
海外移住事業団発行業務資料

請求番号 タイトル 発行年
003652 PORTUGUES
003131 イグアス診療所３カ年間の診療実績と統計的観察について
004518 カナダ移住の専門職案内　No.2
004526 カナダ駐在員報告. No.1 (42年12月～43年3月)
004527 カナダ駐在員報告. No.11 (45年6月～45年9月)
004528 カナダ駐在員報告. No.12 (45年10月～45年12月)
004529 カナダ駐在員報告. No.13 (46年1月～46年3月)
004530 カナダ駐在員報告. No.14 (46年4月～46年6月)
004531 カナダ駐在員報告. No.15 (46年7月～46年9月)
004532 カナダ駐在員報告. No.16 (46年10月～46年12月)
004533 カナダ駐在員報告. No.18 (48年1月～48年3月)
004534 カナダ駐在員報告. No.19 (48年4月～48年6月)
004535 カナダ駐在員報告. No.2 (43年4月～43年6月)
004536 カナダ駐在員報告. No.3 (43年7月～43年9月)
004537 カナダ駐在員報告. No.4 (43年10月～43年12月)
004538 カナダ駐在員報告. No.6 (44年4月～44年6月)
004539 カナダ駐在員報告. No.7 (44年7月～44年9月)
002134 移住ハンドブック  業務資料 ; no.214
004755 移住やまなし　No.14
004310 移住業務ハンドブック
002396 移住地関係地図帳
009115 海外移住センターパンフレット
009150 海外移住事業団会計細則
003488 技術移住者が現地で発揮したい創造性とその開発方法 : テキスト
002397 主要地域気象観測記録　（50年4月～）
004760 移住地だより　第10集(1968) 附：移住家族会報 1961
003066 カリビアンニュース 1963
003571 サンタ・カタリーナ州概観 1963
003153 パラグアイ国における邦人移住者の実態調査　とくに入植地の発展に関連して 1963
003401 移住協定集　ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ボリビア 1963
009151 海外移住事業団の財務会計と経理の実際手続きについて 1963
009149 海外移住事業団会計規程 1963
009158 海外移住事業団外国旅費規程、国内旅費規程 1963
009148 海外移住事業団関係法令 1963
003349 胡椒(ピメンタ)の根ぐされ病とその防ぎ方  農業移住者講習教材 1963
003563 昭和38年　募集要項綴　（バイア　サンファン　技術　アルトパラナ） 1963
004992 日本海外協会連合会概要 1963
002949 アルゼンチンは招く 1964
013378 アルゼンティン、パラグアイ、ドミニカ、ボリビア及びブラジルの教育統計  調査資料 ; no.35 1964
003130 アルトパラナ農業協同組合概況  調査資料 ; no.37 1964
004524 カナダ国の概要と日系人 1964
003032 サンファン移住地振興対策調査報告書 1964
003134 チアベス農業協同組合概況  調査資料 : no.38 1964
003159 パラグアイ農業福祉院設置法 1964
003163 フラム移住地農業協同組合概況  調査資料 : no.39 1964
003042 ボリビア教育法(抄訳)  調査課資料 ; no.30 1964
010252 ボリビア国サンファン移住地振興対策調査報告書 1964
010508 教材　海外移住読本　上・下巻 1964
002220 桐油, 胡椒, マテ茶 : 市場と市況　現状と其の将来  調査課資料 ; no.36 1964
003496 就労環境 1964
009152 新らしい海外移住政策をめぐって 1964
002231 中南米各集団移住地現況 1964
003406 伯国外務省発領事　事務担当大公使館及び領事館あて1964年1月17付回章第5000号訳文 1964
003179 明日の國パラグァイ   ラテンアメリカ移住シリーズ第2号 1964
012765 躍進するブラジル  ラテン・アメリカ移住シリーズ ; 第3号 1964
003128 アスンシオン近郊トマトの発展課程 : 生産と流通の現状 1965
002236 アンデス移住地入植の手引  移住地資料 1965
004504 カナダの企業案内 1965
004507 カナダの就業と生活状況 1965
004514 カナダ移住の案内 1965
004517 カナダ移住の専門職案内　No.1 1965
003503 サンパウロ州における戦後雇用農の概況 1965
003142 パラグアイ移住地管理問題について 1965
003160 パラグアイ邦人移住地概況 1965
003623 ブラジルの経済事情　（1950年～1965年6月） 1965
203480 ブラジル外務省発領事事務担当大公使館及び領事館あて回章訳文  業務資料 ; no.013 1965
003470 ブラジル技術移住の案内 1965
012952 ブラジル国サンタ・カタリーナ州ラーモス移住地自営開拓移住者あっせん要領(1965.3.31) 1965
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請求番号 タイトル 発行年
003035 ボリビアにおける日本人発展史  調査資料 ; no.52 1965
001945 移住地農家経済調査集計. 昭和37・38年度  調査資料 ; no.47 1965
004769 海外移住だより　第1集 1965
004783 海外移住者だより　第1集 1965
004778 海外移住者だより　第3集(1965) 1965
004784 海外移住者の現地便り 1965
004950 学校における海外教育 1965
004926 学生の南米調査報告書  調査資料 ; no.50 1965
001598 管内概況　（昭和40年度） 1965
003481 技術移住（求職）案内 1965
003482 技術移住（求職連絡）取扱職種の解説（１）　機械関係 1965
003490 技術移住取扱要領 1965
004955 高等学校における海外教育参考資料 1965
004802 中南米移住地だより　第4集 1965
002232 中南米各集団移住地現況. 昭和40年版  調査資料 ; no.45 1965
004811 南米移住者だより 1965
002998 南米移住地地図 : アルゼンチン共和国　アンデス移住地 1965
003178 南米移住地地図 : パラグァイ共和国　イグアスー, アルト・パラナ移住地 1965
003460 南米移住地地図 : ブラジル合衆国　第1, 第2トメアス移住地 1965
013050 アメリカ大陸見聞記 1966
002970 アルゼンチン渡航者の手引 1966
003505 パラナ州における戦後雇用農の概況 : 雇用農家実態調査報告  調査資料 ; no.60 1966
004024 ブラジル国印紙税法 （抄訳） 1966
003479 ブラジル国技術移住関係資料 1966
004471 移住地教育の現状と問題点  調査資料 ; no.68 1966
001946 移住地農家経済調査集計. 昭和39年度  調査資料 ; no.55 1966
001944 移住地農家経済調査図表　昭和39年度  業務資料 ; no.57 1966
004551 移民白書 1966
018452 横浜移住センター案内 1966
004767 海外移住だより　第2号 1966
004323 海外移住啓発相談活動上の参考 1966
004773 海外移住者だより 1966
004775 海外移住者だより　No.1　南米移住地調査報告書 1966
004777 海外移住者だより　No.2 1966
203653 海外移住速報 昭和41年4月8日、4月29日、5月27日、6月24日、7月29日、11月11日 海外移住速報綴り 1966
001902 海外移住統計　(昭和27年度～昭和40年度) 渡航費政府貸付分についての戦後の海外移住統計 1966
001903 海外移住統計(抄) : 渡航費政府貸付分　(昭和27年度～昭和40年度)  調査資料 : no.71 1966
001599 管内概況　（昭和41年度） 1966
001748 関係諸国法令集（原文対照 ; 1） : パラグアイ編その1  業務資料 ; no.066 1966
001749 関係諸国法令集（原文対照 ; 2） : パラグアイ編その2（農業福祉院設置法・農地法〔ほか〕）  業務資料 ; no.067 1966

