
大阪府立大学社会福祉学部図書室 長尾文庫Ａ：図書

タイトル 出版社 出版年 大きさ 状態 コメント
A０００１ 社会主義運動史　／　木山熊次郎著 忠文社（東京） 1908.3.10 24cm ; p.286 ＦＩＳＨ化済み 破損大
A０００２ 婦人運動　／　西川光次郎編著 内外出版協会（東京） 1913.7.24 19cm ; p.150 ＦＩＳＨ化済み
A０００３ 労働調査報告　第１輯　／　大阪市役所調査係 （大阪） 1919.10.30 22cm ; p.170,19 FISH化済み
A０００４ 八時間労働問題　／　岡野辰之介著 株式会社日新閣(東

京）
1920.3.25 19cm ; p.344

A０００５ 業務調査資料　第１冊　：　運転手の心理学的実験報告　／
大阪市電気鉄道部

（大阪市東区） 1920.12.15 23cm ; p.76 ＦＩＳＨ化済み・
ネガ有り

A０００６ 労働調査報告　第８集　／　大阪市役所労働調査課 （大阪） 1921.3.28 22cm ; p.307 ＦＩＳＨ化済み 自大正８年１２月至大正９
年６月生計調査

A０００７ 労働調査報告　第１１輯　／　大阪市役所社会部調査課 （大阪） 1921.9.30 22cm ; p.179 ＦＩＳＨ化済み
A０００８ 労働調査報告　第１２輯　／　大阪市役所社会部調査課 （大阪） 1921.12.28 22cm ; p.148 ＦＩＳＨ化済み
A０００９ 日本労働総同盟大阪機械労働組合運動略史　１９２２年版

／　村島帰之編
大阪機械労働組合（大
阪）

1922.1.1 19cm ; p.115 ＦＩＳＨ化済み・
ネガ有り

A００１０ 本邦労働運動調査報告　／　財団法人協調会情報課 1922.12. 22cm ; p.439 ＦＩＳＨ化済み 「秘」とある
A００１１ １９２２年労働運動史　１９２３年版　：　大阪機械労働組

合年鑑（第２編）　／　塚本重蔵著
総同盟大阪機械労働組
合出版部（大阪）

1923.1.1 19cm ; p.154 ＦＩＳＨ化済み・
ネガ有り

A００１２ 本邦労働運動調査報告「秘」　／　財団法人協調会情報課 1923.3. 22cm ; p.170 ＦＩＳＨ化済み 「秘」とある
A００１３ 浮浪者及残食物に関する調査　／　東京市社会局 （東京） 1923.3.30 23cm ; p.145 ＦＩＳＨ化済み
A００１４ 最近労働争議顛末　：　労働調査報告　No.20　／　大阪市

社会部調査課編纂
弘文堂書房（京都） 1923.4. 22cm ; p,246 ＦＩＳＨ化済み

A００１５ 労働組合総連合を中心としたる労働運動概況報告　／　財団
法人協調会大阪支所

23cm ; p.84 ＦＩＳＨ化済み

A００１６ １９２３年労働運動史　１９２４年版　：　日本労働総同盟
大阪機械労働組合年鑑（第３編）　／　村島帰之編

大阪機械労働組合出版
部（大阪）

1924.1.1 19cm ; p.143 ＦＩＳＨ化済み・
ネガ有り

A００１７ 日傭労働者問題　：　労働調査報告　No.26　／　大阪市社
会部調査課編纂

弘文堂書房（京都） 1924.3.20 22cm ; p.324 ＦＩＳＨ化済み

A００１８ 最近労働争議顛末　大正１２年版　：　労働調査報告
No.29　／　大阪市社会部調査課編纂

弘文堂書房（大阪） 1924.6.1 22cm ; p.178 ＦＩＳＨ化済み

A００１９ 本邦労働運動調査報告（日本のメーデー）　：　大正十三年
六月　／　財団法人協調会情報課

協調会（東京） 1924.6.15 22cm ; p.54 ＦＩＳＨ化済み （非売品）　挟み込みビラ
：大阪労働組合会議　メー
デー参加を呼びかけるビラ
（昭和２年４月１５日発行

