敏 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 小野木先生を弔ふの記 中川義長 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 小野木先生をベルンに迎へて 塙繁彌太 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 小野木課長の思ひ出 籠田定憲 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 小野木氏を偲ぶ 岡大路 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 故小野木會長の追憶 狩谷忠麿 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 小野木君を偲びて 遠藤藤吉 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 小野木君を悼む 大藏公望 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 悲しみ 村越三四郎 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 名コツクスの小野木さん 淸水賢雄 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 十進法不可論 植木茂 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 課長時代への囘想 出利葉喜一郎 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 小野木孝治氏の事共 小野武雄 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 小野木さんの物故 荒木淸三 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 故人を偲びて 大泉一 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 温情を懐しむ 樋口彦弌 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 小野木氏を偲ぶ 中村孝愛 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 恩人の追懐 藤田揚一 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 追憶 村田治郎 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 先生の事ども 笛木英雄 満州建築協会 1933

74 1138-1302 満州建築協会雑誌 第１３巻 第２号 故小野木氏に就て 高田友吉 満州建築協会 1933

75 1138-1303 満州建築協会雑誌 第１３巻 第３号 ダンスホールの設計に就て 田中國盆 満州建築協会 1933

75 1138-1303 満州建築協会雑誌 第１３巻 第３号 映畫館の逆勾配床 ーベン・シユランガー氏の新設ー Ｂ、Ｍ生 譯 満州建築協会 1933
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75 1138-1303 満州建築協会雑誌 第１３巻 第３号 ベルサイユ・シヤンテイエール停車場
アンドレー ヴア
ントル / 平野
鈔 譚

満州建築協会 1933

75 1138-1303 満州建築協会雑誌 第１３巻 第３号 鐵筋コンクリート仕樣書に就いて 淺田繁男 満州建築協会 1933

75 1138-1303 満州建築協会雑誌 第１３巻 第３号 滿洲の地震古記録年表 村田治郎 満州建築協会 1933

76 1138-1304 満州建築協会雑誌 第１３巻 第４号 序 岡大路 満州建築協会 1933

76 1138-1304 満州建築協会雑誌 第１３巻 第４号 新撫順の市街計畫と其の建築
原正五郎 / 松
江昇 / 西原駒
市

満州建築協会 1933

77 1138-1305 満州建築協会雑誌 第１３巻 第５号 熱河の建築 三室山人 満州建築協会 1933

77 1138-1305 満州建築協会雑誌 第１３巻 第５号 梯形荷重を受くる梁の支持反力及び曲能率計算表 鷲尾健三 満州建築協会 1933

77 1138-1305 満州建築協会雑誌 第１３巻 第５号 家庭用温水煖房罐の選定に就て 川井廣胖 満州建築協会 1933

77 1138-1305 満州建築協会雑誌 第１３巻 第５号 羅津便り 利代子 満州建築協会 1933

77 1138-1305 満州建築協会雑誌 第１３巻 第５号 昭和八年度全滿建築工事概況 田中國盆 満州建築協会 1933

77 1138-1305 満州建築協会雑誌 第１３巻 第５号 耐震建築問答の紹介 赤石又一郎 満州建築協会 1933

78 1138-1306 満州建築協会雑誌 第１３巻 第６号 滿洲に於ける新興建築に待望す 岡大路 満州建築協会 1933

78 1138-1306 満州建築協会雑誌 第１３巻 第６号 支那古代建築のイルミネーシヨン 田中國盆 満州建築協会 1933

78 1138-1306 満州建築協会雑誌 第１３巻 第６号 寒熱の絶縁と騒音、濕氣防止材料繊維板トマテツクスに就
いて

蛙間信淸 満州建築協会 1933

78 1138-1306 満州建築協会雑誌 第１３巻 第６号 滿洲に於ける新興住宅建築に關する一考察 桃源冠者 満州建築協会 1933

78 1138-1306 満州建築協会雑誌 第１３巻 第６号 新材料と改良構造法
Ｌａｗｒｅｎｃｅ Ｋｏ
ｃｈｅｒ Ａｌｂｅｒｔ Ｆ
ｒｅｙ

満州建築協会 1933

78 1138-1306 満州建築協会雑誌 第１３巻 第６号 ”最小働の原理”による架構解法の一算例 五葉會同人 満州建築協会 1933

78 1138-1306 満州建築協会雑誌 第１３巻 第６号 弔辭 岡大路 満州建築協会 1933

78 1138-1306 満州建築協会雑誌 第１３巻 第６号 弔辭 高岡又一郎 満州建築協会 1933

78 1138-1306 満州建築協会雑誌 第１３巻 第６号 故久留君の思ひ出話 保田虎太郎 満州建築協会 1933

78 1138-1306 満州建築協会雑誌 第１３巻 第６号 故伊藤淸造先生の事共 田中國盆 満州建築協会 1933

79 1138-1307 満州建築協会雑誌 第１３巻 第７号 滿博本館其他各館の設計に就て 佐藤岩人 満州建築協会 1933

80 1138-1308 満州建築協会雑誌 第１３巻 第８号 建築館に就いて 鈴木正雄 満州建築協会 1933

80 1138-1308 満州建築協会雑誌 第１３巻 第８号 新興倶樂部新築工事概要 Ｙ．Ｋｕｓａｎｏ 満州建築協会 1933

80 1138-1308 満州建築協会雑誌 第１３巻 第８号 滿博建築装飾雜感 五葉會同人 満州建築協会 1933

80 1138-1308 満州建築協会雑誌 第１３巻 第８号 滿博建築座談會 編輯部 満州建築協会 1933

80 1138-1308 満州建築協会雑誌 第１３巻 第８号 圖式解法の工夫一題 鷲尾健三 満州建築協会 1933

80 1138-1308 満州建築協会雑誌 第１３巻 第８号 故荒木淸三君に對する追憶 岡大路 満州建築協会 1933

80 1138-1308 満州建築協会雑誌 第１３巻 第８号 古き思ひ出 小黑越翁 満州建築協会 1933

80 1138-1308 満州建築協会雑誌 第１３巻 第８号 追悼伊藤淸三學兄 ー附 伊藤氏著作年表ー 村田治郎 満州建築協会 1933

81 1138-1309 満州建築協会雑誌 第１３巻 第９号 開會の辭 岡大路 満州建築協会 1933

81 1138-1309 満州建築協会雑誌 第１３巻 第９号 滿洲建築大觀 村田治郎 満州建築協会 1933

81 1138-1309 満州建築協会雑誌 第１３巻 第９号 新興滿洲ご建築 中村誠 満州建築協会 1933

81 1138-1309 満州建築協会雑誌 第１３巻 第９号 國土の創造と建築 松室重光 満州建築協会 1933

81 1138-1309 満州建築協会雑誌 第１３巻 第９号 所感 白倉好夫 満州建築協会 1933

81 1138-1309 満州建築協会雑誌 第１３巻 第９号 聯合大會の意義 片岡安 満州建築協会 1933

81 1138-1309 満州建築協会雑誌 第１３巻 第９号 閉會の辭 植木茂 満州建築協会 1933

81 1138-1309 満州建築協会雑誌 第１３巻 第９号 國都建設局建築指示條項
滿洲國國都建
設局

満州建築協会 1933

81 1138-1309 満州建築協会雑誌 第１３巻 第９号 祝辭 菱刈隆 満州建築協会 1933

81 1138-1309 満州建築協会雑誌 第１３巻 第９号 祝辭 鄭孝胥 満州建築協会 1933

81 1138-1309 満州建築協会雑誌 第１３巻 第９号 祝辭 林博太郎 満州建築協会 1933

81 1138-1309 満州建築協会雑誌 第１３巻 第９号 祝詞 阮振鐸 満州建築協会 1933

81 1138-1309 満州建築協会雑誌 第１３巻 第９号 祝辭 小川順之助 満州建築協会 1933

81 1138-1309 満州建築協会雑誌 第１３巻 第９号 祝辭 貝瀬謹吾 満州建築協会 1933

81 1138-1309 満州建築協会雑誌 第１３巻 第９号 祝辭 榊谷仙次郎 満州建築協会 1933

82 1138-1310 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１０号 再び家庭用温水煖房罐に就て 川井廣胖 満州建築協会 1933

82 1138-1310 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１０号 眼科手術室の新照明法 Ｈｅｎｒｙ Ｌ． Ｌｏｇ
ａｎ

満州建築協会 1933

82 1138-1310 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１０号 關東廳地方法院新廳舍工事概要 小園貞助 満州建築協会 1933

82 1138-1310 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１０号 義縣嘉福寺の佛塔 村田治郎 満州建築協会 1933

82 1138-1310 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１０号
Ｆｏｕｒ－ｍｏｍｅｎｔ ｍｅｔｈｏｄ（四彎曲力率法）に依る不靜定
結構の計算

フリードリツヒ・
ブライヒ 著

満州建築協会 1933

83 1138-1311 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１１号
Ｆｏｕｒ－ｍｏｍｅｎｔ ｍｅｔｈｏｄ（四彎曲力率法）に依る不靜定
結構の計算（承前）

フリードリツヒ・
ブライヒ 著

満州建築協会 1933

83 1138-1311 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１１号 弾力性に富む博物館（Ｔｈｅ Ｆｌｅｒｘｉｓｉｂｌｅ Ｍｕｓｅｕｍ）
Ｃｌａｒｅｎｃｅ Ｓ．
Ｓｔｅｉｎ

満州建築協会 1933

83 1138-1311 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１１号 法海寺門と現状の居庸關 田中國益 満州建築協会 1933

84 1138-1312 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１２号 煖房汽罐室 川井廣胖 満州建築協会 1933

84 1138-1312 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１２号 セメント・モルタル應張強度促進試験 鷲尾健三 満州建築協会 1933

84 1138-1312 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１２号 博物館を有機的にするには
Ｃｌａｒｅｎｃｅ Ｓ．
Ｓｔｅｉｎ

満州建築協会 1933

84 1138-1312 満州建築協会雑誌 第１３巻 第１２号 博物館建築の採光
Ｉｓａｄｏｒｅ Ｒｏｓｅ
ｎｆｉｅｌｄ

満州建築協会 1933

85 1138-1401 満州建築雑誌 第１４巻 第１号 新滿洲の建設途上に昭和九年の新春を迎ふ 岡大路 満州建築協会 1934

85 1138-1401 満州建築雑誌 第１４巻 第１号 義縣奉國寺小記 村田治郎 満州建築協会 1934

85 1138-1401 満州建築雑誌 第１４巻 第１号 敦圖線建築工事に就いて 淺田繁男 満州建築協会 1934

85 1138-1401 満州建築雑誌 第１４巻 第１号 滑節圖形法の原理（剛節架構の新解法） 鷲尾健三 満州建築協会 1934

85 1138-1401 満州建築雑誌 第１４巻 第１号
鐵筋混凝土設計計算圖表 附 トラスの應力圖式解法及架
構應力譜に就いて

草野美男 満州建築協会 1934
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85 1138-1401 満州建築雑誌 第１４巻 第１号 温水煖房の配管 川井廣胖 満州建築協会 1934