001750
関係諸国法令集（原文対照 ; 3） : パラグァイ編その3（日本国政府とパラグアイ共和国政府との間の移住協定[ほか]）
業務資料 ; no.070

1966

004044 技術移住写真集. 1966 1966
002234 集団移住地現況. 昭和41年改訂版  調査資料 ; no.69 1966
002186 巡回診療報告書. 昭和40年度分  業務資料 ; no.63 1966
006385 新しい移住地をさぐる　ラテン・アメリカ編 1966
202759 青年の国ブラジル 1966
001886 送出統計表　昭和41年度上半期分 1966
002233 中南米各集団移住地現況. 昭和41年版  調査資料 ; no.62 1966
013380 統計から見た戦后の海外移住の推移 1966
003411 南ブラジルの概況 1966
004807 南米の空から　南米移住者からの便り 1966
004475 南米移住地の教育とその問題点 1966
002398 融資業務規程集 1966
017694 EECとラテン・アメリカ  移住研究 1巻 : No.1(1967年10月) p2-8 : 業務資料 ; no.010 1967
004329 あっせん中の移住地概況　業務指導用 1967
003672 アマゾン中流地帯の移住者 : ベレーン支部調査報告書集  調査資料 ; no.079 1967
017699 サンファン移住地の治安問題  移住研究 1巻 : No.1(1967年10月) p33-43 : 業務資料 ; no.010 1967
004749 ながさき南米だより　No.8 (1967) 1967
003150 パラグアイ国イグアス移住地改訂営農計画 1967
017698 ブラジルの医療制度  移住研究 1巻 : No.1(1967年10月) p29-32 : 業務資料 ; no.010 1967
017697 ブラジルの技術移住  移住研究 1巻 : No.1(1967年10月) p24-28 : 業務資料 ; no.010 1967
003457 ブラジル国アマゾン流域第二トメアスー移住地案内 自営開拓移住者 1967
003458 ブラジル国アマゾン流域第二トメアスー移住地入植の手引 1967
009016 ブラジル国サンタ・カタリーナ州ラーモス移住地案内自営開拓移住者 1967
003459 ベレン近郊(含むトメ・アスー地区)に於ける邦人入植者の経営設計 : 段階別にみた到達目標 1967
004753 移住シリーズ　9　海外だより 1967
205738 移住研究創刊に当って  移住研究 1巻 : No.1(1967年10月) p1 : 業務資料 ; no.010 1967

2 / 8 ページ



海外移住事業団発行業務資料

請求番号 タイトル 発行年
004317 移住者輸送引率員執務心得　改訂版 1967
004318 移住者輸送引率員調査報告　第2集 1967
001960 移住地農家経済調査報告書. 昭和40年度 1967
001961 移住地農家経済調査報告書. 昭和40年度　ブエノスアイレス、サント・ドミンゴ支部 1967
001962 移住地農家経済調査報告書. 昭和40年度　レシーフェ、サンパウロ、ポルト・アレグレ支部 1967
203289 移住通信　No.60 1967
203290 移住通信　No.61 1967
203291 移住通信　No.64 1967
203292 移住通信　No.65 1967
203293 移住通信　No.67 1967
203294 移住通信　No.72 1967