A００２０ 最近日本の労働運動　／　古賀進著 聚芳閣（東京） 1924.11.5 20cm ; p.218 ＦＩＳＨ化済み
A００２１ 大阪市を中心とする労働組合運動　：　労働調査報告No.32

／　大阪市社会部調査課編纂
弘文堂書房（京都） 1924.11.15 22cm ; p.386 ＦＩＳＨ化済み

A００２２ 労働統計小報（第２）　：　大正十三年十一月　／　日本銀
行調査局

1924.11. 23cm ; p.50 ＦＩＳＨ化済み 付附表　：　賃金表

A００２３ 第一回労働統計実地調査と大阪市　／　大阪市社会部調査課 （大阪） 1924.12.10 19cm ; p.69 ＦＩＳＨ化済み
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大阪府立大学社会福祉学部図書室 長尾文庫Ａ：図書

タイトル 出版社 出版年 大きさ 状態 コメント
A００２４ 第一回労働統計実地調査概要　大正十三年十月十日　／　大

阪市社会部調査課
（大阪） 1925.3.31 23cm ; p.36 ＦＩＳＨ化済み

A００２５ 大正１３年下半期の労働運動　大正一四年五月　／草間時光 財団法人協調会情報課
（東京）

1925.6.11 22cm ; p.276

A００２６ 日本労働組合評議会創立大会宣言　付録綱領規約　／　飯石
豊市著

労働問題研究所（大
阪）

1925.7.1 19cm ; p.26 ネガ有り 第８編　表紙に「日本労働
組合評議会教育出版部編」
とある

A００２７ 大阪市労働年報　／　大阪市社会部調査課編纂 弘文堂書房（京都） 1925.8.1 22cm ; p.409 FISH化済み 労働調査報告　Ｎｏ．３９
A００２８ 電車ストライキ　増補版　／　桑田次郎編 クラルテ社（東京） 1925.10.1 19cm ; 10, p.639

～830
表紙に「増補之分」とある

A００２９ 南海同志会暗闘物語　／　河本乾次著 クラルテ社（東京） 1926.2.15 19cm ; p.40 ネガ有り 表紙に「電車ストライキ」
追想記の続き近刊「南海の
労働運動史」予告編とある

A００３０ 日本労働組合運動の現勢　／　産業労働調査書編 希望閣（東京） 1926.5.5 19cm ; 52, p.22
A００３１ 現実政策の論拠（我国労働運動の指針）　／　高橋亀吉．赤

松克磨著
日本労働総同盟本部出
版部（東京）

1926.5.20 19cm ; p.32  労働ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ第一篇

A００３２ 各国労働争議統計　／　協調会調査課編 協調会（東京） 1926.7.5 22cm ; p.95
A００３３ 交通労働運動の過現　／　中尾桃郎．桑田次郎共著 クラルテ社（東京） 1926.7.15 19cm ; p.654 カバーに「日本交通労働総

連盟確立記念出版」とある
A００３４ タクシー経営とその雇傭状態　；　労働調査報告　第４６号

／　大阪市社会部調査課
（大阪） 1926.8.23 22cm ; p.107

A００３５ 工場労働者採用条件及募集方法　；　労働調査報告　第４９
号　／　大阪市社会部調査課

（大阪） 1926.12.20 23cm ; p.52

A００３６ 各国労働組合及無産政党統計　／　協調会調査課（中込本治
郎編）

協調会（東京） 1927.1.17 22cm ; p.18 FISH化済み

A００３７ 学校卒業者就職状况調査（大正15年度）　／　東京市社会 （東京） 1927.2.10 22cm ; p.32 FISH化済み
A００３８ 融和問題研究会要覧　／　山本正男編 全国融和連盟融和問題

