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本学教育学部教授であった故黒羽清隆氏は、1987年 6月 19日急逝された

が、残された膨大な蔵書のうち3079冊が、このほど御遺族より静岡大学附属

図書館に寄贈された。本館では、これを整理して架蔵するにあたり、故黒羽氏を

記念して「黒羽文庫」と名付け、広く一般の利用に供することとした。本冊子は

その目録である。

本文庫の内容は、主に日本近代史関係の図書であり、軍事史、昭和史などを中

心に、基本資料はもとよりさまざまな階層の人々の伝記・ 自伝・ 日記類を含み、

学術的に貴重な価値をもっている。これは黒羽氏の多面的な研究活動を反映した

ものであるが、このコンクシヨンが学会 0教育界に貢献することきわめて大なる

ものがあると信じる。

御遺族からの御寄贈にあたって仲介の労をとられた教育学部の小和田哲男教授

をはじめとする社会科の諸先生に、また巻頭の解説を執筆して頂いた教養部の田

村貞雄教授に対しても感謝申し上げたい。

なお、本文庫の受入・整理および本目録の編集にあたっては、日録データの作

成に春山俊夫情報管理課図書館専門員、コンピュータによる目録編集プログラム

の開発に望月信夫情報サービス課運用係長、受入図書の整理全般に情報管理課和

書係の職員各位がそれぞれ尽力された。ここに記して感謝する次第である。

貴重な蔵書を寄贈された故黒羽清隆氏の御遺族に感謝するとともに、つつしん

で黒羽清隆氏の御冥福を祈りたい。

平成 2年 2月

静 岡 大 学 附 属 図 書 館 長

水 野 秀 夫
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黒 羽 文 庫 に つ い   て

田 村 貞 雄

静岡大学教育学部教授であった故黒羽清隆氏の蔵書の一部 3079冊が、此度御遺族より静岡

大学附属図書館に寄贈された。黒羽氏は1979年本学に赴任されたが、8年余在任され、 19

87年 6月 19日急逝された。享年 53歳という若さであり、文字どおり活躍ざかりの無念の死

であった。

本学図書館では、故黒羽清隆氏を記念してこの寄贈書を「黒羽文庫」と名付け、永く架蔵して

広く一般の利用に供することとした。その目録の刊行にさいし、貴重な蔵書を寄贈された御遺族

に感謝するとともに、ヽ黒羽氏の研究・教育両面の多岐にわたる業績の一端を御紹介申し上げたい。

黒羽清隆氏は、1934年 2月 25日東京に生まれ、1952年東京教育大学文学部史学科日

本史学専攻に入学された。研究と教育の統一を目指した東京高等師範学校、東京文理科大学以来

の伝統、本代修一、家永三郎、和歌森太郎、芳賀幸四郎、西山松之助、津田秀夫、桜井徳太郎、

渡辺一郎らの多彩な教授陣もさることながら、1950年代前半の「国民的歴史学運動」の高揚

の時代に厚生省歴史サークルヘ参加されたことも氏の学風の形成に影響していよう。

氏は1956年同大学を卒業され、東京都新宿区立東戸山中学校の社会科の教師となられた。

その後 1961年新宿区立四谷第一中学校へ転任、1964年東京都立大学附属高等学校教諭、

1974年東京学芸大学附属高等学校教諭を歴任された。この間1969年から1979年まで

NHK通信高校講座 (テ レビ0日本史)を担当し、毎週ブラウン管に登場されて氏の風貌は全国

に知れわたった。また教科書の執筆、教材資料の編纂に力を尽くされ、歴史学研究会の『歴史学

研究』、歴史教育者協議会の『歴史地理教育』をはじめ多くの学会誌、教育誌に毎月のように寄

稿されるなど、その活躍には瞳目すべきものがあった。とくに1965年恩師家永二郎氏が文部

省を相手取って教科書検定訴訟を起されてからは、その支援運動に奔走され、証人として法廷に

も立たれた。

1979年静岡大学教育学部助教授に赴任され、1981年 5月教授に昇進された。氏の活動

はますます活発になり、執筆・編纂 0講演にフル回転の多忙な生活を送られた。また静岡県近代

史研究会の副会長となられ、『岡崎市史』、『掛川市史』、『静岡県史』などの編纂に参加され

たり、お住まいになっていた藤枝市の社会科の教師たちとの『藤枝のあゆみ』編纂にも加わられ

た。1962年から亡くなるまで市民学習団体「クリオの会」の専任講師もつとめられたことも、

紹介しておきたい。静岡大学でも教育学部での種々の公務のほか、1981年 5月～ 1982年
4月、静岡大学教職員組合委員長を務められている。

以上のように黒羽氏の活動は多方面にわたるが、氏の仕事の評価については、鹿野政直氏の

「「民衆」史と「庶民」史を架橋する一―黒羽清隆氏のまなざし十~」 (『歴史評論』457号
1988年 5月号)、 遺稿集『昭和史 (上)』 所載の大江志乃夫氏、同『昭和史 (下)』 所載

の大江一道氏の追悼文が意を尽くしている。たとえば鹿野氏は黒羽氏を「「研究」と「教育」と

＝

＝

旧

旧

旧

ＩＩ

ＩＩ

旧

旧

旧

１ｌ

Ⅵ

＝

ｌ

Ｊ

だ

祖

■

―Ⅱ―



「運動」の三位∵体性において、稀有の具現者」と称賛されるが、氏の活動を (1)歴史教育の

実践者、その報告者、 (2)十五年戦争史ひいては軍事史の専門家、 (3)歴史教育の助言者、

(4)教科書検定訴訟のもっとも有力な支え手であり、教科書の編集・執筆者、という四つの姿

で描かれている。

氏の学風を語るために、氏の令名を高くした「一九二三年における天皇の歌一種一一上海事変

をめぐる<付随的な推定群>一―」 (『思想』 1972年 9月号、のち『十五年戦争史序説』所

収)を取り上げてみよう。この短い雑誌論文には96の注が付せられ、55冊の単行本が参照さ

れている。そのなかには上海居留民団編『昭和七年 上海事変誌』であるとか、桜井忠温『大将

自川』といった珍しい本もある。これ以外にも新聞・雑誌からの引用があり、まことに博引芳証

ともいうべき叙述である。氏の講演・論文・著書には、基本資料はもとより政府や軍の高官から

一般庶民に至る無数の関係者・ 目撃者・体験者の日記、伝記、回顧録がふんだんに引用され、そ

れが大きな特徴を持っているのだがこ
´
この論文の場合も同じである。

氏は1979年から8年余の静岡大学在職中、教育学部 2年生対象の「日本史史料講読」の授

業で、内大臣木戸幸―の『木戸幸一日記』をテキストとして取り上げられた。1940年 (昭和

15)1月 1日 の条から始められ、8年間で6月末まで読み進められたが、平均すると1年間の

講義で 1月分も進まなかった。1回に数行しか進まないこともしばしばであったという
｀
。氏は日

記に登場するひとりひとりの人物について、またその日起った事件の詳細な内容を縦横無尽に論

じられたようである。「神は細部に宿りたまう」というが、大抵の歴史学者は、重箱の隅をはじ

くる史料の職人で生涯を終える。しかし氏の場合はミクロの視野とマクロの視野が見事な統一を

保っていて、庶民の日記の一節の詳細な分析が、歴史の空白を埋める貴重な研究となったのであ

る。

氏は旅行好きであった。中学教師時代から体みには歴史上重要な事件の起きた場所や、特色あ

る風土の土地に旅行されている。近年は講演旅行が多く、全国各地の教員団体の招きによって赴

かれたが、行く先々で地酒と郷土料理を味わい、民謡を覚えて来られた。こうした旅の体験が、

臨場感あふれる独特の講演や叙述のトーンとなっていた。これが全国の黒羽ファンの教員たちに

はたまらない魅力であったらしい。

氏の研究を支えたのは1万冊におよぶ膨大な蔵書である。氏はこれらの書物を旅先の古書店か

ら買い集められていた。そのなかには稀親書の類も少なくない。その蔵書のなかから、主に昭和

史関係の書物3079冊を御遺族から寄贈を受け、この黒羽文庫を設けることとしたのである。

残念ながらこの蔵書を特別の書架に架蔵することはできない。しかし黒羽氏の著書に親しんだ

方がこの目録を手がかりに、氏の史論の「ネタ探し」をすることは十分可能である。生前最後の

著である『鉄砲足軽ひとりごと抄』には『種蒔く人』のひそみにならい、「無断転話をゆるす」

とあり、こうした利用の仕方も許されるであろう。

故黒羽清隆氏の旧蔵書を利用し、氏の志を継ぎながら、氏を乗り越え、研究と教育と運動に活
.

_躍する若い学生が育って行くことを願いつつ、黒羽文庫の紹介に代えたい。

1990年 2月

f       (教 養部教授)
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黒羽清隆氏‐著書一覧

『中学生の歴史』 (家永二郎氏と共著)学 生社 1959年

『 日本史百二十一話』 (芳賀登氏と共著)雄 山閣 1963年

『日本文化史の焦点』 (芳賀登氏と共著)雄 山閣 1963年

『新講日本史』 (家永二郎氏と共著)三 省堂 1967年 、増補版 1976年

『日本史教育の理論と方法』 地歴社 初版 1975年 、増補版 1977年

『増補歴史教育の資料と扱い方』 (加藤文三・鈴木亮・魂■雄・吉村徳蔵氏と共著)

地歴社 1975年

『日本史の森一一ある歴史教育論の試み―一』 実教出版 1976年

『日本史の群像』 三省堂 1977年

『日中十五年戦争』上中下 教育社 上・ 1977 中・ 1978年 下・ 1979年

『十五年戦争史序説』 三省堂 1979年 、選書版上下 1984年

『人物史で学ぶ日本の歴史』 地歴社 1980年

『文化史で学ぶ日本の歴史』 地歴社 1981年

『歴史のとびら』 (吉村徳蔵・宮原武夫・梅津通郎氏と共著) 日本書籍 1982年

『軍隊の語る日本の近代』上下 そしえて 1982年

『歴史教育と教科書問題』 地歴社 1982年 ・

『日本史への招待』 大和出版 1983年
『見つめられてこそ人は生きられる』 大和出版 1983年

『歴史のとびら 2』 (吉村徳蔵・宮原武夫・梅津通郎氏と共著) 日本書籍 1983年

『日中戦争前史』 三省堂 1983年

『十五年戦争と平和教育』 地歴社 1983年

『生活史で学ぶ日本の歴史』 地歴社 1984年

『歴史のとびら 3』 (吉村徳蔵・宮原武夫・梅津通郎氏と共著) 日本書籍 1984年

『太平洋戦争の歴史』上下 講談社 1985年

『第二次世界大戦 5 太平洋戦争 I』 太平出版社 1985年

『歴史教育ことはじめ一一日本史の流れをさかのぼる一一』 地歴社 1985年

『鉄砲足軽ひとりごと抄』 地歴社 1987年

(編纂)