004307
欧州移住政府間委員会(ICEM)　第90回下院議会決議事項第40号によるアメリカ合衆国連邦下院法務委員会報告書  業
務資料 ; no.021

1967

004768 海外移住だより　第3号 1967
004983 海外移住事業団の金融について 1967
004785 海外移住者の現地便り　第三集 1967
004788 海外移住者現地だより集　昭和41年度(第1集) 1967
203295 海外移住速報　No．55 1967
203296 海外移住速報　No．56 1967
203297 海外移住速報　No．57 1967
203298 海外移住速報　No．58 1967
002223 柑橘類の世界市場とその将来性  調査資料 ; no.77 1967
001751 関係諸国法令集（原文対照 ; 4） : パラグァイ編その4（労働法）  業務資料 ; no.078 1967
001752 関係諸国法令集（原文対照 ; 5） : パラグァイ編その5（銀行法・関連法）  業務資料 ; no.018 1967
001753 関係諸国法令集（原文対照 ; 6） : パラグァイ編その6（登記制抵当法・関連法）  業務資料 ; no.019 1967
003487 技術移住者　現地だより集　第2集 1967
003170 桐油市場の分析  調査資料 : no.003 1967
004956 高等学校における海外教育指導資料集　第2集 1967
003531 市場関係情報. 第3号　胡椒価格の変動とその要因並びに今後の問題点 胡椒価格篇 1967
004964 若人の主張 1967
002222 繊維作物(主としてケナフ、)香辛料、ナッツ類の現状とその将来性 : 予備調査  調査資料 ; no.75 1967
001887 送出統計表･移住地概況　改訂版  業務資料 ; no.015 1967
001619 第2トメアス一入植地概況 1967
002929 単独農業青年移住者の手引. アルゼンティン国編 花卉・そ菜栽培 1967
205745 中南米主要都市月別平均気温、年間降水量  移住研究 1巻 : No.1(1967年10月) p23 : 業務資料 ; no.010 1967
017695 統計からみた戦後海外移住の傾向  移住研究 1巻 : No.1(1967年10月) p9-17 : 業務資料 ; no.010 1967
004809 南米の空から　南米移住者からの便り 1967
017696 伯国の労働者保障制度の概況  移住研究 1巻 : No.1(1967年10月) p18-23 : 業務資料 ; no.010 1967
004043 伯國会社概況 1967
004814 本県における海外教育の推進状況 1967
002299 移住研究　1巻　No. 1 (1967.10)-no. 7 (1970.9) 1967-1970
017707 Amazonia地域の農業に“草”の利用を  移住研究 1巻 : No.3(1968年11月) p10-24 : 業務資料 ; no.051 1968
015139 JEMIS 1968
001687 アマゾン地域の日系農家 : その主作物と経営実態  業務資料 ; no.050 1968
004512 カナダ移住の案内 1968
004519 カナダ移住者の手引1　INFORMATION FOR IMMIGRANTS TO CANADA 1968 1968
017704 パラグアイ国の小麦生産計画  移住研究 1巻 : No.2(1968年3月) p48-57 : 業務資料 ; no.034 1968
003469 ブラジル : 技術移住者のために 1968
017703 ブラジル､アルゼンチン日系農家の食生活  移住研究 1巻 : No.2(1968年3月) p30-47 : 業務資料 ; no.034 1968
204804 ブラジルの草地と畜産  講習教材 1968
004013 ブラジルの日系企業　現状と将来の方向 1968
003476 ブラジル技術移住の案内 1968
203495 ブラジル技術移住者実態調査 : 技術移住者の生活と意見  業務資料 ; no.040 1968
003564 ブラジル国パラ州第2トメアス移住地ピメンタ造園分譲入植案内 1968
003480 ブラジル等における技術移住及び企業移住に関する調査結果について 1968
003043 ボリビア国 オキナワ第3移住地入植者の手引 1968
002927 亜国花卉青年移住者の手引. アルゼンチン国編 花卉・そ菜栽培 1968
017702 移住希望者の傾向分析  移住研究 1巻 : No.2(1968年3月) p16-29 : 業務資料 ; no.034 1968
017708 移住再開第一船の記録  移住研究 1巻 : No.3(1968年11月) p25-37 : 業務資料 ; no.051 1968
017706 移住地の経済効果指数について  移住研究 1巻 : No.3(1968年11月) p6-9 : 業務資料 ; no.051 1968
001950 移住地農家経営調査報告書. 昭和41年度(簡易調査) アスンシオン支部  業務資料 ; no.048 1968
001951 移住地農家経営調査報告書. 昭和41年度(簡易調査) サンタ・クルス支部  業務資料 ; no.045 1968
001952 移住地農家経営調査報告書. 昭和41年度(簡易調査) サンパウロ支部  業務資料 ; no.042 1968
001953 移住地農家経営調査報告書. 昭和41年度(簡易調査) ブエノス・アイレス支部  業務資料 ; no.043 1968
001954 移住地農家経営調査報告書. 昭和41年度(簡易調査) リオ・デ・ジャネイロ支部  業務資料 ; no.043 1968
001955 移住地農家経営調査報告書. 昭和41年度(簡易調査) レシーフェ支部  業務資料 ; no.043 1968
003315 移住地農業協同組合の現状  業務資料 ; no.057 1968
203286 移住通信　No.75 1968
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203288 移住通信　No.76 1968
018863 移住通信　No.78 1968
018864 移住通信　No.79 1968
018865 移住通信　No.80 1968
018866 移住通信　No.81 1968
004338 移住通信　No.82 (昭和43.7) 1968
018867 移住通信　No.83 1968
004339 移住通信　No.84 (昭和43.10) 1968
002228 営農援助関係実施報告書. 昭和42年度 : 営農援助計画書. 昭和43年度  業務資料 ; no.053 1968
004765 海外へ伸びよう　移住者からの現地だより 1968
004869 海外移住の経済的効果 1968
004385 海外移住事業団. 1968 1968
203767 海外移住事業団業務概況便覧. 昭和43年12月  業務資料 ; no.060 1968
004776 海外移住者だより　No.2 1968
004779 海外移住者だより　第4号 1968
001904 海外移住統計 : 渡航費政府貸付分　(昭和27年度～昭和42年度)  業務資料 : no.031 1968
017710 海外移住百年史年表に添えて  移住研究 1巻 : No.3(1968年11月) p45-49 : 業務資料 ; no.051 1968
017700 海外発展的民族性の意味するもの  移住研究 1巻 : No.2(1968年3月) p1-9 : 業務資料 ; no.034 1968
001600 管内概況　（昭和43年度） 1968