研究会（東京）
1927.2.15 23cm ; p.43 FISH化済み

A００３９ メーデー１９２７　／　日本労働総同盟本部教育出版部編輯 日本労働総同盟大阪連
合会（大阪）

1927.4.15 23cm ; p.17 ＦＩＳＨ化済み・
ネガ有り

破損大

A００４０ 大阪市労働年報　第２号　：　社会部報告第５６号　／　大
阪市社会部調査課編纂

弘文堂書房 1927.5.10 22cm ; p.449 FISH化済み

A００４１ 労働歌乃組合歌　／　白揚社編集部編 白揚社（東京） 1927.6.6 13x19cm ; p.62
A００４２ サラリーマンと労働運動　：　サラリーマン同盟ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ第

１集　／　サラリーマン同盟本部
（東京） 1927.7.15 19cm ; p.24

A００４３ 最近労働組合運動史　：　協調会大阪支所創設５周年記念
／　財団法人協調会大阪支所

1927.6. 23cm ; p.607 FISH化済み 破損大

A００４４ 日本労働運動小史　：　無産者大学ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ　／　川内唯彦南宋書院（東京） 1927.12.20 19cm ; p.25
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大阪府立大学社会福祉学部図書室 長尾文庫Ａ：図書

タイトル 出版社 出版年 大きさ 状態 コメント
A００４５ 東京市電従業員自治会昭和２年度大会議案　／　日本交通労

働総連盟
1927.  . 19cm ; p.64

A００４６ 英国労働運動の現勢　：　社会部報告第７３号　／　大阪市
社会部調査課

（大阪） 23cm ; p.109 FISH化済み

A００４７ 「新方向転換」組合運動における　／　山川均著 無産社（東京） 1928.5.12 19cm ; p.118
A００４８ 無産者新聞論説集　１９２８　／　無産者新聞社編 上野書店（東京） 1928.7.5 19cm ; p.374
A００４９ 野田労働争議の顛末　／　協調会労働課 1928.8. 22cm ; p.91 FISH化済み
A００５０ 電気料金はいくらが正当か？　：　附富山電気争議の真相

／　三宅正一・星野三省共著
民衆書房（東京） 1928.11.20 19cm ; p.90 附3: 30x47 1枚（全

国各府県電燈料金
明細表）

A００５１ 野田大労働争議　／　松岡駒吉著 改造社（東京） 1928.12.10 19cm ; p.405
A００５２ コミンテルン大１回大会宣言・根本方針・決議　モスコー・

一九一九年三月二日より十九日に至る　／　東條俊三訳
上野書店（東京） 1929.2.18 20cm ; p.121 インタナショナル叢書

A００５３ 日本共産党検挙秘史　／　立山隆章著 武侠社（東京） 1929.11.13 19cm ; p.398
A００５４ 日本共産党検挙秘史　／　天草麟太郎著 武侠社（東京） 1929.11.8 19cm ; p.420
A００５５ 鐘紡罪悪史　／　原哲夫著 戦旗社（東京） 1930.5.1 19cm ; p.126 ネガ有り
A００５６ ダラ幹罪悪史　／　滋野鉄夫・北村巖著 紅玉堂書店（東京） 1930.5.20 19cm ; p.141
A００５７ 消費組合必携　上巻　／　関東消費組合連盟編 鐵塔書院 1930.12 19cm ; p.112
A００５８ 国際赤色労働組合十年史　／　ロゾヴスキー著 大阪労農書房(大阪） 1931.2.5 20cm ; p.107 産労関西支所訳
A００５９ 日本農民組合運動史　：　農民は如何に戦ったか？また如何

に戦はんとしているか？　／　青木恵一著
大衆公論社（東京） 1931.2.25 19cm ; p.461

A００６０ ダラ幹は如何にして労働者を搾取したか　：　労働運動者懺
悔記　／　綾川武治序・田中小二郎著

第一出版（東京） 1931.3.5 19cm ; p.168

A００６１ 今宮保護所の記録　／　大阪市役所社会部 （大阪） 1931.5.30 23cm ; p.21 FISH化済み 社会部報告１３９号　表紙
には大阪市社会部とあり

