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鈴木商店
書名 著者 出版社 出版年 分類 場所 お問合せ番号

米價問題ト鈴木商店 鈴木商店米部 鈴木商店米部 1919 0016 書庫 PV:0005082459 

鈴木合名会社関係諸会社一覧表 辰己会 1927 0013 書庫 PV:7000345494

日本近代化の研究 高橋幸八郎編
東京大学出版
会

1972 217 書庫 PV:0000271994

総合商社の源流 鈴木商店 桂芳男
日本経済新聞
社

1977 678Ａ ２階　郷土資料 PV:0000605494

鼠 : 鈴木商店焼打ち事件 城山三郎 文芸春秋 1988 Fシロ 書庫 PV:0005053444

幻の総合商社鈴木商店 : 創造的経
営者の栄光と挫折

桂芳男 社会思想社 1989 678Ａ ２階　郷土資料 PV:0005057859

鈴木商店物語 : かつて世界に名を轟
かせた、桁外れの個人商店があっ
た。

太陽鉱工株式
会社

太陽鉱工株式
会社

2007 0013 書庫 PV:7200389171

明解企業史研究資料集　５巻 佐々木淳
クロスカル
チャー出版

2015 678Ａ ２階　郷土資料 PV:7200463224 

明解企業史研究資料集　６巻 佐々木淳
クロスカル
チャー出版

2015 678Ａ ２階　郷土資料 PV:7200463224 

明解企業史研究資料集　７巻 佐々木淳
クロスカル
チャー出版

2015 678Ａ ２階　郷土資料 PV:7200463224 

遥かな海路 : 巨大商社・鈴木商店が
残したもの

神戸新聞社
神戸新聞総合
出版センター

2017 678Ａ ２階　郷土資料 PV:7200533102

鈴木商店と台湾 : 樟脳・砂糖をめぐる
人と事業

斎藤尚文 晃洋書房 2017 678Ａ ２階　郷土資料 PV:7200527681

鈴木商店の経営破綻 : 横浜正金銀
行から見た一側面

武田晴人
日本経済評論
社

2017 678Ａ ２階　郷土資料 PV:7200545122

金子直吉
書名 著者 出版社 出版年 分類 場所 お問合せ番号

経済野話 金子直吉  厳松堂書店 1924 Pカネ ２階　郷土資料 PV:0005076872 

金子直吉傳 白石友治
金子柳田両翁
頌徳会

1950 Pカネ ２階　郷土資料 PV:0000151742

松方・金子物語 藤本光城 兵庫新聞社 1960 Pマツ ２階　郷土資料 PV:7000091452

金子直吉遺芳集 金子直吉 辰巳会本部 1972 Pカネ ２階　郷土資料 PV:0000726597

史上最大の仕事師 : 鈴木商店の大
番頭・金子直吉のすべて

澤野恵之  PHP研究所 1983 Pカネ ２階　郷土資料 PV:0000630790

行け!まっしぐらじゃ : 評伝・金子直吉 辻本嘉明 郁朋社 1999 Pカネ ２階　郷土資料 PV:6000225047

金子直吉 : 総合商社の源流「鈴木商
店」を育てた巨人

小宮由次 2012 Pカネ ２階　郷土資料 PV:7200394279 

大番頭金子直吉 鍋島高明  高知新聞社 2013 Pカネ ２階　郷土資料 PV:7200355136 

かつて日本有数の総合商社が神戸に存在していました。現
在でも、その流れを汲む多くの企業が現存しています。神戸
の経済発展に大きく寄与した鈴木商店とその立役者である
金子直吉を中心とした、資料を紹介します。

鈴木商店と金子直吉 



鈴木よね
書名 著者 出版社 出版年 分類 場所 お問合せ番号

鈴の音 鈴木よね 鈴木よね 1928 91116 書庫 PV:0005081768

波の音 鈴木よね 松本三平 1939 91116 書庫 PV:0005084402

黎明の女たち 島京子編
神戸新聞出版
センタ-

1986 367 ２階　郷土資料 PV:0000688281

お家さん 玉岡かおる 新潮社 2007 Bタマ ２階　郷土資料 PV:7200019343

関連資料
書名 著者 出版社 出版年 分類 場所 お問合せ番号

柳田富士松傳 白石友治編
金子柳田両翁
頌徳会

1950 Pヤナ ２階　郷土資料 PV:0000151743

久村清太 丹羽文雄 帝国人造絹絲 1955 P69 書庫 PV:0000170737

私の履歴書　第6集 大屋晋三
日本経済新聞
社

1958 2818 書庫 PV:0000188855

米騒動の研究 井上清 有斐閣 1960 HA ２階　郷土資料 PV:0005076957

台湾銀行史
台湾銀行史編
纂室

台湾銀行史編
纂室

1964 676 書庫 PV:0000222540

神戸市史  第3集 : 産業経済編 神戸市 神戸市 1967 HA ２階　郷土資料 PV:0000240777

日商四十年の歩み 日商株式会社 日商株式会社 1968 335 ２階　郷土資料 PV:0005081217

日本金融史資料:昭和編 第25巻
日本銀行調査
局

大蔵省印刷局 1969 336 書庫 PV:0000256571

兵庫米騒動記 阿部真琴 新日本出版社 1969 HA ２階　郷土資料 PV:0000252039

神戸開港百年史  港勢編
神戸開港百年史
編集委員会編

神戸市 1970 683 ２階　郷土資料 PV:0000277537

私の履歴書　第48集 高畑誠一
日本経済新聞
社

1972 2818 書庫 PV:0000281702

神戸製鋼70年 神戸製鋼所 神戸製鋼所 1974 564 ２階　郷土資料 PV:0000291698

海鳴りやまず : 神戸近代史の主役た
ち

神戸新聞社
神戸新聞出版
センタ-

1978 15A ２階　郷土資料 PV:0000313620

神戸財界開拓者伝 赤松啓介 太陽出版 1980 PA ２階　郷土資料 PV:0000349484

関西系総合商社の原像 : 鈴木・日商
岩井・伊藤忠商事・丸紅の経営史

桂芳男 啓文社 1987 335 ２階　郷土資料 PV:0005005707

新修神戸市史　産業経済編3
新修神戸市史
編集委員会編

神戸市 2003 HA ２階　郷土資料 PV:7000224808

古い資料は、館内利用のみで、借りていただ

けないものもあります。お尋ねください。 