001579
関係諸国法令集（原文対照 ; 10） : ブラジル編その3（I.B.R.A 施行細則、I.N.D.A 施行細則、農地法 施行細則）  業務資
料 ; no.056

1968

001754 関係諸国法令集（原文対照 ; 7） : パラグァイ編その7（新憲法）  業務資料 ; no.033 1968
001577 関係諸国法令集（原文対照 ; 8） : ブラジル編その1（土地法）  業務資料 ; no.038 1968
001578 関係諸国法令集（原文対照 ; 9） : ブラジル編その2（憲法）  業務資料 ; no.052 1968
017701 経済統合と国際移住  移住研究 1巻 : No.2(1968年3月) p10-15 : 業務資料 ; no.034 1968
004716 山梨県海外協会40周年記念誌. 1967 1968
002202 市場関係情報. 第4号 大豆, 桐油, 菜種, 胡椒編 業務資料 ; no.046 1968
004965 若人の主張　海外移住100年特集号 1968
002218 茶類(紅茶. 緑茶. その他)の現状とその将来性について  業務資料 ; no.023 1968
001814 中南米諸国・邦人移住地の主要農産物生産、輸出一覧表  業務資料 ; no.032 1968
004808 南米の空から　南米移住者からの便り 1968
009015 南米パラグァイ国イグアス移住地入植者の手引 1968
001817 南米移住地電化調査報告書 1968
017705 日本（語）教育に対する一考察  移住研究 1巻 : No.3(1968年11月) p1-5 : 業務資料 ; no.051 1968
003544 農薬の安全使用のために  講習教材 1968
017709 伯国における2/3法について  移住研究 1巻 : No.3(1968年11月) p38-44 : 業務資料 ; no.051 1968
002217 油料作物. 茶類の取扱い商社一覧表  業務資料 ; no.024 1968
002219 油料作物(落花性. ひま. ひまわり. 胡麻. 油やし. 菜種)の現状とその将来性について  業務資料 ; no.022 1968
002254 融資業務統計資料その1　1967年（事業団本部扱貸付実績） 1968
004637 労働を目的とするアメリカ移住について  業務資料 ; no.054 1968
017715 SUDAM（アマゾニヤ開発庁）について  移住研究 1巻 : No.4(1969年3月) p47-51 : 業務資料 ; no.067 1969
004616 アメリカ機械工移住案内　従業員ハンドブック・ケイナー社の例 1969
004500 カナダでの就職時における面接注意事項 1969
004505 カナダの企業案内 1969
004516 カナダ移住の専門職案内 1969
017719 カナダ移住史を通じて移住を論ず  移住研究 1巻 : No.5(1969年8月) p20-26 : 業務資料 ; no.086 1969
004540 カナダ駐在員報告. No.8 (44年9月～44年12月)  業務資料 ; no.133 1969
017718 カナダ日本人移住史  移住研究 1巻 : No.5(1969年8月) p1-19 : 業務資料 ; no.086 1969
003154 パラグアイ国への企業投資の手引 1969
203488 ブラジルにおける中小企業経営 : 企業・技術移住者のために  業務資料 ; no.083 1969
003523 ブラジル農業の素顔 1969
017714 ボリビア国経済事情  移住研究 1巻 : No.4(1969年3月) p41-46 : 業務資料 ; no.067 1969
017720 わが国の移住の将来  移住研究 1巻 : No.5(1969年8月) p27-38 : 業務資料 ; no.086 1969
017724 移住関係文献解題目録  移住研究 1巻 : No.5(1969年8月) p67-97 : 業務資料 ; no.086 1969
017712 移住地の営農と米国市場  移住研究 1巻 : No.4(1969年3月) p22-29 : 業務資料 ; no.067 1969
001888 移住地概要(改訂版)　昭和44年11月  業務資料 ; no.105 1969
002235 移住地調査報告書 : 海外移住留守家族会連合会と事業団支部の調査報告との対比  業務資料 ; no.093 1969
001940 移住地特定農家経営調査報告書　昭和42年度  業務資料 ; no.079 1969
001941 移住地特定農家経営調査報告書　昭和43年度  業務資料 ; no.112 1969

001957
移住地農家経営調査報告書　昭和42年度(簡易調査) 7冊　ベレン/レシーフェ/サンパウロ/ブエノス・アイレス/アスンシ
オン/サンタ・クルス/サント・ドミンゴ支部