A００６２ 日本の革命的労働組合に関する決議集　／　プロレタリア書
房編集部編

プロレタリア書房（東
京）

1931.6.25 20cm ; p.159

A００６３ 三・一五，四・一六　公判闘争のために　／　九左翼文化団
体共同編輯

戦旗社（東京） 1931.7.28 24cm ; p73 FISH化済み

A００６４ 大阪労働学校十年史　／　大阪労働学校十年史編纂委員会編 大阪労働学校出版部
（大阪）

1931.8.9 20cm ; p.76 ネガ有り 治１９２１至１９３１

A００６５ 浮浪者の種々相　／　東京市役所 （東京） 1931.8 22cm ; p.67 FISH化済み
A００６６ 再建後の佐翼労働組合運動　／　富呂波巌太著 労農書房（大阪） 1931.9.26 19cm ; p.480
A００６７ 日本社会運動の現勢　／　矢次一夫著 昭和書院 1931.12.15 19cm ; p.616 表題紙に「労働事情調査所

編」とある
A００６８ 関西有力者等を中心とする政党協力内閣助成運動　：　ファ

ツショの抬頭抑止の運動大阪に起こる　／　大月社会問題調
査所　（長尾桃郎）

（大阪） 1931.2.10 23cm ; p.20 ネガ有り 和紙袋とじ　製本１冊
24cm
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大阪府立大学社会福祉学部図書室 長尾文庫Ａ：図書

タイトル 出版社 出版年 大きさ 状態 コメント
A００６９ 全農全国會議とは何か　：　第２回全国代表会議の成果　／

全農全国会議常任全国委員会政治部編
プロレタリア科学研究
所（東京）

1932.3.1 22cm ; p.84 FISH化済み

A００７０ 日本労働組合評議会史（第２分冊）　／　磯村秀次著 京都共生閣（京都） 1932.4.30 20cm ; p.590
A００７１ 日本愛国運動総覧　／　石川龍星著 東京書房（東京） 1932.8.25 19cm ; p.175
A００７２ 全国労働組合同盟第３回大会報告書並に議案　／　全国労働

組合同盟本部
（東京） 1932.10.15 23cm ; 41,p.39 FISH化済み・ネガ

有り
於大阪天王寺公会堂１０月
１５・６・７日

A００７３ 英・露衝突の前哨大西蔵建設運動　：　副次的支那の内乱
／　大月社会問題調査所

（大阪） 1932.10.30 23cm ; p.16 ネガ有り Ｎｏ．６３　和紙袋とじ
製本24cm

A００７４ 何故？岡田海相は桂冠する　：　必然的辞任問題の諸因
（一）　／　大月社会問題調査所

（大阪） 1932.12.10 24cm ; p.10 ネガ有り Ｎｏ．８２　和紙袋とじ
製本２４ｃｍ

A００７５ 薩閥打破運動と海軍部内の動向　：　岡田海相辞任問題
（二）　／　大月社会問題調査所（長尾桃郎）

（大阪） 1932.12.10 23cm ; p.10 ネガ有り Ｎｏ．８３　和紙袋とじ
製本２４ｃｍ

A００７６ 明倫会は何處に行く　／　大月社会問題調査所 （大阪） 1932.12.13 23cm ; p.6 ネガ有り Ｎｏ．８７　和紙袋とじ
製本２４ｃｍ

A００７７ シンガーミシン争議解決情報 23cm ; p.10 ネガ有り 和紙袋とじ　製本２４ｃｍ
A００７８ 対崎半年の末疲れ果て解決　：　シンガーミシン争議顛末