『写真記録 日本の侵略・ 中国 0朝鮮』 (梶村秀樹氏と解説) ほるぷ出版 1983年

『少年少女日本の歴史』 19・ 20(漫画)小 学館 1983年

『パネルロ本史』全巻監修 御飛鳥 1987年 完成
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『 まんが日本の歴史』全 12巻 (加藤文三・ 吉村徳蔵・ 鈴木亮氏と共同編集)

大月書店 1987～ 1988年
(遺稿集)

『いまはけものたちのねむりのとき』 (詩集) 日々 授業実演会 1988年
『昭和史 (上)戦争と民衆』 欄飛鳥 1989年
『昭和史 (下)世界と平和』 卿飛鳥 1989年

―V一
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1 この目録は、故黒羽清隆教授旧蔵書より本館が寄贈を受けた3079冊を収録したものであ

る。

2 この目録は、本学図書館の蔵書目録データベースの書誌データを編集・ 出力し、作成した目

録である。このコレクション所収の資料は、館内の利用者端末からオンライン検索システム

を利用して検索することができる。

3 記載事項は請求記号 (分類・ 図書記号)、 書名、叢書名、著編訳者、出版地、出版社、出版

年、頁数、大きさの順序である。

分類は日本十進分類法新訂 8版により、図書記号は日本著者記号表による。

4 配列は本体を請求記号順にし、巻末に書名索引と著者名索引 (五十音順)を付した。

5 この文庫は、本館書庫の一般図書の中に配架されている。
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記総 1 1'-t' -==-====:

曜

002     KA86

学問のすすめ 加藤, 文三
東京 地歴社 1983264P1904
酔 0039152284

002    M197/S

知の周辺 講談社現代新書 556 水田9 洋
東京 講談社 1979188P1804
日目a燿 008916999 9

002     N86/S

ワープロ書斎術 講談社現代新書 767 西尾. 忠久
東京 講談社 1985201P18Ct4

開架 008917∞ 15

019     Y67

諭より証拠 谷択, 永―

東京 潮出版社 1985275P20C14

閉架 0089160543

019。 l   SH53

わが書架 雁のたより 2 ‐
FH, 寅太郎

東京 北洋社 1,79261P19CM
閉架 0089164826

019。 l  SU15
思想を創る読書 三省堂新書 80 須田, tA―

東京 三省堂 1976189P18C14

閣架 0089170112

019.2   E45

読書日記 江國, 滋     .
東京 朝日新聞社 1979255P19CH       、
開架 0089151906

020.2   SA25

書物と印刷の文化史 みつばち図書館 7 斎藤, TT
東京 目+社 1%5230P22Ct4
閉架 00891“453

020.4   TA88/B

紙つぶて 全 文春文庫 411-1 谷沢, 永一

東京 文藝春秋 1986558P15CM
開架 0089167449

025。 04  03る

本屋風情 岡, 茂雄
東京 平凡社 1974297P19C14

閉架 0089153597

025.067 SA66

三省堂の百年 二省堂百年記念事業委員会/編
東京 三省堂 1982438P27CH
閉架 0089161020

023.067 SH99

主婦の友社の二十年 主婦の友社/編
[東京]主 婦の友社 1%7775P2204
閉架 0089166581

025.l   SH99

朱筆 出版月誌 1968‐ 1978 出版; 太郎
東京 みすず書房 1979536P25CM=酔

0089166575

031.2   K168/1

嬉遊笑覧 上巻 喜多村, 信節 日本随筆大成編輯部/編
東京 成光館出版部 1930565P20CM
開架 0089155667

031.2   K168/2

嬉遊笑覧 下巻 喜多村, 信節 日本随筆大成編輯部/編
東京 成光館出版部 19Ю 675P2004
閉架 0089155675

041     121

刀差す身の情なさ 家永, 二郎
東京 申央大学出版部 1985254P20CM
風ロヨ昌 008915477 7

041     094

無思想の思想 大宅壮―・ 一巻選集 大宅, 壮一

東京 文藝春秋 1972565P20CM
閉架 0089157069

041       1lUИ‖B

鬼哭子 他 朝日文庫 4 杉浦, 重岡1

大阪 朝日新聞社 1950255P19CH
願目自昌 008915531 1

0491l n12
戦中戦後 安倍, 能成

東京 白日書院 1946236P18CH
ロロタに 0089145189

049.l A53
聖山随想 青木, 一男

東京 日本経済新聞社 19593P1904
覇目自饉008916151 9

049.l   A72

経堂日記 有馬, 頼義
果ス 瑞磁社 1946256P19CM
騨 0089154985

049。 1   055/B

毒ヘビは急がない 文春文庫 227-2 回,

東京 文藝春秋 1980347P15側
酔 008"66888

049.l   F92

心にくき人びと 古垣9 鉄郎
東京 朝日新聞社 1966275P2004
閉架 ∞8915n399

049。 l   H51

渉史漫筆 原9 随回
京都 大八洲出版 1946′ア 1904

酔 0089166490

049。 l   H41

-菱物語 秦, 豊吉       ´

果ふ 要書房 1955210P19CM
開架 0089156921

049.l   l144

原敬百歳 朝日文化手帖 63 服鵠  之総ノ編
東京 朝日新聞社 1955210P20CM
閉架 00139141766

049.l   H48

おのれ。あの人。この人 林, 要
東京 法政大学出版 1970328P20CH
閉架 0089159776

049.l   H48

歴史の暮方 林, 達夫
東京 筑摩書房 1946286P19CM
閉架 0089160261

049。 l   H66

機外清話 平沼, 膜一郎
東京 修養団 1939199P19鋼
閉架 008915552

049.1   152/B

話のたね 文春文庫 213-1 池田, 弥二郎
東京 文藝春秋 1979535P15CM
日目

“

昌 008916718 5

04911   155

雑誌記者 池島, 信平
凩ふ 中央公論社 1958243P20CH
鵬ロヨ昌 00891654る 8

049.1   164

伽羅山荘随筆 入澤, 達吉
東京 改造社 195947P19CM
閉架 0089152292

049.1   164

城の中 入江, 相政
東京 中央公論社 1959218P21CM
日目自昌 008916259 0

049`1   164/B

侍従とバイプ 中公文庫 入江, 相政
東京 中央公論社 1979“絆 15CM

閉架 0089169655

049。 l KA59



論 文 集
死もまた涼し 神山9 茂夫

東京 議間書房 1948200P19CM
閉架 0089162085

049.l   KA71

池塘春草 湖 :L 政次郎
東京 青蛙房 1978365P19CH
酔 0089163547

049.l   K077

風雪夜話 近衛, 秀磨
東京 講談社 1967328P20CM
閉架 0089155829

049.l   KL179

つれづれに 久留島, 秀=郎
嗣に属澪 1目緩 房百 1'57610P 18C‖
覇ロタ呂 008916420 6

049。 l   M125/B

肩書きのない名刺 中公文庫 三國, 一朗
東京 中央公論社 1984257P15CH
酔 0089167514

049。 l   M164

越後屋覚帳 三井, 高陽
果泉 同文館 1940548P19CM
閉架 0089152136

049.l   M176

隔日随想 三宅, 雄~m 二宅, 雪嶺
、  東京 帝京日日新聞社出版部 1934445P19CH

働ロタ農 008915460 5

049.l   ‖045

風は過ぎ行く 森, 輝
東京 隣人社 1%7297P19CH
閉架 0089154850

049。 1   ‖U84

外交裏小路 武者小路, 公共
界ス 大日本雄弁会議談社 1952523P20CM
閉架 0089152255

049。 l   N51

新聞記者五十年 檜崎, 観一

東京 毎日新聞社 1955217P19CH
閉架 0039162127

049.1   066

私の開書き帖 大西, 伍―

東京 ′慶友社 196831P19CM
日目自昌 008916504 7

049。 1   031

すがも 大田, 正孝 時事新報社/編
東京 時代社 1949203P18CH
開架 0089162770

049。 l   SH21

1雲麟囀譴簾   留歯」肩目,    15こ
=ニ東京 岡書院 1954654P19CM

閉架 0089160790

049。 l   SH99

与太郎戦記 春風亭, 柳昇
東京 立風書房 1969269P18CM
開架 0089165544       ,

0″。l TA3
随想録 高橋, 是清

東京 千倉書房 1936503P19CM
開架 0089141121

049。 l   TA55

春日随想 高橋, 誠一郎
東京 読売新聞社 19再 300P20CM
閉架 00891“631

049。 l   TA35/S

歴史家の散歩 河出新書 67 高橋, [槙 ]―
東京 河出書房 1955177P180‖

酔 0089170161

049.l   TS91/9

高橋是清翁のこと 芳糖随想 第九集 津島, 寿一

2 1"-j' =====:=-:
東京 芳塘刊行会 1%2337P19CM
醜 剛 9141159              ・

051.6  N95

週刊誌三十年 野村9 尚吾
東京 毎日新聞社 1973405P20CM
開架 00891“599

051。 7  C66
婦人公論の五十年 松田, ふみ子/執筆 中央公論社/編

東京 中央公論社 1965258P18CM
開架 0089155860

051.7  056

婦人雑誌ジャーナリズム 岡, 満男
東京 現代ジャーナリズム出 1981243P20CH
閉架 0089153878

059。 l   A32/1942

朝日年鑑 昭和 17年 朝日新聞社/編
大阪 朝日新聞社 1941944P19CM
閉架 00391“656

059。 l   A32/1943

朝日年鑑 昭和 18年 朝日新聞社/編
大阪 朝日新聞社 1942348P19CM
閉架 00891“649

059。 1   ‖A31/1923

毎日年鑑 昭和三年 大阪毎日新聞社/iS
大阪 大阪毎日新聞社 1927800P19CM
酔 0039157093

059。 1   ‖A31/1950
毎日年鑑 昭和三年 大阪毎日新聞社/〔ほか〕編

大阪 大阪毎日新聞社 1929798P19CM
解  008915710 1

059.1   ‖A51/1936
毎日午鑑 昭和十一年 大阪毎日新聞社/〔ほか〕編

大阪 大阪毎日新聞社 1935560P19CH ′

儡目窃鳳 008915712 7

059。 1   ‖A51/1957                               `
毎日年鑑 昭和十二年 大阪毎日新聞社/〔ほか)編

大阪 大阪毎日新聞社 19弘 480P19CH
鵬ロヨ晨 008915715 5

059.l   MA31/1940

毎日年鑑 昭和十五年 大阪毎日新聞社/〔ほか〕編
大阪 大阪毎日新聞社 1939656P19CH
日ロヨ昌 008915711 9

059.1′  SH97/1928

昭和三年史 =宅, 雪嶺/監修 安部, 磯雄/監修
東京 年史刊行会 1929740P23CM
日目現に 008914481 0

059.l   SH97/1929

昭和四年史 三宅, 雄二郎/監修 安部, 磯雄/監修
東京 年史刊行会 193068P25CH
閉架 0089144828

059。 l   SH97ノ 1950

昭和三年史 三宅, 雄~鯨
/監修 安部, 磯雄/監修

東京 年史刊行会 1931580P23CH
閉架 0089144856

059.225 MA47/1933

満州年鑑 昭和八年 南満洲鉄道株式会社/編
大連 満洲文化協会 1955636P19CH
爾目自昌 008915721 4

070.12  TA39
マッカーサーの新聞検閲 高桑, 幸吉

東京 読売新聞社 1984275P22CM
閉架 0089142954

070.21  ‖159
新聞太平記 御手洗, 辰雄

東京 鱒害房 1952230P19CM
閉架 0089162556

070.21  U41

支店長はなぜ死んだか 上前9 淳―郎
東京 文藝春秋 1977206P20CM



新聞・新聞学

鵬日ヨ晨 008916247 5

070.222 K048

国民政府宣伝部新聞政策の現状
[ ] [ ]19401"27CM
閉架 0089146294

070.4  A35

新聞人の世話手帖 朝居, 正彦
東京 千人社 1982436P2夕 18C

開架 ∞89163955

070.4   189

新聞生活二十年 伊藤, 正徳
東京 中央公論社 19■ 570P20CM
開架 0089162150

070.4   N29

新聞記者として 内藤, 国夫
東京 筑摩書房 1974287P19CH
開架 0089162155

070.4   075

新聞記者打明け話 大阪朝日新聞社整理部/編
東京 世界社 1928297P20C14

酔  008916214 5

070.4   075

新聞人の打明け話 大阪毎日新聞整理部/編
東京 一元社 1931216P19CH
屁ロヨ燿 0089162168

070。 4 TA28                       ・

記者の手帖から 高田, 元二郎
東京 時事通信社 1%7362P19CM
属目麟屋 008915561 8

070.6   Y55

戦争と宣伝技術者 山名, 文夫/〔 ほか〕編
東京 ダザィッド社 1978209P21Ct4

閉架 0089149819

070.67  KA19

河北新報の八十年 河北新報創刊八十周年記念事業委員会/編
仙台 河北新報社 1977331P22CH
閉架 0089154459

070.67  ‖A511
のどぼとけ念仏 伊藤, 金次郎    .

東京 鏡浦書房 1961559P19CM
閉架 0089159164     .

070.67  T046

東日七十年史 東京日日新聞社/編
果ふ 東京日日新聞社 1941407P21CH
閉架 0089164057

071     A82

朝日新聞社会面で見る世相75年  1879‐ 1954 朝日新聞社/
編

東京 朝日新聞社 1954154P30CM
閉架 00891`“ 9

080     N95/20

史上最大の作戦・真珠湾攻撃 ノシフィクション全集 20
, Cornelits 近藤, 等/訳

東京 筑摩書房 1972545P20CH
閉架 0089159214

081.5   TA54/1

高杉晋作全集 1 高杉, 晋作 堀, 哲=廊/編
東京 新入物往来社 19745″ 21CM

閉架 0089163252

081.5   TA54/2

高杉晋作全集 2 高杉, 晋作 堀, 哲=献/編
東京 新人物往来社 1974616P21CM
閉架 00891`5240

081.6   K115

木戸孝允遺文集 木戸9 孝允 妻木, 忠太/編
東京 泰山房 1942286P22CM
閉架 0089140505

081。 6   ‖156ノ4

寵開方随筆 ほか 南方熊構選集 4 南方. 熊構

Ryan  121.54 MA92/1
備堂全集 巻― 崇文競書 第一輯之十 松崎, 慄堂

棘   奏議蛾  1926 1'り  27C14

閉架 0089155048

121.54  MA92/10-11

憮堂全集 巻十.十一 崇文叢書 第一輯之十五 松崎,

東京 崇文院 19261り 27CH

閉架 0089155097

121.54  MA92/12¨ 13

僚堂全集 巻十二.十三 崇文叢書 第一輯之十六 松崎,

東京 崇文院 192617・J27C‖

閉架 0089155105

121.54  HA92/14-15

慄堂全集 巻十四.十五 崇文叢書 第一輯之十七 松崎9

東京 崇文院 19261押 27CM

閉架 0089155115

121.54  MA92/16

嫌堂全集 巻十六 崇文叢書 第一輯之十八 松崎, 憬堂

5  ・ヽ ―シ・

東京 平凡社 1984 31lP 21CM

閉架 0089156848

081。 6  M136/5
続 南々方随筆 南方熊摘置集 5 南方,

°
東京 平凡社 1985328P21C14

酔 0089456855

081.6 074/1
右翼と青森県 大沢久明著作集 1 凱

弘前 北方新社 19再 2“P i9朧

鵬日ヨに 008916472 7

104      K161

思想と生活 北   [玲]吉
果ス ロ本書荘 1957449P19CM
閉架 0089162465

104    K098

人間講歌 古在, 由重
東京 岩波書店 1974355P18CM
閉架 0089157739

舗

久明

104    U71/S

現代思想入門 三一新書 403 梅本, 克己
東京 三―善房 1%3268P18CM
閉架 0089169791

114.5   K082/B

宙存哲學 アテネ文庫 7 高坂, ■願

“ 東京 弘文堂 1'4862P15CM
｀
旧目鶴に 008916958 5

114.5  W43/B

官存と虚無と額康 アテネ文庫 46 和辻, 哲郎/[ほか]

