
巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

6月創刊号 1939/6/1 写真頁 〔北京の少女〕 表紙

6月創刊号 1939/6/1 写真頁 季節の花 1

6月創刊号 1939/6/1 写真頁 塩　その一 3

6月創刊号 1939/6/1 写真頁 塩　その二 3

6月創刊号 1939/6/1 写真頁 山西縦貫 7

6月創刊号 1939/6/1 写真頁 愛路列車来る 9

6月創刊号 1939/6/1 写真頁 ランダルマを逐ふ 11

6月創刊号 1939/6/1 写真頁 北京の水 13

6月創刊号 1939/6/1 写真頁 天津の水 15

6月創刊号 1939/6/1 写真頁 門頭溝の朝 17

6月創刊号 1939/6/1 写真頁 働く女 19

6月創刊号 1939/6/1 写真頁 けだもの登場 21

6月創刊号 1939/6/1 写真頁
邦人日常断片（ぺきんせいくゎつ
だより）

23

6月創刊号 1939/6/1 写真頁
大きな歴史 小さな歴史　華北交
通株式会社創立

29

6月創刊号 1939/6/1 写真頁 北支蒙疆主要物産図絵 31

6月創刊号 1939/6/1 記事頁 北支に於ける通貨統制 朝倉美奈雄 34

6月創刊号 1939/6/1 記事頁 北支蒙疆資源の話 小島徳三 36

6月創刊号 1939/6/1 記事頁 可園雑記 加藤新吉 38

6月創刊号 1939/6/1 記事頁 日支外交の序幕 玫塊楼主人 39

6月創刊号 1939/6/1 記事頁 北京の漫描 服部亮英 41

6月創刊号 1939/6/1 記事頁 初夏の珍味四題 黄子明 43

6月創刊号 1939/6/1 記事頁 支那芝居雑観　一 石原厳徹 44

6月創刊号 1939/6/1 記事頁
ほくし・ふじん・さろん　台所経
済、　旗袍と洋装

45

6月創刊号 1939/6/1 記事頁
ペキン・コドモ・クラブ　よくなる北
支、にちようび、ラクダ

46

6月創刊号 1939/6/1 記事頁 伝書鳩 47



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

6月創刊号 1939/6/1 記事頁 北京ごよみ　六月 49

昭和14年7月号 1939/7/1 写真頁 〔耕牛〕 表紙

昭和14年7月号 1939/7/1 写真頁 金魚 1

昭和14年7月号 1939/7/1 写真頁 金魚　その二 3

昭和14年7月号 1939/7/1 写真頁 伸び行く鉄路 5

昭和14年7月号 1939/7/1 写真頁 動く資材　苦力　その一 7

昭和14年7月号 1939/7/1 写真頁 動く資材　苦力　その二 9

昭和14年7月号 1939/7/1 写真頁 動く資材　苦力　その三 11

昭和14年7月号 1939/7/1 写真頁 けだもの登場 13

昭和14年7月号 1939/7/1 写真頁 北支の農村 15

昭和14年7月号 1939/7/1 写真頁 土の団欒 17

昭和14年7月号 1939/7/1 写真頁 土に生きる 19

昭和14年7月号 1939/7/1 写真頁 青空を截る　支那近代女性 21

昭和14年7月号 1939/7/1 写真頁 支那芝居　法門寺 23

昭和14年7月号 1939/7/1 写真頁 大きな歴史 小さな歴史 25

昭和14年7月号 1939/7/1 写真頁 鉄路愛護村匪賊情報連絡図 27

昭和14年7月号 1939/7/1 写真頁 蒙疆　羊 29

昭和14年7月号 1939/7/1 写真頁 蒙疆　羊　その二 31

昭和14年7月号 1939/7/1 記事頁 北支の農村　一
みづの・かをる（華北交
通資業局調査役）

34

昭和14年7月号 1939/7/1 記事頁 北支蒙疆資源の話 小島徳三 36

昭和14年7月号 1939/7/1 記事頁 可園雑記　二 加藤新吉 38

昭和14年7月号 1939/7/1 記事頁 東文学社 村川駿介 39

昭和14年7月号 1939/7/1 記事頁 支那新聞広告談義 森太郎 41

昭和14年7月号 1939/7/1 記事頁 日本の障子 黄子明 42

昭和14年7月号 1939/7/1 記事頁 美しき北京 北林透馬 43

昭和14年7月号 1939/7/1 記事頁 支那芝居雑観　二 石原厳徹 44

昭和14年7月号 1939/7/1 記事頁 北京婦人夏の服装 45



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和14年7月号 1939/7/1 記事頁 伝書鳩 47

昭和14年7月号 1939/7/1 記事頁 北京ごよみ（七月） 49

昭和14年8月号 1939/8/1 写真頁 〔龍壁〕 表紙

昭和14年8月号 1939/8/1 写真頁 蓮 1

昭和14年8月号 1939/8/1 写真頁 北支の棉花　1 3

昭和14年8月号 1939/8/1 写真頁 綿　2 5

昭和14年8月号 1939/8/1 写真頁 綿　3 7

昭和14年8月号 1939/8/1 写真頁 水辺 9

昭和14年8月号 1939/8/1 写真頁 夏のものうり 11

昭和14年8月号 1939/8/1 夏のものうり　二 13

昭和14年8月号 1939/8/1 写真頁 閑 15

昭和14年8月号 1939/8/1 写真頁 蒙疆　厚和 17

昭和14年8月号 1939/8/1 写真頁 臨汾（その一） 19

昭和14年8月号 1939/8/1 写真頁 臨汾（その二）　堯廟祭 21

昭和14年8月号 1939/8/1 写真頁 畑の漁夫 23

昭和14年8月号 1939/8/1 写真頁 育嬰堂 25

昭和14年8月号 1939/8/1 写真頁 支那芝居―楽器のいろいろ 27

昭和14年8月号 1939/8/1 写真頁
大きな歴史 小さな歴史　1　租界
封鎖

29

昭和14年8月号 1939/8/1 写真頁
大きな歴史 小さな歴史　2　反英
大会

31

昭和14年8月号 1939/8/1 写真頁
北支蒙疆主要都市平均最高気
温

32

昭和14年8月号 1939/8/1 記事頁 北支蒙疆の交通について 宇佐美寛爾 34

昭和14年8月号 1939/8/1 記事頁 北支蒙疆資源の話 小島徳三 36

昭和14年8月号 1939/8/1 記事頁 北支の農村　二
みづの・かをる（華北交
通資業局調査役）

38

昭和14年8月号 1939/8/1 記事頁 可園雑記　三 加藤新吉 40

昭和14年8月号 1939/8/1 記事頁 天津の租界 福田清人 41



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和14年8月号 1939/8/1 記事頁 旅趣さまざま 大江賢二 42

昭和14年8月号 1939/8/1 記事頁 北京の印象 甲斐巳八郎 43

昭和14年8月号 1939/8/1 記事頁 支那芝居雑観　三 石原厳徹 44

昭和14年8月号 1939/8/1 記事頁 北京にて 小田嶽夫 45

昭和14年8月号 1939/8/1 記事頁 象を洗ふ 林二郎 46

昭和14年8月号 1939/8/1 記事頁 伝書鳩 47

昭和14年8月号 1939/8/1 記事頁 北京こよみ　八月 49

昭和14年9月号 1939/9/1 写真頁 〔ラクダに乗る女性〕 表紙

昭和14年9月号 1939/9/1 写真頁 万寿山　1 1

昭和14年9月号 1939/9/1 写真頁 万寿山　2 3

昭和14年9月号 1939/9/1 写真頁 万寿山　3 5

昭和14年9月号 1939/9/1 写真頁 裏万寿山　4 7

昭和14年9月号 1939/9/1 写真頁 運城の塩池　その一 9

昭和14年9月号 1939/9/1 写真頁 運城の塩池　その二 11

昭和14年9月号 1939/9/1 写真頁 女警　華北交通会社北京鉄路局 13

昭和14年9月号 1939/9/1 写真頁 五台山 15

昭和14年9月号 1939/9/1 写真頁 娘子関 17

昭和14年9月号 1939/9/1 写真頁 花と姑娘 19

昭和14年9月号 1939/9/1 写真頁 張家口　その一 21

昭和14年9月号 1939/9/1 写真頁 張家口　その二　大境門 23

昭和14年9月号 1939/9/1 写真頁 単人摔角（ひとりすまふ） 25

昭和14年9月号 1939/9/1 写真頁 支那芝居―三国志のくまどり 27

昭和14年9月号 1939/9/1 写真頁
大きな歴史 小さな歴史　一　興
亜記念週間

29

昭和14年9月号 1939/9/1 写真頁 大きな歴史 小さな歴史　二 31

昭和14年9月号 1939/9/1 写真頁
北支蒙疆主要都市邦人人口概
数 事変前・現在 比較表

32



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和14年9月号 1939/9/1 記事頁 万寿山 石橋丑雄 34

昭和14年9月号 1939/9/1 記事頁 五台山 立野信之 37

昭和14年9月号 1939/9/1 記事頁 北支の農村
みづの・かほる（華北交
通資業局調査役）

39

昭和14年9月号 1939/9/1 記事頁 大陸への旅 近藤春雄 41

昭和14年9月号 1939/9/1 記事頁 可園雑記 加藤新吉 42

昭和14年9月号 1939/9/1 記事頁 三国志物語 高須芳次郎 43

昭和14年9月号 1939/9/1 記事頁 支那芝居雑観（四） 石原厳徹 45

昭和14年9月号 1939/9/1 記事頁 石仏恋信―雲崗の石仏に学ぶ 柳瀬正夢 46

昭和14年9月号 1939/9/1 記事頁 伝書鳩 47

昭和14年9月号 1939/9/1 記事頁 北京こよみ　九月 49

昭和14年10月号 1939/10/1 写真頁 〔虫かごを持つ少女〕 表紙

昭和14年10月号 1939/10/1 写真頁 蒙古曠原の秋 1

昭和14年10月号 1939/10/1 写真頁 蒙古曠原の秋　2 3

昭和14年10月号 1939/10/1 写真頁 羊皮製造（その一） 5

昭和14年10月号 1939/10/1 写真頁 羊皮製造（その二） 7

昭和14年10月号 1939/10/1 写真頁 北支の水運（その一） 9

昭和14年10月号 1939/10/1 写真頁 北支の水運（その二） 11

昭和14年10月号 1939/10/1 写真頁 黄土の家　１ 13

昭和14年10月号 1939/10/1 写真頁 黄土の家　2 15

昭和14年10月号 1939/10/1 写真頁 山海関 17

昭和14年10月号 1939/10/1 写真頁 秋の虫 19

昭和14年10月号 1939/10/1 写真頁 支那醤油 21

昭和14年10月号 1939/10/1 写真頁 北支スタンプところどころ 23

昭和14年10月号 1939/10/1 写真頁 支那の中秋節 25

昭和14年10月号 1939/10/1 写真頁 俳優を養成する戯曲学校 27

昭和14年10月号 1939/10/1 写真頁 大きな歴史 小さな歴史 29

昭和14年10月号 1939/10/1 写真頁 大きな歴史 小さな歴史 2 31



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和14年10月号 1939/10/1 写真頁
北支蒙疆鉄道と外国鉄道との比
較表

32

昭和14年10月号 1939/10/1 記事頁 北京 アルバジン村 中平亮 34

昭和14年10月号 1939/10/1 記事頁 黄河 中村英男 37

昭和14年10月号 1939/10/1 記事頁 北支と列国 尾崎庄太郎 39

昭和14年10月号 1939/10/1 記事頁 北支の農村　4
みづの・かほる（華北交
通資業局調査役）

40

昭和14年10月号 1939/10/1 記事頁 可園雑記 加藤新吉 42

昭和14年10月号 1939/10/1 記事頁 清帮の歴史 田中庸三 43

昭和14年10月号 1939/10/1 記事頁 北京の秋 45

昭和14年10月号 1939/10/1 記事頁 支那芝居雑観　〔5〕 〔石原厳徹〕 46

昭和14年10月号 1939/10/1 記事頁 伝書鳩 47

昭和14年10月号 1939/10/1 記事頁 北京ごよみ　十月 49

昭和14年11月号 1939/11/1 写真頁 〔城門〕 表紙

昭和14年11月号 1939/11/1 写真頁 内蒙古展望（その一） 1

昭和14年11月号 1939/11/1 写真頁 内蒙古展望（その二）　風俗 3

昭和14年11月号 1939/11/1 写真頁 内蒙古展望（その三）　宗教 5

昭和14年11月号 1939/11/1 写真頁
内蒙古展望（その四）　曠野に鍛
ふ

撮影：豊田福吉 7

昭和14年11月号 1939/11/1 写真頁 大同炭礦 9

昭和14年11月号 1939/11/1 写真頁 大同炭礦　2 11

昭和14年11月号 1939/11/1 写真頁 味覚 13

昭和14年11月号 1939/11/1 写真頁 支那の煉瓦 15

昭和14年11月号 1939/11/1 写真頁 斜陽 17

昭和14年11月号 1939/11/1 写真頁 扶輪小学校（その一） 19

昭和14年11月号 1939/11/1 写真頁 扶輪小学校（その二） 21

昭和14年11月号 1939/11/1 写真頁 支那書店を覗く 23

昭和14年11月号 1939/11/1 写真頁 邯鄲 25



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和14年11月号 1939/11/1 写真頁 扁担戯（人形芝居） 27