85 1138-1401 満州建築雑誌 第１４巻 第１号 照明雜話(第１回） 榮隈榮 満州建築協会 1934

85 1138-1401 満州建築雑誌 第１４巻 第１号
國都建設計畫區域内に於ける各種用途地城建築築物及
用途許可準則

國務院國都建
設局

満州建築協会 1934

86 1138-1402 満州建築雑誌 第１４巻 第２号 奉天宮殿建築概説 村田治郎 満州建築協会 1934

86 1138-1402 満州建築雑誌 第１４巻 第２号
Ｆｏｕｒ－ｍｏｍｅｎｔ ｍｅｔｈｏｄ（四彎曲率法）に依る不静定結
構の計算（承前）

フリードリツヒ・
ブライヒ 著

満州建築協会 1934

86 1138-1402 満州建築雑誌 第１４巻 第２号 照明雜話（第２回） 榮隈榮 満州建築協会 1934

86 1138-1402 満州建築雑誌 第１４巻 第２号 國都建設の囘顧と展望 結城淸太朗 満州建築協会 1934

87 1138-1403 満州建築雑誌 第１４巻 第３号 謹みて滿洲國の大典を祝す 岡大路 満州建築協会 1934

87 1138-1403 満州建築雑誌 第１４巻 第３号 天を祭る建築 村田治郎 満州建築協会 1934

87 1138-1403 満州建築雑誌 第１４巻 第３号 國都大新京建設の全貌 滿洲國政府國
都建設局

満州建築協会 1934

87 1138-1403 満州建築雑誌 第１４巻 第３号 鷲尾健三君に答ふ 棚橋諒 満州建築協会 1934

87 1138-1403 満州建築雑誌 第１４巻 第３号 内地赤毛布 川井廣胖 満州建築協会 1934

87 1138-1403 満州建築雑誌 第１４巻 第３号
Ｆｏｕｒ－ｍｏｍｅｎｔ ｍｅｔｈｏｄ（四彎曲率法）に依る不静定結
構の計算（完結）

フリードリツヒ・
ブライヒ

満州建築協会 1934

88 1138-1404 満州建築雑誌 第１４巻 第４号 低温時に於ける混凝土の凝結硬化に就いて
寒期施工法研
究調査委員會

満州建築協会 1934

88 1138-1404 満州建築雑誌 第１４巻 第４号 支那宮苑園林史攷 岡大路 満州建築協会 1934

88 1138-1404 満州建築雑誌 第１４巻 第４号 追悼 闞鐸先生 村田治郎 満州建築協会 1934

88 1138-1404 満州建築雑誌 第１４巻 第４号 蒸汽煖房とペーチカ煖房との比較 川井廣胖 満州建築協会 1934

88 1138-1404 満州建築雑誌 第１４巻 第４号 架構解法一元論を排す 鷲尾健三 満州建築協会 1934

88 1138-1404 満州建築雑誌 第１４巻 第４号 新京の街路及上下水道工事 近藤安吉 談 満州建築協会 1934

89 1138-1405 満州建築雑誌 第１４巻 第５号 熱河の古建築 村田治郎 満州建築協会 1934

89 1138-1405 満州建築雑誌 第１４巻 第５号 煖房の話 川井廣胖 満州建築協会 1934

89 1138-1405 満州建築雑誌 第１４巻 第５号 支那宮苑園林史攷（第二囘） 岡大路 満州建築協会 1934

90 1138-1406 満州建築雑誌 第１４巻 第６号 甘井子滿化硫安工場工事寒中施工に就て（２） 鈴木正雄 満州建築協会 1934

90 1138-1406 満州建築雑誌 第１４巻 第６号 支那宮苑園林史攷（第三囘） 岡大路 満州建築協会 1934

90 1138-1406 満州建築雑誌 第１４巻 第６号 構造物の設計上基準となるべき諸條件の査定に就て 中澤潔 満州建築協会 1934

91 1138-1407 満州建築雑誌 第１４巻 第７号 構造物の設計上基準となるべき諸條件の査定に就て（２） 中澤潔 満州建築協会 1934

91 1138-1407 満州建築雑誌 第１４巻 第７号 支那宮苑園林史攷（第四囘） 岡大路 満州建築協会 1934

91 1138-1407 満州建築雑誌 第１４巻 第７号 再び鷲尾健三君に答ふ 棚橋諒 満州建築協会 1934

91 1138-1407 満州建築雑誌 第１４巻 第７号 「再び鷲尾健三君に答ふ」を讀みて 鷲尾健三 満州建築協会 1934

92 1138-1408 満州建築雑誌 第１４巻 第８号 寒中に施工せる鐵筋コンクリートに對する實驗報告
鷲尾健三 / 牧
野外茂二

満州建築協会 1934

92 1138-1408 満州建築雑誌 第１４巻 第８号 建築史話二題 村田治郎 満州建築協会 1934

92 1138-1408 満州建築雑誌 第１４巻 第８号 構造物の設計上基準となるべき諸條件の査定に就て（３） 中澤潔 満州建築協会 1934

92 1138-1408 満州建築雑誌 第１４巻 第８号 支那宮苑園林史攻（第五囘） 岡大路 満州建築協会 1934

92 1138-1408 満州建築雑誌 第１４巻 第８号 建築技術者工人の諸君を迎へて 岡大路 満州建築協会 1934

92 1138-1408 満州建築雑誌 第１４巻 第８号 都市に於ける煤煙被害の防止法
H.B.Miller /
L.B.Sisson

満州建築協会 1934

93 1138-1409 満州建築雑誌 第１４巻 第９号 ユニツト式冷房装置に就いて 大浦德身 満州建築協会 1934

93 1138-1409 満州建築雑誌 第１４巻 第９号 支那宮苑園林史攷（第六囘） 岡大路 満州建築協会 1934

93 1138-1409 満州建築雑誌 第１４巻 第９号 鐵筋コンクリート￢型梁斷面決定法 鷲尾健三 満州建築協会 1934

93 1138-1409 満州建築雑誌 第１４巻 第９号 共同浴場の設計に就て 川井廣胖 満州建築協会 1934

93 1138-1409 満州建築雑誌 第１４巻 第９号 構造物の設計上基準となるべき諸條件の査定に就て（４） 中澤潔 満州建築協会 1934

93 1138-1409 満州建築雑誌 第１４巻 第９号 工事期の逃避行 岡大路 満州建築協会 1934

94 1138-1410 満州建築雑誌 第１４巻 第１０号 鐵筋コンクリート￢型梁斷面決定法（承前） 鷲尾健三 満州建築協会 1934

94 1138-1410 満州建築雑誌 第１４巻 第１０号 建物の經過年數と煖房用石炭との関係 川井廣胖 満州建築協会 1934

94 1138-1410 満州建築雑誌 第１４巻 第１０号 支那宮苑園林史攷（第七囘） 岡大路 満州建築協会 1934

94 1138-1410 満州建築雑誌 第１４巻 第１０号 構造物の設計上基準となるべき諸條件の査定に就て（５） 中澤潔 満州建築協会 1934

94 1138-1410 満州建築雑誌 第１４巻 第１０号 バクストン氏露西亞中世建築史の序説 Ｄ．Ｍ生 満州建築協会 1934

94 1138-1410 満州建築雑誌 第１４巻 第１０号 近畿地方の大風災に就て 岡大路 満州建築協会 1934

95 1138-1411 満州建築雑誌 第１４巻 第１１号 ユニツト式冷房装置に就いて（２） 大浦德身 満州建築協会 1934

95 1138-1411 満州建築雑誌 第１４巻 第１１号 幕壁構造施工法一試案 小園貞助 満州建築協会 1934

95 1138-1411 満州建築雑誌 第１４巻 第１１号 支那宮苑園林史攷（第八囘） 岡大路 満州建築協会 1934

95 1138-1411 満州建築雑誌 第１４巻 第１１号 水洗便所のシスタン 川井廣胖 満州建築協会 1934

95 1138-1411 満州建築雑誌 第１４巻 第１１号 新京に建築展覧會を終りて 岡大路 満州建築協会 1934

95 1138-1411 満州建築雑誌 第１４巻 第１１号 ボイラーの熱損失と其の防止 川井廣胖 満州建築協会 1934

96 1138-1412 満州建築雑誌 第１４巻 第１２号 拉濱線建築工事概要 淺田繁男 満州建築協会 1934

96 1138-1412 満州建築雑誌 第１４巻 第１２号 支那宮苑園林史攷（第九囘） 岡大路 満州建築協会 1934

96 1138-1412 満州建築雑誌 第１４巻 第１２号 ユニツト式冷房装置に就いて（３） 大浦德身 満州建築協会 1934

96 1138-1412 満州建築雑誌 第１４巻 第１２号 高爐セメントに就て 高野俊介 満州建築協会 1934

96 1138-1412 満州建築雑誌 第１４巻 第１２号 昭和９年を送るの辭 岡大路 満州建築協会 1934

97 1138-1501 満州建築雑誌 第１５巻 第１号 更新の春を迎へて 岡大路 満州建築協会 1935

97 1138-1501 満州建築雑誌 第１５巻 第１号 寒中混凝土施工實驗報告 布施忠司 満州建築協会 1935

97 1138-1501 満州建築雑誌 第１５巻 第１号 近代建築物の防火計畫 ポール・Ｗ カー
ネイ

満州建築協会 1935

97 1138-1501 満州建築雑誌 第１５巻 第１号 滿洲建築と邦人衛生の一考察 池田官治 満州建築協会 1935

97 1138-1501 満州建築雑誌 第１５巻 第１号 多元一次聯立方程式の圖解法 鷲尾健三 満州建築協会 1935
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97 1138-1501 満州建築雑誌 第１５巻 第１号 バクストン氏露西亞中世建築史 Ｄ．Ｍ生 満州建築協会 1935