東京 弘文堂 194969P15CM
閉架 0089169595

121     121

日本思想史に於ける否定の論理の発違 家永, 二郎
東京 弘文堂書房 1940119P18CM
鵬ロタ晨 008915335 7

121.52  191

慶長以来国学者史伝 附録名家年表 逸見, 仲二郎/編 井上,

日
東京 青山堂書房 1926256P23CM
酔 0039155022

121.52 097

慶長以来 国学家略伝 小択
` 

政胤
東京 国光社 1900782P25CM
儡ロヨ昌 008915591 5

121.55  N29/1

近世大儒列伝 上巻 通俗教育全書 87 内藤, 燦緊
東京 博文館 1895218P19CM
属目窃晨 008915549 5

121.55  N29/2

近世大儒列伝 下巻 通俗教育全書 88 内藤, 燦栗
東京 博文館 1895170P19CM
風目窃晨 003915550 1

維

維

頼

憔堂



東洋哲学

東京 崇劇院 192617m/27C‖            ´

閉架 0089155121

121.54  MA92/17‐ 18

嫌堂全集 巻十七,十八 崇文叢書 第一輯之十九 松崎, 僚堂

東京 崇文院 1926 199 27CH

閉架 0089155159

121。 54  MA92/19

嫌堂全集 巻十九 崇文叢書 第一輯之二十 松崎, 嫌堂

東京 崇文院 192644P27CM
開架 0089155147

121.54 MA92/2‐5          .
嫌堂全集 巻二.三 崇文叢書 第一輯之十二 松崎, 嫌堂

東京 崇文院 19261押 27C14′

閉架 0089155055

121.54  MA92/20‐ 21

嫌堂全集 巻二十,二十一 崇文蒙書 第一輯夕二十一 松崎,

東京 崇文院 19261拶 27CM‐

閉架 0089155154

121.54  MA92/22

燎堂全集 巻二十二 崇文叢書 第一輯之二十二 松崎,

東京 崇文院 19265r27CM
日ロヨ健 008915516 2

121.54  MA92/25

條堂全集 巻二十二 崇文叢書 第一輯之二十二 松崎,

コ巨ヌ言  奏議メロ陽記 1926 49P 27CM

開架 0089155170

121.54  HA92/24

條堂全集 巻二十四 崇文叢書 第一輯之二十四 松崎ゥ

東京 崇文院 19261ツ 27CM

酔  0089155188

維

121.54  MA92/25-26

嫌堂全集 巻二十五,二十六 崇文叢書 第一軒之二十五 松崎,

堂                   ―

東京 崇文院 19261"27CM
閉架 0089155196

121.54  MA92/27‐ 28

嫌堂全集 巻二十七,二十八 崇文厳書 第一輯之二十六 松崎,

堂
東京 崇文院 19261サリ27CM

閉架 0089155204

121.54  HA92/4‐ 5

嫌堂全集 巻四.五 崇文叢書 第一輯之十二 松崎, 嫌堂

東京 崇文院 192619°J27CH
閉架 0089155065

121。 54  HA92/6-7

僚堂全集 巻六・ 七 崇文叢書 第一輯之十三 松崎9 嫌堂
東京 崇文院 1926 179 27CM

閉架 0089155071

121.54  MA92/8‐ 9

嫌堂全集 巻八.九 崇文叢書 第一輯之十四 松崎, 僚堂
東京 崇文院 19261"27CM     

‐

閉架 0039155089

121.6  119

回想出隆 出, かず子/編
東京 回想出隆刊行会 1982559P20CM
閉架 ∞8915%12

121.6   119                    ′

空点房雑記 出9 隆
東京 岩波書店 1959241P20CM
閉架 0089156467

121.6   KA58

狩野亨吉遺文集 狩野, 亨吉 安倍, 能成/編
東京 岩波書店 1958218P19CH
閉架 0089140420

122     TA67/B

現代中國諭 市民文庫 58 竹内, 好
東京 河出書房 1951201P15CM
閉架 0089167050

125.85  KU95

4 1"-i' ======-==:
論語 桑原, 武夫

東京 筑摩書房 1982252P200H

閉架 0089160691

124.12  ‖43/B

孔子 角川文庫 1114 和辻, 哲郎

東京 角川書店 1955116P15C14

閉架 0089167720

124.12  Y89/B

中国の知恵 新潮文庫 1175 吉川9 幸次郎

東京 新潮社 1958150P15CM
覇目窃屋 008916935 8

135.5  「E21
ハエとハエとり壼 Mchta, Ved 河合, 秀和/1n

東京 みすず害房 1970245P19CM
醜 ∞89152815

154.9 N71
運命愛 e政治・芸術 人籍 5 NietZsch, Fried
rich原 , 佑/訳編

東京 人文書院 1%7269P1904
願ロヨ昌 008916467 7        

‐

155。 2   SP5S

破円の哲学 清水, 嵯子
東京 みすず害房 1978290P19CM
閉架 0089152904

ly  C95H
抵抗の哲学 クロォチェ 羽仁, ■献

東京 現代評論社 1972267P19CM
閉架 0089165315

141.95  N55                                ‐

投影法によるパーソナリティの研究 梨谷, 昭

東京 緑丘書店 1968324P18CM
E目葛目 008916434 7

146    SH55

人間へのまなざし 中公叢書 需山, 徳爾

東京 中央公論社 1977281P19CH
閉架 0089157697

152.6   T022/B                                               ・

孝行無用 アテネ文庫 199 戸川9 行男
東京 弘文堂 1952 60CH 15CH

解  008916768 8

155     K161

国体諭 北, 一輝
東京 北一輝遠著刊行会 1950216P21CH
閉架 ∞89144489

155     M051

国体の本義 文部省/編
東京 文部省 1937156P21CH
閉架 0089156038

155     TE24

戌申詔書述儀 帝国教育会/編
東京 帝国教育会 190960P22CM
閉架 0039145945

15ア .2   H96

報徳要典 訂正版
果ふ 内外書房 19"199 17CM
開架 008915'56

157.2   N76

現代に生きる 二宮尊徳 二宮, 英彰 中村9 竜夫

東京 潮流社 1976"4P22CM
閉架 0089141568

157.2   N761

二宮翁夜話 五十嵐, 祐宏
東京 福村書店 1957255P19CM
閉架 0089141584

i57.2   N76T

二宮尊徳 寺島, 文夫
東京 文理書院 1972220P19CM
閉架 ∞89141576

健

健

継

僚

僚



倫理学
私の人生観 池田, 成彬

東京 文藝春秋新社 1951 mOP 18CM
閉架 0089139559

159    SA85

“自分流"で生きてみないか 佐藤, 忠男
東京 大和出版 1984200P1904
閉架 0089165500

162,l   N59

天皇制国家と植民地伝道 中濃, 教篤
東京 国書刊行会 1976291P19C14
日ロタ晨 008914557 9

162.l   TA55

搾取に耽る人  々高津, 正道
東京  大鳳閣書房 1931 300P 19CM

閉架 0089160949    ‐

175。 9   N24/1

護国の書 上巻 中川, 暉敏/編 再版
東京 直霊出版社 1943468P22CM
閉架 0089149504

175。 936 Y64/1

靖国神社忠魂史 第一巻 靖国神社社務所/編
東京 靖国神社社務所 19551158P26CH
閉架 0089144224

175。 956 Y64/2

靖国神社忠魂史 第二巻 靖国神社社務所/編
東京 靖国神社社務所 193474r26CH
閉架 0089144232

175。 956 Y64/5

靖国神性患魂史 第二巻 靖国神社社務所/編
東京 靖国神社社務所 1'34704P26CM
閉架 0089144240

175。 936 Y64/4

靖国神社忠魂史 第四巻 靖国神社社務所/編
東京 靖国神社社務所 1935942P26CH
閉架 0089144257

175。 956 Y64/5                          
｀

靖国神社忠魂史 第二巻 靖国神社社務所/編
東京 靖国神社社務所 1934741P26CM
閉架 0089144265

176.5   195

神爆 岩井, 宏実/編著 日和, 祐樹/編
東京 同朋舎出版 1981260P27CH
開架 0089165617

180.21  114

日本ファシズム下の宗教 市川, 自弦
東京 エスエス出版会 1975522P22CH
島ロタ昌 008914564 3

185.2   TA29/B

般若心経講義 角川文庫 468 高神
` 

覺昇
東京 角川書店 1952201P15CH
閉葛健 008916720 9

185.915 KA25

信濃古寺巡訪 柿木・ 憲二
長野 信濃路 1976261P22C‖

閉架 00891`2095

188。 72  SH69F

親鷺思想 古田, 武彦
東京 冨山房 1975725P25CM
閉架 0089162267

188.72  SH69F

親鷲 人と思想 8 古田, 武彦
東京 清水書院 1970250P19CM
島日身餞 008916261 4

188.72  SH69H

親鷲ノート 服部, 之総
東京 福村書店 1950195P19CH
剛ロヨロ 008916225 9

138.72  SH69K

親鷲と被差別民衆 河田, 光夫

5 1"-t- ====---=:
京都 真宗大谷派宗務所出版 198674P2104 ~
閉架 0089162275            :

188.35  157

駈入寺 井上, 禅定
東京 小山書店 1955293P19CH
際 0089154555  _

188.85  157

駈込寺 東慶寺史 井上, 祥定
東京 春秋社 1980437P20CH
閉架 0089154561

190.4   TA18

歴史的類比の思想 田川, 建三
東京 勁草書房 1976265P200H:
開架 0089160311

198.22 XK

聖フランシスコ ザビエー小縛 幸田, 成友
東京 創元社 1941210P18CM
閉架 0089143028

198。 221 KA83

長時の殉教者 片岡, 弥吉
東京 角川書店 1970252P19C14

閉架 0089157582

198.221 K154/18

明治カトリック教会史研究 上 キリシタン文化研究シリニズ 18
高木, 一雄

東京 キリシタン文化研究会 1978304P21CM
閉架 0089144026

198.221 K154/19

明治カトリック教会史研究 中 キリシタン文化研究シリーズ 19
高木. 一`雄

東京 キリシタン文化研究会 1979576P21C14

閉架 0089144054

198.221K154/20

明治カトリック教会史研究 下
高木, 一雄

東京 キリシタン文化研究会
長同夕昌 008914405 9

198。 221 K154/28

キリシタン文化研究 シリーズ 20

1980581P21CH

カルロ・ スピラノ伝 キリシタン文化研究シリーズ 28 Spino
la, Fabio Ambrosio 宮崎, 賢太郎/訳

東京 キリンタン文化研究会 1985197P21CH
閉架 0089154744

198.221 K154/4

ディエゴ・ デ・サン・ フランシスコ 報告・書問集 キリシタン文化
研究シリーズ 4 DiegO de San Francisco
佐人間, 正/訳

東京 キリシタン文化研究会 1971315P21CM
島目場に 003916557 5

198.221 052

切支丹宗円戦の研究 尾池, 義雄
東京 昭文堂 1926216P19CM
日目醐昌 008915559 2

198.221 038

目雀宗俗考 岡田, 章雄
'

東京 地人書館 1942303P21CM
閉架 0089157515                     ・

198。 221 TA55

キリシタン時代の研究 高瀬, 弘―郎
東京 岩波書店 1977678P22CM
閉架 0089155584

198。 221 TS87

ス早学林 鶴田, 文史/編
本渡 大早文化出版社 1977206P21CM
閉架 003915075

201  M175/B
現代の歴史思想 市民文庫 118 宮島. 肇

東京 河出書房 1952156P15CM
閉架 0089167035

201     N96/1

東洋と西洋の会合 上巻 Northrop, Filmer Stu



歴史総記
art C 桜択, 如―/〔ほか〕訳

京都 時論社 1950423P21CM
閉架 0089164255

201      031/B

歴史を学ぶ心 国民文庫 844 大田, 秀通

東京 大月書店 1979229P15C14

開架 0089168504

203.2   H47    
‐

小山 人文科学史年表 速水, 敬二 〔ほか〕編
東京 小山書店 1955470P20CH
閉架 0039156186

205.8   KA62

カラー 世界史百科 平凡社/編
東京 平几社 1978615P1804
開架 0089154918

204     121

現代史学批判 家永, =郎
果ふ 和光社 1955214P1804
閉架 0089152490

204     ‖188

東風西雅 宮崎, 市定
東京 岩波書店 197844P19CM
閉架 0089163844

204     ‖055
歴史の謎 文明の謎 森本, 哲郎

東京 河出書房新社 19″ 222P20CM
開架 0089160279           .