昭和14年11月号 1939/11/1 写真頁
大きな歴史 小さな歴史 蒙古聯
合自治政府成立、鉄路復旧

29

昭和14年11月号 1939/11/1 写真頁
大きな歴史 小さな歴史 2 北支
派遣軍司令官更迭、北京の心身
動員運動

31

昭和14年11月号 1939/11/1 写真頁 北支蒙疆石炭埋蔵量 32

昭和14年11月号 1939/11/1 記事頁 或る経済工作 鷹見猛男 34

昭和14年11月号 1939/11/1 記事頁 成吉思汗と蒙疆 白井道夫 36

昭和14年11月号 1939/11/1 記事頁 支那の農村　5
みづの・かほる（華北交
通資業局調査役）

38

昭和14年11月号 1939/11/1 記事頁 可園雑記 加藤新吉 40

昭和14年11月号 1939/11/1 記事頁 宦官の話 石橋丑雄 41

昭和14年11月号 1939/11/1 記事頁 支那の馬 高須芳次郎 43

昭和14年11月号 1939/11/1 記事頁 支那芝居雑観　6 石原厳徹 44

昭和14年11月号 1939/11/1 記事頁 東安市場　安直珍味 黄子明 45

昭和14年11月号 1939/11/1 記事頁 伝書鳩 47

昭和14年11月号 1939/11/1 記事頁 北京ごよみ　十一月 49

昭和14年12月号 1939/12/1 写真頁 〔白塔寺〕 表紙

昭和14年12月号 1939/12/1 写真頁 雲崗石仏 1

昭和14年12月号 1939/12/1 写真頁 曲阜 7

昭和14年12月号 1939/12/1 写真頁 孔子祭 9

昭和14年12月号 1939/12/1 写真頁 鉄道通信鳩 11

昭和14年12月号 1939/12/1 写真頁 愛路少年隊 13

昭和14年12月号 1939/12/1 写真頁 太原 15

昭和14年12月号 1939/12/1 写真頁 正陽門の朝 17

昭和14年12月号 1939/12/1 写真頁 清真回回 19

昭和14年12月号 1939/12/1 写真頁 清真回回 2 21

昭和14年12月号 1939/12/1 写真頁 包頭の廟会 23



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和14年12月号 1939/12/1 写真頁 鉄工廠 25

昭和14年12月号 1939/12/1 写真頁 阿片 27

昭和14年12月号 1939/12/1 写真頁 大きな歴史・小さな歴史 1 29

昭和14年12月号 1939/12/1 写真頁 大きな歴史・小さな歴史 2 31

昭和14年12月号 1939/12/1 写真頁 支那蒙疆の自動車と鉄道 32

昭和14年12月号 1939/12/1 記事頁 新支那の交通問題 古家誠一 34

昭和14年12月号 1939/12/1 記事頁 アラーの使徒 小節幹 36

昭和14年12月号 1939/12/1 記事頁 北支の農村　6
みづの・かほる（華北交
通資業局調査役）

38

昭和14年12月号 1939/12/1 記事頁 可園雑記 加藤新吉 40

昭和14年12月号 1939/12/1 記事頁 交民巷の一挿話 中平亮 41

昭和14年12月号 1939/12/1 記事頁 支那芝居雑観　7 石原厳徹 43

昭和14年12月号 1939/12/1 記事頁 長城・餛飩 北川冬彦 44

昭和14年12月号 1939/12/1 記事頁 日本で作られた大陸映画に就て 45

昭和14年12月号 1939/12/1 記事頁 伝書鳩 47

昭和14年12月号 1939/12/1 記事頁 北京ごよみ　十二月 49

昭和15年1月号 1940/1/1 写真頁
〔白雲観・縁起文字（星祭当日）
1938年2月撮影〕

表紙

昭和15年1月号 1940/1/1 写真頁 紫禁城 1

昭和15年1月号 1940/1/1 写真頁 大清河 7

昭和15年1月号 1940/1/1 写真頁 愛路祭 9

昭和15年1月号 1940/1/1 写真頁 北京の女 11

昭和15年1月号 1940/1/1 写真頁 花墻と窓 13

昭和15年1月号 1940/1/1 写真頁 徐州 15

昭和15年1月号 1940/1/1 写真頁 九龍壁 17

昭和15年1月号 1940/1/1 写真頁 歳末と元旦 19

昭和15年1月号 1940/1/1 写真頁 風筝 23



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和15年1月号 1940/1/1 写真頁 要猴兒的（さるまはし） 25

昭和15年1月号 1940/1/1 写真頁 駅売 27

昭和15年1月号 1940/1/1 写真頁 大きな歴史・小さな歴史 29

昭和15年1月号 1940/1/1 写真頁 豚の効用 31

昭和15年1月号 1940/1/1 記事頁 北支の農村　7　北京のお正月 村上知行〔作家・翻訳家〕 34

昭和15年1月号 1940/1/1 記事頁 農民と正月
みづの・かほる（華北交
通資業局調査役）

36

昭和15年1月号 1940/1/1 記事頁 京漢沿線　史蹟ところどころ 小野勝平 38

昭和15年1月号 1940/1/1 記事頁 可園雑記 加藤新吉 40

昭和15年1月号 1940/1/1 記事頁 水閥の話 河島徳司 41

昭和15年1月号 1940/1/1 記事頁 童謡・過年来了 古川賢一郎 43

昭和15年1月号 1940/1/1 記事頁 支那芝居雑観　8　服装とりどり 石原厳徹 44

昭和15年1月号 1940/1/1 記事頁 奇薬妙葯
宇澄朗（北京在住中国
人）

45

昭和15年1月号 1940/1/1 記事頁 伝書鳩 47

昭和15年1月号 1940/1/1 記事頁 北京ごよみ　一月 49

昭和15年2月号 1940/2/1 写真頁 〔冬の子ども〕 表紙

昭和15年2月号 1940/2/1 写真頁 石景山製鉄所 1

昭和15年2月号 1940/2/1 写真頁 白菜 5

昭和15年2月号 1940/2/1 写真頁 極東学院 7

昭和15年2月号 1940/2/1 写真頁 益都 11

昭和15年2月号 1940/2/1 写真頁 元宵節 13

昭和15年2月号 1940/2/1 写真頁 護国寺 15

昭和15年2月号 1940/2/1 写真頁 円明園 17

昭和15年2月号 1940/2/1 写真頁 愛護村動員演習 19

昭和15年2月号 1940/2/1 写真頁 胡琴 23

昭和15年2月号 1940/2/1 写真頁 驢馬に乗って　白雲観九燕節 25



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和15年2月号 1940/2/1 写真頁 白雲観の九燕節 27

昭和15年2月号 1940/2/1 写真頁 打鼓 29

昭和15年2月号 1940/2/1 写真頁 大きな歴史 小さな歴史 33

昭和15年2月号 1940/2/1 写真頁 北京の乗りもの 31

昭和15年2月号 1940/2/1 記事頁 大同石仏問答 水野精一 34

昭和15年2月号 1940/2/1 記事頁 支那建築の話 村田治郎 36

昭和15年2月号 1940/2/1 記事頁 京漢沿線史蹟ところどころ 小野勝平 38

昭和15年2月号 1940/2/1 記事頁 支那芝居雑観　9　季節の芝居 石原厳徹 40

昭和15年2月号 1940/2/1 記事頁 道教片言 石橋丑雄 41

昭和15年2月号 1940/2/1 記事頁 北支の農村　8　すたれ行く貞操
みづの・かほる（華北交
通資業局調査役）

43

昭和15年2月号 1940/2/1 記事頁 謎
宇澄朗（北京在住中国
人）

45

昭和15年2月号 1940/2/1 記事頁 可園雑記 加藤新吉 46

昭和15年2月号 1940/2/1 記事頁 伝書鳩 47

昭和15年2月号 1940/2/1 記事頁 北京こよみ　二月 49

昭和15年3月号 1940/3/1 写真頁 〔幼児とロバ〕 表紙

昭和15年3月号 1940/3/1 写真頁 天壇 1

昭和15年3月号 1940/3/1 写真頁 春耕 7

昭和15年3月号 1940/3/1 写真頁 春近き農家 9

昭和15年3月号 1940/3/1 写真頁 踢毬兒（はねつき） 11

昭和15年3月号 1940/3/1 写真頁 塩湖（ダプス・ノール）

昭和15年3月号 1940/3/1 写真頁 紅事 15

昭和15年3月号 1940/3/1 写真頁 古北口 17

昭和15年3月号 1940/3/1 写真頁 黄河と包頭 19

昭和15年3月号 1940/3/1 写真頁 毛筆製造 23

昭和15年3月号 1940/3/1 写真頁 鉄路学院 25

昭和15年3月号 1940/3/1 写真頁 街の芸人 27



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和15年3月号 1940/3/1 写真頁 招牌 29

昭和15年3月号 1940/3/1 写真頁 大きな歴史・小さな歴史 31

昭和15年3月号 1940/3/1 記事頁 天壇・冬至・玉女献盆 村上知行〔作家・翻訳家〕 34

昭和15年3月号 1940/3/1 記事頁 支那兵隊の沿革 新島瑞郎 36

昭和15年3月号 1940/3/1 記事頁 京包沿線　史蹟ところどころ 日比野丈夫 38

昭和15年3月号 1940/3/1 記事頁 北京人の味覚道楽 石原巌徹 40

昭和15年3月号 1940/3/1 記事頁 支那建築の話 村田治郎 41

昭和15年3月号 1940/3/1 記事頁 分頭相続
みづの・かほる（華北交
通資業局調査役）

43

昭和15年3月号 1940/3/1 記事頁 北京巷談　路傍の気焔
宇澄朗（北京在住中国
人）

45

昭和15年3月号 1940/3/1 記事頁 可園雑記 加藤新吉 46

昭和15年3月号 1940/3/1 記事頁 伝書鳩 47

昭和15年3月号 1940/3/1 記事頁 北京こよみ　参月 49

昭和15年4月号 1940/4/1 写真頁 〔花嫁〕 撮影：吉田潤 表紙

昭和15年4月号 1940/4/1 写真頁 杏 1

昭和15年4月号 1940/4/1 写真頁 海棠 2

昭和15年4月号 1940/4/1 写真頁 玉泉山 3

昭和15年4月号 1940/4/1 写真頁 躍進する石太線 5

昭和15年4月号 1940/4/1 写真頁 開封 7

昭和15年4月号 1940/4/1 写真頁 新生北京 11

昭和15年4月号 1940/4/1 写真頁
次代を担ふもの　北京日本人小
学校

13

昭和15年4月号 1940/4/1 写真頁
次代を担ふもの　北京日本人小
学校

13

昭和15年4月号 1940/4/1 写真頁 五原 17

昭和15年4月号 1940/4/1 写真頁 厚生列車 19

昭和15年4月号 1940/4/1 写真頁 東安市場 21



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和15年4月号 1940/4/1 写真頁 東安市場 23

昭和15年4月号 1940/4/1 写真頁 蟠桃会 25

昭和15年4月号 1940/4/1 写真頁 染色 27

昭和15年4月号 1940/4/1 写真頁 髪のいろいろ 29

昭和15年4月号 1940/4/1 写真頁 大きな歴史　小さな歴史 31

昭和15年4月号 1940/4/1 記事頁 清朝末期一仏人の支那論 朝倉美奈雄 34

昭和15年4月号 1940/4/1 記事頁 円明園の焼打 金丸精哉 36

昭和15年4月号 1940/4/1 記事頁 万事不徹底主義 石原厳徹 40

昭和15年4月号 1940/4/1 記事頁 支那建築の話　屋根の曲線 村田治郎 41

昭和15年4月号 1940/4/1 記事頁 部落の墓
みづの・かほる（華北交
通資業局調査役）

43

昭和15年4月号 1940/4/1 記事頁 北京のお茶菓子 黄子明 45

昭和15年4月号 1940/4/1 記事頁 可園雑記 加藤新吉 46

昭和15年4月号 1940/4/1 記事頁 伝書鳩 47

昭和15年4月号 1940/4/1 記事頁 北京こよみ　四月

昭和15年5月号 1940/5/1 写真頁 〔同蒲線〕 表紙

昭和15年5月号 1940/5/1 写真頁 黄土層・山西　同蒲沿線 1

昭和15年5月号 1940/5/1 写真頁 黄土層と山西（２）　丘と河 3

昭和15年5月号 1940/5/1 写真頁 黄土層・山西（３）　黄土に生きる 5

昭和15年5月号 1940/5/1 写真頁 新秩序下の中国女警 7

昭和15年5月号 1940/5/1 写真頁 活躍する女警 9

昭和15年5月号 1940/5/1 写真頁 蘇北運河 11

昭和15年5月号 1940/5/1 写真頁
大地に芽ぐむ科学　華北交通・
通州農事試験場

13

昭和15年5月号 1940/5/1 写真頁 彰徳 15

昭和15年5月号 1940/5/1 写真頁 中国の近代女性 17

昭和15年5月号 1940/5/1 写真頁 開灤炭礦 19



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和15年5月号 1940/5/1 写真頁 子供たち 21

昭和15年5月号 1940/5/1 写真頁 中央公園 23

昭和15年5月号 1940/5/1 写真頁 洋車製造 25

昭和15年5月号 1940/5/1 写真頁 蒙古の家 27

昭和15年5月号 1940/5/1 写真頁 蒙古の家 29

昭和15年5月号 1940/5/1 写真頁 大きな歴史・小さな歴史 31

昭和15年5月号 1940/5/1 記事頁 新民会の性格と使命 小澤開作 34

昭和15年5月号 1940/5/1 記事頁 五原―二人の尼僧 立野信之 36

昭和15年5月号 1940/5/1 記事頁 燃料と農民
みづの・かほる（華北交
通資業局調査役）

39

昭和15年5月号 1940/5/1 記事頁 雨・ぷらたなす・駱駝 古川賢一郎 41

昭和15年5月号 1940/5/1 記事頁
娘娘と薬王―北支那の二大廟
会

石原厳徹 42

昭和15年5月号 1940/5/1 記事頁 支那建築の話　屋上の怪物など 村田治郎 43

昭和15年5月号 1940/5/1 記事頁 北京の釣
宇澄朗（北京在住中国
人）

45

昭和15年5月号 1940/5/1 記事頁 可園雑記 加藤新吉 46

昭和15年5月号 1940/5/1 記事頁 伝書鳩 47

昭和15年5月号 1940/5/1 記事頁 北京こよみ　五月 49

昭和15年6月号 1940/6/1 写真頁 〔下校する子どもたち〕 表紙

昭和15年6月号 1940/6/1 写真頁 建設東亜新秩序 1

昭和15年6月号 1940/6/1 写真頁 戎克（ジャンク） 3

昭和15年6月号 1940/6/1 写真頁 戎克　青島と済河 3

昭和15年6月号 1940/6/1 写真頁 製鉄燃料コークス 7

昭和15年6月号 1940/6/1 写真頁 燐寸製造　天津と済南 9

昭和15年6月号 1940/6/1 写真頁 北京の花ごよみ 11

昭和15年6月号 1940/6/1 写真頁
拓かれゆく自動車路　華北交通
の経営　延長一万粁

13



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和15年6月号 1940/6/1 写真頁
未開地をつなぐ長途バス　華北
交通経営