1969

001956 移住地農家経営調査報告書　昭和42年度(簡易調査) リオ・デ・ジャネイロ/ポルト・アレグレ支部  業務資料 ; no.108 1969

002229 営農援助関係実施報告書. 昭和43年度 : 営農援助関係実施計画書. 昭和44年度  業務資料 ; no.119 1969
017722 営農資金追加送金について  移住研究 1巻 : No.5(1969年8月) p53-61 : 業務資料 ; no.086 1969
017721 円・ペソ・グァラニー・クルゼーロ  移住研究 1巻 : No.5(1969年8月) p39-52 : 業務資料 ; no.086 1969
002928 花卉・蔬菜栽培青年移住案内　アルゼンティン国編 1969
004982 海外移住と国内開発の入植地助成及び融資条件比較 1969
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017711 海外移住のわが国への経済的寄与に関する一考察  移住研究 1巻 : No.4(1969年3月) p1-21 : 業務資料 ; no.067 1969

004984 海外移住事業団の金融について 1969

001936
海外移住事業団東京都事務所における新規移住相談者(昭和43年4月1日～44年1月31日)アンケート集計の結果につい
て

1969

004780 海外移住者だより　第5号 1969
012722 海外移住者だより　第5集 1969
001905 海外移住統計　(昭和27年度～昭和43年度)  業務資料 ; no.092 1969
001726 関係諸国法令集（原文対照 ; 11） : ボリビア編その1(入国移住法規集)  業務資料 ; no.076 1969
001840 関係諸国法令集（原文対照 ; 12） : カナダ編その1（オンタリオ州労働関係法規集）  業務資料 ; no.085 1969
001580 関係諸国法令集（原文対照 ; 12） : ブラジル編その4（外資法）  業務資料 ; no.097 1969
017723 最近の移住希望者の傾向  移住研究 1巻 : No.5(1969年8月) p62-66 : 業務資料 ; no.086 1969
002203 市場関係情報  業務資料 ; no.100 1969
002204 市場関係情報. 昭和44年10・11月度  業務資料 ; no.111 1969
004963 若人の主張 1969
017713 就学中に移住した子弟の現状  移住研究 1巻 : No.4(1969年3月) p30-40 : 業務資料 ; no.067 1969
002187 巡回診療報告書. 昭和42年度分  業務資料 ; no.70 1969
017725 新刊紹介と書評  移住研究 1巻 : No.5(1969年8月) p98-101 : 業務資料 ; no.086 1969
203349 設計書作成要領 1969
002221 澱粉作物 : 南米と世界市場に関する予備調査  業務資料 ; no.062 1969
003176 南米パラグァイ国イグアス移住地入植者の手引 1969
004431 南米移住地の保健衛生. 1  講習教材 1969
002395 南米移住地写真集 1969
203733 南米主要地域気象表  業務資料 ; no.090 1969
002238 入植地適地調査報告書　  業務資料 ; no.072 1969
017717 伯国における荷物の通関に関する規則  移住研究 1巻 : No.4(1969年3月) p59-67 : 業務資料 ; no.067 1969
017716 伯国農務省調査試験機関について  移住研究 1巻 : No.4(1969年3月) p52-58 : 業務資料 ; no.067 1969
017740 アマゾン地域戦後移住者の転出・定着状況  移住研究 1巻 : No.7(1970年9月) p79-92 : 業務資料 ; no.146 1970

017726 アンデスを越えた人々　ボリビア日本人の先駆者  移住研究 1巻 : No.6(1970年3月) p1-18 : 業務資料 ; no.115 1970

004513 カナダ移住の案内 1970
017736 カナダ本邦移民制限史の一断面  移住研究 1巻 : No.7(1970年9月) p22-36 : 業務資料 ; no.146 1970
017743 グァタパラ移住地の概況  移住研究 1巻 : No.7(1970年9月) p123-127 : 業務資料 ; no.146 1970
017738 グアタパラ移住地青少年の物の見方、考え方  移住研究 1巻 : No.7(1970年9月) p52-63 : 業務資料 ; no.146 1970
003148 パラグアイ国アルトパラナ移住地案内 1970
003155 パラグァイ国一般事情  啓発資料 ; no.1075 1970

017733 ブラジルにおける植民事業の沿革と農地改革の現状  移住研究 1巻 : No.6(1970年3月) p76-77 : 業務資料 ; no.115 1970

017737
ブラジルにおける日系村落社会の構造とその展開過程　日系農民の生活を中心として  移住研究 1巻 : No.7(1970年9
月) p37-51 : 業務資料 ; no.146

1970

004002 ブラジルにおける日本企業による出資企業の概要 1970
017741 ブラジルの会計制度  移住研究 1巻 : No.7(1970年9月) p93-105 : 業務資料 ; no.146 1970
017732 ブラジルの土壌型と土壌図  移住研究 1巻 : No.6(1970年3月) p65-75 : 業務資料 ; no.115 1970
003527 ブラジル農地法の法体系と不動産売買の方法 付・JAMICにおける実例 業務資料 ; no.117 1970

017739 ボリビアの沖縄移住地　その設定の経緯を中心として  移住研究 1巻 : No.7(1970年9月) p64-78 : 業務資料 ; no.146 1970