204     018

入門 世界歴史の読み方 大江, 一道
東京 日本実業出版社 1985254P19CM
騨 0089161467

204     U42

歴史と文芸の間 植討, 清二
東京 中央公論社 1977297P20CH
酔 0089160557

209     B42/19

第二次世界大戦 ビジュアル版 世界の歴史 19 荒井, 信一

東京 講談社 1984261P2釧
閉架 ∞89151625

209    B42/5
中国文明の成立 ビジュアル版 世界の歴史 5 松九, 道雄 永田

, 難
東京 講談社 1985277P21CH
閉架 0089164545       ‐

209     B42/8

東アジアの世界帝国 ビジュアル版 世界の歴史 8 尾形, 勇
東京 講談社 1985277P22CH
鵬目自昌 008914593 2

209  018
物語 世界史への旅 大江, 一道 山崎, 利男

東京 山川出版社 1981406P19CH 
・

閉架 0089157291

209     SE22/10

第二次世界大戦 世界の戦史 第十巻 林, 健太郎/〔ほか〕編
東京 人物往来社 1%7367P19CM
開架 0089162002

6 1t-f,' =======s#
209。 7  146
観説現代史 創元選書 今津, 晃

東京 東京創元社 19rD 473P 1904

開磯晨 008915225 0

209.7  Hl195

抗英世界戦争 武藤, 貞一

東京 清水書店 1957280P19CH
閉架 0089155832

209.7   N54/2

世界職史 第二巻 一九二六年 2 世界興廃大戦史 27 仲小路,

彰
東京 戦争文化研究所 1941260P25CH
融 ∞89161574

209.7  N34/5

世界戦史 第二巻 一九二七年 1 世界興廃大戦史 28 仲小踏,

彰
東京 戦争文化研究所 1941276P2204
日目窃饉 008916158 2

209。 7  N54/4
世界戦史 第四巻 一九二七年 2 世界興廃大戦史 29 仲小路,

彰  ―

東京 戦争文イヒ研究所 1942278P2204
麒 0089161590

209。 7   N95                        、
潜艦U‐ 511号の運命 野村, 直邦

東京 読売新聞社 1956198P19Ct4

覇目自昌 008914970 2

209.74  126
Dデイ アイゼンハウアー財団/編 向後, 英一/訳

果泉 早川書房 1972318P200H
閉架 0039151542

209。 74 A79
第二次世界大戦秘録 Ar■ old‐ Forster, Mark 志

摩, 隆/訳
東京 角川書店 1975556P20CH
閉架 0089151682

209.74  879

参謀総長の日記 1939‐ 1943 Bryant, Arthur
新庄, 邦雅/訳

東京 フジ出版 198075ア 200H

閉架 0089160980

209.74  B95/1
●―ズベルトと第二次大戦 上 Burns, James MacG
regor 井上, 勇/〔ほか〕訳

東京 時事通信社 1972480P22CM
閉架 ∞89142996

209.74  B93/2
ローズベルトと第二次大戦 下 Burns, James MacG
regor 井上, 勇/〔ほか〕訳      、

コに,民  騰寺羮F貰重書言圭L 1972 474P 22C‖

閉架 0089145002

209。 74 C62
ナチス第二帝国の崩壊 Chuikov, Vasilii lvan
ovic 小城, 正/編

東京 読売新聞社 19再 581P19CM
、開架 0089157580

209.74  E59

209     SE22/21

帝国主義の開幕 世界の歴史 21 中山,

ほか〕監修
東京 河出書房 1974584P19CH
閉架 0089161525

209     SE22/23

第二次世界大戦 世界の歴史 23 上山,

東京 河出書房新社 1972,2P18CH
閉架 ∞89151641

209.5   HA74/B

黄金のゴア盛衰記 中公文庫 松田, 毅―

東京 中央公論社 1977525P15CM
閉架 0089168P7

第二次世界大戦 遠藤, 晴久
東京 亜紀書房 7981452P19CM

治一 員塚, 茂樹/〔    閉架 0089151655

209。 74 H14
大戦の解割 萩原, 徹

東京 読売新聞社 1950590P19CM
開架 0089145221

評  輸
209.74  H41

実録 第二次世界大戦 挑源選書 秦,

東京 挑最社 1975287P20CM
閉架 0089165641

209.74  H79
ヒトラーの奇襲 檜山, 良昭

東京 講談社 1979405P19CH

彬



歴史総記
鳳架0089142855

209,74  J72
-兵士の戦い J ones, James 岡本, 好古/訳

東京 集英社 1976272P31Cll
閉架 0089154272

209.74  K191

第二次欧州大戦の研究 清沢, 冽
東京 東洋経済出版部 1940456P19CM
開架 0089151617

209.74L63/1
リンドバーグ第二次世界大戦日記 上 Lindbergh, Cha
rles August 新庄, 12,夫/:υモ

東京 新潮社 1974302P20CM
際 0089櫛 444

209.74  L63/2

リンドバーグ第二次世界大戦日記 下 Lindbergh, cha
rles August 新庄, 哲夫/訳

覇に覇言  礫奸弱露をL 1974 659P 20Ct4
酔 0039160451

209.74  ‖A59/2
第二次世界大戦史 2 Mar=・ Lenin主 義研究所 (ソ ザィエッ
ト同盟共 川内, 唯彦/訳  ´

東京 弘文堂 1%5359P22CM
日層麟晨 008915166 6

209.74  N39

君は第二次大戦を知っているか 申野, 五郎
東京 光人社 1982246P20CH
閉架 0089144406                 t

209。 74  N77

第二次世界大戦秘話 リーダーズダイジェスト選書 日本リーダーズダ
イジェスト社/編

東京 日本リーダーズダイジ 1%5 71lP 19CM
閉架 0089151690

209.74  011

第二次大戦前史 大場, 爾平
覇に属置  ヨム彙諄なL 1944 952P 22CH
融  008915171 6

209。 74  SU56

世界動乱の三十年 1915‐ 1945 みすず新書 須磨, 弾吉郎
東京 みすず書房 1950244P19CH
酔  008916154 1

209.74  TA34

結合第二次世界大戦史 田中, 重之
東京 富士書苑 1955440P2004
日ロヨ晨 008916262 2

210    KIp
地方史を生きる 木村, 礎

東京 日本経済評論社 1984265P19CH
閉架 ∞89163794

210。 01  M167

現代史観 三浦9 周行     、
東京 古今書院 1922506P19CH
開架 0039152508

210。 02  11045

日本紀年新考 森, 清人
東京 慶文堂書店 1947154P18CH            "
閉架 0089158091

210.02  N51

上世年紀考 那珂, 通世 三品, 彰英/増哺 増補
丹技 養徳社 1948256P21CH
閉架 0089165775

210。 02  N57

歴史の発見 中村, 直勝
東京 人物往来社 1962554P19C‖

閉架 0089160685

210.05  W25/B

日本歴史辞典 アテネ文庫 181 和歌森, 太郎

東京 弘文堂 195279P15CM
酔 0089168514

210。 03  Z5

日本史用語集 全国歴史教育研究協議会/編 新訂版

栞ふ 山川出版 1974262P1904

閉架 0089158955

210。 038 K158

日本文化史図録 木代9 修―/編
東京 四海書房 19弘 221P22CH
閉架 0089157804

210。 04  A63

国史小品集 荒川, 秀俊
東京 地人書館 1968379P19CH
閉架 0039156061

210。 04 H29
歴史に何を学ぶか 羽仁, 7廊 井上, 清

東京 現代評論社 1975250P19C14

聞架 0089160709

210。 04 H48
風と流れと 林屋, 辰二郎/〔ほか〕編    、

東京 朝日新聞社 1974310P19CM
酔 0089154843

210。 04 H48
人間・故郷・文化 林屋, 儒=廊

東京 朝日新聞社 1980589P19CM
覇礫 0089157705

210.04  155/1

歴史よもやま話 日本篇 上 池島, 信平
東京 文藝春秋 19“ 31lP 19CM

閉架 0089160667

210.04  133/2

歴史よもやま話 日本篇 下 池島, 信平
霧 ι :層新 た1966引 P19CH
閉架 0089160675

210。 04 K016
読史餘録 幸日, 成友

東京 大岡山書店 1928■″ 2004

揚目窃晨 008915195 0

210.04 K016

史話 東と西 幸田, 成友
東京 中央公論社 194055'20CM
閉架 0089162507

210.04  KU55/2

[向]沫集 2 [咆 ]沫集発行世話人/im
東京 [陶]凍集発行世話人 1980292P21CM
閉架 0089156087

210.04  061

病跡学・ 史学叢談 王丸, 勇
東京 金剛出版 1981260P20CM
開架 0089151484

210.04  065

国史問題正面観側面観 歴史講座 大森, 金T郎
東京 日本学術普及会 1916502P18CH
閉架 ∞89160258

210。 04  094

実録天皇記 大宅, 壮一

果ふ 鱒害房 1952312P1904
閉架 008914533

210。 04  SA52

歴史随想 菅公と酒 坂本。 太郎
東京 東京大学出版会 1%4260P20CM
開架 ∞89162855

210。 04  SU49

日本社会史論集 杉山, 一興/編
東京 向上社 1965209P21CM
閉架 0089158620

210.04  TA55

歴史家の散歩 高橋, [槙 ]一
東京 ―声社 1976271P19CM
閉架 0089160212

210.04  TA35/S

? 1.-'* :=a=======:



日本史
歴史 わが人生 新日本新書 271 高橋, [槙 ]―

東京 新日本出版社 1979190P18CM
閉架 0089169952

210.04  TA71

情笑至味 翻 :|, 政次郎
東京 青蛙房 1976341P20CM
開架 0089160753

210.04  W25

酒が語る日本史 和歌森, 太郎
東京 河出書房新社 1971313P20CM
閉架 0089160875

210。 04  Y16

明治史学会雑誌 日本歴史資料大成 八切9 止夫/校謹
東京 日本シェル出版 1976574P2側
閉架 ∞89144155

210。 04  Y19

『日本』再発見 山田宗睦著作集 山田, 宗睦 増訂版
東京 三一書房 1975389P20CH    ´

閉架 0089158901

210。 04  Y19

わたしの日本誌 山田, 宗睦
東京 れんが書房 1972589P19C14
儡目窃昌 008916511 2

210.08  K048

立入宗継文書 川端道喜文書 国民精神文化研究所/編
東京 国民精神文化研究所 19ア 22P26CM
酔  0089141188                  、

210。 08  M045/6

満州事変の裏面史 森克己著作選集 第六巻 森, 克己
東京 歯書刊行会 1977440P22CH
開架 0089148571

210。 08  SH81/1

国史挿話全集 第一巻 逸話編 白井, 喬二/編 増補
東京 春秋社 1934655P19CH
酔 0089156046

210。 08  SH81/2

国史挿話全集 第二巻 軍談編 白井, 喬二/編
東京 万里閣書房 1929685P19CM
閉架 0089156053

210。 03  SH91/4‐5

武邊叢書 巻四・五 史籍集覧 伴9 信友
[ ]通 藤瓶城 18821"19CM
臓目自目 008915152 6

210。 03  TS41

歴代詔勅選集 辻, 善之助ノ編 森末9 義彰/編
東京 目黒書店 1944305P21CII

酔 0089160204

210.l F66
本質明叙 国史概観 藤崎, 俊茂 増訂三版

東京 有精堂出版部 1953400P25CM
開架 0089156004     _

210.l   F94

概観日本通史 古田, 良一

東京 同文書院 1939728P2204
融 008劇 52765

210.l   H46

日本文化史ノート ノー ト叢書 早りIL 二郎
東京 員善美社 1949215P18CH
閉架 0089157796  ´

210.l   H46

唯物史観 日本歴史読本 早川
` 

二郎
東京 光文社 1947489P22CH       ・

閉架 0089158450

210.1   178

物語による日本の歴史 石母田9 正 むしゃこうじ, みのる     210.l T095
東京 学生社 1957256P22CM
閉架 0089156962

210.l   J95/6

ジュニア日本の歴史 6 鹿野, 政直/編

8 1"-tr' --==-==== -

東京 小学館 1978290P25CH
閉架 0089165856

210.l KA86
教養のための日本史入門 加藤, 文三

東京 新日本出版 1986269P22C‖

閉架 0089158968

210J KA86
歴史の歩み 日本史入門 加藤, 文三

東京 地歴社 1982188P19CH
騨 0089160659

210.l   KA97

民衆のすがたで語る日本の歴史 川島, 孝郎
東京 日本書籍 1985159P19CH
醜 0089156897

210.l   K086/Sl

日本歴史 上 新日本新書 10 加藤9 文二/[ほか]