15

昭和15年6月号 1940/6/1 写真頁 剃頭的（まちのとこや） 17

昭和15年6月号 1940/6/1 写真頁 支那の小学生 19

昭和15年6月号 1940/6/1 写真頁 家庭の学童 21

昭和15年6月号 1940/6/1 写真頁 山東省済南　膠済線終点 23

昭和15年6月号 1940/6/1 写真頁 大明湖　済南 25

昭和15年6月号 1940/6/1 写真頁 水餃子（シュイチアオツ） 27

昭和15年6月号 1940/6/1 写真頁
大きな歴史　和平、反共・建国
新国民政府生誕

29

昭和15年6月号 1940/6/1 写真頁 小さな歴史 31

昭和15年6月号 1940/6/1 記事頁 オルドス地方 後藤富男 34

昭和15年6月号 1940/6/1 記事頁 北支の水運 中村英 36

昭和15年6月号 1940/6/1 記事頁 北支の自動車交通 春日部一 38

昭和15年6月号 1940/6/1 記事頁 可園雑記 加藤新吉 40

昭和15年6月号 1940/6/1 記事頁 農家と肥料
みづの・かほる（華北交
通資業局調査役）

41

昭和15年6月号 1940/6/1 記事頁 支那建築の話　斗栱 村田治郎 43

昭和15年6月号 1940/6/1 記事頁 私のお父さん 45

昭和15年6月号 1940/6/1 記事頁 伝書鳩 47

昭和15年6月号 1940/6/1 記事頁 日本⇒北支旅行常識　その一 49

昭和15年7月号 1940/7/1 写真頁 牌楼 表紙

昭和15年7月号 1940/7/1 写真頁 兵隊と子供 1

昭和15年7月号 1940/7/1 写真頁 北支蒙疆の農業　灌漑 3

昭和15年7月号 1940/7/1 写真頁
北支蒙疆の農業　灌漑（人工灌
漑）

3

昭和15年7月号 1940/7/1 写真頁 北支の曹達工業・原料 7

昭和15年7月号 1940/7/1 写真頁 曹達工業　用途 9

昭和15年7月号 1940/7/1 写真頁 放牧を終へて・蒙疆 11



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和15年7月号 1940/7/1 写真頁 蒙疆の小学生 13

昭和15年7月号 1940/7/1 写真頁
北支蒙疆の鉄道を守る者　軍鉄
一致

15

昭和15年7月号 1940/7/1 写真頁 古柏 17

昭和15年7月号 1940/7/1 写真頁 午睡二題 19

昭和15年7月号 1940/7/1 写真頁 酸梅湯と団扇 21

昭和15年7月号 1940/7/1 写真頁 中南海公園 23

昭和15年7月号 1940/7/1 写真頁 雲竜山、興化寺・徐州 25

昭和15年7月号 1940/7/1 写真頁 新郷 27

昭和15年7月号 1940/7/1 写真頁 蓆（アンペラ） 29

昭和15年7月号 1940/7/1 写真頁 大きな歴史・小さな歴史 31

昭和15年7月号 1940/7/1 記事頁 北支インフレの特異性 朝倉美奈雄 34

昭和15年7月号 1940/7/1 記事頁 北支の農村　13　北支と甘藷
みづの・かほる（華北交
通資業局調査役）

36

昭和15年7月号 1940/7/1 記事頁 可園雑記 加藤新吉 38

昭和15年7月号 1940/7/1 記事頁 支那建築の話　柱と礎石 村田治郎 39

昭和15年7月号 1940/7/1 記事頁 徐州石仏寺 水野精一 41

昭和15年7月号 1940/7/1 記事頁 北京人の朝餉
宇澄朗（北京在住中国
人）

43

昭和15年7月号 1940/7/1 記事頁 私のお父さん 45

昭和15年7月号 1940/7/1 記事頁 伝書鳩 47

昭和15年7月号 1940/7/1 記事頁 日本⇒北支旅行の常識　その2 49

昭和15年8月号 1940/8/1 写真頁 〔中国女性〕 表紙

昭和15年8月号 1940/8/1 写真頁 蒙疆　放牧 1

昭和15年8月号 1940/8/1 写真頁 牧民 3

昭和15年8月号 1940/8/1 写真頁 槐 5

昭和15年8月号 1940/8/1 写真頁 屋根の怪物 7

昭和15年8月号 1940/8/1 写真頁 水二題 9



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和15年8月号 1940/8/1 写真頁 果物うり　芝罘 11

昭和15年8月号 1940/8/1 写真頁
繊手、交通戦士を守る　華北交
通鉄路医院・華人看護婦

13

昭和15年8月号 1940/8/1 写真頁
白衣の交通戦士　華北交通・鉄
路医院

15

昭和15年8月号 1940/8/1 写真頁 山羊 17

昭和15年8月号 1940/8/1 写真頁 甕城―臨汾― 19

昭和15年8月号 1940/8/1 写真頁 大同の古刹 21

昭和15年8月号 1940/8/1 写真頁 中元節 23

昭和15年8月号 1940/8/1 写真頁 七夕に因める芝居　天河配 25

昭和15年8月号 1940/8/1 写真頁 街のお茶うり 27

昭和15年8月号 1940/8/1 写真頁 木匠（ムチアン） 29

昭和15年8月号 1940/8/1 写真頁 大きな歴史　小さな歴史 31

昭和15年8月号 1940/8/1 記事頁 中国の蝗害
陶華夫（華北交通資料
課員）

34

昭和15年8月号 1940/8/1 記事頁 北支の農村　14　纏足
みづの・かほる（華北交
通資業局調査役）

36

昭和15年8月号 1940/8/1 記事頁 可園雑記
加藤新吉（華北交通資業
局次長）

38

昭和15年8月号 1940/8/1 記事頁 五原
後藤富男（善隣協会調査
部長）

39

昭和15年8月号 1940/8/1 記事頁 支那建築の相称と変異 小泉丹（慶大教授医博） 41

昭和15年8月号 1940/8/1 記事頁 支那建築の話（７）　 天井と炕
村田治郎（工博・京都帝
大教授）

43

昭和15年8月号 1940/8/1 記事頁 北京の俳優と艶ごと
宇澄朗（北京在住日本通
中国人）

45

昭和15年8月号 1940/8/1 記事頁 個人主義
石原厳徹（華北交通旅客
課主任）〔拓大出身、詩
人〕

46

昭和15年8月号 1940/8/1 記事頁 伝書鳩 47



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和15年8月号 1940/8/1 記事頁 石炭　北支・蒙疆の統計１ 49

昭和15年9月号 1940/9/1 写真頁 〔中秋節のお供え〕 表紙

昭和15年9月号 1940/9/1 写真頁 万里長城 1

昭和15年9月号 1940/9/1 写真頁 万里長城　2 3

昭和15年9月号 1940/9/1 写真頁 万里長城　3 5

昭和15年9月号 1940/9/1 写真頁 北支の紡績業 7

昭和15年9月号 1940/9/1 写真頁 九龍壁―北京― 9

昭和15年9月号 1940/9/1 写真頁 竜 11

昭和15年9月号 1940/9/1 写真頁 仔羊 13

昭和15年9月号 1940/9/1 写真頁
鉄路を守る女戦士　華北交通愛
路婦女隊

15

昭和15年9月号 1940/9/1 写真頁 楡 17

昭和15年9月号 1940/9/1 写真頁 子供二題 19

昭和15年9月号 1940/9/1 写真頁 厚和の喇嘛寺 21

昭和15年9月号 1940/9/1 写真頁 水うり 23

昭和15年9月号 1940/9/1 写真頁 中秋節 25

昭和15年9月号 1940/9/1 写真頁 鵜飼 27

昭和15年9月号 1940/9/1 写真頁 柳の篭（手工業） 29

昭和15年9月号 1940/9/1 写真頁 大きな歴史・小さな歴史 31

昭和15年9月号 1940/9/1 記事頁 中国共産党の農村工作
小松健三郎（満洲日日新
聞東亜部員）

34

昭和15年9月号 1940/9/1 記事頁 北支の農村　16　緑化
みづの・かほる（華北交
通資業局調査役）

36

昭和15年9月号 1940/9/1 記事頁 可園雑記 加藤新吉 38

昭和15年9月号 1940/9/1 記事頁 支那武術由来記
武田熙（興亜院華北連絡
部調査官）

39

昭和15年9月号 1940/9/1 記事頁 開元寺塔と興国寺―定県
水野精一（東方文化研究
所員）

41



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和15年9月号 1940/9/1 記事頁 北支の風土病
村上三諧槐（華北交通保
健科学研究所員）

43

昭和15年9月号 1940/9/1 記事頁 初秋の蟹
黄子亮（北京在住中国
人・慶大出身）

45

昭和15年9月号 1940/9/1 記事頁 伝書鳩 47

昭和15年9月号 1940/9/1 記事頁 棉花―北支・蒙疆の統計２― 49

昭和15年10月号 1940/10/1 写真頁 大同石仏 表紙

昭和15年10月号 1940/10/1 写真頁 海州塩　1 1

昭和15年10月号 1940/10/1 写真頁 海州塩　2 1

昭和15年10月号 1940/10/1 写真頁 連雲 5

昭和15年10月号 1940/10/1 写真頁 連雲　2　西連島 7

昭和15年10月号 1940/10/1 写真頁 柳 9

昭和15年10月号 1940/10/1 写真頁 紫禁城の獣 11

昭和15年10月号 1940/10/1 写真頁 厚生列車　1 13

昭和15年10月号 1940/10/1 写真頁 厚生列車　2 13

昭和15年10月号 1940/10/1 写真頁 石仏―大同― 17

昭和15年10月号 1940/10/1 写真頁 泰山 19

昭和15年10月号 1940/10/1 写真頁 秋 21

昭和15年10月号 1940/10/1 写真頁 収穫 23

昭和15年10月号 1940/10/1 写真頁 売卜者 25

昭和15年10月号 1940/10/1 写真頁 土糞製造 27

昭和15年10月号 1940/10/1 写真頁 石炭の盗掘 29

昭和15年10月号 1940/10/1 写真頁 大きな歴史　小さな歴史 31

昭和15年10月号 1940/10/1 記事頁 五台山由来記
小野勝平（華北交通資業
局資料課員）

34

昭和15年10月号 1940/10/1 記事頁 山西省と閻錫山
辻原八二三（華北交通資
業局業務課員）

37

昭和15年10月号 1940/10/1 記事頁 北支の農村　16　麦秋悲喜
みづの・かほる（華北交
通資業局員）

39



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和15年10月号 1940/10/1 記事頁 「健万」談義
立木四青（満鉄北支経済
調査所員）

41

昭和15年10月号 1940/10/1 記事頁 中国の医者
本間博（華北交通保健科
学研究所員）

43

昭和15年10月号 1940/10/1 記事頁 可園雑記 加藤新吉 44

昭和15年10月号 1940/10/1 記事頁 愛路村
田尻末四郎（華北交通警
務部愛路課員）

45

昭和15年10月号 1940/10/1 記事頁 伝書鳩 47

昭和15年10月号 1940/10/1 記事頁 鉄道―北支・蒙疆の統計３ 49

昭和15年11月号 1940/11/1 写真頁 北京五塔寺 表紙

昭和15年11月号 1940/11/1 写真頁 秋 1

昭和15年11月号 1940/11/1 写真頁 大行山脈 3

昭和15年11月号 1940/11/1 写真頁 五台山　1 5

昭和15年11月号 1940/11/1 写真頁 五台山　2 7

昭和15年11月号 1940/11/1 写真頁 蒙古の秋 9

昭和15年11月号 1940/11/1 写真頁 竜煙鉄鉱 11

昭和15年11月号 1940/11/1 写真頁 こほろぎ 13

昭和15年11月号 1940/11/1 写真頁 華北交通　鉄道青年隊 15

昭和15年11月号 1940/11/1 写真頁 大同 17

昭和15年11月号 1940/11/1 写真頁 鴨子房 19

昭和15年11月号 1940/11/1 写真頁 栝樹 21

昭和15年11月号 1940/11/1 写真頁 飴細工うり 23

昭和15年11月号 1940/11/1 写真頁 古北口 25

昭和15年11月号 1940/11/1 写真頁 皮貨店 27

昭和15年11月号 1940/11/1 写真頁 煤球兒 29

昭和15年11月号 1940/11/1 写真頁 大きな歴史　小さな歴史 31

昭和15年11月号 1940/11/1 記事頁 聖帝康煕
石橋丑雄（北京市公署社
会局観光科専員）

34



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和15年11月号 1940/11/1 記事頁 北支の農村　17　水稲
みづの・かほる（華北交
通資業局調査役）

36

昭和15年11月号 1940/11/1 記事頁 可園雑記
加藤新吉（華北交通資業
局次長）

38

昭和15年11月号 1940/11/1 記事頁 扶輪学校
寺坂亮一（華北交通厚生
課長）

39

昭和15年11月号 1940/11/1 記事頁 包頭
小林徳（東亜研究所嘱
託）

41

昭和15年11月号 1940/11/1 記事頁 北京の囲碁
安武誠一（華北交通資業
局員）

43

昭和15年11月号 1940/11/1 記事頁 驢と騾
西田周作（国立北京大学
農学院副教授）

45

昭和15年11月号 1940/11/1 記事頁 伝書鳩 47

昭和15年11月号 1940/11/1 記事頁 北支蒙疆の統計　4　羊毛 49

昭和15年12月号 1940/12/1 写真頁 徐州の鴉 表紙

昭和15年12月号 1940/12/1 写真頁 正定城外　京漢線 1

昭和15年12月号 1940/12/1 写真頁 張北　その一 3

昭和15年12月号 1940/12/1 写真頁 張北　その二 3

昭和15年12月号 1940/12/1 写真頁 羊毛　包頭 7

昭和15年12月号 1940/12/1 写真頁 子供の冬 9

昭和15年12月号 1940/12/1 写真頁 漁村の冬 11

昭和15年12月号 1940/12/1 写真頁 路警 13

昭和15年12月号 1940/12/1 写真頁 北海凍る　北京 15

昭和15年12月号 1940/12/1 写真頁 団城俯瞰　北京　北海公園入口 17

昭和15年12月号 1940/12/1 写真頁 草紙をつくる　京包線 19

昭和15年12月号 1940/12/1 写真頁 壁 21

昭和15年12月号 1940/12/1 写真頁 婦女手工廠　北京 23

昭和15年12月号 1940/12/1 写真頁 香柏 25

昭和15年12月号 1940/12/1 写真頁 日本婦人の進出 27



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和15年12月号 1940/12/1 写真頁 邯鄲遺蹟の発掘　京漢線 29

