
タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

甲斐国現在人別調（抄）
＜統計古書シリーズ＞

太政官統計院 日本統計協会 1964
358.15
ｶｲ

1107684

復刻版（原本の刊行
は明治15年）

辛未政表
＜統計古書シリーズ＞

杉亨二 日本統計協会 1961
351
ｼﾝ

1107685

復刻版（原本の刊行
は明治５年）

明六雑誌
第１号（明治7）～第30号（明治8）

明六社 立体社 1976
Z051
ﾒ

復刻版

【②　原敬と国勢調査】
統計集誌
第60号（明治19）、第67号（明治
20）

東京統計協会 雄松堂書店
1982
1987

Z350
ﾄ5

復刻版

日本国勢調査記念録 第２巻
日本国勢調査
記念出版協会

日本国勢調査
記念出版協会

1922
358.1
ﾆﾎ
719367

第１巻,第３巻も所蔵

【③　戦時下の国勢調査】
昭和14年臨時国勢調査結果表 戦
時下の物資・流通センサス　１～４
＜近代日本歴史統計資料＞

内閣統計局 東洋書林 1995
670.59
ﾅｲ

765627～765630
復刻版

昭和15年国勢調査報告　第１巻～
第３巻

総理府統計局 総理府統計局
1961
～
1973

358
ｺ2-940
1～3

日本統計年鑑 第64回（2015） 総務省統計局 総務省統計局 2014
351
ﾆﾎ

1098105

統計　50巻12号
収録: 座談会「戦前・戦中の統計をめぐって」、友安亮一
「戦争にもまれた日本の統計」

日本統計協会 日本統計協会 1999
Z350
1

【④　戦後の国勢調査】

昭和30年　国勢調査報告　第1巻
人口総数

総理府統計局 総理府統計局 1956
358
ｺ2-955
1

昭和45年国勢調査報告　沖縄編
琉球政府
企画局統計庁

琉球政府
企画局統計庁

1971
358
ｺ2-970
3-47

昭和50年国勢調査 第3巻 都道府
県・市区町村編 その47沖縄県

総理府統計局 総理府統計局 1976
358
ｺ2-975
3-47

「愛知県図書館所蔵資料で見る国勢調査の歩み」
展示資料＆関連図書リスト

2015秋 愛知県図書館ミニ企画展示

◎展示資料（貸出できません。館内でご覧ください。）

【①　杉亨二と国勢調査】

※以上のほか、愛知県県民生活部統計課（統計資料室）所蔵の大正９年の第１回国勢調査報告及び昭和22年
の臨時国勢調査報告（ともに刊行当時のもの）も展示しています。



◎　関連図書リスト（貸出できます）

【国勢調査の歴史・統計史など】
タイトル 責任表示 出版者 出版年

国勢調査 日本社会の百年＜岩波現代全書＞ 佐藤正広 岩波書店 2015

国勢調査と日本近代＜一橋大学経済研究叢書＞ 佐藤正広 岩波書店 2002

新国勢調査論 戦後の国勢調査 藤田峯三 大蔵省印刷局 1995

日本統計発達史 島村史郎 日本統計協会 2008

日本統計史群像 島村史郎 日本統計協会 2009

20世紀の奇跡 統計で見た動乱の日本 1 国民生活の発展 日本統計協会 日本統計協会 2003

20世紀の奇跡 統計で見た動乱の日本 2 産業経済の成長 日本統計協会 日本統計協会 2003

【杉亨二関連】

日本の統計学＜市民教室＞ 大橋隆憲 法律文化社 1965

勝海舟　第１巻～第６巻 子母澤寛 新潮社
1973-
1974

竜馬がゆく＜司馬遼太郎全集　3～5＞ 司馬遼太郎 文藝春秋 1977

明六社＜講談社学術文庫＞ 大久保利謙 講談社 2007

明六社の人びと 戸沢行夫 築地書館 1991

明六雑誌　上・中・下＜岩波文庫＞ 山室信一校註 岩波書店 1999

『明六雑誌』とその周辺 ＜神奈川大学人文学研究叢書＞ 神奈川大学人文学研究所 御茶の水書房 2004

【原敬関連】

原敬 外交と政治の理想　上・下＜講談社選書メチエ＞ 伊藤之雄 講談社 2014

原敬の大正 松本健一 毎日新聞社 2013

原敬 日本政党政治の原点＜日本史リブレット人＞ 季武嘉也 山川出版社 2010

歴史の中の東京駅ものがたり 永田博 雪華社 1983

八角屋根の東京駅赤レンガ駅舎 株式会社エスエス エスエス 2009

東京駅 赤レンガの丸の内駅舎 佐々木直樹 日本写真企画 2008

【昭和の戦争関連】

※戦時中の世相や人々の暮らしに関する図書については、１階ロビー展示企画「昭和を訪ねて」をご覧ください。

【戦後の国勢調査関連】

鹿児島県の歴史＜県史＞ 第2版 原口泉 [ほか] 山川出版社 2011

奄美復帰史 村山家國 南海日日新聞社 1971

沖縄県の歴史＜県史＞ 第2版 安里進 [ほか] 山川出版社 2010

写真記録沖縄戦後史 沖縄タイムス社 沖縄タイムス社 1987

【統計学関連】

調査と分析のための統計 第2版 上藤一郎 [ほか] 丸善出版 2013

明日への統計 2015 調査結果からわかること 総務省統計局 総務省統計局 2015

統計データはためになる! 本川裕 技術評論社 2012

21世紀の統計科学 1 社会・経済の統計科学 国友直人, 山本拓 東京大学出版会 2008

21世紀の統計科学 2 自然・生物・健康の統計科学 小西貞則, 国友直人 東京大学出版会 2008

21世紀の統計科学 3 数理・計算の統計科学 北川源四郎, 竹村彰通 東京大学出版会 2008

マンガ統計学入門＜ブルーバックス＞ アイリーン・マグネロ 講談社 2010

パソコン活用3日でわかる・使える統計学＜ブルーバックス＞ 新村秀一 講談社 2002

1億人のための統計解析 西内啓 日経BP社 2014

変化をさぐる統計学＜ブルーバックス＞ 土金達男 講談社 2001

統計学の力 福井幸男 共立出版 2009

理工系の統計学入門 高橋敬子 プレアデス出版 2013

417/ﾌｸ/981052

417/ﾀｶ/1069176

350.1/ﾆｼ/948061

417/ﾏｸ/993889

417/ｼﾝ/817959

417/ﾆｼ/1085266

417/ﾂﾁ/811815

350.1/ﾁﾖ/1072004

350.19/ｱｽ/1105715

350.4/ﾎﾝ/1068812

350.1/ﾆｼ/944994

350.1/ﾆｼ/945846

686.53/ｻｻ/953938

219.7/ｶｺ/1042258

319.1/ﾑ5

219.9/ｵｷ/1042174

219.9/ｵｷ/408472

289.1/ﾊﾗ/1095879,1095880

289.1/ﾊﾗ/1071807

289.1/ﾊﾗ/1000879

686.5/ﾅ2

686.53/ﾊﾂ/974667

918.6/ｼ13/1-3～5

061/ｵｵ/926797

061/ﾄｻﾞ/569155

051.3/ﾒｲ/772082,943745,974144

210.6/ｶﾅ/849235

350.12/ｼﾏ/986464

332.1/ﾆﾎ/842263

332.1/ﾆﾎ/842264

B350.2/ｵ

913.6/ｼ13/15-1～6

請求記号

358.1/ｻﾄ/1102771

350.21/ｻﾄ/811112

358.1/ﾌｼﾞ/676668

350.12/ｼﾏ/945620