017742 ラ・コルメナ移住地現況  移住研究 1巻 : No.7(1970年9月) p106-122 : 業務資料 ; no.146 1970
004312 移住者のためにNo.1　船旅の心得 1970
004313 移住者のためにNo.2　携行荷物について 1970
001948 移住地農家経済調査(簡易調査)農家名簿. 昭和43年度  調査資料 ; no.55 1970
001963 移住地農家経済調査報告書. 昭和43年度簡易調査　第1編  業務資料 ; no.127 1970
001964 移住地農家経済調査報告書. 昭和43年度簡易調査　第2編  業務資料 ; no.152 1970
004381 海外移住と移住政策　海外移住審議会の答申（昭和37年）と基本法令 1970
017734 海外移住の一考察  移住研究 1巻 : No.7(1970年9月) p1-8 : 業務資料 ; no.146 1970
004781 海外移住者だより　第6号 1970
208852 海外移住統計　(部内用資料)  業務資料 ; no.123 1970

001581
関係諸国法令集（原文対照 ; 14） : ブラジル編その5（協同組合法及び細則、農村信用証券法、外国人土地所有制限
法、IBRAの権能に関する法律、農地法細則（農業税、農業契約）、外国人法）  業務資料 ; no.106

1970

001582 関係諸国法令集（原文対照 ; 15） : ブラジル編その6（ブラジル総合労働法）  業務資料 ; no.139 1970
001692 関係諸国法令集（原文対照 ; 16） : アルゼンチン編その1（移住促進法）  業務資料 ; no.157 1970
013552 関係諸国法令集（原文対照 ; 17） : ドミニカ編その1（教育関係法）　　  業務資料 ; no.158 1970

001583 関係諸国法令集（原文対照 ; 18） : ブラジル編その7（ブラジル中央銀行、農村信用（融資）便覧）  業務資料 ; no.159 1970

001727 関係諸国法令集（原文対照 ; 19） : ボリビア編その2(協同組合法)  業務資料 ; no.160 1970
203112 雇用農引受農家概況表. 1970  業務資料 ; no.137 1970

002191
雇用農実態調査報告書. 昭和43年度 ブラジル国・サンパウロ州, リオ・グランデ・ド・スール州, サンタ・カタリーナ州 業務
資料 ; no.130

1970
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017730 山村における海外移住の啓発　高知県物部村のケース  移住研究 1巻 : No.6(1970年3月) p49-58 : 業務資料 ; no.115 1970

004962 若人の主張 1970
002188 巡回診療報告書. 昭和43年度分  業務資料 ; no.125 1970
017727 昭和初期の海外移植民事業  移住研究 1巻 : No.6(1970年3月) p19-24 : 業務資料 ; no.115 1970
004453 食生活を中心にした南米移住者の暮し方　長崎大学南米学術調査資料より 1970

017729
青年移住希望者の傾向　愛知県における統計を中心として  移住研究 1巻 : No.6(1970年3月) p33-48 : 業務資料 ;
no.115

1970

205777
中南米における邦人集団移住地の皮膚疾患の統計的観察  移住研究 1巻 : No.6(1970年3月) p59-64 : 業務資料 ;
no.115

1970

001815 南米主要移住地の畜産事情  業務資料 ; no.121 1970
002239 入植地適地調査報告書  業務資料 ; no.132 1970
017728 農業移住について　その意義と目的  移住研究 1巻 : No.6(1970年3月) p25-32 : 業務資料 ; no.115 1970
003050 発展への礎 : 我等開魂の記録. 1 1970
002133 要約　海外移住相談ハンドブック  業務資料 ; no.153 1970
017735 労働力不足と海外移住　海外移住の効果  移住研究 1巻 : No.7(1970年9月) p9-21 : 業務資料 ; no.146 1970

002237
入植地適地調査報告書. 昭和44年度・昭和45年度(その1)  ポルト・アレグレ支部管内. ブエノス・アイレス支部管内. サン
ト・ドミンゴ支部管内 業務資料 ; no.165

1970 

004520 カナダ移住者手帳 1971
004525 カナダ新移住者の現況　昭和45年12月実施カナダ新移住者動態現地調査の要約 1971
003518 ブラジルの農村金融の制度と運営について 1971
014097 移住者用ポルトガル語技術用語集　暫定版 1971
001942 移住地特定農家経済調査報告書. 昭和44年度  業務資料 ; no.170 1971
001965 移住地農家経済調査報告. 昭和44年度  業務資料 ; no.168 1971
004939 海外移住懸賞作文優秀作品集. 昭和46年度 1971
004782 海外移住者だより　第7号 1971
001906 海外移住統計　(昭和27年度～44年度)  業務資料 ; no.161 1971

001584
関係諸国法令集（原文対照 ; 20） : ブラジル編その8（ブラジル中央銀行農村信用(融資)便覧 改訂増補版）  業務資料 ;
no.166

1971

001728 関係諸国法令集（原文対照 ; 21） : ボリビア編その3(教育改正法)  業務資料 ; no.167 1971

013473 関係諸国法令集（原文対照 ; 22） : ブラジル編その9（植民・農地改革院（INCRA）に関する法令）  業務資料 ; no.176 1971

013367 関係諸国法令集（原文対照 ; 23） : カナダ編その2（移民法・移民政策）  業務資料 ; no.180 1971
001693 関係諸国法令集（原文対照 ; 24） : アルゼンチン編その2（労働関係法規集）  業務資料 ; no.183 1971
013474 関係諸国法令集（原文対照 ; 25） : ブラジル編その10（農村信用制度関係法令）  業務資料 ; no.189 1971
013553 関係諸国法令集（原文対照 ; 26） : ドミニカ編その2（協同組合関係法規集）  業務資料 ; no.195 1971
001565 経済研究調査. [no.1] 1971
001566 経済研究調査. [no.2] 1971