昭和15年12月号 1940/12/1 写真頁 大きな歴史　小さな歴史

昭和15年12月号 1940/12/1 記事頁 北支の内河水運
中野醇（華北交通水運部
調査役） 34

昭和15年12月号 1940/12/1 記事頁 北京秘史　乾隆帝と香妃
宇澄朗（北京在住中国
人）→『新天地』14(2)、
1934-02にも

36

昭和15年12月号 1940/12/1 記事頁 灯す胡同―哈達紋外点描
平田小六（北京在住小説
家）

38

昭和15年12月号 1940/12/1 記事頁 京包線と火山
小林徳（東亜研究所嘱
託）

40

昭和15年12月号 1940/12/1 記事頁 二閘の回想 高木健夫 42

昭和15年12月号 1940/12/1 記事頁 北支の農村　18　食糧と統計
みづの・かほる（華北交
通資業局調査役）

44

昭和15年12月号 1940/12/1 記事頁 可園雑記 加藤新吉 46

昭和15年12月号 1940/12/1 記事頁 伝書鳩 47

昭和15年12月号 1940/12/1 記事頁 北支蒙疆の統計　5　鉄 49

昭和16年1月号 1941/1/1 写真頁 火灯 表紙

昭和16年1月号 1941/1/1 写真頁 雪の微水　石太線 1

昭和16年1月号 1941/1/1 写真頁 支那正月　火灯 3

昭和16年1月号 1941/1/1 写真頁 支那正月　除夜 5

昭和16年1月号 1941/1/1 写真頁 支那正月　元旦 7

昭和16年1月号 1941/1/1 写真頁 火判兒 9

昭和16年1月号 1941/1/1 写真頁 初市　琉璃廠 11

昭和16年1月号 1941/1/1 写真頁 スケート　北京、北海にて

昭和16年1月号 1941/1/1 写真頁 石壘花 15

昭和16年1月号 1941/1/1 写真頁 塔 17

昭和16年1月号 1941/1/1 写真頁 花嫁の来る家 19



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和16年1月号 1941/1/1 写真頁 寧武城　同蒲線 21

昭和16年1月号 1941/1/1 写真頁 絨毯製作 23

昭和16年1月号 1941/1/1 写真頁 駱駝 25

昭和16年1月号 1941/1/1 写真頁 北支に於ける日本の子供 27

昭和16年1月号 1941/1/1 写真頁 桐 29

昭和16年1月号 1941/1/1 写真頁 鉄道通信鳩 31

昭和16年1月号 1941/1/1 記事頁 紅い正月
村上知之（北京在住著述
家）

34

昭和16年1月号 1941/1/1 記事頁 北京と陶器
佐藤汎愛（華北交通資業
局員）

36

昭和16年1月号 1941/1/1 記事頁 支那映画瞥見
全先喬（在北京支那映画
研究家）

38

昭和16年1月号 1941/1/1 記事頁 北支の農民　19　北支の農諺
みづの・かほる（華北交
通資業局参与）

40

昭和16年1月号 1941/1/1 記事頁 支那紙の話
安藤更生（新民印書館
員）

42

昭和16年1月号 1941/1/1 記事頁 可園雑記 加藤新吉 44

昭和16年1月号 1941/1/1 記事頁 北支の自動車交通
久田徳雄（華北交通資業
局員）

45

昭和16年1月号 1941/1/1 記事頁 北支蒙疆の統計　塩 49

昭和16年2月号 1941/2/1 写真頁 北京カトリツク寺院前の唐獅子 表紙

昭和16年2月号 1941/2/1 写真頁 北京　白塔寺の廟会　その一 1

昭和16年2月号 1941/2/1 写真頁 白塔寺の廟会　その二 1

昭和16年2月号 1941/2/1 写真頁 小鳥 5

昭和16年2月号 1941/2/1 写真頁 蘇る西太后の永和号 7

昭和16年2月号 1941/2/1 写真頁 張家口　その一 9

昭和16年2月号 1941/2/1 写真頁 張家口　その二 9

昭和16年2月号 1941/2/1 写真頁 花様（ふあやん） 13

昭和16年2月号 1941/2/1 写真頁 華北交通　中国人鉄道青年隊 15



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和16年2月号 1941/2/1 写真頁 立喰ひ 17

昭和16年2月号 1941/2/1 写真頁 骨董製作　北京 19

昭和16年2月号 1941/2/1 写真頁 子供　張北 21

昭和16年2月号 1941/2/1 写真頁 発掘すすむ大同の石仏 23

昭和16年2月号 1941/2/1 写真頁 牛 25

昭和16年2月号 1941/2/1 写真頁 北京の胡同（よこちょう） 27

昭和16年2月号 1941/2/1 写真頁 松 29

昭和16年2月号 1941/2/1 写真頁 門の周囲 31

昭和16年2月号 1941/2/1 記事頁 永和号由来
武部英治（鉄道省国際観
光局北京弁事処長）

34

昭和16年2月号 1941/2/1 記事頁 北京の小姐
高木健夫（東亜新報社主
筆）

36

昭和16年2月号 1941/2/1 記事頁 北支の農諺（続）
みづの・かほる（華北交
通資業局参与）

39

昭和16年2月号 1941/2/1 記事頁 鄭板橋
一氏義貞（華北交通資業
局嘱託）

41

昭和16年2月号 1941/2/1 記事頁
電影年代記　北京のアメリカ映
画

長野賢（北京市公署財政
局顧問）

44

昭和16年2月号 1941/2/1 記事頁 可園雑記 加藤新吉 46

昭和16年2月号 1941/2/1 記事頁 北支暢談 47

昭和16年2月号 1941/2/1 記事頁 北京・蒙疆の統計　７　港湾 49

昭和16年3月号 1941/3/1 写真頁 運城の鼓楼 表紙

昭和16年3月号 1941/3/1 写真頁 連翹 1

昭和16年3月号 1941/3/1 写真頁 蒙古角力 3

昭和16年3月号 1941/3/1 写真頁 蒙古の生活 5

昭和16年3月号 1941/3/1 写真頁 牌楼 7

昭和16年3月号 1941/3/1 写真頁 紡線 撮影：中川昌蔵？ 9

昭和16年3月号 1941/3/1 写真頁 北京 11

昭和16年3月号 1941/3/1 写真頁 釣 13



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和16年3月号 1941/3/1 写真頁 漢法医 15

昭和16年3月号 1941/3/1 写真頁 大同石仏―第六洞東璧 17

昭和16年3月号 1941/3/1 写真頁 水ぬるむ 19

昭和16年3月号 1941/3/1 写真頁 農村の子供 21

昭和16年3月号 1941/3/1 写真頁 定県―京漢線 23

昭和16年3月号 1941/3/1 写真頁 東陵 25

昭和16年3月号 1941/3/1 写真頁 桐材 27

昭和16年3月号 1941/3/1 写真頁 豚 29

昭和16年3月号 1941/3/1 写真頁 徳石線開通 31

昭和16年3月号 1941/3/1 記事頁 河南の匪患と阿片
石塚鶴鳴（河南省陸軍特
務機関嘱託）

34

昭和16年3月号 1941/3/1 記事頁 農村と市
みづの・かほる（華北交
通資業局参与）

37

昭和16年3月号 1941/3/1 記事頁 血料理
黄子明（北京在住中国
人）

39

昭和16年3月号 1941/3/1 記事頁 青州游記
吉岡義豊（真言宗在支研
究生）

41

昭和16年3月号 1941/3/1 記事頁 汾酒物語
石敢當（華北交通資業局
参与）

43

昭和16年3月号 1941/3/1 記事頁 可園雑記 加藤新吉 44

昭和16年3月号 1941/3/1 記事頁 山西を憶ふ
高岡英夫（満鉄北支調査
所員）

43

昭和16年3月号 1941/3/1 記事頁 北支暢談 ― 47

昭和16年3月号 1941/3/1 記事頁
北支・蒙疆の統計　8　華工（苦
力）

― 49

昭和16年4月号 1941/4/1 写真頁 胡弓 表紙

昭和16年4月号 1941/4/1 写真頁 四月 1

昭和16年4月号 1941/4/1 写真頁 運河　その一 3

昭和16年4月号 1941/4/1 写真頁 鶏鳴山由来　京包線下花園 7



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和16年4月号 1941/4/1 写真頁 無題〔中国の子ども〕 9

昭和16年4月号 1941/4/1 写真頁 火鎌子（ひうちいし） 11

昭和16年4月号 1941/4/1 写真頁 鉄道建設 13

昭和16年4月号 1941/4/1 写真頁 順徳 15

昭和16年4月号 1941/4/1 写真頁 大同石仏 17

昭和16年4月号 1941/4/1 写真頁 北支の水稲 19

昭和16年4月号 1941/4/1 写真頁 塔―北京城外天寧寺 21

昭和16年4月号 1941/4/1 写真頁 国立北京芸術専科学校 23

昭和16年4月号 1941/4/1 写真頁 馬 25

昭和16年4月号 1941/4/1 写真頁 牛皮を革す 27

昭和16年4月号 1941/4/1 写真頁 海州の燐礦石 29

昭和16年4月号 1941/4/1 写真頁 海棠 31

昭和16年4月号 1941/4/1 記事頁 北支の地下鉄資源開発の将来
堀内一雄（満鉄北支調査
所員）

34

昭和16年4月号 1941/4/1 記事頁 農民と主食物
みづの・かほる（華北交
通資業局参与）

36

昭和16年4月号 1941/4/1 記事頁 黄河の三険
小林徳（東亜研究所嘱
託）

38

昭和16年4月号 1941/4/1 記事頁 喀喇沁の人々
長野賢（北京特別市公署
財政局勤務）

40

昭和16年4月号 1941/4/1 記事頁 同蒲線をゆく
水野精一（東方文化研究
所員）

42

昭和16年4月号 1941/4/1 記事頁 丁丁微苦笑記　北京電車物語
高木健夫（東亜新報主
任）

44

昭和16年4月号 1941/4/1 記事頁 可園雑記
加藤新吉（華北交通参
与）

46

昭和16年4月号 1941/4/1 記事頁 北支暢談 47

昭和16年4月号 1941/4/1 記事頁 北支蒙疆の統計　9　果物 49

昭和16年5月号 1941/5/1 写真頁 玉蘭 表紙



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和16年5月号 1941/5/1 写真頁 干網 1

昭和16年5月号 1941/5/1 写真頁 黄土 3

昭和16年5月号 1941/5/1 写真頁 日本人指導の下に 5

昭和16年5月号 1941/5/1 写真頁 通州の仏塔 7

昭和16年5月号 1941/5/1 写真頁 五月の北京 9

昭和16年5月号 1941/5/1 写真頁 白酒製造 11

昭和16年5月号 1941/5/1 写真頁 天津　その一 13

昭和16年5月号 1941/5/1 写真頁 天津　その二 15

昭和16年5月号 1941/5/1 写真頁 杜霄筆（五代）　撲蝶仕女図 17

昭和16年5月号 1941/5/1 写真頁 竹 19

昭和16年5月号 1941/5/1 写真頁 竹製品 21

昭和16年5月号 1941/5/1 写真頁 留守宅を守る子供 23

昭和16年5月号 1941/5/1 写真頁 鉄 25

昭和16年5月号 1941/5/1 写真頁 華北交通　保健化学研究所 27

昭和16年5月号 1941/5/1 写真頁 家鴨 29

昭和16年5月号 1941/5/1 写真頁 北京の花 31

昭和16年5月号 1941/5/1 記事頁 華北建設と造林
山本憲治（華北交通資業
局参与）

34

昭和16年5月号 1941/5/1 記事頁 同蒲線をゆく
水野精一（東方文化研究
所員）

36

昭和16年5月号 1941/5/1 記事頁 開封の挑筋教
小野勝平（華北交通資業
局嘱託）

38

昭和16年5月号 1941/5/1 記事頁 北京日記
春山行夫〔詩人、随筆
家。〕

41

昭和16年5月号 1941/5/1 記事頁
支那伝説　1　牡丹燈記（剪燈新
話巻一）

武田光郎（華北交通資業
局員）

43

昭和16年5月号 1941/5/1 記事頁 近代新疆省の経済戦
小松健三郎（新民会嘱
託）

45

昭和16年5月号 1941/5/1 記事頁 北支暢談 47



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和16年5月号 1941/5/1 記事頁 可園雑記
加藤新吉（華北交通参
与）

48

昭和16年5月号 1941/5/1 記事頁 北支蒙疆の統計　10　貿易 49

昭和16年6月号 1941/6/1 写真頁 目高 表紙

昭和16年6月号 1941/6/1 写真頁 北支の農業　耕地 1

昭和16年6月号 1941/6/1 写真頁 北支の農業　灌漑 3

昭和16年6月号 1941/6/1 写真頁 北支の農業　農具 5

昭和16年6月号 1941/6/1 写真頁 北支の農業　農民生活 7

昭和16年6月号 1941/6/1 写真頁 北支の農業　鉄路愛護村 7

昭和16年6月号 1941/6/1 写真頁 初夏 11

昭和16年6月号 1941/6/1 写真頁 革細工 13

昭和16年6月号 1941/6/1 写真頁 アルバジン村 15

昭和16年6月号 1941/6/1 写真頁
沈南蘋筆（清代）　花鳥（殷同氏
蔵）

17

昭和16年6月号 1941/6/1 写真頁 満支国境　山海関 19

昭和16年6月号 1941/6/1 写真頁 水煙 21

昭和16年6月号 1941/6/1 写真頁 金魚 23

昭和16年6月号 1941/6/1 写真頁 北京西郊に捨てられた仏塔 25

昭和16年6月号 1941/6/1 写真頁 鶏と卵 27

昭和16年6月号 1941/6/1 写真頁 礬土（アルミニウム原礦） 29

昭和16年6月号 1941/6/1 写真頁 北支の花 31

昭和16年6月号 1941/6/1 記事頁 近代新疆省の経済戦（二）
小松健三郎（新民会中央
指導部員）

34

昭和16年6月号 1941/6/1 記事頁 北京のシャーマン教
石橋丑雄（北京市公署観
光科専員）

36

昭和16年6月号 1941/6/1 記事頁 済寧のことなど
島田正郎（外務省留学
生）〔東京大学卒業〕

38

昭和16年6月号 1941/6/1 記事頁 支那伝説　２
武田光郎（華北交通資業
局員）



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和16年6月号 1941/6/1 記事頁 東潞線を往く
板星猛（華北交通資業局
員）