／　大月社会問題調査所（長尾桃郎）
（大阪） 1933.2.19 23cm ; p.72 ネガ有り 和紙袋とじ　製本２４ｃｍ

A００７９ 昭和七年に於ける社会運動の情勢　／　協調会労働課 財団法人協調会（東
京）

1933.2.27 22cm ; p.121 FISH化済み

A００８０ 秘かに襲ふ静かなる暴風　：　全労大阪連合会刻下の苦悩の
内容　／　大月社会問題調査所（長尾桃郎）

（大阪） 1933.3.6 23cm ; p.22 ネガ有り 和紙袋とじ　製本２４ｃｍ

A００８１ 所謂“非常時共産党”内貌大観　：　附全労革友波の現有勢
力

23cm ; p.28 ネガ有り 和紙袋とじ　製本２４ｃｍ

A００８２ 無産党の亀井代議士財的背景を獲るとの説　：　満蒙権益の
民衆的配分成るか　／　大月社会問題調査所（長尾桃郎）

（大阪） 1933.3.11 23cm ; p.14 ネガ有り 和紙袋とじ　製本２４ｃｍ

A００８３ 余りに巧な「非常時」の効果的利用　：　三菱造船争議顛末
／　大月社会問題調査所

（大阪） 1933.3.20 23cm ; p.31 ネガ有り 和紙袋とじ　製本２４ｃｍ

A００８４ “法相辞問題”と不首尾な新聞の態度　：　“優じょう”問
題種々相と震災内閣瓦解秘聞等　／　大月社会問題調査所
（長尾桃郎）

（大阪） 1933.4.17 23cm ; p.12 ネガ有り 和紙袋とじ　製本２４ｃｍ

A００８５ 全国国防祈願運動七・二事件の真相　：　附全国極右団体概
観　／　大月社会問題調査所

（大阪） 1933.8.13 23cm ; p.20 ネガ有り 和紙袋とじ　製本２４ｃｍ

A００８６ 水平運動の近況　／　大月社会問題調査所（大月久治） （大阪） 1933.9.3 23cm ; p.21 ネガ有り 和紙袋とじ　製本２４ｃｍ
A００８７ 五．一五事件の公判が投げた巨石　：　注目される大角海相

の態度と話題に上る末次と小林せい造中将　／　大月社会問
題調査所（大月久治）

23cm ; p.18 ネガ有り 和紙袋とじ　製本２４ｃｍ
（ト）

A００８８ 政局不安に集ずる平沼、宇垣擁立運動　：　五相会議はどう
なったか　／　大月社会問題調査所（大月久治）

（大阪） 1933.10.26 23cm ; p.19 ネガ有り 和紙袋とじ　製本２４ｃｍ
（ト）
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大阪府立大学社会福祉学部図書室 長尾文庫Ａ：図書

タイトル 出版社 出版年 大きさ 状態 コメント
A００８９ 社会大衆党第2回大会記録並に批判　／　大月社会問題調査

所（大月久治）
（大阪） 1933.12.25 23cm ; p.40 ネガ有り 和紙袋とじ　製本２４ｃｍ

（ト）
Ａ００８９－
１

五相會議の眞相とその成果　：　前進か後退か岐路に立つ内
閣　／　大月社会問題調査所（大月久治）

23cm ; p.26 ネガ有り 和紙袋とじ　製本２４ｃｍ

A００９０ 請願隊は如何に闘ったか　／　小山荊冠著 全国水平社静岡県連合
会（静岡）

1934.7.10 19cm ; p.92 （活）

A００９１ 亜細亜労働会議結成経過　／　日本海員組合日本労働組合会
議

日本海員組合（神戸） 1934.7.25 22cm ; p.54 ＦＩＳＨ化済み

A００９２ 日本精神論の調査　：　思想調査資料特輯／　文部省 文部省思想局 1935.11 22cm ; p.238 「秘」とある　（活）
A００９３ 全国主なる労働組合概表　／　協調会大阪支所 1922 23cm ; p.7 ＦＩＳＨ化済み
A００９４ 赤旗勝つか？　：　我が國労働組合運動の暴露　／　小林五

郎・茅原要三
一元社（東京） 1930.10.30 19cm ; p.196 （活）

A００９５ 日本労働総同盟第１７回年次大会記録『工場世界』秋季臨時
増刊（第９巻２３号）　／　長尾桃朗編

労働教育社（大阪） 1928.11.13 22cm ; p.140,47 A5
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