東京 新日本出版社 1965231P18CM
閉架 0089170070

210.l   KU67/1

線合国史研究 上巻 栗田, 元次
東京 同文書院 1935652P23CM
閉架 0089162650

210。 l   N77ノ B17

昭和の激流 日本の歴史文庫 17 島日, 俊彦
東京 講談社 1975516P15CM
融  008916899 1

210.l   N77/10

日本新文化史 第十巻 江戸時代前期 自澤. 清人  ,
東京 内外書籍 1941244P“田

・ 閉架 0089158596

210.l   N77/11

日本新文化史 第十一巻 江戸時代後期 清原, 貞雄
東京 電通出版部 1942291P21CM
閉架 0089158604

210J N86
日本文学における生活史の研究 西岡, 虎之助

東京 東京大学出版会 1954390P21CH
開架 0089157788

210。 1   046

国史読本 大力L 周明
東京 先進社 1931281P23CH
開架 0089155"8

210。 l   SHる 4/1

飛鳥時代史 奈良時代史 新構大日本史 第 1巻 家永, =郎 竹内
, コ=

東京 雄山閣 1940144Pあ釧
閉架 0089162192

210.l   SH64/2

日本文化史序説・先史時代の文化・大和時代史 新構大日本史 第2巻
辻, 善之助 後藤, 守―

東京 雄山閣 1945122P24CM
閉架 0089162200

210.l   SH87

日本民族文化史考 白柳, 秀湖
東京 文理書院 1949262P18CM
閉架 0089158208

210。 l   TA35

日本の国ができるまで たかはし, しんいち まつしま, たいいち
東京 日本評論社 1950128P26CM
閉架 ∞

"1男
885

210。 l  T046
日本歴史学講座 東京大学歴史学研究会/編

東京 学生書房新社 1950284P21CM
閉架 0089158448

概説日本歴史 豊田・ 武 新版
東京 大阪教育図書 1%1408P22CM
開架 0089152268

210。 l   W25



日本史

花と日本人 和歌森, 太郎
東京 草月出版 1978297P22CH
閉架 0089152946

210.l   W25/13

和歌森太郎著作集 13 和歌森, 太郎
東京 弘文堂 1982597P21CM
閉架 0089164891

210.l   W25/2

集 2和 歌森,太 郎
東京 弘文堂 49′ 21CM

開架 0089164875

210.l   W25/5

和歌森太郎著作集 5 和歌森, 太郎
東京 弘文堂 1980576P21CM
融 0089164885

210。 l   Z3/15

図説 日本の歴史 15 大久保, 利謙/〔ほか〕
東京 集英社 1976267P23CM
閉ヨ員 008916571 6

210.13 SH64

日本晴 新村, 出
りt側質  歯旨づヒたL 1942 351P 18CM
開架 0089157747

210.2   F62

かもしかみち以後 藤森, 栄―

東京 学生社 1967227P1904
酔  008915466 0

210.2  H48

さざなみの都・大津京 林, 博道
京都 サンプライト出版 1978140P20CH
閉架 0089161087

210.2   172/S
シンポジウム 日本農耕文化の起源 角川新書 234 石田, 英一

郎/[ほか]編
東京 角川書店 1968210P180H
閉架 0089170211

210.2   175

シンポジウム縄文員塚の謎 石井, 則孝 金子, 浩昌
東京 新人物往来社 1978297P20C14
日目醐晨 008916224 2

210.2   KA46

発掘から推理する 朝日選書 40 金関, 丈夫
果ふ 朝日新聞社 1975228P19Ct4
開架 0089152870

210。 2   M182

尖石遺跡 宮坂, 英式
茅野 尖石考古館 197574P19CM
閉架 0089161756

210.2   ‖045

古墳 カラープックス デラックス版 12 森, 浩一

東京 保育社 1973189P1904
閉架 ∞89155357

210。 2  ‖045

竹べらとベン 森, 浩一  .
東京 光文社 1981241P19CM
閉架 0089165265

210.2   ‖045/B

古代史発掘 角川文庫 4062 森, 豊
東京 角川書店 1978272P15CM
鵬目醐昌 008916762 1

210。 2   HU59

縄文集落 考苦学ライプラリー 36 村田9 文夫
東京 ニュー・サイエンス社 1985125P21田
開架 00891“045

210.5  A32                                                    _
邪馬台国 朝日新聞学芸部/編

東京 朝日新聞社 1976294P19CH
閉架 0089165950

210.5   F94

9 1"-i' =-===-===:
古代の霧の中から 古日, 武彦

東京 徳間書店 1985318P20CM
目ロヨ醍 008'15573 5

210.5  F94

日本古代史の謎 古田, 武彦 大塚, 初重
東京 朝日新聞社 1975392P19CH
闘架 0089158984

210.5   126/1

日本書紀新講 上巻 飯日, 季治
東京 明文社 1936452P23CM
騨  0089158976

210.3  126/2

日本書紀新講 下巻 飯田, 季治
果ふ 明文社 1938673P23CM
閉架 0089159008

210.5   152

古代日本民俗文化諭考 池田, 源太
東京 学生社 1979506P22CM
閉架 0089155725

210。 3   175

シンポジウム邪馬台国 石井, 良助 井上, 光貞
東京 創文社 1966262P20C14

閉架 0089162254

210。 3   ‖A31

古事記の証明 毎日新聞社/編
東京 毎日新聞社 1979267P19CII

閉架 0089156194

210.3  m81
古代史私注 松本, 清張

東京 講談社 1981125P22CH
閉架 0089155758

210。 5   MA31

遊古疑考 松本, 清張
東京 新潮社 19再 313P22CM
閉架 0039165965

210.5   U75

記紀論 梅澤9 伊勢三
東京 創文社 1978162P20CM
閉架 0089155410

210.5  V15/S
古代日本の都 講談社現代新書 351 八木, 充

東京 講談社 1979222P18CM
開架 0089169866

210.5  Y18

斎宮志 山中, 智恵子
東京 大和書房 1980287P20CM
閉架 0089160824

210.52 H52

メぜEと せ湾餃 鰐華静, 仁
棘 」梨費生 1971219P19CH
閉架 0089151724

210.35  172

東大寺と国分寺 日本歴史新書 石日, 茂作 増補版
果泉 至文堂 196625r18CH
閉架 0089164515

210。 4  KU95
戦国武将の手紙 桑田, 忠親 再版

東京 人物往来社 1962515P20CM
騨 0089161665

210。 45 863
後南朝史諭集 後南朝史編纂会/編 瀧川, 政次郎/監修

東京 原書房 1981545P22CM
閉架 0089152656

210.45  N57

吉野朝時代史通諭 ラヂオ新書 40 中村, 直勝
東京 日本放送出版協会 1941169P18CM
閉架 0089165556

210。 47  N15

戦国時代 永原9 慶二/編 Hall, Hchn W・ /編



― ====一 ― ― 一
   日本史

東京 吉川弘文館 1973351P20C14

日目自晨 008916167 3

210.48  F59

豊臣平和令と戦国汁会 藤木, 久志
東京 東京大学出版会 198526T21CM
閉架 0089164131

210.48 り46

安土時代史 渡辺, 世祐
東京 学芸図書 1956221P19C14

融  0089151039

210.5  B89

江戸意外史 文化出版局編集部/編
東京 文化出版局 1978251P18CH
屁ロヨ農 008915196 3

210.5   152

武家の夫人たち 稲垣, 史生
東京 人物往来社 1%7245P19C14
酔 0089151585

210.5  K139
下級武士諭 塙選書 木村, 礎

東京 塙書房 1967 31lP 19CH

酔 0089154629

210.5   K055

国史講座 江戸時代史 国史講座刊行会/編
東京 国真講座刊行会 1935567P25CH
閉架 0089156277

210.5  N51

近世封建社会史諭 奈良本9 辰也 改訂増幣
東京 要書房 1952277P22CM
閉架 0089155527

210.5  081
南部藩参勤交代図巻 郷土資料写真集 第9集 大田, 孝太郎

盛岡 奥羽史談会 196654Pあ釧

閉架 0089157525

210.5  S題 目8

江戸を生きる 杉本, 苑子
東京 中央公論社 1976301P20CM
開架 0089151997

210.5   TA82
-揆雲助博徒 史録叢書 2 田村, 栄太郎

東京 三時書房 1972598P180M
融  003915409 0

210.5  U89

江戸時代の武士 瓜生, 喬
東京 寛永館書店 190016622
閉架 0089152029

210.5  Y31                           ′

長崎唐人屋敷 山本, 紀綱
泉/F. 謙光社 1982582P19CM
閉架 0089157424

210.52  F89

慶長日件録 覆刻日本音典全集 舟橋, 秀賢 正宗, 敦夫/編
東京 現代思潮社 1978384P16CM
開架 0089155345

210.52  SU54

鎖国への道 助野, 健太郎
東京 東出版 19る9116P19CH
閉架 0089160907

210.55  A55

天保騒動記 青木, 美智男
東京 三省堂 1979Ю″ 19CM

日目a腱 008916541 4

210.55  K175

明和の大―揆 1翻時
東京 鳩の森書房
閉架 008915735

210.55  069

崎陽群談 日本史科選書 10 大岡, 清相/編 中田, 易直/〔
ほか〕校訂

10 1"-J' #--:
東京 近藤出版社 1974359P19C14

開架 0089155659

210.55 Su48

天下太平に生きる 杉浦, 明平
東京 筑摩書房 198423P19CM
酔 0089163372

210.58 H12

明治維新の精神雌造 芳質, 登
東京 雄山閣 1971258P21CH
閉架 0089145994

210.58  115

高台寺党の人びと 市居, 浩一

高槻 人びと文庫 1977317P20CM
閉架 0089155774

210.58 Kt132/1

幕府瓦解史 前編 熊田9 華城