42

昭和16年6月号 1941/6/1 記事頁
張家口発達史の覚書（新築来遠
堡記以前）

今村鴻明（華北交通張家
口鉄路局員）

44

昭和16年6月号 1941/6/1 記事頁 可園雑記
加藤新吉（華北交通資業
局参与）

46

昭和16年6月号 1941/6/1 記事頁 北支暢談 47

昭和16年6月号 1941/6/1 記事頁 北支蒙疆の統計　11　自動車 49

昭和16年7月号 1941/7/1 写真頁 槍投げ 表紙

昭和16年7月号 1941/7/1 写真頁 釣 1

昭和16年7月号 1941/7/1 写真頁 中原横断　隴海線　1 3

昭和16年7月号 1941/7/1 写真頁 中原横断　隴海線　2 5

昭和16年7月号 1941/7/1 写真頁 開封の鉄塔 7

昭和16年7月号 1941/7/1 写真頁 和平救国軍 9

昭和16年7月号 1941/7/1 写真頁 和平救国軍　2 9

昭和16年7月号 1941/7/1 写真頁 中元節 13

昭和16年7月号 1941/7/1 写真頁 阿羅漢図　呉彬筆 15

昭和16年7月号 1941/7/1 写真頁 鏡（装飾盒） 17

昭和16年7月号 1941/7/1 写真頁 土塩を採る 19

昭和16年7月号 1941/7/1 写真頁 鉄鍋製造 21

昭和16年7月号 1941/7/1 写真頁 七月 23

昭和16年7月号 1941/7/1 写真頁 山海関廻廊地帯 25

昭和16年7月号 1941/7/1 写真頁 支那の回教徒 27

昭和16年7月号 1941/7/1 写真頁 鉄路農場 29

昭和16年7月号 1941/7/1 写真頁 晩香玉 31

昭和16年7月号 1941/7/1 記事頁 孟姜女の伝説
石原厳徹（華北交通資業
局参与）

34

昭和16年7月号 1941/7/1 記事頁
北支農民指導夜話　新版和製神
農岐白伝

田尻末四郎（華北交通警
務局員）

36



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和16年7月号 1941/7/1 記事頁 冀東水運
小林悟一郎（華北交通資
業局員）

38

昭和16年7月号 1941/7/1 記事頁 謙受益
石敢當（華北交通資業局
参与）

昭和16年7月号 1941/7/1 記事頁 同蒲線から嵐県へ
関公平（新民会秘書室
員）

42

昭和16年7月号 1941/7/1 記事頁 晋南の街道に拾ふ
板屋猛（華北交通資業局
員）

44

昭和16年7月号 1941/7/1 記事頁 可園雑記
加藤新吉〔華北交通資業
局参与？局長？〕

46

昭和16年7月号 1941/7/1 記事頁 北支暢談 47

昭和16年7月号 1941/7/1 記事頁
北支・蒙疆の統計　12　支那の
面積と人口

49

昭和16年7月号 1941/7/1 写真頁 山宗文門と汽車 表紙

昭和16年8月号 1941/8/1 写真頁 山宗文門と汽車 表紙

昭和16年8月号 1941/8/1 写真頁 北支の花 1

昭和16年8月号 1941/8/1 写真頁 山に挑む 3

昭和16年8月号 1941/8/1 写真頁 水に挑む 5

昭和16年8月号 1941/8/1 写真頁 大陸交通を担ふ人々 7

昭和16年8月号 1941/8/1 写真頁 盛夏 9

昭和16年8月号 1941/8/1 写真頁 天棚と天布 11

昭和16年8月号 1941/8/1 写真頁 磁州窯（彭城鎮）　1 小山富士夫？ 13

昭和16年8月号 1941/8/1 写真頁 磁州窯（彭城鎮）　2 15

昭和16年8月号 1941/8/1 写真頁 放牧 17

昭和16年8月号 1941/8/1 写真頁 線香をつくる 19

昭和16年8月号 1941/8/1 写真頁 居庸関の過街塔 21

昭和16年8月号 1941/8/1 写真頁 大地に育つ 23

昭和16年8月号 1941/8/1 写真頁 五台山 25

昭和16年8月号 1941/8/1 写真頁 五台山　2 27



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和16年8月号 1941/8/1 写真頁 谿山得禄図　朗世寧筆 29

昭和16年8月号 1941/8/1 写真頁 刺繍 31

昭和16年8月号 1941/8/1 記事頁 連雲港
柿崎勇（華北交通水運局
員）

34

昭和16年8月号 1941/8/1 記事頁 北支の陶器 小山富士夫 36

昭和16年8月号 1941/8/1 記事頁 中共最近の動向
関原利夫（東亜新報社
員）

38

昭和16年8月号 1941/8/1 記事頁 郎世寧
石橋丑雄（北京市公署観
光科専員）

40

昭和16年8月号 1941/8/1 記事頁 鬼市
島中三槐（華北交通資業
局員）

42

昭和16年8月号 1941/8/1 記事頁 花の味覚 黄子明（在北京中国人） 43

昭和16年8月号 1941/8/1 記事頁 五台を憶ふ
小松健三郎（新民会嘱
託）

44

昭和16年8月号 1941/8/1 記事頁 可園雑記
加藤新吉〔華北交通資業
局参与？局長？〕

46

昭和16年8月号 1941/8/1 記事頁 北支暢談 47

昭和16年8月号 1941/8/1 記事頁
北支・蒙疆の統計　13　北支の
気候

49

昭和16年9月号 1941/9/1 写真頁 夏日 表紙

昭和16年9月号 1941/9/1 写真頁 曠原横断　一　広野横断 1

昭和16年9月号 1941/9/1 写真頁 曠原横断　二　汽車と轎車 3

昭和16年9月号 1941/9/1 写真頁 大地を踏んで

昭和16年9月号 1941/9/1 写真頁 好朋友（ハオポンユウ） 7

昭和16年9月号 1941/9/1 写真頁
白塔遠望・北京北海公園五龍亭
より

昭和16年9月号 1941/9/1 写真頁 山蛯虎 9

昭和16年9月号 1941/9/1 写真頁 北支のくだもの 13

昭和16年9月号 1941/9/1 写真頁 石炭を日本へ 15

昭和16年9月号 1941/9/1 写真頁 子供 17



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和16年9月号 1941/9/1 写真頁 油炸鬼と油炸餅 19

昭和16年9月号 1941/9/1 写真頁 愛路自動車来了 21

昭和16年9月号 1941/9/1 写真頁 開封の繁塔 23

昭和16年9月号 1941/9/1 写真頁 唐時代女性の服装 25

昭和16年9月号 1941/9/1 写真頁 現代女性の服装 27

昭和16年9月号 1941/9/1 写真頁 雪景山水図　高鳳翰筆 29

昭和16年9月号 1941/9/1 写真頁 真鍮細工 31

昭和16年9月号 1941/9/1 記事頁 夾竹桃 村上知之 34

昭和16年9月号 1941/9/1 記事頁 山東八路軍と文化陣線
島英夫（満鉄北支経済調
査所員）

36

昭和16年9月号 1941/9/1 記事頁 北支の鉄道保健
村瀬渉（華北交通総務局
参与）

38

昭和16年9月号 1941/9/1 記事頁 北支畜産の展望
坂本種夫（華北交通資源
局局員）

40

昭和16年9月号 1941/9/1 記事頁 油炸檜 黄子明（在北京中国人） 42

昭和16年9月号 1941/9/1 記事頁 津浦鉄道沿線の歴史景観
小野勝年（華北交通資業
局嘱託）

43

昭和16年9月号 1941/9/1 記事頁 可園雑記
加藤新吉〔華北交通資業
局参与？局長？〕

46

昭和16年9月号 1941/9/1 記事頁 北支暢談 47

昭和16年9月号 1941/9/1 記事頁 北支・蒙疆の統計　14　水運 49

昭和16年10月号 1941/10/1 写真頁 蒙古の喇嘛塔 表紙

昭和16年10月号 1941/10/1 写真頁 黄土地帯をゆく列車 1

昭和16年10月号 1941/10/1 写真頁 収穫 3

昭和16年10月号 1941/10/1 写真頁 愛路祭 5

昭和16年10月号 1941/10/1 写真頁 指導者教育 7

昭和16年10月号 1941/10/1 写真頁 子供 9

昭和16年10月号 1941/10/1 写真頁 天壇にて 11

昭和16年10月号 1941/10/1 写真頁 瓦 13



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和16年10月号 1941/10/1 写真頁 北支のくだもの　葡萄・林檎・梨 15

昭和16年10月号 1941/10/1 写真頁 中秋節 17

昭和16年10月号 1941/10/1 写真頁 烙餅のつくり方 19

昭和16年10月号 1941/10/1 写真頁 青島　1 21

昭和16年10月号 1941/10/1 写真頁 青島　2 23

昭和16年10月号 1941/10/1 写真頁 南宋・元代の女性の服装 25

昭和16年10月号 1941/10/1 写真頁 支那服と成衣局 27

昭和16年10月号 1941/10/1 写真頁 山水図　梅瞿山筆（清代） 24

昭和16年10月号 1941/10/1 写真頁 民芸品 31

昭和16年10月号 1941/10/1 記事頁
測石站舎炎上（一）－石太線匪
襲事件の回想－

渡辺庄治 34

昭和16年10月号 1941/10/1 記事頁 黄河と小越平陸
石川順（大毎東日北京支
局長）

38

昭和16年10月号 1941/10/1 記事頁 北支の果樹
みづの・かほる（華北交
通資業局調査役）

40

昭和16年10月号 1941/10/1 記事頁 烙餅と蟹
勝又温子（支那料理研究
家）

42

昭和16年10月号 1941/10/1 記事頁 支那の女と服装 藤原英比古 44

昭和16年10月号 1941/10/1 記事頁 棺異聞
小幡義治（東亜新報経済
部次長）

46

昭和16年10月号 1941/10/1 記事頁 可園雑記
加藤新吉（華北交通資業
局長）

48

昭和16年10月号 1941/10/1 記事頁
支那関係図書紹介　1　一．自然
地理関係

49

昭和16年11月号 1941/11/1 写真頁 旧気象台（北京） 表紙

昭和16年11月号 1941/11/1 写真頁 北支の鉄道建設 1

昭和16年11月号 1941/11/1 写真頁 竹藪 7

昭和16年11月号 1941/11/1 写真頁 柏山の甕　その一 9

昭和16年11月号 1941/11/1 写真頁 柏山の甕　その二 11



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和16年11月号 1941/11/1 写真頁 易県 13

昭和16年11月号 1941/11/1 写真頁 北支のくだもの　柿 15

昭和16年11月号 1941/11/1 写真頁 シラムレン　その一 17

昭和16年11月号 1941/11/1 写真頁 シラムレン　その二 19

昭和16年11月号 1941/11/1 写真頁 明末、清初の婦人の服装 21

昭和16年11月号 1941/11/1 写真頁 北支の塩はかうして造る 23

昭和16年11月号 1941/11/1 写真頁 中流黄河の結氷 25

昭和16年11月号 1941/11/1 写真頁 京戯「打魚殺家」 27

昭和16年11月号 1941/11/1 写真頁 一羊図　宋代？　筆者不詳 29

昭和16年11月号 1941/11/1 写真頁 柳枝細工 31

昭和16年11月号 1941/11/1 記事頁 蒙古行
中西一介（在北京、日本
大使館書記生）

34

昭和16年11月号 1941/11/1 記事頁 愛路厚生船の話
加藤福次（華北交通水運
局員）

37

昭和16年11月号 1941/11/1 記事頁 北京　秋の感覚
佐藤俊子（作家）〔田村俊
子〕

39

昭和16年11月号 1941/11/1 記事頁 京戯「打魚殺家」に就て
石原厳徹〔華北交通資業
局参与〕

41

昭和16年11月号 1941/11/1 記事頁 中国店舗の特殊性
山崎勉（北支那開発産業
部員）

43

昭和16年11月号 1941/11/1 記事頁 吾が家の食器
吉田璋夫（新民会中央総
会専門委員）

44

昭和16年11月号 1941/11/1 記事頁
測石站舎炎上（二）－石太線匪
襲事件の回想－

渡辺庄治（華北交通社
員）

46

昭和16年11月号 1941/11/1 記事頁 可園雑記
加藤新吉〔華北交通資業
局長〕

48

昭和16年11月号 1941/11/1 記事頁 支那関係図書紹介（2）　気候 49

昭和16年12月号 1941/12/1 写真頁 印花粗布 表紙

昭和16年12月号 1941/12/1 写真頁 冬来る 1

昭和16年12月号 1941/12/1 写真頁 北支に於ける日本人 3



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和16年12月号 1941/12/1 写真頁
北支に於ける日本人　北京西郊
新都市建設