97 1138-1501 満州建築雑誌 第１５巻 第１号 支那宮苑園林史攷（第十囘） 岡大路 満州建築協会 1935

98 1138-1502 満州建築雑誌 第１５巻 第２号 浮華を避け質實に就け 岡大路 満州建築協会 1935

98 1138-1502 満州建築雑誌 第１５巻 第２号 大連市の火災状況に就て 宍道七郎 満州建築協会 1935

98 1138-1502 満州建築雑誌 第１５巻 第２号 建築家と貧富論 池田官治 満州建築協会 1935

98 1138-1502 満州建築雑誌 第１５巻 第２号 高爐セメントに就て（續報） 高野俊介 満州建築協会 1935

98 1138-1502 満州建築雑誌 第１５巻 第２号 バクストン氏露西亞中世建築史 Ｄ．Ｍ生 満州建築協会 1935

98 1138-1502 満州建築雑誌 第１５巻 第２号 支那宮苑園林史攷（第十一囘） 岡大路 満州建築協会 1935

99 1138-1503 満州建築雑誌 第１５巻 第３号 滿洲に於ける工業教育の振興 岡大路 満州建築協会 1935

99 1138-1503 満州建築雑誌 第１５巻 第３号 オイルシエールと建築 渡邊文平 満州建築協会 1935

99 1138-1503 満州建築雑誌 第１５巻 第３号 撫順セール煉瓦製造 大塚毅一 満州建築協会 1935

99 1138-1503 満州建築雑誌 第１５巻 第３号 滿洲化學工業株式會社 社宅工事概要
永野紋三郎 /
大泉一

満州建築協会 1935

99 1138-1503 満州建築雑誌 第１５巻 第３号 壁塗用漆喰材料（ウオールプラスター）に就て 山崎長七 満州建築協会 1935

99 1138-1503 満州建築雑誌 第１５巻 第３号 支那宮苑園林史攷（第一二囘） 岡大路 満州建築協会 1935

99 1138-1503 満州建築雑誌 第１５巻 第３号 バクストン氏露西亞中世建築史 Ｄ．Ｍ生 満州建築協会 1935

100 1138-1504 満州建築雑誌 第１５巻 第４号 大滿洲國皇帝の御訪日を迎へ奉る 岡大路 満州建築協会 1935

100 1138-1504 満州建築雑誌 第１５巻 第４号 小住宅の構成 山崎忠夫 満州建築協会 1935

100 1138-1504 満州建築雑誌 第１５巻 第４号 コンクリートの電熱養生 赤石又一郎 満州建築協会 1935

100 1138-1504 満州建築雑誌 第１５巻 第４号 精製琥珀及塗料製造 小中義美 満州建築協会 1935

100 1138-1504 満州建築雑誌 第１５巻 第４号 バスクトン氏露西亞中世建築史 Ｄ．Ｍ生 満州建築協会 1935

101 1138-1505 満州建築雑誌 第１５巻 第５号 勞力問題と日滿支提携の要望 岡大路 満州建築協会 1935

101 1138-1505 満州建築雑誌 第１５巻 第５号 北鎮縣崇興寺の雙塔 村田治郎 満州建築協会 1935

101 1138-1505 満州建築雑誌 第１５巻 第５号 反複合成法に依る矩形ラーメンの實用解法に就いて（１） 鷲尾健三 満州建築協会 1935

101 1138-1505 満州建築雑誌 第１５巻 第５号 小住宅の構成（２） 山崎忠夫 満州建築協会 1935

101 1138-1505 満州建築雑誌 第１５巻 第５号 標準仕様書及び計算規準 解説書の紹介 赤石又一郎 満州建築協会 1935

101 1138-1505 満州建築雑誌 第１５巻 第５号 排水装置の通氣管 川井廣胖 満州建築協会 1935

101 1138-1505 満州建築雑誌 第１５巻 第５号 設計計算書 高橋守一 満州建築協会 1935

102 1138-1506 満州建築雑誌 第１５巻 第６号 反復合成法に依る矩形ラーメンの實用解法に就いて（２） 鷲尾健三 満州建築協会 1935

102 1138-1506 満州建築雑誌 第１５巻 第６号 滿洲の洋風建築とその庭園樹木 佐藤潤平 満州建築協会 1935

102 1138-1506 満州建築雑誌 第１５巻 第６号 小住宅の構成（３） 山崎忠夫 満州建築協会 1935

102 1138-1506 満州建築雑誌 第１５巻 第６号 淸潔な便所 川井廣胖 満州建築協会 1935

102 1138-1506 満州建築雑誌 第１５巻 第６号 北鎭廟略記 村田治郎 満州建築協会 1935

102 1138-1506 満州建築雑誌 第１５巻 第６号 電氣熔接總徑間40ｍ０倉庫架構設計計算書（２） 高橋守一 満州建築協会 1935

103 1138-1507 満州建築雑誌 第１５巻 第７号 都市建築に對する指導機關を要望す 岡大路 満州建築協会 1935

103 1138-1507 満州建築雑誌 第１５巻 第７号 反復合成法に依る矩形ラーメンの實用解法に就いて（３） 鷲尾健三 満州建築協会 1935

103 1138-1507 満州建築雑誌 第１５巻 第７号 小住宅の構成（４） 山崎忠夫 満州建築協会 1935

103 1138-1507 満州建築雑誌 第１５巻 第７号 浪花鮓冷風装置と一般冷房装置に就て
第一工業株式
會社設計部

満州建築協会 1935

103 1138-1507 満州建築雑誌 第１５巻 第７号 日本瓦の歴史 岩田敬二郎 満州建築協会 1935

104 1138-1508 満州建築雑誌 第１５巻 第８号 信念に邁進せよ 岡大路 満州建築協会 1935

104 1138-1508 満州建築雑誌 第１５巻 第８号 凝着材試考（１） 山崎長七 満州建築協会 1935

104 1138-1508 満州建築雑誌 第１５巻 第８号 奉天福陵の歴史 村田治郎 満州建築協会 1935

104 1138-1508 満州建築雑誌 第１５巻 第８号 建築金具用靑銅と着色法に就いて 岩田敬二郎 満州建築協会 1935

104 1138-1508 満州建築雑誌 第１５巻 第８号 小住宅の構成（５） 山崎忠夫 満州建築協会 1935

104 1138-1508 満州建築雑誌 第１５巻 第８号 保健上から見た滿洲の住宅 三浦運一 満州建築協会 1935

104 1138-1508 満州建築雑誌 第１５巻 第８号 「都市と廣告と便所」に就いて 池田官治 満州建築協会 1935

105 1138-1509 満州建築雑誌 第１５巻 第９号 永住觀念への住宅政策 岡大路 満州建築協会 1935

105 1138-1509 満州建築雑誌 第１５巻 第９号 建築材料の試驗報告 布施忠司 満州建築協会 1935

105 1138-1509 満州建築雑誌 第１５巻 第９号 現今塗料の系統とその性能 大高淸作 満州建築協会 1935

105 1138-1509 満州建築雑誌 第１５巻 第９号
凝着材試考 "Referencial Article for the Testing of the
Cementing Materials"(No.2)

山崎長七 満州建築協会 1935

105 1138-1509 満州建築雑誌 第１５巻 第９号 矩形架構の圖表近似計算 草野美男 満州建築協会 1935

105 1138-1509 満州建築雑誌 第１５巻 第９号 『テラコツタ』新装飾法 岩田敬二郎 満州建築協会 1935

105 1138-1509 満州建築雑誌 第１５巻 第９号 煖房用簡易給炭機 川井廣胖 満州建築協会 1935

105 1138-1509 満州建築雑誌 第１５巻 第９号 現代建築工事界の一斷面 白龍生 満州建築協会 1935

105 1138-1509 満州建築雑誌 第１５巻 第９号 浪花鮓冷煖房装置説明
第一工業株式
會社出張所設

満州建築協会 1935

106 1138-1510 満州建築雑誌 第１５巻 第１０号 鐵筋コンクリート構造 部材速定圖表（１）
大塚剛三
武藤於莵

満州建築協会 1935

106 1138-1510 満州建築雑誌 第１５巻 第１０号 マルクス ”菱目構造床組の理論” 赤石又一郎 満州建築協会 1935

106 1138-1510 満州建築雑誌 第１５巻 第１０号 燒固食鹽釉下水管とコンクリート下水管 岩田敬一郎 満州建築協会 1935

106 1138-1510 満州建築雑誌 第１５巻 第１０号
凝着材試考 "Referencial Article for the Testing of the
Cementing Materials"(No.3)

山崎長七 満州建築協会 1935

106 1138-1510 満州建築雑誌 第１５巻 第１０号 蒸汽煖房と温水煖房との見分け方 川井廣胖 満州建築協会 1935

106 1138-1510 満州建築雑誌 第１５巻 第１０号 設計メモランダ 荒井善治 満州建築協会 1935

107 1138-1511 満州建築雑誌 第１５巻 第１１号 基礎工に就いて 永野紋三郎 満州建築協会 1935

107 1138-1511 満州建築雑誌 第１５巻 第１１号 今後の都市計畫に就いて 白龍生 満州建築協会 1935
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107 1138-1511 満州建築雑誌 第１５巻 第１１号 鐵筋コンクリート構造 部材速定圖表（２）
大塚剛三 / 武
藤於莵

満州建築協会 1935

107 1138-1511 満州建築雑誌 第１５巻 第１１号 囘轉潜函に據る基礎築造法 眞鍋簡好 譯 満州建築協会 1935

107 1138-1511 満州建築雑誌 第１５巻 第１１号
凝着材試考 "Referencial Article for the Testing of the
Cementing Materials"(No.4)

山崎長七 満州建築協会 1935

108 1138-1512 満州建築雑誌 第１５巻 第１２号 建築諸會、連絡提携への進展 岡大路 満州建築協会 1935

108 1138-1512 満州建築雑誌 第１５巻 第１２号 設計風荷重に就て 賀屋好男 満州建築協会 1935

108 1138-1512 満州建築雑誌 第１５巻 第１２号 米國に於けるPWAの集合住宅計畫 大塚剛三 満州建築協会 1935

108 1138-1512 満州建築雑誌 第１５巻 第１２号
凝着材試考 "Referencial Article for the Testing of the
Cementing Materials"(No.5)