002192
雇用農実態調査報告書. 昭和44年度 ベレン支部管内, リオデジャネイロ支部管内, サンパウロ支部管内, ブエノスアイレ
ス支部管内 業務資料 ; no.169

1971

002193 雇用農実態調査報告書. 昭和45年度 ベレン支部管内, ブエノスアイレス支部管内 業務資料 ; no.204 1971
004953 高校生の海外及び海外移住についての意識調査報告 1971
002189 巡回診療報告書. 昭和44年度分  業務資料 ; no.164 1971
003499 東北伯工業事情 1971
003535 南伯における日系農協の概要  業務資料 ; no.171 1971

002240
入植地適地調査報告書. 昭和45年度 ポルトアレグレ支部管内. ブェノスアイレス支部管内 : (付属)サンパウロ支部リオ
フェロー植民地・ポルトアレグレ支部管内カサドール郡・サンタクルス支部管内メノニータ植民地調査概況 業務資料 ;
no.203

1971

003538 熱帯及び亜熱帯地方における改良牧草の手引（訳文） 1971
017752 アマゾン開拓の先駆者たち  移住研究 2巻 : No.8(1972年3月) p59-65 : 業務資料 ; no.197 1972
002957 アルゼンティンにおける会社設立に関する調査 1972

017753 ある明治人の生涯　山県勇三郎に関する研究ノート(1)  移住研究 2巻 : No.8(1972年3月) p66-79 : 業務資料 ; no.197 1972

004497 オンタリオ州の生活 1972
017748 カナダにおける移住者の国際結婚  移住研究 2巻 : No.8(1972年3月) p39-43 : 業務資料 ; no.197 1972
001633 グァタパラ営農試験報告書 1972
013276 パラグァイ国日系移住地農家経済概況. 昭和47年度  業務資料 ; no.223 1972
004001 ブラジルにおける経済市場調査の実態 1972
003474 ブラジル企業移住者の手引　 昭和47年 1972
203481 ブラジル技術移住者実態調査  業務資料 ; no.209 1972
017749 ブラジル東北部開発の展望  移住研究 2巻 : No.8(1972年3月) p44-50 : 業務資料 ; no.197 1972
017747 ボリビアの農地改革と熱帯低地移植民  移住研究 2巻 : No.8(1972年3月) p23-38 : 業務資料 ; no.197 1972
017754 移住関係文献解題目録(II)  移住研究 2巻 : No.8(1972年3月) p80-97 : 業務資料 ; no.197 1972
001943 移住地特定農家経済調査報告書. 昭和45年度  業務資料 ; no.208 1972
001966 移住地農家経済調査報告. 昭和45年度  業務資料 ; no.215 1972
017750 沖縄中学生の海外移住に対する意識度  移住研究 2巻 : No.8(1972年3月) p51-54 : 業務資料 ; no.197 1972
018387 海外への道 : 日本人の海外発展 1972
004382 海外移住と移住政策　海外移住審議会の答申と基本法令 1972