3

昭和16年12月号 1941/12/1 写真頁
北支に於ける日本人　若き建設
戦士

3

昭和16年12月号 1941/12/1 写真頁 蝋八粥 9

昭和16年12月号 1941/12/1 写真頁 鉄道工場 11

昭和16年12月号 1941/12/1 写真頁 豚と兎 13

昭和16年12月号 1941/12/1 写真頁 苦力帰る 15

昭和16年12月号 1941/12/1 写真頁 円明園 17

昭和16年12月号 1941/12/1 写真頁 海州 19

昭和16年12月号 1941/12/1 写真頁 菊と棗 21

昭和16年12月号 1941/12/1 写真頁 新民会指導の下に 23

昭和16年12月号 1941/12/1 写真頁 昭君墓 25

昭和16年12月号 1941/12/1 写真頁 清朝の婦人の服装 27

昭和16年12月号 1941/12/1 写真頁 印花粗布 29

昭和16年12月号 1941/12/1 写真頁 印花粗布の製造 31

昭和16年12月号 1941/12/1 記事頁 王昭君の故事
石原厳徹（華北交通資業
局参与）

34

昭和16年12月号 1941/12/1 記事頁 北支と淡水魚の養殖
奥野忠雄（滋賀県醒井養
鱒場長）

36

昭和16年12月号 1941/12/1 記事頁 紅軍長征夜話
小山内匠（共産八路研究
家）

38

昭和16年12月号 1941/12/1 記事頁 華北労工協会とは
小松健三郎（新民会嘱
託）

40

昭和16年12月号 1941/12/1 記事頁 冬至祀天の礼
石橋丑雄（北京市公署観
光科専員）

42

昭和16年12月号 1941/12/1 記事頁 長城行
小野勝平（華北交通資業
局資料室員）

44

昭和16年12月号 1941/12/1 記事頁 可園雑記
加藤新吉（華北交通資業
局長）

48



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和16年12月号 1941/12/1 記事頁
支那関係図書紹介（3）　二．経
済地理関係

49

昭和17年1月号 1942/1/1 写真頁 天壇 表紙

昭和17年1月号 1942/1/1 写真頁 正月 1

昭和17年1月号 1942/1/1 写真頁 初市と歳暮売出し　正月の2 3

昭和17年1月号 1942/1/1 写真頁 大晦日　正月の3 5

昭和17年1月号 1942/1/1 写真頁 街頭風景　正月の4 7

昭和17年1月号 1942/1/1 写真頁 支那の住宅　一 撮影：坂本万七 9

昭和17年1月号 1942/1/1 写真頁 支那の住宅　二 撮影：坂本万七 11

昭和17年1月号 1942/1/1 写真頁 支那の住宅　三 撮影：坂本万七 13

昭和17年1月号 1942/1/1 写真頁 雲崗石仏 撮影：坂本万七 15

昭和17年1月号 1942/1/1 写真頁 鉄道新線建設 17

昭和17年1月号 1942/1/1 写真頁 鉄道新線建設　二 19

昭和17年1月号 1942/1/1 写真頁
東亜共栄圏の期待する　北支の
資源　一

21

昭和17年1月号 1942/1/1 写真頁
東亜共栄圏の期待する　北支の
資源　二　石炭

23

昭和17年1月号 1942/1/1 写真頁
東亜共栄圏の期待する　北支の
資源　三　鉄

25

昭和17年1月号 1942/1/1 写真頁
東亜共栄圏の期待する　北支の
資源　四　塩

27

昭和17年1月号 1942/1/1 写真頁
東亜共栄圏の期待する　北支の
資源　五　棉

29

昭和17年1月号 1942/1/1 写真頁 華北の土俗人形 31

昭和17年1月号 1942/1/1 記事頁 北京のインク街と新聞寺 小山内匠（支那研究家） 34

昭和17年1月号 1942/1/1 記事頁 袁世凱の性格 平田小六（作家） 37

昭和17年1月号 1942/1/1 記事頁 華北の森林地帯
杉本寿（京都帝国大学農
学部研究室員）

39

昭和17年1月号 1942/1/1 記事頁 北京の寄席通ひ 村上知之 41



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

昭和17年1月号 1942/1/1 記事頁 華北の土俗人形
中島荒登（華北交通資業
局員）

43

昭和17年1月号 1942/1/1 記事頁 高度文化とハゲと腰曲がり
中島龍夫（北支那開発勤
務）

45

昭和17年1月号 1942/1/1 記事頁 北京　冬の鍋もの 黄子明 47

昭和17年1月号 1942/1/1 記事頁 可園雑記
加藤新吉（華北交通資業
局長）

48

昭和17年1月号 1942/1/1 記事頁
支那関係図書紹介（4）　地方誌
関係

49

第4巻第2号 1942/2/1 写真頁 紡線 表紙

第4巻第2号 1942/2/1 写真頁 北支の土地と人　土壌 1

第4巻第2号 1942/2/1 写真頁 北支の土地と人　山と野 3

第4巻第2号 1942/2/1 写真頁 北支の土地と人　 気候と天災 5

第4巻第2号 1942/2/1 写真頁 北支の土地と人　植物 7

第4巻第2号 1942/2/1 写真頁 北支の土地と人　高原と平野 9

第4巻第2号 1942/2/1 写真頁 北支の土地と人　民族 11

第4巻第2号 1942/2/1 写真頁 北支の土地と人　住居 13

第4巻第2号 1942/2/1 写真頁 北支の土地と人　商業と工業 15

第4巻第2号 1942/2/1 写真頁 北支の土地と人　新旧交通 17

第4巻第2号 1942/2/1 写真頁 仏塔 19

第4巻第2号 1942/2/1 写真頁 背水陣処のあるところ 21

第4巻第2号 1942/2/1 写真頁 椅子をつくる
文：岡村吉衛門、撮影：
坂本万七

23

第4巻第2号 1942/2/1 写真頁 椅子をつくる　2
文：岡村吉衛門、撮影：
坂本万七

25

第4巻第2号 1942/2/1 写真頁 冬 27

第4巻第2号 1942/2/1 写真頁 北支の英米権益消え去る 29

第4巻第2号 1942/2/1 写真頁 北支の英米権益消え去る 31



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第4巻第2号 1942/2/1 記事頁 北京夕照寺の壁画
小野勝年（華北交通資業
局資料室員）

34

第4巻第2号 1942/2/1 記事頁 北京回教徒の職業
白仲義（満鉄北支経済調
査所員）

37

第4巻第2号 1942/2/1 記事頁 馬仲英生存説に就て
野々村武雄（中央亜細亜
協会員）

39

第4巻第2号 1942/2/1 記事頁 鄭州開元寺の舎利塔
三好鹿雄（開封駐在、仏
教研究家）

41

第4巻第2号 1942/2/1 記事頁 禹門口の思ひ出
日比野丈夫（東方文化研
究所長）

43

第4巻第2号 1942/2/1 記事頁
今日の北支雑誌界―華文雑誌
展望

清水久〔華北労工協会職
員？〕

45

第4巻第2号 1942/2/1 記事頁 可園雑記
加藤新吉〔華北交通資業
局長〕

48

第4巻第2号 1942/2/1 記事頁
支那関係図書紹介（5）　文化関
係

49

第4巻第3号 1942/3/1 写真頁 〔北京　郭楼〕 表紙

第4巻第3号 1942/3/1 写真頁
特輯　北支の歴史　漢民族の発
生と国家の組織　1

1

第4巻第3号 1942/3/1 写真頁
特輯　北支の歴史　漢民族の発
生と国家の組織　2

4

第4巻第3号 1942/3/1 写真頁
特輯　北支の歴史　春秋から戦
国へ

5

第4巻第3号 1942/3/1 写真頁 特輯　北支の歴史　秦・漢 7

第4巻第3号 1942/3/1 写真頁 特輯　北支の歴史　北魏・隋 9

第4巻第3号 1942/3/1 写真頁 特輯　北支の歴史　唐 11

第4巻第3号 1942/3/1 写真頁 特輯　北支の歴史　宋と遼　1 13

第4巻第3号 1942/3/1 写真頁 特輯　北支の歴史　宋と遼　2 13

第4巻第3号 1942/3/1 写真頁 特輯　北支の歴史　金から元へ 17

第4巻第3号 1942/3/1 写真頁 特輯　北支の歴史　明 19

第4巻第3号 1942/3/1 写真頁 特輯　北支の歴史　清 21



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第4巻第3号 1942/3/1 写真頁 城東早春 23

第4巻第3号 1942/3/1 写真頁 北京大学　1 25

第4巻第3号 1942/3/1 写真頁 北京大学　2 25

第4巻第3号 1942/3/1 写真頁 支那風呂 29

第4巻第3号 1942/3/1 写真頁 今も焼く北支の民窯 吉田璋也 31

第4巻第3号 1942/3/1 記事頁 華北蒙疆鉄道略図 34

第4巻第3号 1942/3/1 記事頁 北京の鳴り物（上）
早瀬譲（東亜新報連絡部
長）

35

第4巻第3号 1942/3/1 記事頁 寒食節と介子堆　支那人の意地
石原厳徹（華北交通資業
局参与）

39

第4巻第3号 1942/3/1 記事頁 支那の葬式
橋本泰治郎（新民会部
員）

41

第4巻第3号 1942/3/1 記事頁 紅と白
勝又大啞（国立北京大学
講師）

45

第4巻第3号 1942/3/1 記事頁 可園雑記
加藤新吉（華北交通資業
局長）

48

第4巻第3号 1942/3/1 記事頁
支那関係図書紹介（6）　文化関
係

49

第4巻4月号 1942/4/1 写真頁 牡丹 表紙

第4巻4月号 1942/4/1 写真頁 特輯　愛路工作　愛護村 1

第4巻4月号 1942/4/1 写真頁 特輯　愛路工作　通州日輪道場 3

第4巻4月号 1942/4/1 写真頁 特輯　愛路工作　愛路列車 7

第4巻4月号 1942/4/1 写真頁 特輯　愛路工作　愛路自動車 9

第4巻4月号 1942/4/1 写真頁 特輯　愛路工作　愛路厚生船 11

第4巻4月号 1942/4/1 写真頁
特輯　愛路工作　愛路少年隊・
少女隊

11

第4巻4月号 1942/4/1 写真頁
特輯　愛路工作　愛路恵民研究
所

13

第4巻4月号 1942/4/1 写真頁 春水 15

第4巻4月号 1942/4/1 写真頁 西山の碧雲寺 17



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第4巻4月号 1942/4/1 写真頁 北支に見る原始的採炭法 19

第4巻4月号 1942/4/1 写真頁 小姐たち 21

第4巻4月号 1942/4/1 写真頁 たばこ 23

第4巻4月号 1942/4/1 写真頁 華北交通　扶輪学校の卒業式 25

第4巻4月号 1942/4/1 写真頁 北京の玩具 27

第4巻4月号 1942/4/1 写真頁 今も焼く北支の民窯 吉田璋也 29

第4巻4月号 1942/4/1 写真頁 四月の花 31

第4巻4月号 1942/4/1 記事頁 華北蒙疆鉄道略図 34

第4巻4月号 1942/4/1 記事頁 春を飾る北京の花
岩田重夫（東城第1国民
学校理科室）

35

第4巻4月号 1942/4/1 記事頁
項羽と虞美人―淮北（ワイホク）
の旅に拾つた史話―

小山内匠（支那研究家） 40

第4巻4月号 1942/4/1 記事頁
『啼笑因縁』のこと―現代支那大
衆小説―

飯塚朗（新民会部員） 42

第4巻4月号 1942/4/1 記事頁 北京の鳴り物（二）
早瀬譲（東亜新報連絡部
長）

44

第4巻4月号 1942/4/1 記事頁 可園雑記
加藤新吉〔華北交通資業
局長〕

48

第4巻4月号 1942/4/1 記事頁
支那関係図書紹介（7）　歴史関
係（一）

49

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁 喇嘛塔―北京西黄寺 表紙

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁 特輯　美しき北京　紫禁城 1

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁 特輯　美しき北京　景山 3

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁 特輯　美しき北京　太廟の老柏 4

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁 特輯　美しき北京　玉泉山 5

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁 特輯　美しき北京　北海 7

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁 特輯　美しき北京　天壇 撮影：吉田潤？？ 9

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁 特輯　美しき北京　中央公園 11

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁 特輯　美しき北京　中南海 13



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁 特輯　美しき北京　万寿山 15

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁 特輯　美しき北京　裏万寿山 17

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁 特輯　美しき北京　盧溝橋 19

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁 特輯　美しき北京　牌楼 20

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁 端午節 21

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁 娘々祭 23

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁
立ちあがる北支の日本女性（一）
華北交通女子社員の生活

25

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁
立ちあがる北支の日本女性（二）
華北交通女子社員の生活

27

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁 街頭芸人 29

第4巻第5号 1942/5/1 写真頁 今も焼く北支の民窯（三） 吉田璋也 31

第4巻第5号 1942/5/1 記事頁 地質鉱産上の北支特殊性
冨田達（理博、北京大学
理学院教授）

34

第4巻第5号 1942/5/1 記事頁 山海関の歴史
中島荒登（華北交通資業
局員）

38

第4巻第5号 1942/5/1 記事頁 中国と内河水運
華北交通・済南鉄路局調
査科

40

第4巻第5号 1942/5/1 記事頁 北京の堂花
槐南童子（華北交通資業
局員）

42

第4巻第5号 1942/5/1 記事頁 北京の鳴り物（下）
早瀬譲（東亜新報連絡部
長）

44

第4巻第5号 1942/5/1 記事頁 可園雑記
加藤新吉（華北交通資業
局長）

48

第4巻第5号 1942/5/1 記事頁
支那関係図書紹介（8）　東洋史
関係（二）

49

第4巻第6号 1942/6/１ 写真頁 紫禁城にて 表紙

第4巻第6号 1942/6/１ 写真頁 特輯　北京の市民生活　胡同 1



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第4巻第6号 1942/6/１ 写真頁
特輯　北京の市民生活　住居
一

3

第4巻第6号 1942/6/１ 写真頁
特輯　北京の市民生活　住居
二

5

第4巻第6号 1942/6/１ 写真頁
特輯　北京の市民生活　住居
三

7

第4巻第6号 1942/6/１ 写真頁
特輯　北京の市民生活　住居
四

9

第4巻第6号 1942/6/１ 写真頁
特輯　北京の市民生活　服装
一

11

第4巻第6号 1942/6/１ 写真頁
特輯　北京の市民生活　服装
二

13

第4巻第6号 1942/6/１ 写真頁
特輯　北京の市民生活　台所用
品　一

15

第4巻第6号 1942/6/１ 写真頁
特輯　北京の市民生活　台所用
品　二

17

第4巻第6号 1942/6/１ 写真頁 特輯　北京の市民生活　婚礼 19

第4巻第6号 1942/6/１ 写真頁 特輯　北京の市民生活　葬式 21

第4巻第6号 1942/6/１ 写真頁 特輯　北京の市民生活　墓 23

第4巻第6号 1942/6/１ 写真頁 北支の新らしい工芸 25

第4巻第6号 1942/6/１ 写真頁 井陘の民窯 27

第4巻第6号 1942/6/１ 写真頁 織物と刺繍 29

第4巻第6号 1942/6/１ 写真頁
漢代古墳の発掘（北沙城考古
記）

31

第4巻第6号 1942/6/１ 記事頁 支那の家庭生活
橋本泰治郎（新民会部
員）

34

第4巻第6号 1942/6/１ 記事頁 北京の歴史的一瞥
小野勝年（華北交通資業
局資料室員）

37

第4巻第6号 1942/6/１ 記事頁 北沙城考古記
水野精一（東方文化研究
所員）

40



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第4巻第6号 1942/6/１ 記事頁 支那茶の話
長谷川鉄子（華北交通資
業局員）