山崎長七 満州建築協会 1935

182 1138-1513 満州建築雑誌 第１５巻 臨時増刊号 寒中コンクリートの施行法 布施忠司 満州建築協会 1935

109 1138-1601 満州建築雑誌 第１６巻 第１号 凝着材試考 山崎長七 満州建築協会 1936

109 1138-1601 満州建築雑誌 第１６巻 第１号 昭和十一年々頭所感 岡大路 満州建築協会 1936

109 1138-1601 満州建築雑誌 第１６巻 第１号 建築基礎としての氣力潜函（一） 眞鍋簡好 満州建築協会 1936

109 1138-1601 満州建築雑誌 第１６巻 第１号 滿洲に於ける住宅の衛生學的研究概要 田中良太郎 満州建築協会 1936

109 1138-1601 満州建築雑誌 第１６巻 第１号 室内空氣の調節法に就て 大浦徳身 満州建築協会 1936

109 1138-1601 満州建築雑誌 第１６巻 第１号 凝着材試考 山崎長七 満州建築協会 1936

109 1138-1601 満州建築雑誌 第１６巻 第１号 建築と社會相 白龍生 満州建築協会 1936

110 1138-1602 満州建築雑誌 第１６巻 第２号 職制と人材 岡大路 満州建築協会 1936

110 1138-1602 満州建築雑誌 第１６巻 第２号 撫順城廓考 田中國盆 満州建築協会 1936

110 1138-1602 満州建築雑誌 第１６巻 第２号
滿洲に於ける住居の衛生學的研究概要（二）一般在滿邦
人家屋の換氣暖房に關する衛生學的研究

田中良太郎 満州建築協会 1936

110 1138-1602 満州建築雑誌 第１６巻 第２号 建築基礎としての氣力潜函（二） 眞鍋簡好 満州建築協会 1936

110 1138-1602 満州建築雑誌 第１６巻 第２号 鐵筋コンクリート構造部材速定圖表（３）
大塚剛三 / 武
藤於莵

満州建築協会 1936

110 1138-1602 満州建築雑誌 第１６巻 第２号 都市と建築と色彩に就いて 池田官治 満州建築協会 1936

111 1138-1603 満州建築雑誌 第１６巻 第３号 工を急く可し、急く可らず 岡大路 満州建築協会 1936

111 1138-1603 満州建築雑誌 第１６巻 第３号 計算圖譜に就て 有松正道 満州建築協会 1936

111 1138-1603 満州建築雑誌 第１６巻 第３号 鐵筋コンクリート構造部材速定圖表（４）
大塚剛三 / 武
藤於莵

満州建築協会 1936

111 1138-1603 満州建築雑誌 第１６巻 第３号 温水煖房に就て 川井廣胖 満州建築協会 1936

111 1138-1603 満州建築雑誌 第１６巻 第３号 凝着材試考（７） 山崎長七 満州建築協会 1936

111 1138-1603 満州建築雑誌 第１６巻 第３号 滿洲に於けるセメント工業と其の將來 田中國盆 満州建築協会 1936

111 1138-1603 満州建築雑誌 第１６巻 第３号 建築家は技術界を統制する事困難なりや 福島福二 満州建築協会 1936

112 1138-1604 満州建築雑誌 第１６巻 第４号 建築沿革を整理するの義務 岡大路 満州建築協会 1936

112 1138-1604 満州建築雑誌 第１６巻 第４号 東支鐵道建築沿革史 哈爾濱支部 満州建築協会 1936

112 1138-1604 満州建築雑誌 第１６巻 第４号 植物装飾シンボル（１） 三室山人 満州建築協会 1936

112 1138-1604 満州建築雑誌 第１６巻 第４号 室内空氣の調節に就て 大浦徳身 満州建築協会 1936

112 1138-1604 満州建築雑誌 第１６巻 第４号 建築基礎としての氣力潜函（３） 眞鍋簡好 満州建築協会 1936

112 1138-1604 満州建築雑誌 第１６巻 第４号 滿人建築従業員の敎育と指導に就て 白龍生 満州建築協会 1936

113 1138-1605 満州建築雑誌 第１６巻 第５号 印度庭園史（１） 桃源冠者 満州建築協会 1936

113 1138-1605 満州建築雑誌 第１６巻 第５号 植物装飾シンボル（２） 三室山人 満州建築協会 1936

113 1138-1605 満州建築雑誌 第１６巻 第５号 建築基礎としての氣力潜函（４） 眞鍋簡好 満州建築協会 1936

113 1138-1605 満州建築雑誌 第１６巻 第５号 凝着材試考（８） 山崎長七 満州建築協会 1936

114 1138-1606 満州建築雑誌 第１６巻 第６号 村田治郎君の壯途を送る 岡大路 満州建築協会 1936

114 1138-1606 満州建築雑誌 第１６巻 第６号 滿洲産生垣植物 佐藤潤平 満州建築協会 1936

114 1138-1606 満州建築雑誌 第１６巻 第６号 秘境熱河の史的考察（一） 篠原健夫 満州建築協会 1936

114 1138-1606 満州建築雑誌 第１６巻 第６号 印度庭園史（２） 桃源冠者 満州建築協会 1936

114 1138-1606 満州建築雑誌 第１６巻 第６号 凝着材試考（９） 山崎長七 満州建築協会 1936

114 1138-1606 満州建築雑誌 第１６巻 第６号 建築基礎としての氣力潜函（５） 眞鍋簡好 満州建築協会 1936

115 1138-1607 満州建築雑誌 第１６巻 第７号 輓近のアパート建築を重視せよ 岡大路 満州建築協会 1936

115 1138-1607 満州建築雑誌 第１６巻 第７号 建築基礎としての氣力潜函（６） 眞鍋簡好 満州建築協会 1936

115 1138-1607 満州建築雑誌 第１６巻 第７号 印度庭園史（３） 桃源冠者 満州建築協会 1936

115 1138-1607 満州建築雑誌 第１６巻 第７号 佳木斯驛舎の構造計畫に就て 賀屋好夫 満州建築協会 1936

115 1138-1607 満州建築雑誌 第１６巻 第７号 秘境熱河の史的考察（二） 篠原健夫 満州建築協会 1936

115 1138-1607 満州建築雑誌 第１６巻 第７号 住居と瓦斯風呂 五十嵐榮一 満州建築協会 1936

115 1138-1607 満州建築雑誌 第１６巻 第７号 現代建築家とヂャーナリズム 白龍生 満州建築協会 1936

116 1138-1608 満州建築雑誌 第１６巻 第８号 近代建築の跛行を如何 岡大路 満州建築協会 1936

116 1138-1608 満州建築雑誌 第１６巻 第８号 建築基礎としての氣力潜函（７） 眞鍋簡好 満州建築協会 1936

116 1138-1608 満州建築雑誌 第１６巻 第８号 凝着材試考（１０） 山崎長七 満州建築協会 1936

116 1138-1608 満州建築雑誌 第１６巻 第８号 秘境熱河の史的考察（３） 篠原健夫 満州建築協会 1936

116 1138-1608 満州建築雑誌 第１６巻 第８号 色燈式交通整理燈に就て（１） 榮隈榮 満州建築協会 1936

117 1138-1609 満州建築雑誌 第１６巻 第９号 相賀、高梨両氏の外遊を送りて 岡大路 満州建築協会 1936

117 1138-1609 満州建築雑誌 第１６巻 第９号 中庭式平面系の起源私考 村田治郎 満州建築協会 1936

117 1138-1609 満州建築雑誌 第１６巻 第９号 印度庭園史（４） 桃源冠者 満州建築協会 1936

117 1138-1609 満州建築雑誌 第１６巻 第９号 北支に於ける土建事業の現勢（１） 眞鍋簡好 満州建築協会 1936

117 1138-1609 満州建築雑誌 第１６巻 第９号 ゲルバー梁の經濟的スパン 鷲尾健三 満州建築協会 1936

117 1138-1609 満州建築雑誌 第１６巻 第９号 凝着材試考（１１） 山崎長七 満州建築協会 1936

117 1138-1609 満州建築雑誌 第１６巻 第９号 色燈式交通整理燈に就て（２） 榮隈榮 満州建築協会 1936

118 1138-1610 満州建築雑誌 第１６巻 第１０号 現代建築の基調 岡大路 満州建築協会 1936

118 1138-1610 満州建築雑誌 第１６巻 第１０号 印度庭園史 桃源冠者 満州建築協会 1936

118 1138-1610 満州建築雑誌 第１６巻 第１０号 北支に於ける土建事業の現勢（２） 眞鍋簡好 満州建築協会 1936

118 1138-1610 満州建築雑誌 第１６巻 第１０号 煖房用喞筒に就て（１） 川井廣胖 満州建築協会 1936

119 1138-1611 満州建築雑誌 第１６巻 第１１号 オランダの彩扉 濱田篤一郎 満州建築協会 1936

119 1138-1611 満州建築雑誌 第１６巻 第１１号 支那宮苑園林史攷 岡大路 満州建築協会 1936

119 1138-1611 満州建築雑誌 第１６巻 第１１号 煖房用喞筒に就て（２） 川井廣胖 満州建築協会 1936

119 1138-1611 満州建築雑誌 第１６巻 第１１号 外遊日誌（１） 相賀兼介 満州建築協会 1936
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120 1138-1612 満州建築雑誌 第１６巻 第１２号 支那宮苑園林史攷（２） 岡大路 満州建築協会 1936

120 1138-1612 満州建築雑誌 第１６巻 第１２号 煖房用トラツプ 川井廣胖 満州建築協会 1936

121 1138-1701 満州建築雑誌 第１７巻 第１号 迎春の辭 岡大路 満州建築協会 1937

121 1138-1701 満州建築雑誌 第１７巻 第１号 寸感 武田五一 満州建築協会 1937

121 1138-1701 満州建築雑誌 第１７巻 第１号 躍進滿洲國の文化と建築 内藤太郎 満州建築協会 1937

121 1138-1701 満州建築雑誌 第１７巻 第１号 支那宮苑園林史攷 岡大路 満州建築協会 1937

121 1138-1701 満州建築雑誌 第１７巻 第１号 支那陶談（１） 下手物庵陶齊 満州建築協会 1937

121 1138-1701 満州建築雑誌 第１７巻 第１号 滿鐵實習當時の思ひ出 中村琢治郎 満州建築協会 1937

121 1138-1701 満州建築雑誌 第１７巻 第１号 所懐 長廣勸一 満州建築協会 1937

121 1138-1701 満州建築雑誌 第１７巻 第１号
凝着材試考 "Referencial Article for the Testing of the
Cementing Materials"(No.１３)

山崎長七 満州建築協会 1937

121 1138-1701 満州建築雑誌 第１７巻 第１号 煖房用トラツプ（２） 川井廣胖 満州建築協会 1937

121 1138-1701 満州建築雑誌 第１７巻 第１号 外遊日記 相賀兼介 満州建築協会 1937

121 1138-1701 満州建築雑誌 第１７巻 第１号 戦跡記念碑 懸賞圖案の審査を終ての感想 岡大路 満州建築協会 1937

122 1138-1702 満州建築雑誌 第１７巻 第２号 支那宮苑園林史攷 岡大路 満州建築協会 1937

122 1138-1702 満州建築雑誌 第１７巻 第２号 支那陶談（２） 陶生 満州建築協会 1937

122 1138-1702 満州建築雑誌 第１７巻 第２号 煖房用トラツプ 川井廣胖 満州建築協会 1937

122 1138-1702 満州建築雑誌 第１７巻 第２号 外遊日記 相賀兼介 満州建築協会 1937

123 1138-1703 満州建築雑誌 第１７巻 第３号 緑化へ、愛樹へ 岡大路 満州建築協会 1937

123 1138-1703 満州建築雑誌 第１７巻 第３号
凝着材試考 "Referencial Article for the Testing of the
Cementing Materials"(No.１４)