東京 有朋堂書店 1915712P18CH
酔 0089151146

210.58 KU32/2

幕府瓦解史 後編 熊田, 華城
東京 有朋堂書店 19151056P180H  ´

閉架 0089151155

210。 58  TS15

幕末維新風雲通信 坪井, 信良 宮地, 正人/編
凩泉 果泉大学出版会 1978463P19CM
閉架 0089145929

210.59  074             
‐

幕末外交秘史考 尾佐竹, 猛
東京 邦光堂書店 1944255P19CM
閉架 0089151187

210.6  121

近代日本の国家と思想 家永二郎教授棘 教育大学退官記念論集刊行委
員会

東京 三省堂 1979444P2204
閉架 0089143622

210.6   143

名ごりのゆめ 今泉, みね
東京 長崎書店 1941324P18C14

閉架 0089157473

210.6  166

明治の精神 色ハL 大吉
東京 筑摩書房 1963281P20CM
開架 0089144174

210.6   189

伊藤公直話 伊藤, 博文/述 小松, 緑/編
東京 千倉書房 1966372P20CH
閉架 0089139646

210.る    189/1

隠れたる事実 明治裏面史 正編 伊藤, 仁太郎
東京 大同出版社 19'765P18CM
醜 008釧 44000

210.6   189/2

隠れたる事実 現治裏面史 続編 伊藤, 仁太郎
東京 大同出版社 1939580P18CH
閉架 0089144018

210.6   KA86/1

近代史の歩み 1 明治 加際, 文三
東京 地歴社 1984226P19CH
酔 0089143572

210.6   KA86/2

近代史の歩み 2 大正 加藤, 文三
東京 地歴社 1985306P19CM
閉架 0089145580

210.6   KA86/5

近代史の歩み 3 昭和 加藤9 文三
東京 錦慶社 1985346P19CH
閉架 ∞89145598

210.6  KA95

神田錦町 松本亨 川合, 貞吉

釧“Ｐ斌
９７５



日本史
東京 学藝書林 1977302P20CH
閉架 ∞89154678

210.6   K124

大衆明治史 国民版 菊池, 寛
鴨に,置  J電濯率をL 1942 388P 18C‖
酔 008914“ 9

210.6  K142/5

近代の戦争 5 今井, 武夫               .
東京 人物往来社 19“ 412P19C14

閉架 0089143630

210.6   K142/7

近代の戦争 7 大畑, 篤四郎
東京 人物往来社 19“ 436P19CM
開架 0089145648

210.6  K142/8
近代の戦争 8 松下, 芳男/編

東京 人物往来社 1966279P19CH
閉架 ∞89143655

210.6   K195

奎堂夜話 清浦, 奎吾
東京 今日の問題社 1958514P19CH
閉架 0089140557

210.6   K061

明治史実外交秘話 小松, 緑
東京 中外商業新報社 1927510P19C14      ヽ

開架 0089144141

210.6   KYl

中国人の視座から そしえて選書 許, 介鱗
東京 そしえて 1979262P19CM
閉架 0089147615

210.6   ‖A26

幻景の明治 朝日選書 121 前日, 愛
東京 朝日新聞社 1978253P19CM
閉架 0089143937

210.6   ‖E25/15    '

明治夫正昭和歴史資料全集 第十五巻 戦役外患篤 平野, 晨/編
東京 歴史資料全集刊行会 1932626P19CH
酔 0089160287

210.6  M185

明治密償史 宮武b 外骨
東京 威光館 1929228P2204
閉架 0089144190

210.6   ‖U45
正文311読 近代詔勅集 村上, 重良/編

東京 新人物往来社 1985369P22CM
閉架 ∞89161157

210.6   N76

興亡五十年の内幕 nJll, 新
東京 六興出版社 1955231P180M       .
閉架 0089144554

210.6   042

国家及国民生活の実相を叙す明治大正思想史 日本, 墳二
東京 モナス 1929446P22CM
開架 ∞89144166

210.6   055

明治史資料 大隈伯昔日露 冨山房百科文庫 51 大限, 重信 回
城寺, 清/編

東京 冨山房 1958502P17CM
閉架 0089159927

210.6   067                                                   ′

明治・大正・ 昭和 小野, 賢一郎
東京 小野賢一郎 1929598P19CH
闇架 ∞89140198

210.`   074

明治秘史疑獄難獄 尾佐竹, 猛
東京 ―元社 1924552P19CM
閉架 0089144182

210。 6   SA62

近代日支文イヒ論 東亜文化叢書 第 1 実藤, 恵秀   _

11 1"-3' :=:=-:
栞ふ 大東出版社 1941269P19CM

鵬目a黒 003914619 5

210。 6  SH66
明治百話 角川選書 24 篠口, 鉄造

東京 角川書店 1%9444P19CH
閉架 0089144208

210。 6   S059

近代史研究 曽村, 保信 校訂増補
東京 J離 店 1%2271P21Ct4
開架 0089146187

210.6   TA24

われら少年少女時代 台東区立下町風俗資料館/編
東京 台東区教育委員会 1985128P21CM  ヽ

搬 008916494 1

210.6  T079

尊攘思想と絶対主義 東洋文化講座 遠山, 茂樹/[ほか]

東京 自日書院 1948202P19CM
閉架 0089143715

210。 6   TS34

近世国家の解体と近代 津田, 秀夫/編
東京 塙書房 1979485P2204
開架 0089155555

21016  U13/B
明治大正見聞史 申公文庫 上方, 敏郎

果ス 中央公論社 1978560P15CM
騨 0089167977

210.6  U66

近世暴動反逆変乱史 梅原, 北明/編
東京 海燕書房 1973285P20CH
閉架 0089155485

210.6  U94
明治再見 牛尾, 喜道/写真 草柳, 大蔵/文

東京 東京中日新聞出版局 1%7270P19C14
閉架 0089144075

210.6   W23

流行世相近代史 和歌森, 太郎/1S
東京 雄山閣 19702%P22CM
鵬目醐晨 008914427 5

210.61  F67

鶴ケ城を陥すな 藤田, 清雄
東京 謙光社 1%2358P18CM
閉架 0089164214

210.61  H44/B

明治維新のはなし 青木文庫 226 服部, 之総
東京 青木書店 1955155P15CM
閉架 0089167944

210.61  H44/B

明治維新史 青木文庫 357 服部, 之総 遠山,

東京 青木書店 1972258P15CH
属ロタ昌 008916795 1

210.61  H49

維新秘史 会津戦争 挟間, 祐行
東京 亜細藍 房 1941560P19CM
閉架 0089154225

210.61  KA87ノ B

氷川清話 角川文庫 2885 勝, 安芳 勝部・_東 京 角川書店 1972380P15CM
閉架 0089167225

210。 61  MA64

明治戊辰梁田戦蹟史 真下, 菊T麒
小泉町 梁田戦蹟史編纂後援会 1925617P23CM
閉架 0089144216

210.61  TA29

明治維新草奔運動史 高木, 俊輔
東京 勁草書房 1974388P22CMI

開架 0089143986

210.61  TA34

維新夜語 田中, 光顕
東京 改造社 1936489P19CM

茂樹/解説

真長/編



日本史

鵬ロヨ燿 008914555 1

210.61  TA84

北越草蕎維新史 田中, 惣五郎

東京 柏書房 1980422P22C‖

閉架 0089153571

210.65 F56
ドキュタント 群馬事件 藤林9 伸治/編

東京 現代史出版会 1979246P20CM
閉架 0089152672

210。 655 119

秩父困民党群像 井出, 孫六
東京 新入物往来社 1975265P19CM
騨 0089165539

210.65  H94

日清日露両役の現時局への教訓 細川, 嘉六

東京 創美社 1938154P18CM
閉架 0089143812

210.66  F65

ある老兵の手記 藤村, 俊太郎
東京 人物往来社 1%7505P18CM
働日醐晨 008914784 7

210.66  T046/1

東洋戦争実記 北清戦史 上 東京博文館/編
東京 博文館 1901362P25CM
開架 0089147750

210.67  175

日露戦役余談 石井9 常造
東京 陸軍大学校将校集会所 1908562P22CM
開架 0089143879                   

‐

210.67 J49

日露戦争を語る 時事新報社/編
東京 時事新報社 193517,19CH

´
開架 0089145903

210。 67  KY6

日露戦役回顧録 京都聯隊E可令部/編
京都 川流堂 1930240P22CM
閉架 0039143838 ヽ

210.67  R42

日露戦役戦陣余話 陸軍軍医団/編
東京 陸軍軍医団 1954455P22CH
閉架 0089143855

210.67 SA64

明治三十七・ 八年秘密日露戦史 参謀本部/編
東京 厳南堂書店 1977105P22CM
閉架 0089144083

210。 67 SE68
記事そのまま 日露戦争当時の内外新聞抄 熱血秘史 戦記名著集 第

十巻 戦記名著刊行会編輯部/編
東京 戦記名著刊行会 19294“ P20CH
躍  003915568 5

210.67  T046

参戦二十将星日露大戦を語る 東京日日新聞社/編 大阪毎日新聞社/
編

東京 東京日日新聞社 1955526P19C‖

閉架 0089145671

210.69  C52

原首相 暗殺の真相 長, 文連
東京 三―書房 1973270P20CM
閉架 0089141774

210.69  157

私の現代史論 朝日カルチヤープックス 13 井上, 清

大阪 大阪書籍 1982276P19CH
鵬目窃置 008916502 1

210.69  195

天皇暗殺 岩田, 礼
東京 図書出版 1980550P19CM    、

開架 0089,45150

210.69  N77

1920年代の日本の政治 日本現代史研究会/編

12 1"-i' =====:==-:
東京 大月書店 1984294P20CH
閉架 0089145064

210.69  SH35

侍従武官日記 四寵9 孝輔

東京 芙蓉書房 1970463P20CM
開架 0089142574

210。 7  A29
近衛新体制と大政翼賛会 赤木, 須留喜     :