42

第4巻第6号 1942/6/１ 記事頁 山東の青帮を訪ねて
原田正巳（外務省留学
生）

45

第4巻第6号 1942/6/１ 記事頁 可園雑記
加藤新吉（華北交通資業
局長）

48

第4巻第6号 1942/6/１ 記事頁 華北蒙疆鉄道略図 49

第4巻7月号 1942/7/1 写真頁 大行山脈 表紙

第4巻7月号 1942/7/1 写真頁 特輯　支那事変五周年　盧溝橋 1

第4巻7月号 1942/7/1 写真頁
特輯　支那事変五周年　戦禍と
水害

3

第4巻7月号 1942/7/1 写真頁
特輯　支那事変五周年　宜撫工
作

5

第4巻7月号 1942/7/1 写真頁
特輯　支那事変五周年　建設
一

7

第4巻7月号 1942/7/1 写真頁
特輯　支那事変五周年　建設
二

9

第4巻7月号 1942/7/1 写真頁
特輯　支那事変五周年　交通戦
士の気迫　戦闘吟

文：渡辺庄治 11

第4巻7月号 1942/7/1 写真頁
特輯　支那事変五周年　華北交
通創業

13

第4巻7月号 1942/7/1 写真頁
特輯　支那事変五周年　躍進す
る水陸交通

15

第4巻7月号 1942/7/1 写真頁
特輯　支那事変五周年　鉄路愛
護村　一

17

第4巻7月号 1942/7/1 写真頁
特輯　支那事変五周年　鉄路愛
護村　二

写真：吉田潤 19

第4巻7月号 1942/7/1 写真頁 什刹海 21

第4巻7月号 1942/7/1 写真頁 小孩子（こども）とたべもの 23

第4巻7月号 1942/7/1 写真頁 夏のものうり 25

第4巻7月号 1942/7/1 写真頁 王府井 27



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第4巻7月号 1942/7/1 写真頁 救雨 29

第4巻7月号 1942/7/1 写真頁 棉花の栽培 31

第4巻7月号 1942/7/1 記事頁 大東亜戦下の北支・蒙疆の交通
宇佐美寛爾〔華北交通総
裁〕

34

第4巻7月号 1942/7/1 記事頁 事変回顧　天津東站死闘記
秋元正美（華北交通社
員）

37

第4巻7月号 1942/7/1 記事頁 北支の釣
吉池善太郎（華北交通社
員）

46

第4巻7月号 1942/7/1 記事頁 可園雑記
加藤新吉〔華北交通資業
局長〕

48

第4巻7月号 1942/7/1 記事頁
支那関係図書紹介（9）　支那農
業に関する若干の研究書

49

第4巻8月号 1942/8/1 写真頁 放河灯 表紙

第4巻8月号 1942/8/1 写真頁 中元節 1

第4巻8月号 1942/8/1 写真頁 北戴河　一 3

第4巻8月号 1942/8/1 写真頁 北戴河　二 5

第4巻8月号 1942/8/1 写真頁 影戯（かげえしばゐ）　一 7

第4巻8月号 1942/8/1 写真頁 影戯（かげえしばゐ）　二 9

第4巻8月号 1942/8/1 写真頁 大明湖　済南 11

第4巻8月号 1942/8/1 写真頁 氷盞（ぴんつあん） 13

第4巻8月号 1942/8/1 写真頁 すだれ 15

第4巻8月号 1942/8/1 写真頁 運河　一 17

第4巻8月号 1942/8/1 写真頁 運河　二 17

第4巻8月号 1942/8/1 写真頁 子供たち 21

第4巻8月号 1942/8/1 写真頁 水車 23

第4巻8月号 1942/8/1 写真頁 夏の女 25

第4巻8月号 1942/8/1 写真頁 季節の花 27

第4巻8月号 1942/8/1 写真頁 さかなとり 29

第4巻8月号 1942/8/1 写真頁 山西の尚希荘窯 31



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第4巻8月号 1942/8/1 記事頁 京山線沿線地理景観（一） 小林悟一郎 34

第4巻8月号 1942/8/1 記事頁 内河の船
大川洪（華北交通水運局
員）

37

第4巻8月号 1942/8/1 記事頁 山西の一民窯
加藤留介（華北交通資業
局員）

39

第4巻8月号 1942/8/1 記事頁 北支農民の闘ひ
南太郎（華北労工協会勤
務）

41

第4巻8月号 1942/8/1 記事頁 北京人の主食物 黄子明 43

第4巻8月号 1942/8/1 記事頁 娘子関
引田春海（華北交通資業
局員）

45

第4巻8月号 1942/8/1 記事頁 可園雑記
加藤新吉〔華北交通資業
局長〕

48

第4巻8月号 1942/8/1 記事頁 華北蒙疆鉄道略図 49

第4巻9月号 1942/9/1 写真頁 回教徒の子供 表紙

第4巻9月号 1942/9/1 写真頁 特輯　回教及び回教徒　回教徒 1

第4巻9月号 1942/9/1 写真頁
特輯　回教及び回教徒　回教徒
コーラン

3

第4巻9月号 1942/9/1 写真頁
特輯　回教及び回教徒　回教徒
の沐浴 5

第4巻9月号 1942/9/1 写真頁
〔特輯　回教及び回教徒　北京
清真寺〕 7

第4巻9月号 1942/9/1 写真頁
特輯　回教及び回教徒　北支回
教徒の教育

9

第4巻9月号 1942/9/1 写真頁
特輯　回教及び回教徒　北支回
教徒の寺院

11

第4巻9月号 1942/9/1 写真頁
特輯　回教及び回教徒　北支回
教徒の生活

13

第4巻9月号 1942/9/1 写真頁
特輯　回教及び回教徒　世界の
回教徒

15

第4巻9月号 1942/9/1 写真頁
特輯　回教及び回教徒　甦へる
回教徒

17



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第4巻9月号 1942/9/1 写真頁
特輯　回教及び回教徒　回教の
文化

19

第4巻9月号 1942/9/1 写真頁 放牧 21

第4巻9月号 1942/9/1 写真頁 包頭 23

第4巻9月号 1942/9/1 写真頁 包頭周辺 25

第4巻9月号 1942/9/1 写真頁 多倫（どろん）の廟会 27

第4巻9月号 1942/9/1 写真頁 洪水と治水 29

第4巻9月号 1942/9/1 写真頁
今も焼く北支の民窯（其四）　山
東博山窯

吉田璋也 31

第4巻9月号 1942/9/1 記事頁 回教及び回教徒
栗原清（中国回教総聯合
会調査室主任）

34

第4巻9月号 1942/9/1 記事頁 印度人の心を掴んだ回教
K.R.サバルワル（華北交
通資業局員）

41

第4巻9月号 1942/9/1 記事頁
回教諸都点描　スタンブール―
カイロ―ヂエルサレム―ダマス
カス

中平亮（華北交通資業局
員）

43

第4巻9月号 1942/9/1 記事頁 東城記（一）
加藤新吉（華北交通資業
局長）

49

第4巻10月号 1942/10/1 写真頁 山西省特輯　山西の窯業 表紙

第4巻10月号 1942/10/1 写真頁 山西省　地勢 1

第4巻10月号 1942/10/1 写真頁 山西省　汾川・渓谷　植物景観 3

第4巻10月号 1942/10/1 写真頁 山西省　山西点描 5

第4巻10月号 1942/10/1 写真頁 山西省　穴居景観 7

第4巻10月号 1942/10/1 写真頁 山西省　首都太原 9

第4巻10月号 1942/10/1 写真頁 山西省　寧武・忻県 11

第4巻10月号 1942/10/1 写真頁 山西省　臨汾・蒲州 13

第4巻10月号 1942/10/1 写真頁 山西省　耕地 15

第4巻10月号 1942/10/1 写真頁 山西省　資源 17

第4巻10月号 1942/10/1 写真頁 山西省　工業 19



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第4巻10月号 1942/10/1 写真頁 山西省　土法製鉄 21

第4巻10月号 1942/10/1 写真頁 山西省　手工業（陶器・紙） 23

第4巻10月号 1942/10/1 写真頁 山西省　堯廟 25

第4巻10月号 1942/10/1 写真頁 山西省　五台山 27

第4巻10月号 1942/10/1 写真頁 山西省　関帝廟 29

第4巻10月号 1942/10/1 写真頁 山西の古代文化 31

第4巻10月号 1942/10/1 記事頁 山西の自然地理
小林悟一郎（華北交通資
業局員）

34

第4巻10月号 1942/10/1 記事頁 山西歴史景観
小野勝年（華北交通資業
局員）

38

第4巻10月号 1942/10/1 記事頁 山西　村落に文化を運ぶ人々
直江広治（輔仁大学講
師）

41

第4巻10月号 1942/10/1 記事頁 山西省に因む劇
石原厳徹（華北交通資業
局参与）

44

第4巻10月号 1942/10/1 記事頁 関帝
石橋丑雄（北京市公署観
光科専員）

46

第4巻10月号 1942/10/1 記事頁 東城記（二）
加藤新吉（華北交通資業
局長）

49

第4巻11月号 1942/11/1 写真頁 第三窟脇仏 表紙

第4巻11月号 1942/11/1 写真頁 雲崗石仏開創の時代 1

第4巻11月号 1942/11/1 写真頁 曇曜の五窟 3

第4巻11月号 1942/11/1 写真頁 雲崗石仏の発見 5

第4巻11月号 1942/11/1 写真頁 菩薩 7

第4巻11月号 1942/11/1 写真頁 北魏人の彫刻的天禀 9

第4巻11月号 1942/11/1 写真頁 顔 11

第4巻11月号 1942/11/1 写真頁 群像 19

第4巻11月号 1942/11/1 写真頁 手の表情 21

第4巻11月号 1942/11/1 写真頁 飛天 25

第4巻11月号 1942/11/1 写真頁 西方の面影 27



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第4巻11月号 1942/11/1 写真頁 模様 29

第4巻11月号 1942/11/1 写真頁 仏伝 31

第4巻11月号 1942/11/1 記事頁 大同石仏に就いて
小野勝年（華北交通資業
局員）

34

第4巻11月号 1942/11/1 記事頁 山西人を語る
林亀喜（大倉合名会社北
支代表）

39

第4巻11月号 1942/11/1 記事頁 山西の農業
江上利雄（華北交通資業
局員）

41

第4巻11月号 1942/11/1 記事頁 山西水談議
大平正美（華北交通資業
局員）

43

第4巻11月号 1942/11/1 記事頁 京山線沿線地理景観（二）
小林悟一郎（華北交通資
業局員）

45

第4巻11月号 1942/11/1 記事頁 東城記　その三
加藤新吉（華北交通資業
局長）

49

第4巻11月号 1942/11/1 記事頁 華北蒙疆鉄道略図 49

第4巻第12号 1942/12/1 写真頁 鄒県の古塔 表紙

第4巻第12号 1942/12/1 写真頁 山東省 1

第4巻第12号 1942/12/1 写真頁 山東省　二 3

第4巻第12号 1942/12/1 写真頁 海の幸 5

第4巻第12号 1942/12/1 写真頁 済南 7

第4巻第12号 1942/12/1 写真頁 青島 9

第4巻第12号 1942/12/1 写真頁 芝罘 11

第4巻第12号 1942/12/1 写真頁 膠済鉄道 13

第4巻第12号 1942/12/1 写真頁 津浦鉄道沿線 15

第4巻第12号 1942/12/1 写真頁 農家 17

第4巻第12号 1942/12/1 写真頁 農業 19

第4巻第12号 1942/12/1 写真頁 工業 21

第4巻第12号 1942/12/1 写真頁 工業　二 21

第4巻第12号 1942/12/1 写真頁 資源 25



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第4巻第12号 1942/12/1 写真頁 山東の歴史 27

第4巻第12号 1942/12/1 写真頁 山東の歴史　二 29

第4巻第12号 1942/12/1 写真頁 山東の民具 31

第4巻第12号 1942/12/1 記事頁 山東運河略記
今堀誠二（北京師範大学
講師）

34

第4巻第12号 1942/12/1 記事頁 山東に因む劇
石原厳徹（華北交通資業
局参与）

40

第4巻第12号 1942/12/1 記事頁 水托城―済南付近の伝説―
直江広治（北京輔仁大学
講師）

43

第4巻第12号 1942/12/1 記事頁 山東民謡覚書
藤澤由蔵（華北交通済南
鉄路局調査科）

47

第4巻第12号 1942/12/1 記事頁 東城記［四］
加藤新吉（華北交通資業
局長）

49

第5巻第1号 1943/1/1 写真頁 門神　天義老店 表紙

第5巻第1号 1943/1/1 写真頁 万里長城 1

第5巻第1号 1943/1/1 写真頁 万里長城　2　山海関 3

第5巻第1号 1943/1/1 写真頁 万里長城　3　古北口 5

第5巻第1号 1943/1/1 写真頁 万里長城　4　八達嶺 7

第5巻第1号 1943/1/1 写真頁 万里長城　5　構造 9

第5巻第1号 1943/1/1 写真頁 運河　1　民船と船頭 11

第5巻第1号 1943/1/1 写真頁 運河　2 13

第5巻第1号 1943/1/1 写真頁 運河　3 15

第5巻第1号 1943/1/1 写真頁 古都冬日 17

第5巻第1号 1943/1/1 写真頁 北京の正月　1　家庭風景 19

第5巻第1号 1943/1/1 写真頁 北京の正月　2　財神廟 21

第5巻第1号 1943/1/1 写真頁 北京の正月　3　花灯 23

第5巻第1号 1943/1/1 写真頁 北京の正月　4　廟会あちこち 25

第5巻第1号 1943/1/1 写真頁 中国新年の神々 27

第5巻第1号 1943/1/1 写真頁 中国新年の神々　2 29



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第5巻第1号 1943/1/1 写真頁 中国新年の神々　3 31