山崎長七 満州建築協会 1937

123 1138-1703 満州建築雑誌 第１７巻 第３号 支那陶談（３） 陶生 満州建築協会 1937

123 1138-1703 満州建築雑誌 第１７巻 第３号 支那宮苑園林史攷 岡大路 満州建築協会 1937

123 1138-1703 満州建築雑誌 第１７巻 第３号 外遊日記 相賀兼介 満州建築協会 1937

124 1138-1704 満州建築雑誌 第１７巻 第４号 植木茂君の内地御歸還を送る 岡大路 満州建築協会 1937

124 1138-1704 満州建築雑誌 第１７巻 第４号 外遊管見 村田治郎 満州建築協会 1937

124 1138-1704 満州建築雑誌 第１７巻 第４号 支那陶談（４） 陶生 満州建築協会 1937

124 1138-1704 満州建築雑誌 第１７巻 第４号 家を建てゝ 川井廣胖 満州建築協会 1937

124 1138-1704 満州建築雑誌 第１７巻 第４号 外遊日記 相賀兼介 満州建築協会 1937

124 1138-1704 満州建築雑誌 第１７巻 第４号 監督と請負の問題（青年監督者の為に） 福島福二 満州建築協会 1937

124 1138-1704 満州建築雑誌 第１７巻 第４号 鉄筋混凝土丁形梁の計算圖表 藤原東 満州建築協会 1937

124 1138-1704 満州建築雑誌 第１７巻 第４号 吉林雜記 木滑寛 満州建築協会 1937

125 1138-1705 満州建築雑誌 第１７巻 第５号 奉天分會の設置に就て 岡大路 満州建築協会 1937

125 1138-1705 満州建築雑誌 第１７巻 第５号 支那陶談（５） 陶生 満州建築協会 1937

125 1138-1705 満州建築雑誌 第１７巻 第５号 共同浴場の計算 長倉不二夫 満州建築協会 1937

125 1138-1705 満州建築雑誌 第１７巻 第５号
鉛直荷重を受ける矩形對稱ラーメンの設計用各部曲げ
モーメントに就て（１）

野村一夫 満州建築協会 1937

125 1138-1705 満州建築雑誌 第１７巻 第５号 外遊日記 相賀兼介 満州建築協会 1937

125 1138-1705 満州建築雑誌 第１７巻 第５号 滿鐵建築關係の異動側面觀 北斗生 満州建築協会 1937

126 1138-1706 満州建築雑誌 第１７巻 第６号 建築と熔接 中澤潔 満州建築協会 1937

126 1138-1706 満州建築雑誌 第１７巻 第６号
鉛直荷重を受ける矩形對稱ラーメンの設計用各部曲げ
モーメントに就て（２）

野村一夫 満州建築協会 1937

126 1138-1706 満州建築雑誌 第１７巻 第６号 蒸汽暖房 川井廣胖 満州建築協会 1937

126 1138-1706 満州建築雑誌 第１７巻 第６号 茶ばなし 勝本泰三 満州建築協会 1937

126 1138-1706 満州建築雑誌 第１７巻 第６号 建築と日照 藤原東 満州建築協会 1937

126 1138-1706 満州建築雑誌 第１７巻 第６号 校舎保存管理上の注意竝掃除法 滿鐵學務課 満州建築協会 1937

126 1138-1706 満州建築雑誌 第１７巻 第６号 最近の建築用ペイントに就て
日本ペイント滿
洲販賣株式會

満州建築協会 1937

127 1138-1707 満州建築雑誌 第１７巻 第７号 建築と熔接 中澤潔 満州建築協会 1937

127 1138-1707 満州建築雑誌 第１７巻 第７号 建築随想 宍道七郎 満州建築協会 1937

127 1138-1707 満州建築雑誌 第１７巻 第７号 蒸汽煖房 川井廣胖 満州建築協会 1937

128 1138-1708 満州建築雑誌 第１７巻 第８号 形象藝術と空間藝術 外山卯三郎 満州建築協会 1937

128 1138-1708 満州建築雑誌 第１７巻 第８号
鉛直荷重を受ける矩形對稱ラーメンの設計用各部曲げ
モーメントに就いて（３）

野村一夫 満州建築協会 1937

128 1138-1708 満州建築雑誌 第１７巻 第８号 有鉸静定ラーメンの解法に就いて 鷲尾健三 満州建築協会 1937

128 1138-1708 満州建築雑誌 第１７巻 第８号 建設と熔接 中澤潔 満州建築協会 1937

128 1138-1708 満州建築雑誌 第１７巻 第８号 建築随想 鷲尾健三 満州建築協会 1937

129 1138-1709 満州建築雑誌 第１７巻 第９号 支那宮苑園林史攷 岡大路 満州建築協会 1937

129 1138-1709 満州建築雑誌 第１７巻 第９号
鉛直荷重を受ける矩形對稱ラーメンの設計用各部曲げ
モーメントに就て（４）

野村一夫 満州建築協会 1937

129 1138-1709 満州建築雑誌 第１７巻 第９号 鐵材の取り合せに就て 畑純一 満州建築協会 1937

129 1138-1709 満州建築雑誌 第１７巻 第９号 建築隋想 小笠原 （日ヘ
ンに午）

満州建築協会 1937

129 1138-1709 満州建築雑誌 第１７巻 第９号 建築随想 くさの・よしを 満州建築協会 1937

130 1138-1710 満州建築雑誌 第１７巻 第１０号 支那宮苑園林史攷 岡大路 満州建築協会 1937

130 1138-1710 満州建築雑誌 第１７巻 第１０号 ランキン土壓公式の一つの導き方 鷲尾健三 満州建築協会 1937

130 1138-1710 満州建築雑誌 第１７巻 第１０号 建築随想 田中良太郎 満州建築協会 1937

130 1138-1710 満州建築雑誌 第１７巻 第１０号 建築随想 T.KIKUCHI 満州建築協会 1937

130 1138-1710 満州建築雑誌 第１７巻 第１０号 滿洲に於ける請負界の急務 池田生 満州建築協会 1937

130 1138-1710 満州建築雑誌 第１７巻 第１０号
鉛直荷重を受ける矩形對稱ラーメンの設計用各部曲げ
モーメントに就て（５）

野村一夫 満州建築協会 1937

131 1138-1711 満州建築雑誌 第１７巻 第１１号 支那宮苑園林史攷 岡大路 満州建築協会 1937

131 1138-1711 満州建築雑誌 第１７巻 第１１号 北支の鐵道と資源 田中國盆 満州建築協会 1937

131 1138-1711 満州建築雑誌 第１７巻 第１１号 日本板硝子工業の大陸進出と昌光硝子 木船要太郎 満州建築協会 1937

131 1138-1711 満州建築雑誌 第１７巻 第１１号 建築随想 盆邑義夫 満州建築協会 1937

131 1138-1711 満州建築雑誌 第１７巻 第１１号 電球の出來る迄 榮隈榮 満州建築協会 1937

132 1138-1712 満州建築雑誌 第１７巻 第１２号 支那宮苑園林史攷 岡大路 満州建築協会 1937

132 1138-1712 満州建築雑誌 第１７巻 第１２号 滿洲現場勞力の一統計 岩崎吉太郎 満州建築協会 1937

132 1138-1712 満州建築雑誌 第１７巻 第１２号 建築随想 牧野正巳 満州建築協会 1937

133 1138-1801 満州建築雑誌 第１８巻 第１号 昭和13年年頭所感 岡大路 満州建築協会 1938
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133 1138-1801 満州建築雑誌 第１８巻 第１号 戌寅の新年に際して 武田五一 満州建築協会 1938