6 / 8 ページ



海外移住事業団発行業務資料

請求番号 タイトル 発行年
004386 海外移住事業団　1972 1972
001907 海外移住統計　(昭和27年度～45年度)  業務資料 ; no.201 1972
001908 海外移住統計　(昭和27年度～46年度)  業務資料 ; no.224 1972
004945 海外研修視察報告書　海外教育推進高校教師レポート 1972
001587 関係諸国法令集（原文対照 ; 27） : ブラジル編その11（工業所有権法）  業務資料 ; no.225 1972
001729 関係諸国法令集（原文対照 ; 28） : ボリビア編その4(社会関係法)  業務資料 ; no.233 1972
001867 関係諸国法令集（原文対照 ; 29） : アメリカ合衆国編その1（移民国籍法）　  業務資料 ; no.235 1972
001567 経済研究調査. [no.3] 1972
207252 経済研究調査. [no.3] 1972
001568 経済研究調査. [no.4] 1972
203113 雇用農引受農家概況表. 1972  業務資料 ; no.230 1972
003529 雇用農青年移住者の独立営農事例　サンパウロ支部管内 1972
017744 高等学校における海外教育のあり方  移住研究 2巻 : No.8(1972年3月) p1-4 : 業務資料 ; no.197 1972
002190 巡回診療報告書. 昭和45年度分  業務資料 ; no.206 1972
004972 全国高校海外教育指導教師連絡会議資料. 第9回 1972
003333 中南米農業移住者紹介篤農家シリーズ. 1 1972
001900 南米向け技術移住者送出統計表 1972
003500 南米工業移住の手引 1972
001959 南米主要邦人移住地農家経済概況(移住地農家経済年次別推移)  業務資料(部内限) 1972
017745 南北問題の盲点  移住研究 2巻 : No.8(1972年3月) p5-12 : 業務資料 ; no.197 1972
017746 日本人とパラグアイ  移住研究 2巻 : No.8(1972年3月) p13-22 : 業務資料 ; no.197 1972
017751 日本歴史の移民たち  移住研究 2巻 : No.8(1972年3月) p55-58 : 業務資料 ; no.197 1972
017756 アマゾン地域開発計画  移住研究 2巻 : No.9(1973年3月) p7-13 : 業務資料 ; no.226 1973
017759 アルゼンチン国メンドサ州における蔬菜栽培  移住研究 2巻 : No.9(1973年3月) p56-68 : 業務資料 ; no.226 1973
001862 オンタリオ州移住者動態調査. [昭和48年]  業務資料 ; no.240 1973
017760 ドミニカ移住者の概況  移住研究 2巻 : No.9(1973年3月) p69-73 : 業務資料 ; no.226 1973
017757 パラグァイの日系農家  移住研究 2巻 : No.9(1973年3月) p14-46 : 業務資料 ; no.226 1973
017755 ブラジルの農業と日本の農業  移住研究 2巻 : No.9(1973年3月) p1-6 : 業務資料 ; no.226 1973
017761 ブラジル移住再開の経緯  移住研究 2巻 : No.9(1973年3月) p74-87 : 業務資料 ; no.226 1973
017763 ブラジル概観  移住研究 2巻 : No.9(1973年3月) p97-109 : 業務資料 ; no.226 1973
003473 ブラジル企業移住解説書 1973
003475 ブラジル企業者移住の手引 1973
004026 ブラジル地方都市の企業誘致状況 : サンパウロ州ソロカバ市とその近傍市  業務資料 ; no.262. 開資 ; no.2 1973
003524 ブラジル農業の動向　1960/70年の統計資料から 1973
017758 ボリビア国オキナワ移住地の綿作  移住研究 2巻 : No.9(1973年3月) p47-55 : 業務資料 ; no.226 1973
013656 移住協定集  業務資料 ; no.257 1973
001967 移住地農家経済調査報告. 昭和46年度  業務資料 ; no.253 1973
002215 我国の農産物輸入の動向  業務資料 ; no.261 1973
018868 海外移住だより 1973
000026 海外移住事業団十年史 1973
003485 技術移住関係情報　No.2 1973
001569 経済研究調査. no.5  業務資料 ; no.234 1973
001570 経済研究調査. no.6  業務資料 ; no.255 1973
203648 国際化時代における海外移住の目標と施策の方向  業務資料 ; no.246 1973
003497 昭和47年度　技術移住者送出統計表 1973
017762 水野龍とコロニア・アルボラーダ  移住研究 2巻 : No.9(1973年3月) p88-96 : 業務資料 ; no.226 1973
004971 全国高校海外教育指導教師連絡会議資料. 第10回 1973
002393 南米企業移住　引受企業概況表　1973  業務資料 ; no.229 1973
207748 入植地業務資料集  業務資料 ; no.259 1973
017766 1871～1946年のオーストラリアの日本人  移住研究 2巻 : No.10(1974年3月) p27-54 : 業務資料 ; no.269 1974
013338 オーストラリアの移住受入れについて  業務資料 ; no.302. 開資 ; no.4 1974
017768 サンファン診療所1年半の記録  移住研究 2巻 : No.10(1974年3月) p85-103 : 業務資料 ; no.269 1974
004014 ブラジルの日系企業要覧 : 工業技術移住者受入企業 [1974年]  業務資料 ; no.260 1974
001683 ブラジルの薬草  業務資料 ; no.283 1974
004031 ブラジル労働法の概要 1974
001896 移住者送出ハンドブック 1974
002135 移住相談ハンドブック  業務資料 ; no.278 1974
002230 営農指導実施報告書. 昭和46・47年度  業務資料 ; no.306 1974
001909 海外移住統計　(昭和27年度～47年度)  業務資料 ; no.267 1974
004948 海外発展懸賞作文優秀作品集. 昭和49年度 1974

207246 関係諸国法令集（原文対照 ; 30） : パラグァイ編その8（経済・社会開発投資法、同施行細則）  業務資料 ; no.276 1974

001694 関係諸国法令集（原文対照 ; 31） : アルゼンチン編その3（外国資本定着法）  業務資料 ; no.277 1974
013471 関係諸国法令集（原文対照 ; 32） : ブラジル編その12（外国人法施行細則）  業務資料 ; no.285 1974
001571 経済研究調査. no.7  業務資料 ; no.287 1974
001572 経済研究調査. no.8  業務資料 ; no.297 1974
002194 雇用農実態調査報告書. 昭和46年度・昭和47年度 1974
003530 最近の農業事情 : ブラジルの農業開発を中心として  業務資料 ; no.292. 開資 ; no.03 1974
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請求番号 タイトル 発行年
017764 埼玉県送出移住者の動態  移住研究 2巻 : No.10(1974年3月) p1-14 : 業務資料 ; no.269 1974
013277 市場調査報告書. 昭和47年度  業務資料 ; no.273 1974
002224 試験農場試験調査報告書. 昭和47年度  業務資料 ; no.309 1974

017765
戦後の日本人のブラジル移住　現在利用できるデータによる分析  移住研究 2巻 : No.10(1974年3月) p15-26 : 業務資
料 ; no.269

1974

017767 日本-南米東岸航路　移住者輸送史  移住研究 2巻 : No.10(1974年3月) p55-84 : 業務資料 ; no.269 1974

002241
入植地適地調査報告書. 昭和46年度 ポルト・アレグレ支部. ブェノス・アイレス支部. サント・ドミンゴ支部 業務資料 ;
no.281

1974

002242 入植地適地調査報告書. 昭和47年度 ベレーン支部. レシーフェ支部. ブェノス・アイレス支部 業務資料 ; no.282 1974
004645 オーストラリアの移住受入について 1976
002391 雇用農引受農家概況表 1980
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