第5巻第1号 1943/1/1 記事頁 正月の行事（北京） 34

第5巻第1号 1943/1/1 記事頁 大運河の話　沿革 須藤賢 38

第5巻第1号 1943/1/1 記事頁 穴居概観 松村征二 41

第5巻第1号 1943/1/1 記事頁 北方瓷の鑑賞 武智早苗 45

第5巻第1号 1943/1/1 記事頁 東城記　その五
加藤新吉〔華北交通資業
局長〕

48

第5巻第1号 1943/1/1 記事頁 華北蒙疆鉄道略図 49

第5巻2月号 1943/2/1 写真頁 天津の泥娃々[どろにんぎゃう] 表紙

第5巻2月号 1943/2/1 写真頁 北支の鉄 1

第5巻2月号 1943/2/1 写真頁 北支の鉄　2 3

第5巻2月号 1943/2/1 写真頁 傀儡戯　1 5

第5巻2月号 1943/2/1 写真頁 傀儡戯　2 7

第5巻2月号 1943/2/1 写真頁 農具 9

第5巻2月号 1943/2/1 写真頁 鉄匠工具 11

第5巻2月号 1943/2/1 写真頁 鉄匠製品 13

第5巻2月号 1943/2/1 写真頁 木匠工具　1 15

第5巻2月号 1943/2/1 写真頁 木匠工具　2 17

第5巻2月号 1943/2/1 写真頁 花様 19

第5巻2月号 1943/2/1 写真頁 缸瓦舗 21

第5巻2月号 1943/2/1 写真頁 雑貨攤 22

第5巻2月号 1943/2/1 写真頁 招牌（カンバン） 23

第5巻2月号 1943/2/1 写真頁 凧 25

第5巻2月号 1943/2/1 記事頁
支那上代研究資料に就て―経
典の性質と古器物研究―

池田末利（北京外国語学
校講師）

26

第5巻2月号 1943/2/1 記事頁 山東、山西に於ける仏教史蹟
道端良秀（大谷大学教
授）

30

第5巻2月号 1943/2/1 記事頁 蝗
倉田勇治（華北交通開封
鉄路局産業科員）

34



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第5巻2月号 1943/2/1 記事頁 傀儡戯
多田貞一（北京大学医学
院講師）

36

第5巻2月号 1943/2/1 記事頁 猴娃娘―中国民譚覚書―
直江広治（北京輔仁大学
文学院講師）

38

第5巻2月号 1943/2/1 記事頁 東城記　その六
加藤新吉（華北交通資業
局長）

41

第5巻第3号 1943/3/1 写真頁 大頭和尚を踊る少年団員 表紙

第5巻第3号 1943/3/1 写真頁 愛路 1

第5巻第3号 1943/3/1 写真頁 愛路　二　演習即実戦 3

第5巻第3号 1943/3/1 写真頁 愛路　三　訓練 5

第5巻第3号 1943/3/1 写真頁 巡察 7

第5巻第3号 1943/3/1 写真頁 学科 9

第5巻第3号 1943/3/1 写真頁 団欒 11

第5巻第3号 1943/3/1 写真頁 社訓 13

第5巻第3号 1943/3/1 写真頁 愛路茶館 15

第5巻第3号 1943/3/1 写真頁 婦女団　一 17

第5巻第3号 1943/3/1 写真頁 婦女団　二 17

第5巻第3号 1943/3/1 写真頁
河南省張寨村　自衛団結成の動
機

21

第5巻第3号 1943/3/1 写真頁
婦人挺身（夫婦協力して模範愛
護村を築く）

23

第5巻第3号 1943/3/1 写真頁 交通なくして建設なし 25

第5巻第3号 1943/3/1 記事頁 大東亜戦争と華北民衆 松岡英治 26

第5巻第3号 1943/3/1 記事頁 模範愛護村建設記 瀧正介 28

第5巻第3号 1943/3/1 記事頁 鉄路を護る 大野司郎 30

第5巻第3号 1943/3/1 記事頁 愛路美談集 大辺豊平 31

第5巻第3号 1943/3/1 記事頁
河南省張寨村　自衛団結成の苦
心

34

第5巻第3号 1943/3/1 記事頁 華北に於ける養鶏状況 松丸潔（北京交通社員） 35



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第5巻第3号 1943/3/1 記事頁
山東・山西に於ける　仏教史蹟
（承前）

道端良秀（大谷大学教
授）

37

第5巻第3号 1943/3/1 記事頁 華北蒙疆鉄道略図 41

第5巻第4号 1943/4/1 写真頁 表紙

第5巻第4号 1943/4/1 写真頁 決戦下・華北交通の使命 1

第5巻第4号 1943/4/1 写真頁
決戦下・華北交通の使命　対日
資源の輸送　1

3

第5巻第4号 1943/4/1 写真頁
決戦下・華北交通の使命　対日
資源の輸送　2

5

第5巻第4号 1943/4/1 写真頁
決戦下・華北交通の使命　治安
の確保　1

7

第5巻第4号 1943/4/1 写真頁
決戦下・華北交通の使命　治安
の確保　2

9

第5巻第4号 1943/4/1 写真頁
決戦下・華北交通の使命　農村
の振興　1

11

第5巻第4号 1943/4/1 写真頁
決戦下・華北交通の使命　農村
の振興　2

13

第5巻第4号 1943/4/1 写真頁
決戦下・華北交通の使命　農村
の振興　3

15

第5巻第4号 1943/4/1 写真頁
決戦下・華北交通の使命　保健・
衛生

17

第5巻第4号 1943/4/1 写真頁
決戦下・華北交通の使命　教育・
錬成

撮影：吉田潤 19

写真頁
決戦下・華北交通の使命　交通
建設　1

21

第5巻第4号 1943/4/1 写真頁
決戦下・華北交通の使命　交通
建設　2

23

第5巻第4号 1943/4/1 写真頁
決戦下・華北交通の使命　使命
を果たすもの

25

第5巻第4号 1943/4/1 記事頁 中国参戦と華北の責務 大島徳彌 26

第5巻第4号 1943/4/1 記事頁 第一線に敢闘する交通戦士 北恭道 28



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第5巻第4号 1943/4/1 記事頁 発明考案に検討する人々 濱磯吉 31

第5巻第4号 1943/4/1 記事頁
警備犬の活躍を訪ねて―東潞
線視察記―

土屋久信（華北交通警務
員）

34

第5巻第4号 1943/4/1 記事頁 港湾荷役力増強　連雲港の成果 槇泰治 36

第5巻第4号 1943/4/1 記事頁
山東、山西に於ける仏教史蹟
（三）

道端良秀 37

第5巻第3号 1943/3/1 記事頁 華北蒙疆鉄道略図 41

第5巻5月号 1943/5/1 写真頁 塘沽の塩田 表紙

第5巻5月号 1943/5/1 写真頁 石炭 1

第5巻5月号 1943/5/1 写真頁 石炭　二 3

第5巻5月号 1943/5/1 写真頁 鉄 5

第5巻5月号 1943/5/1 写真頁 鉄　二 7

第5巻5月号 1943/5/1 写真頁 礬土 9

第5巻5月号 1943/5/1 写真頁 塩 11

第5巻5月号 1943/5/1 写真頁 塩　二 13

第5巻5月号 1943/5/1 写真頁 棉花 15

第5巻5月号 1943/5/1 写真頁 紡績 17

第5巻5月号 1943/5/1 写真頁 羊毛 19

第5巻5月号 1943/5/1 写真頁 皮革 奥園193803 21

第5巻5月号 1943/5/1 写真頁 人的資源 23

第5巻5月号 1943/5/1 写真頁 その他の資源と産業 25

第5巻5月号 1943/5/1 記事頁
塩　東亜共栄圏に於ける　北支
塩の役割

『北支那資源読本』より 26

第5巻5月号 1943/5/1 記事頁 棉花　北支の棉花 『北支那資源読本』より 31

第5巻5月号 1943/5/1 記事頁
石炭　華北に見る土法炭礦　狸
掘り

後藤貫吾（華北石炭販売
会社買付係主任）

35

第5巻5月号 1943/5/1 記事頁 華北の人的資源　労働力
清水久（華北労工協会職
員）

37



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第5巻5月号 1943/5/1 記事頁 安国薬王廟と漢薬 〔石原厳徹？？〕 39

第5巻5月号 1943/5/1 記事頁 華北蒙疆鉄道略図 41

第5巻第6号 1943/6/1 写真頁 日華親善 表紙

第5巻第6号 1943/6/1 写真頁 治水と利水　一 1

第5巻第6号 1943/6/1 写真頁 治水と利水　二 3

第5巻第6号 1943/6/1 写真頁 治水と利水　三　運河の建設 5

第5巻第6号 1943/6/1 写真頁
治水と利水　四　運河建設に協
力する愛護村民

7

第5巻第6号 1943/6/1 写真頁 治水と利水　五　水田 9

第5巻第6号 1943/6/1 写真頁 治水と利水　六　鑿井 11

第5巻第6号 1943/6/1 写真頁 蝗 13

第5巻第6号 1943/6/1 写真頁 飛砂 15

第5巻第6号 1943/6/1 写真頁 大陸資源調査隊 17

第5巻第6号 1943/6/1 写真頁 初夏風景 19

第5巻第6号 1943/6/1 写真頁 北京の邦人教育 21

第5巻第6号 1943/6/1 写真頁 柳器 23

第5巻第6号 1943/6/1 写真頁 院子の日々 25

第5巻第6号 1943/6/1 記事頁 北京の邦人教育 香川豊三 26

第5巻第6号 1943/6/1 記事頁 現地に育つ少国民
螻川内満（北京西郊第一
日本国民学校勤務）

29

第5巻第6号 1943/6/1 記事頁 北支と鎮守の森
遠山正瑛（鳥取高等農林
学校教授）

34

第5巻第6号 1943/6/1 記事頁 鉅鹿踏査記 武智早苗 36

第5巻第6号 1943/6/1 記事頁 華北の動植物に対する一考察 宮本七三郎 40

第5巻第6号 1943/6/1 記事頁 華北蒙疆鉄道略図 41

第5巻7月号 1943/7/1 写真頁 オルドスの娘 表紙

第5巻7月号 1943/7/1 写真頁 蒙疆 1

第5巻7月号 1943/7/1 写真頁 京包線 3



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第5巻7月号 1943/7/1 写真頁 京包線　2 5

第5巻7月号 1943/7/1 写真頁 京包線　3　厚和 7

第5巻7月号 1943/7/1 写真頁 京包線　4　包頭 9

第5巻7月号 1943/7/1 写真頁 らくだ 11

第5巻7月号 1943/7/1 写真頁 起ちあがる蒙古　1 13

第5巻7月号 1943/7/1 写真頁 起ちあがる蒙古　2 15

第5巻7月号 1943/7/1 写真頁 オルドス　1 17

第5巻7月号 1943/7/1 写真頁
オルドス　2　蒙古人移墾部落
大樹湾　1

19

第5巻7月号 1943/7/1 写真頁 オルドス　3　大樹湾　2 21

第5巻7月号 1943/7/1 写真頁 オルドス　4　大樹湾　3 23

第5巻7月号 1943/7/1 写真頁
オルドス　5　スルタ祭と成吉思
汗の遺物

25

第5巻7月号 1943/7/1 記事頁 京包線
星田信孝（華北交通張家
口鉄路局運輸部長）

26

第5巻7月号 1943/7/1 記事頁
オルドスの特殊性―概況と動向
―

浅地央（蒙疆包頭市伊克
昭盟公署弘報班長）

29

第5巻7月号 1943/7/1 記事頁 西北貿易の意義
井上漸（華北交通包頭公
所勤務）

35

第5巻7月号 1943/7/1 記事頁 成吉思汗聖宮と神器スルタ
浅地央〔『蒙疆文学』同
人〕

37

第5巻7月号 1943/7/1 記事頁 蒙古草原に憶ふ
石田英一郎〔蒙古善隣協
会西北研究所次長〕

40

第5巻8月号 1943/8/1 写真頁 船団輸送 表紙

第5巻8月号 1943/8/1 写真頁 運河 1

第5巻8月号 1943/8/1 写真頁 灌漑 2

第5巻8月号 1943/8/1 写真頁 民船 3

第5巻8月号 1943/8/1 写真頁 造船・修理 5

第5巻8月号 1943/8/1 写真頁 運河の経済的意義 6



巻号 出版年月日 種別 記事題名 著者 頁

第5巻8月号 1943/8/1 写真頁 水路の護り 7

第5巻8月号 1943/8/1 写真頁 運河に発した街 9

第5巻8月号 1943/8/1 写真頁 運河に生きる 11

第5巻8月号 1943/8/1 写真頁 船に育つ 13

第5巻8月号 1943/8/1 写真頁 操船 15

第5巻8月号 1943/8/1 写真頁 輸送機械化 17

第5巻8月号 1943/8/1 写真頁 水路の浚渫・改良 19

第5巻8月号 1943/8/1 写真頁 〔運河〕 21

第5巻8月号 1943/8/1 写真頁 〔運河をゆく船団〕 23

第5巻8月号 1943/8/1 写真頁 〔運河沿岸〕 25

第5巻8月号 1943/8/1 記事頁 黄河
小林悟一郎（華北交通華
北事情案内所員）

26

第5巻8月号 1943/8/1 記事頁 北支の舟運
永野宗（華北交通資業局
員）

29

第5巻8月号 1943/8/1 記事頁 水上警務聞書
堀田香苗（華北交通天津
鉄路局員）

32

第5巻8月号 1943/8/1 記事頁 清帮と水運 田中整 34

第5巻8月号 1943/8/1 記事頁 鉄道警備の展望 直田久太郎 36

第5巻8月号 1943/8/1 記事頁 定県実験区工作
多田貞一（北京大学講
師）

38

第5巻8月号 1943/8/1 記事頁 華北蒙疆鉄道略図 41