133 1138-1801 満州建築雑誌 第１８巻 第１号 昭和13年を迎へて 植木茂 満州建築協会 1938

133 1138-1801 満州建築雑誌 第１８巻 第１号 實行と準備 淺田繁男 満州建築協会 1938

133 1138-1801 満州建築雑誌 第１８巻 第１号 非常時に處する在滿日本人建築家の覺悟 池田官治 満州建築協会 1938

133 1138-1801 満州建築雑誌 第１８巻 第１号 美術思想の普及 高見嘉十 満州建築協会 1938

133 1138-1801 満州建築雑誌 第１８巻 第１号 鋼材節約と鐵筋コンクリート 坂靜雄 満州建築協会 1938

133 1138-1801 満州建築雑誌 第１８巻 第１号 支那宮苑園林史攷 岡大路 満州建築協会 1938

133 1138-1801 満州建築雑誌 第１８巻 第１号 建築随想 白石博三 満州建築協会 1938

133 1138-1801 満州建築雑誌 第１８巻 第１号 建築随想 矢崎高儀 満州建築協会 1938

133 1138-1801 満州建築雑誌 第１８巻 第１号 幾何學的文樣のシンボル 三室山人 満州建築協会 1938

134 1138-1802 満州建築雑誌 第１８巻 第２号 人爲文物樣のシンボル（上） 三室山人 満州建築協会 1938

134 1138-1802 満州建築雑誌 第１８巻 第２号 三越大連支店新築工事施工状況 筑木善作 満州建築協会 1938

134 1138-1802 満州建築雑誌 第１８巻 第２号 暖房の概念 川井廣胖 満州建築協会 1938

134 1138-1802 満州建築雑誌 第１８巻 第２号 建築随想 青山忠雄 満州建築協会 1938

134 1138-1802 満州建築雑誌 第１８巻 第２号 建築随想 柳田信吉 満州建築協会 1938

135 1138-1803 満州建築雑誌 第１８巻 第３号 人爲文物樣のシンボル（下） 三室山人 満州建築協会 1938

135 1138-1803 満州建築雑誌 第１８巻 第３号 支那宮苑園林史攷 岡大路 満州建築協会 1938

135 1138-1803 満州建築雑誌 第１８巻 第３号 随感（１） 長廣勸一 満州建築協会 1938

135 1138-1803 満州建築雑誌 第１８巻 第３号 滿洲建康住居の構成（１）
濱田義男
山崎忠夫

満州建築協会 1938

135 1138-1803 満州建築雑誌 第１８巻 第３号 北支視察所感 森田精造 満州建築協会 1938

135 1138-1803 満州建築雑誌 第１８巻 第３号 關東州防空關係法令の説明 泉田薫 満州建築協会 1938

135 1138-1803 満州建築雑誌 第１８巻 第３号 「鐵筋コンクリート平面と曲面の構造」の紹介 赤石又一郎 満州建築協会 1938

135 1138-1803 満州建築雑誌 第１８巻 第３号 審査所感 笠原敏郎 満州建築協会 1938

136 1138-1804 満州建築雑誌 第１８巻 第４号 支那宮苑園林史攷 岡大路 満州建築協会 1938

136 1138-1804 満州建築雑誌 第１８巻 第４号 滿洲健康住居の構成（２）
濱田義男
山崎忠夫

満州建築協会 1938

136 1138-1804 満州建築雑誌 第１８巻 第４号 振動打コンクリートに就て John.Jucker. 満州建築協会 1938

136 1138-1804 満州建築雑誌 第１８巻 第４号 彈性リング（Elastic Ring） 野村一夫 満州建築協会 1938

136 1138-1804 満州建築雑誌 第１８巻 第４号 建築随想 小園貞助 満州建築協会 1938

136 1138-1804 満州建築雑誌 第１８巻 第４号 建築家の藝術觀念に就いて 池田官治 満州建築協会 1938

136 1138-1804 満州建築雑誌 第１８巻 第４号 關東州州計畫令に就いて 金谷榮治郎 満州建築協会 1938

137 1138-1805 満州建築雑誌 第１８巻 第５号 動物文樣のシンボル（上） 村田治郎 満州建築協会 1938

137 1138-1805 満州建築雑誌 第１８巻 第５号 應力法に依る矩形ラーメンの機械的數表計算法 岩崎吉太郎 満州建築協会 1938

137 1138-1805 満州建築雑誌 第１８巻 第５号 滿洲健康住居の構成（２）
濱田義男
山崎忠夫

満州建築協会 1938

137 1138-1805 満州建築雑誌 第１８巻 第５号 上海視察行（１） 鷲尾健三 満州建築協会 1938

137 1138-1805 満州建築雑誌 第１８巻 第５号 随感（２） 長廣勸一 満州建築協会 1938

137 1138-1805 満州建築雑誌 第１８巻 第５号 建築随想 太田宗太郎 満州建築協会 1938

137 1138-1805 満州建築雑誌 第１８巻 第５号 支那宮苑園林史攷 岡大路 満州建築協会 1938

138 1138-1806 満州建築雑誌 第１８巻 第６号 滿洲國法衙廳舎設計要項 牧野正巳 満州建築協会 1938

138 1138-1806 満州建築雑誌 第１８巻 第６号 上海視察行（２） 鷲尾健三 満州建築協会 1938

138 1138-1806 満州建築雑誌 第１８巻 第６号 建築随想 谷口素綠 満州建築協会 1938

138 1138-1806 満州建築雑誌 第１８巻 第６号 随感（３） 長廣勸一 満州建築協会 1938

139 1138-1807 満州建築雑誌 第１８巻 第７号 上海視察行（３） 鷲尾健三 満州建築協会 1938

139 1138-1807 満州建築雑誌 第１８巻 第７号 カッヘルオーフェンに就いて（１）
田中良太郎
前田敏男

満州建築協会 1938

139 1138-1807 満州建築雑誌 第１８巻 第７号 建築随想 宗像圭一 満州建築協会 1938

139 1138-1807 満州建築雑誌 第１８巻 第７号 在來の土木學都市計畫を精算して新なる都市計畫へ（１） 池田官治 満州建築協会 1938

140 1138-1808 満州建築雑誌 第１８巻 第８号 關東神宮の御造營 岡大路 満州建築協会 1938

140 1138-1808 満州建築雑誌 第１８巻 第８号 上海視察行（４） 鷲尾健三 満州建築協会 1938

140 1138-1808 満州建築雑誌 第１８巻 第８号 カッヘルオーフェンに就いて（２）
田中良太郎
前田敏男

満州建築協会 1938

140 1138-1808 満州建築雑誌 第１８巻 第８号 建築随想 島田吉郎 満州建築協会 1938

140 1138-1808 満州建築雑誌 第１８巻 第８号 在來の土木學都市計畫を精算して新なる都市計畫へ（２） 池田官治 満州建築協会 1938

141 1138-1809 満州建築雑誌 第１８巻 第９号 動物文樣のシンボル（下） 村田治郎 満州建築協会 1938

141 1138-1809 満州建築雑誌 第１８巻 第９号 僞装と建築 星野昌一 満州建築協会 1938

141 1138-1809 満州建築雑誌 第１８巻 第９号 上海視察行（５） 鷲尾健三 満州建築協会 1938

142 1138-1810 満州建築雑誌 第１８巻 第１０号 上海視察行（６） 鷲尾健三 満州建築協会 1938

142 1138-1810 満州建築雑誌 第１８巻 第１０号 僞装に關する一考察 石橋航空官 満州建築協会 1938

142 1138-1810 満州建築雑誌 第１８巻 第１０号 僞装迷彩に關する参考 石橋航空官 満州建築協会 1938

142 1138-1810 満州建築雑誌 第１８巻 第１０号 独逸に於ける防空防火對策 東京市企畫部 満州建築協会 1938

142 1138-1810 満州建築雑誌 第１８巻 第１０号 建築随想 白石博三 満州建築協会 1938

143 1138-1811 満州建築雑誌 第１８巻 第１１号 滿洲建築所感 笠原敏郎 満州建築協会 1938

143 1138-1811 満州建築雑誌 第１８巻 第１１号 上海視察行（７） 鷲尾健三 満州建築協会 1938

144 1138-1812 満州建築雑誌 第１８巻 第１２号 大連市公會堂設計圖案懸賞応募に就て 菊池武之介 満州建築協会 1938

144 1138-1812 満州建築雑誌 第１８巻 第１２号 斷熱窓硝子 S.S 満州建築協会 1938

144 1138-1812 満州建築雑誌 第１８巻 第１２号 上海視察行（８） 鷲尾健三 満州建築協会 1938

144 1138-1812 満州建築雑誌 第１８巻 第１２号 強度改正に依る計算圖譜に就て 有松正道 満州建築協会 1938

145 1138-1901 満州建築雑誌 第１９巻 第１号 昭和14年々頭所感 岡大路 満州建築協会 1939

145 1138-1901 満州建築雑誌 第１９巻 第１号 建築時感 岸田日出刀 満州建築協会 1939

145 1138-1901 満州建築雑誌 第１９巻 第１号 北滿の移民村及び青年義勇隊訓練所を視察して 佐藤武夫 満州建築協会 1939

145 1138-1901 満州建築雑誌 第１９巻 第１号 廿七年振りの滿洲 山田醇 満州建築協会 1939

145 1138-1901 満州建築雑誌 第１９巻 第１号 國立研究調査研究機關設立に就て 長廣勸一 満州建築協会 1939
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145 1138-1901 満州建築雑誌 第１９巻 第１号 離れて眺めて 川邊鋼 満州建築協会 1939

145 1138-1901 満州建築雑誌 第１９巻 第１号 時局將來の見透しと建築技術者の對策を考へる 淺田繁男 満州建築協会 1939

145 1138-1901 満州建築雑誌 第１９巻 第１号 大連市公會堂懸賞設計競技審査報告 佐藤武夫 満州建築協会 1939

145 1138-1901 満州建築雑誌 第１９巻 第１号 滿洲國の建築取締概況 牧野正巳 満州建築協会 1939

145 1138-1901 満州建築雑誌 第１９巻 第１号 小學校を通して見たる内地人の滿洲發展 白井生 満州建築協会 1939

145 1138-1901 満州建築雑誌 第１９巻 第１号 随感 池田官治 満州建築協会 1939

145 1138-1901 満州建築雑誌 第１９巻 第１号 双葉學院新築工事報告書 川島令造 満州建築協会 1939

145 1138-1901 満州建築雑誌 第１９巻 第１号 ハイポイント２號 白石博三 満州建築協会 1939

145 1138-1901 満州建築雑誌 第１９巻 第１号 資料紹介 白石博三 満州建築協会 1939

146 1138-1902 満州建築雑誌 第１９巻 第２号 滿洲材使用木構造の計算資料 室井修 満州建築協会 1939

146 1138-1902 満州建築雑誌 第１９巻 第２号 某敷地地耐力試驗報告書 鷹野一雄 満州建築協会 1939

146 1138-1902 満州建築雑誌 第１９巻 第２号 建築に於ける硝子（１） 島崎生 満州建築協会 1939

146 1138-1902 満州建築雑誌 第１９巻 第２号 建築統制緊急措置に就いて 齋藤重一 満州建築協会 1939

146 1138-1902 満州建築雑誌 第１９巻 第２号 随想 鷲尾健三 満州建築協会 1939

146 1138-1902 満州建築雑誌 第１９巻 第２号 滿洲建築の科學的向上の態勢 田中良太郎 満州建築協会 1939

146 1138-1902 満州建築雑誌 第１９巻 第２号 防空都市計畫上より觀たる防護施設概要 東京市役所 満州建築協会 1939

146 1138-1902 満州建築雑誌 第１９巻 第２号 思出 永吉建 満州建築協会 1939

147 1138-1903 満州建築雑誌 第１９巻 第３号 通州の佛塔 村田治郎 満州建築協会 1939

147 1138-1903 満州建築雑誌 第１９巻 第３号 燕の籠城と龍騰苑 岡大路 満州建築協会 1939

147 1138-1903 満州建築雑誌 第１９巻 第３号 建築に於ける硝子（２） 島崎生 満州建築協会 1939

147 1138-1903 満州建築雑誌 第１９巻 第３号 墓地と墓碑の一考察 池田生 満州建築協会 1939

147 1138-1903 満州建築雑誌 第１９巻 第３号 防空都市計畫上より觀たる防護施設概要 東京市役所 満州建築協会 1939

148 1138-1904 満州建築雑誌 第１９巻 第４号 名古屋ホテル火災被害調査報告
建築學會新京
支部災害調査
委員會

満州建築協会 1939

148 1138-1904 満州建築雑誌 第１９巻 第４号 滿洲建築愚感 松木源次郎 満州建築協会 1939

148 1138-1904 満州建築雑誌 第１９巻 第４号 建築に於ける硝子（３） 島崎生 満州建築協会 1939

149 1138-1905 満州建築雑誌 第１９巻 第５号 北滿都市住宅試案に就て 矢崎高儀 満州建築協会 1939

149 1138-1905 満州建築雑誌 第１９巻 第５号 滿洲に於ける非常時荷重に就て 室井修 満州建築協会 1939

149 1138-1905 満州建築雑誌 第１９巻 第５号 奉天舊附屬地に於ける建築の沿革 柳本彌三郎 満州建築協会 1939

149 1138-1905 満州建築雑誌 第１９巻 第５号 偶感 鷲尾健三 満州建築協会 1939

149 1138-1905 満州建築雑誌 第１９巻 第５号 煉瓦の種類及び積算に就て 小野曠 満州建築協会 1939

149 1138-1905 満州建築雑誌 第１９巻 第５号 建築に於ける硝子（４） 島崎生 満州建築協会 1939

150 1138-1906 満州建築雑誌 第１９巻 第６号 煉瓦造墻壁の計算（その１） 室井修 満州建築協会 1939

150 1138-1906 満州建築雑誌 第１９巻 第６号 二鉸接圓形アーチの一算例
居石勇 / 山口
良眞

満州建築協会 1939

150 1138-1906 満州建築雑誌 第１９巻 第６号 建築に於ける硝子（５） 島崎生 満州建築協会 1939

151 1138-1907 満州建築雑誌 第１９巻 第７号 本會現實の問題 岡大路 満州建築協会 1939

151 1138-1907 満州建築雑誌 第１９巻 第７号 竝び大名の辭 湯本三郎 満州建築協会 1939

151 1138-1907 満州建築雑誌 第１９巻 第７号 住宅と愛國の不可分に就いて 矢崎高儀 満州建築協会 1939

151 1138-1907 満州建築雑誌 第１９巻 第７号 凍害實例に就いて 秀島乾 満州建築協会 1939

151 1138-1907 満州建築雑誌 第１９巻 第７号 鐵骨工事に於ける鐵材數量に關する一資料 岩崎生 満州建築協会 1939

151 1138-1907 満州建築雑誌 第１９巻 第７号 鉛直荷重風壓の應力係數に依る木造小屋組計算法 古賀光久 満州建築協会 1939

152 1138-1908 満州建築雑誌 第１９巻 第８号 大連敷島町に於ける倒潰家屋に就て
小園貞助
齋藤重一
後藤鴇次郎

満州建築協会 1939

152 1138-1908 満州建築雑誌 第１９巻 第８号
滿鐵鐵道總局工務局建築課昭和14年４月制定建物基礎
深度表説明書

鐵道總局工務
局建築課

満州建築協会 1939

152 1138-1908 満州建築雑誌 第１９巻 第８号 煉瓦造墻壁の計算（その２） 室井修 満州建築協会 1939

152 1138-1908 満州建築雑誌 第１９巻 第８号 滿洲産煉瓦の強度に就いて 矢崎高儀 満州建築協会 1939

152 1138-1908 満州建築雑誌 第１９巻 第８号 建築に於ける硝子（５） 島崎生 満州建築協会 1939

153 1138-1909 満州建築雑誌 第１９巻 第９号 建築物竝びに杭の凍上量測定結果に就て 高林利秋 満州建築協会 1939

153 1138-1909 満州建築雑誌 第１９巻 第９号 關東州に於ける地下凍結深度表 小園貞助 満州建築協会 1939

153 1138-1909 満州建築雑誌 第１９巻 第９号 偶感 中山克己 満州建築協会 1939

153 1138-1909 満州建築雑誌 第１９巻 第９号 七都市の體育館施設に就て 中山克己 満州建築協会 1939

153 1138-1909 満州建築雑誌 第１９巻 第９号 新京體育館設計要旨 宮地二郎 満州建築協会 1939

153 1138-1909 満州建築雑誌 第１９巻 第９号 新京神武殿建設設計要旨 宮地二郎 満州建築協会 1939

153 1138-1909 満州建築雑誌 第１９巻 第９号
記念館と體育館との結合－奉天大山記念會館計畫設計案
について－

福永祥良 満州建築協会 1939

153 1138-1909 満州建築雑誌 第１９巻 第９号 ２つの綜合運動競技場計畫について 中山克己 満州建築協会 1939

153 1138-1909 満州建築雑誌 第１９巻 第９号 體育館寸描 高原一秀 満州建築協会 1939

153 1138-1909 満州建築雑誌 第１９巻 第９号 随筆 桃源冠者 満州建築協会 1939

153 1138-1909 満州建築雑誌 第１９巻 第９号 建築に於ける硝子（６） 島崎生 満州建築協会 1939

154 1138-1910 満州建築雑誌 第１９巻 第１０号 煉瓦構造の臥梁に就いて 矢崎高儀 満州建築協会 1939

154 1138-1910 満州建築雑誌 第１９巻 第１０号 煉瓦造墻壁の計算（その３） 室井修 満州建築協会 1939

154 1138-1910 満州建築雑誌 第１９巻 第１０号 TVAの計畫（地方計畫の１例） 宍道七郎 満州建築協会 1939

154 1138-1910 満州建築雑誌 第１９巻 第１０号 建築に於ける硝子（７） 島崎生 満州建築協会 1939

155 1138-1911 満州建築雑誌 第１９巻 第１１号 新大陸建築の樹立へ 渡刈雄 満州建築協会 1939

155 1138-1911 満州建築雑誌 第１９巻 第１１号 獨逸國有鐵道旅客驛本屋（１） 福留繁 満州建築協会 1939

155 1138-1911 満州建築雑誌 第１９巻 第１１号 南嶺 牧野正己 満州建築協会 1939

156 1138-1912 満州建築雑誌 第１９巻 第１２号 煉瓦造墻壁の計算（その４） 室井修 満州建築協会 1939

156 1138-1912 満州建築雑誌 第１９巻 第１２号 随筆（桃源冠者）を讀みて 杉寅次郎 満州建築協会 1939

156 1138-1912 満州建築雑誌 第１９巻 第１２号 獨逸國有鐵道旅客驛本屋（その２） 福留繁 満州建築協会 1939

157 1138-2001 満州建築雑誌 第２０巻 第１号 皇紀二千六百年の新春を迎ふ 岡大路 満州建築協会 1940

157 1138-2001 満州建築雑誌 第２０巻 第１号 新京特別市に於ける住宅難の實相 牧野正己 満州建築協会 1940

157 1138-2001 満州建築雑誌 第２０巻 第１号 太原に於けるアーチ構造の試み 大谷弘 満州建築協会 1940

157 1138-2001 満州建築雑誌 第２０巻 第１号 建築士の問題に就いて 宍道七郎 満州建築協会 1940
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157 1138-2001 満州建築雑誌 第２０巻 第１号 専門家の随筆 白石博三 満州建築協会 1940

157 1138-2001 満州建築雑誌 第２０巻 第１号 時々偶感 藥師神賢一 満州建築協会 1940

157 1138-2001 満州建築雑誌 第２０巻 第１号 獨房迎春 岩崎吉太郎 満州建築協会 1940

158 1138-2002 満州建築雑誌 第２０巻 第２号 新京特別市に於ける住宅難の實相（その２） 牧野正己 満州建築協会 1940

158 1138-2002 満州建築雑誌 第２０巻 第２号 拜泉縣城の大火災とその復興事業について 矢崎高儀 満州建築協会 1940

158 1138-2002 満州建築雑誌 第２０巻 第２号 露西亞式ペチカに就いて（１）
哈爾濱鐵道局
工務課建築係

満州建築協会 1940

158 1138-2002 満州建築雑誌 第２０巻 第２号 土建職工養成の急務 附、土建現業技工養成所設立案 尾山貫一 満州建築協会 1940

159 1138-2003 満州建築雑誌 第２０巻 第３号 鐵筋コンクリート蔵「石灰槽」の設計 室井修 満州建築協会 1940

159 1138-2003 満州建築雑誌 第２０巻 第３号 關東州州計畫と關東州州計畫令施行規則に就いて 伊藤鉀太郎 満州建築協会 1940

159 1138-2003 満州建築雑誌 第２０巻 第３号 大連工業學校建築科概要 武藤綾男 満州建築協会 1940

159 1138-2003 満州建築雑誌 第２０巻 第３号 男子獨身舎－南湖寮に就いて 島村武夫 満州建築協会 1940

159 1138-2003 満州建築雑誌 第２０巻 第３号 大連市に於ける昭和14年の建築許可に就て 齋藤重一 満州建築協会 1940

159 1138-2003 満州建築雑誌 第２０巻 第３号 装飾としての硝子（１） 島崎生 満州建築協会 1940

160 1138-2004 満州建築雑誌 第２０巻 第４号 木造小屋組部材比率關係と綜合計算法 古賀光久 満州建築協会 1940

160 1138-2004 満州建築雑誌 第２０巻 第４号 装飾としての硝子（２）

Raymond
McGrath and
A.C.Forst / 島
崎生

満州建築協会 1940

161 1138-2005 満州建築雑誌 第２０巻 第５号 建築に於ける熔接の展望 鶴田明 満州建築協会 1940

161 1138-2005 満州建築雑誌 第２０巻 第５号 厚さ一定ならざる水槽壁の解法 香取禮三 満州建築協会 1940

162 1138-2006 満州建築雑誌 第２０巻 第６号 ロシア農村住宅 「粘土と粗朶の家」（１） 田中良太郎 満州建築協会 1940

162 1138-2006 満州建築雑誌 第２０巻 第６号 露西亞式ペチカに就いて（１）
哈爾濱鐵道局
工務課建築係

満州建築協会 1940

162 1138-2006 満州建築雑誌 第２０巻 第６号 随筆リレー“滿洲建築の夢を語る” 創亞建築聯盟
同人

満州建築協会 1940

162 1138-2006 満州建築雑誌 第２０巻 第６号 紹介の辭 牧野正巳 満州建築協会 1940

162 1138-2006 満州建築雑誌 第２０巻 第６号 “滿洲の厚生建築論” 福永祥良 満州建築協会 1940

1138-2006 満州建築雑誌 第２０巻 第６号 木造小屋組部材比率關係と綜合計算法（２） 古賀光久 満州建築協会 1940

163 1138-2007 満州建築雑誌 第２０巻 第７号 ロシア農村住宅 「粘土と粗朶の家」（２） 田中良太郎 満州建築協会 1940

163 1138-2007 満州建築雑誌 第２０巻 第７号
防空を目的とする硝子及その處理に就いて（硝子の保護と
硝子破片の防禦）

島崎生 満州建築協会 1940

163 1138-2007 満州建築雑誌 第２０巻 第７号 工業建築
C.G.Holme / 室
井修

満州建築協会 1940

163 1138-2007 満州建築雑誌 第２０巻 第７号 滿洲住形式の根底 藤井定 満州建築協会 1940

164 1138-2008 満州建築雑誌 第２０巻 第８号 謹而詔書の聖旨を奉戴す 岡大路 満州建築協会 1940

164 1138-2008 満州建築雑誌 第２０巻 第８号 簡易家屋懸賞の發表に當りて 岡大路 満州建築協会 1940

164 1138-2008 満州建築雑誌 第２０巻 第８号 選後感 菊池武之介 満州建築協会 1940

164 1138-2008 満州建築雑誌 第２０巻 第８号 簡易家屋構造随想 淺田繁男 満州建築協会 1940

164 1138-2008 満州建築雑誌 第２０巻 第８号 家屋構造の必要限度を確保したい 荒木正利 満州建築協会 1940

164 1138-2008 満州建築雑誌 第２０巻 第８号 選後評 岸重光 満州建築協会 1940

164 1138-2008 満州建築雑誌 第２０巻 第８号 審査概感
矢崎高儀 / 小
野薫 / 石井達
郎

満州建築協会 1940

164 1138-2008 満州建築雑誌 第２０巻 第８号 都市空襲に就て 佐竹中將 満州建築協会 1940

164 1138-2008 満州建築雑誌 第２０巻 第８号 協和住宅 青山忠雄 満州建築協会 1940

164 1138-2008 満州建築雑誌 第２０巻 第８号 建築屋 伊藤鉀太郎 満州建築協会 1940

165 1138-2009 満州建築雑誌 第２０巻 第９号 建築設計機關の機構改革 宗像主一 満州建築協会 1940

165 1138-2009 満州建築雑誌 第２０巻 第９号 煉瓦の適用性と煙突の計算 古賀光久 満州建築協会 1940

165 1138-2009 満州建築雑誌 第２０巻 第９号 [キオスク」 小林貞雄 満州建築協会 1940

165 1138-2009 満州建築雑誌 第２０巻 第９号 夢念夢想 山本良一 満州建築協会 1940

165 1138-2009 満州建築雑誌 第２０巻 第９号 銷夏法 高橋康夫 満州建築協会 1940

166 1138-2010 満州建築雑誌 第２０巻 第１０号 奉天北陵小記 村田治郎 満州建築協会 1940

166 1138-2010 満州建築雑誌 第２０巻 第１０号 アイヌ部落 杉野謙三 満州建築協会 1940

166 1138-2010 満州建築雑誌 第２０巻 第１０号 滿洲農村の構成 高原一秀 満州建築協会 1940

167 1138-2011 満州建築雑誌 第２０巻 第１１号 建築研究機關の擴充 宍道七郎 満州建築協会 1940

167 1138-2011 満州建築雑誌 第２０巻 第１１号 奉天省蓋平縣九塞附近の震害報告
芝村正祐 / 鈴
木哲夫 / 中村
修平

満州建築協会 1940

167 1138-2011 満州建築雑誌 第２０巻 第１１号 熊岳城九塞地方地震被害調査しての感想 高野啓一 満州建築協会 1940

167 1138-2011 満州建築雑誌 第２０巻 第１１号 建築に於ける熔接の展望（２） 鶴田明 満州建築協会 1940

167 1138-2011 満州建築雑誌 第２０巻 第１１号 住宅生産に就て 齋藤繁一 満州建築協会 1940

167 1138-2011 満州建築雑誌 第２０巻 第１１号 善なる建築 佐藤竹雄 満州建築協会 1940

167 1138-2011 満州建築雑誌 第２０巻 第１１号 代用技術 山田榮治郎 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 式辭 岡大路 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 祝辭 三浦直彦 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 祝辭 大村卓一 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 祝辭 別宮秀夫 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 祝辭 貝瀬謹吾 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 祝辭 榊谷仙次郎 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 祝辭 松本豊三 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 祝辭 内田祥三 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 祝辭 片岡安 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 祝辭 笹慶一 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 祝辭 井出薫 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 祝辭 池田譲次 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 祝辭 笠原敏郎 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 祝辭 鈴木正雄 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 祝辭 武村淸 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 祝辭 桑原英治 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 祝辭 小西新一郎 満州建築協会 1940
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168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 祝辭 大村寛蔵 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号
滿洲建築協會20周年記念に際して 設立當初を囘想し初
代會長の功績を讃へ更に本會存立精神の確率を要望す

相賀兼介 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号
滿洲建築協會20周年記念に際して 滿洲建築協會20周年
を祝して

小野武雄 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 茶葉會誌時代 籠田定憲 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 思ひ出 平野綠 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 我等の大先輩に捧ぐ感謝と思出 臼井健三 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 思ひ出 森常太郎 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 装飾としての硝子（３）

Raymond
McGrath and
A.C.Frost / 島
崎生

満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 無題 門間祐太郎 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 時間を持つた夢 五十嵐直雄 満州建築協会 1940

168 1138-2012 満州建築雑誌 第２０巻 第１２号 住宅政策の根本理念 渡苅雄 満州建築協会 1940

169 1138-2107 満州建築雑誌 第２１巻 第７号抜き刷
り

酷寒對策と建築 布施忠司 満州建築協会 1941

170 1138-2201 満州建築雑誌 第２２巻 第１号 新年の辭 岡大路 満州建築協会 1942

170 1138-2201 満州建築雑誌 第２２巻 第１号 科學技術新體制に就いて 桑原英治 満州建築協会 1942

170 1138-2201 満州建築雑誌 第２２巻 第１号
鴨綠江産テウセンマツ、テウセンモミ、テウセンカラマツの
強度試実験報告（１）

布施忠司 / 田
中芳松 / 高尾
忠義 / 高林利
秋

満州建築協会 1942

170 1138-2201 満州建築雑誌 第２２巻 第１号 日射に就て 岩崎吉太郎 満州建築協会 1942

170 1138-2201 満州建築雑誌 第２２巻 第１号 ゆたかなくらし 島崎一三 満州建築協会 1942

171 1138-2202 満州建築雑誌 第２２巻 第２号 科學技術聯合部會の結成と本協會の翼賛 岡大路 満州建築協会 1942

171 1138-2202 満州建築雑誌 第２２巻 第２号 空襲被害率算定に就ての一考察 伊藤甫 満州建築協会 1942

171 1138-2202 満州建築雑誌 第２２巻 第２号 ペチカに關する研究（中） 田中良太郎 満州建築協会 1942

171 1138-2202 満州建築雑誌 第２２巻 第２号
鴨綠江産テウセンマツ、テウセンモミ、テウセンカラマツの
強度試験報告（２）

布施忠司 / 田
中芳松 / 高尾
忠義 / 高林利
秋

満州建築協会 1942

171 1138-2202 満州建築雑誌 第２２巻 第２号 家の住ひ方 棚木一良 満州建築協会 1942

172 1138-2203 満州建築雑誌 第２２巻 第３号 住宅の家賃 －住宅政策の一環としての－ 藤井定 満州建築協会 1942

172 1138-2203 満州建築雑誌 第２２巻 第３号
鴨綠江産テウセンマツ、テウセンモミ、テウセンカラマツの
強度試験報告（３）

布施忠司 / 田
中芳松 / 高尾
忠義 / 高林利
秋

満州建築協会 1942

172 1138-2203 満州建築雑誌 第２２巻 第３号 疊の問題 白石博三 満州建築協会 1942

173 1138-2204 満州建築雑誌 第２２巻 第４号 横井謙介君ヲ弔フ 滿洲建築協會會長弔辭 岡大路 満州建築協会 1942

173 1138-2204 満州建築雑誌 第２２巻 第４号 横井謙介君ヲ弔フ 建築學會々長弔辭 内藤多仲 満州建築協会 1942

173 1138-2204 満州建築雑誌 第２２巻 第４号 横井謙介君ヲ弔フ 關東州建築士會々長弔辭 古賀精敏 満州建築協会 1942

173 1138-2204 満州建築雑誌 第２２巻 第４号 建築家としての横井謙介氏 岡大路 満州建築協会 1942

173 1138-2204 満州建築雑誌 第２２巻 第４号 横井さんを追想して 太田宗太郎 満州建築協会 1942

173 1138-2204 満州建築雑誌 第２２巻 第４号 追憶のまゝに 相賀兼介 満州建築協会 1942

173 1138-2204 満州建築雑誌 第２２巻 第４号 横井先生の死を悼む 園田一郎 満州建築協会 1942

173 1138-2204 満州建築雑誌 第２２巻 第４号 寒地住宅煖房煙突の平面的位置とその燻害現象に就いて 矢崎高儀 満州建築協会 1942

173 1138-2204 満州建築雑誌 第２２巻 第４号 住宅の家賃 －住宅政策の一環としての－（２） 藤井定 満州建築協会 1942

173 1138-2204 満州建築雑誌 第２２巻 第４号 廣告看板の製限 白石博三 満州建築協会 1942

174 1138-2205 満州建築雑誌 第２２巻 第５号 國民住宅論考 藥師神賢一 満州建築協会 1942

174 1138-2205 満州建築雑誌 第２２巻 第５号 建物の配列と空襲危險率に就いて 牧野正巳 満州建築協会 1942

174 1138-2205 満州建築雑誌 第２２巻 第５号 ペチカに關する研究（下） 田中良太郎 満州建築協会 1942

174 1138-2205 満州建築雑誌 第２２巻 第５号
外壁面に受ける日射と内外氣温の變動する壁體の熱傳導
に就いて

岩崎吉太郎 満州建築協会 1942

175 1138-2206 満州建築雑誌 第２２巻 第６号 木造小屋組部材比率關係と綜合計算法（２） 古賀光久 満州建築協会 1942

175 1138-2206 満州建築雑誌 第２２巻 第６号 建築は建築のみの問題に非ず 岡大路 満州建築協会 1942

175 1138-2206 満州建築雑誌 第２２巻 第６号 熱氣式煖房厨爐とその住宅への應用 矢崎高儀 満州建築協会 1942

175 1138-2206 満州建築雑誌 第２２巻 第６号 屋内待避所の位置について 伊藤甫 満州建築協会 1942

175 1138-2206 満州建築雑誌 第２２巻 第６号 帯繋桿横架材を有する「ラーメン」の解法（１） 服部逸治 満州建築協会 1942

176 1138-2207 満州建築雑誌 第２２巻 第７号 室温に及ぼす日射熱量の影響に就いて 岩崎吉太郎 満州建築協会 1942

176 1138-2207 満州建築雑誌 第２２巻 第７号 舊師 武藤綾男 満州建築協会 1942

176 1138-2207 満州建築雑誌 第２２巻 第７号 木造小屋組部材斷面算定と其繼手 服部逸治 満州建築協会 1942

177 1138-2208 満州建築雑誌 第２２巻 第８号 研究奨勵規定としての學術賞設定への要望 鷲尾健三 満州建築協会 1942

177 1138-2208 満州建築雑誌 第２２巻 第８号 新「鐵骨構造計算規準」案と小屋組算の一例 矢崎高儀 満州建築協会 1942

177 1138-2208 満州建築雑誌 第２２巻 第８号 帯繋桿横架材を有する「ラーメン」の解法（２） 服部逸治 満州建築協会 1942

177 1138-2208 満州建築雑誌 第２２巻 第８号 振興國家の建築 －Das Bauen in Neuen Reich （１）
Frau Professor
Gerdy troost /
室井修

満州建築協会 1942

177 1138-2208 満州建築雑誌 第２２巻 第８号 住宅談義 藥師神賢一 満州建築協会 1942

178 1138-2209 満州建築雑誌 第２２巻 第９号 北鎭の雙塔に就いて 吉村孝義 満州建築協会 1942

178 1138-2209 満州建築雑誌 第２２巻 第９号 任意繰返荷重を受ける不静定鋼構造物の耐荷力（１） 赤石又一郎 満州建築協会 1942

178 1138-2209 満州建築雑誌 第２２巻 第９号 住宅問題に就いて －建築局住政處設置に際し－ 鯉沼兵士郎 満州建築協会 1942

178 1138-2209 満州建築雑誌 第２２巻 第９号 大連市内住宅の統計的調査 伊藤甫 / 光田
猛

満州建築協会 1942

178 1138-2209 満州建築雑誌 第２２巻 第９号 マグネシアセメントの製造と性状竝に其の將來性に就いて 梶原政次 満州建築協会 1942

178 1138-2209 満州建築雑誌 第２２巻 第９号 新興國家の建築 －Das Bauen in Neuen Reich （２）
Frau Professor
Gerdy troost /
室井修

満州建築協会 1942

179 1138-2210 満州建築雑誌 第２２巻 第１０号 滿洲建國拾年と建築雑感 岡大路 満州建築協会 1942

179 1138-2210 満州建築雑誌 第２２巻 第１０号 新興國家の建築 －Das Bauen in Neuen Reich （３）
Frau Professor
Gerdy troost /
室井修

満州建築協会 1942
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180 1138-2211 満州建築雑誌 第２２巻 第１１号 滿洲建國拾周年とその建築 岸田日出刀 満州建築協会 1942

180 1138-2211 満州建築雑誌 第２２巻 第１１号 滿洲國の建築に寄す 佐藤武夫 満州建築協会 1942

180 1138-2211 満州建築雑誌 第２２巻 第１１号 建國秘話（内田技士遭難記） 矢崎高儀 満州建築協会 1942

180 1138-2211 満州建築雑誌 第２２巻 第１１号 滿洲住宅供給事業十年の跡 藤井定 満州建築協会 1942

180 1138-2211 満州建築雑誌 第２２巻 第１１号 業界の今昔 笛木英雄 満州建築協会 1942

180 1138-2211 満州建築雑誌 第２２巻 第１１号 大東亞建設博覧會建築 笹倉潔 満州建築協会 1942

181 1138-2212 満州建築雑誌 第２２巻 第１２号 材料の濕氣的性質 宮部宏 満州建築協会 1942

181 1138-2212 満州建築雑誌 第２２巻 第１２号 煉瓦造幕壁のアーチによる支持 鷲尾健三 満州建築協会 1942

181 1138-2212 満州建築雑誌 第２２巻 第１２号 土建工事第一線能力の擴充強化の方途 尾山貫一 満州建築協会 1942

183 1138-2401 満州建築雑誌 第２４巻 第１号 億兆維一心大東亞之春 岡大路 満州建築協会 1944

183 1138-2401 満州建築雑誌 第２４巻 第１号 熱河喇嚇廟 島崎一三 満州建築協会 1944

183 1138-2401 満州建築雑誌 第２４巻 第１号 畳無し住宅から最小限住宅へ 郡菊夫 満州建築協会 1944

183 1138-2401 満州建築雑誌 第２４巻 第１号 聖戰下建築技術者の覺悟 佐々木俊夫 満州建築協会 1944

183 1138-2401 満州建築雑誌 第２４巻 第１号 空襲危險率 伊藤甫 満州建築協会 1944

183 1138-2401 満州建築雑誌 第２４巻 第１号 弧形床版に就いて 内藤資忠 満州建築協会 1944

183 1138-2401 満州建築雑誌 第２４巻 第１号 新年に際して 宍道七郎 満州建築協会 1944

183 1138-2401 満州建築雑誌 第２４巻 第１号 募集審査後記（審査員の一員として） 莊原真一 満州建築協会 1944

183 1138-2401 満州建築雑誌 第２４巻 第１号 國民住宅設計所感 田部井泰輔 満州建築協会 1944

183 1138-2401 満州建築雑誌 第２４巻 第１号 作者の言葉 小野作治 満州建築協会 1944

183 1138-2401 満州建築雑誌 第２４巻 第１号 作者の言葉 阿部繁雄 満州建築協会 1944

183 1138-2401 満州建築雑誌 第２４巻 第１号 自作案に對する感想 菅哲夫 満州建築協会 1944

183 1138-2401 満州建築雑誌 第２４巻 第１号 回顧 藥師神賢一 満州建築協会 1944

183 1138-2406 満州建築雑誌 第２４巻 第6号 油脂燒夷彈に因る危害實験 金子麟 満州建築協会 1944

183 1138-2406 満州建築雑誌 第２４巻 第6号 滿拓式組立家屋見學報告 矢崎高儀 満州建築協会 1944

183 1138-2406 満州建築雑誌 第２４巻 第6号 滿系勞務者住宅に就て 鄭炳文 満州建築協会 1944

183 1138-2406 満州建築雑誌 第２４巻 第6号 換気窓 住と經験、それから 山田淸三郎 満州建築協会 1944

183 1138-2406 満州建築雑誌 第２４巻 第6号 王爺廟 川村強 満州建築協会 1944

183 1138-2406 満州建築雑誌 第２４巻 第6号 内地斷片 第３話 疎開の話 石井達郎 満州建築協会 1944

183 1138-2408 満州建築雑誌 第２４巻 第8号 噫乎・彩帆島の玉砕 岡大路 満州建築協会 1944

183 1138-2408 満州建築雑誌 第２４巻 第8号 滿洲材の釘打接合強度實驗
藥師神賢一/
八木彰/
佐藤茂

満州建築協会 1944

183 1138-2408 満州建築雑誌 第２４巻 第8号 建築物戦時規格の設定 國務院建設局 満州建築協会 1944

183 1138-2408 満州建築雑誌 第２４巻 第8号 換気窓 床の間斷想 大森志朗 満州建築協会 1944

183 1138-2409 満州建築雑誌 第２４巻 第9号 冬季施工せる鐵筋コンクリート梁の強さに就て 布施忠司 満州建築協会 1944

183 1138-2409 満州建築雑誌 第２４巻 第9号 引張係數法による靜定トラスの應力解析 野村一夫 満州建築協会 1944

183 1138-2409 満州建築雑誌 第２４巻 第9号 新建築材料「蒲草」に就て 山田榮治郎 満州建築協会 1944

183 1138-2409 満州建築雑誌 第２４巻 第9号 換気窓 新しき生活の創造 寺田喜治郎 満州建築協会 1944
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