東京 岩波書店 1984576P22CM
覇目自晨 008914454 7

210。 7  A58
首相官邸は血しぶき 青柳, 利之

東京 ヒューマンドキュメン 1987222P2004

開磯昌 0089144638

210。 7   A58

謀略熟練工 青山, 和夫
東京 妙義出版 1957300P18CH

閉架 0089149496

210。 7   A62

日本を震撼させた四日間 新井, 勲

東京 文藝春秋社 1949247P18CM

閉架 ∞89145684

210.7   A64

壼清橋の一発 荒木, 和夫
東京 林書店 1968245P18CH
閉架 0089148076

210.7   A82

朝日新聞社会部記者の回想 朝日新聞東京社会部OB会/編
東京 講談社 1986317P20CM

目ロタに 008915097 5

210.7   A32/2

昭和史の瞬間 下 朝日選書 12 朝日ジャーナル/編
果ふ 朝日新聞社 1974306P19CM

酔 008"輔51

210。 7  B12
近術内閣史論 馬場, 恒吾

東京 高山書院 1946157P18CM

閉架 0089140695

210。 7   C65/1

中日新聞に見る 昭和の追憶 上巻 中日新聞本社開発局/1M
東京 中日新聞社 1978431P300M
覇ロヨ昌 008916457 8

210.7   D27

昭和七年・上海事変記念写真帳 第二鑑隊司令部/編
[  ]   [  ] 1952 1サツ 27CM

閉架 0089147110

210.7  044
日0も し戦はば? 伊達, 龍城/編

東京 明治図書出版協会 1952618P19CM
曰目犠晨 008915765 5

210.7  E58

営口に於ける満州子変の経過 営口時局委員会/編
大連 営口時局委員会 1932 Br 19C‖

閉架 0089148555

210.7   E59

日中十二年戦争と私 遠藤, =館
東京 日中書林 1974516P1904

開架 0089145460

210.7   F59

「大日本帝国Jの研究 フォーチェン版 フォーチュン編集部/編 熊

沢, 安定/訳
東京 現代史出版会 1985282P200H

開架 0089151609

210.7   F7

兵に告ぐ 福本, 亀治

東京 大和書房 1954236P19CM

閉架 0089145692

210.7   654/4

現代史の証言 4 帝国軍隊従軍記 真鍋9 元之/解説



日本史
京都 汐文社 1975305P19CH
閉架 0089145025

210。 7  662/B
御前会議 文春文庫 115-11 五味川, 純平

東京 文藝春秋 1984424P15CM
閉架 0089167092

210.7  671
五 。一五事件 陸海軍大公判記 時事バンフレット 第六輯

東京 時事新報社 193143P19CM
閉架 0089152755

210.7   672

限前に追る世界大戦と英米赤露の襲来 後藤, 誠夫
東京 大京社 19321サリ19CM

閉架 0089152045

210.7  H29

聖断 半藤, 一利
東京 文藝春秋社 1985414P20CM
閉架 0089161145

210。 7  H38
天皇と板乱将校 橋本, 徹馬

東京 日本週報社 1954172P18CH
閉架 0089145218           、

210.7  H41
広島大本営 畑, 耕一

東京 天佑書房 1945391P19CM
閉架 0089150262

210.7  H48
革命成らず 林, 広一

東京 毎日新聞社 1959288P18CM
閉架 0089144364

210。 7   H55

私の記録 東久週, 稔彦
東京 東方書房 1947260P18CH

酔  008914185 7

210。 7  H81
上海事変 歩兵第四十六連隊上海会/編

長崎 歩兵第四十六連隊上海 1954293P25CH

閉栗 0089147102

210。 7  H84
日支事変外交観 本多, 熊太郎

東京 千倉書房 1938410P19C14

開架 0089147765

210.7   H87/1     .

支那事変戦争指導史 堀場, 一雄

東京 時事通信社 1962780P22CH
閉架 0089146716

210.7   H87/2

支那事変戦争指導史 堀場, 一雄

東京 時事通信社 196256ア 22CH

日目自経 008914672 4                                 ヽ

210。 7  H89
現代の証言 ほるぶ出版/in

東京 ほるぶ出版 1975203P3釧
閉架 0089152748

210.7  H91

昭和七年 上海事変 歩三十五補充隊/編
[ ]歩 三十五補充隊 19521'ツ 2ⅨЮCM

開架 0089147094

210.7   119

その時この人がいた 井出, 孫六

東京 毎日新聞社 1985404P20CH
開架 0089145205

210。 7   158

揚子江は今も流れている 犬養・ 健
東京 文書春秋社 1960598P20CM

閉架 0039148027

210.7   175

支那事変と無敵皇軍 石井, 信陽/編
金沢 北陸毎日新聞株式会社 19r lサ ッ2Ⅷ

閉架 0089146740

210.7   192

敗るヽ日まで 岩淵9 辰雄

東京 日本週報社 1946238P18CM

閉架 0089165179

210。 7  KAll
黄塵万丈 夏, 文運

東京 現代書房 1%7265P18C‖

閉架 00891“054

210.7  KA12/2

語りつぐ昭和史 2 和田, 日出吉 鍋山,

東京 朝日新聞社 1976334P19CM

閉架 0089144572

210。 7   KA22

日本兵士の反戦運動 鹿地, 亘

東京 同成社 1%2195P20CM
閉架 ∞89157937

210。 7  KA59
満州争鍵実誌 関東軍参謀本部/1n

東京 日東書院 1932469P19CM
閉架 0089148550

210.7   KA75

番推戒離司令官秘録二・二六事件 香椎,

東京 永田書房 1980275P20CM
閉架 0089145700

210。 7   KA79

上海戦闘史 春日, 靖軒
東京 研文書院 1952666P19CH
開架 0089147169

210.7   KA32

戦陣随録 片倉, 衷
東京 経済往来社 1972347P1904
閉架 0089149769

210。 7   K124

1930年代論 菊地, 昌典
果ス 田畑書店 1973279P20CM
開架 0089145080

210.7   K159

資料生徒と学ぶ日本のアジア侵略 木村,

東京 地歴社 1986385P22CM
閉架 0089145031

210.7   K157

侍従長の昭和史 岸田, 英夫
東京 朝日新聞社 1982289P49CM
日ロヨ足 008914459 6

210.7  K067
二 G二六事件 河野, 司/編

東京 河出書房新社 1972558P22CM
覇目葛昌 008914549 4

210。 7   K076

ある遺族の二.二六事件 FII, 司

東京 河出書房新社 1982449P20CH

酔  008914450 7

210.7   K076

二・二六事件 河野9 司/編
東京 日本週報社 1957548P19CM
開架 0089145486

210。 7   K076

私の二・二六事件 河野, 司

東京 河出書房新社 1976291P20CM
閉架 0089145809

210.7   K076

湯河原襲勢 河野, 司
東京 日本週報社 1%5240P19CH
開架 0089165■ 9

210.7  KU36

天皇の軍隊 熊沢, 京次郎
東京 現代評論社 1974381P20CM
日日ヨ晨 008914558 7

15  ・ヽ ―シ
‐

貞親

浩平 香椎, 研一/編

宏‐郎/編著



日本史

210.7   KU76

恋闘 黒崎, 貞明
東京 日本工業新聞社 1980391P1904
閉架 ∞39160360

210.7   MA26

昭和板乱史 前日, 治美
東京 日本週報社 1964480P19CH
閉架 0089144984

210。 7   HA28

日本と支那 前れ  確三
東京 一元社 1932284P19CM      ・

閉架 0089147815

210.7   ‖A31

昭和群像 毎日新聞社/in
東京 毎日新聞社 1976237P20CM
閉架 0089144752

210.7   MA47

満州事変大写真帖
〔 〕 〔 〕 193217・J210M
閉架 0089148548

210。 7   HA61

亡国の回想 真崎。 勝次
東京 国摩堂 1950222P"叩
閉架 0089151351

210。 7  MA61/Bl

近きより 1 庄文社文庫 正木, ひろし
東京 圧文社 1979452P15CM
閉架 0089169189

210.7  ‖胸61/B2

近きより 2 E文 社文庫
=木

, ひろし
果ふ 旺文社 1979423P15CM
閉架 0089169197

210。 7   MA74

満州事変の真相 松田, 雪堂
東京 文化書房 1931254P19CH
開架 0089148565

210.7   H125/Bl

昭和史探訪 1 昭和初期 角川文庫 6166 三國, 一朗/編
井日, 麟太郎/in

東京 角川書店 1985510P15CM
閉架 0089169007

‐
210。 7  M157
ソ聯郭の支那事変観 ソ聯研究資料別輯第四号 南満洲鉄道株式会社/
編

[ ]満 鉄・調査部 1938645P27CH
酔 0089147455

210.7   M145

苦悶するデモクラシー 美濃部, 売吉
東京 文藝春秋新社 1959262P19CM
閉架 0089156426

210.7   ‖158

戦争と共産主義 三日村・ 武夫
東京 民主制度普及会 1950344P19CM
酔 ∞89161475

210.7   M171

風雲南京城 官部, 一三
東京 叢文社 1985268P19CM
閉架 0089147862

210.7   H196

改造社の時代 戦前編 水島, 治男
東京 図書出版社 ,976290P20CM―
閉架 ∞89154558

210。 7   ‖045

旋風二十年 森, 正蔵
東京 光人社 1968400P20C14 ~
開架 0089145197             _

210。 7   ‖U48
上海事変を語る 村松, 梢風

東京 平凡社 1952245P19CM

11 1"-t' --========:
開架 0089147156

210.7   MU72

戦争私書 室伏, 高信
東京 全貌社 1976315P19CM
願目蒻腱 008916151 7

210.7  「l193

日支事変と次に来るもの 武藤。 貞一

東京 新潮社 1957527P1904
閉架 0089147789

210.7  N57

松代大本書 中村, 勝実
佐久 傑 くいちい〉 1985219P22CM
開架 0089150358

210.7   N39

橋本大佐の手記 中野, 雅夫
東京 みすず書房 1963201P19CM
閉架 0089141642

210。 7  N77
満州事変 国際政治 43 日本国際政治学会/編

東京 日本国際政治学会 1970186P21CM
酔  008915732 5

210.7   N77

日本大雑誌 復録 昭和戦中篤
東京 流動出版 197950P22CM
閉架 0089157812

210.7   N81

悲劇の証人 西9 義顕
,巨擁ミ  メヒ南成をL 1962416P 20CM
臓日夕日 008915321 7

210。 7   037

岡部直二郎大将の日記 岡部, 直二郎
東京 美蓉書房 19824%P19CM
閉架 0089140073

210。 7  058
軍閥と重臣 岡田, 益吉

東京 読売新聞社 1975246P18CH
閉架 0089144414

210.7  038

日申戦争裏方記 岡田, 西次
東京 東洋経済新報社 1974398P20C14
日目醐昌 008914780 5

210。 7   054/2

昭和社会経済史料集成 第二巻 海軍省資料2 大久保, 達正/〔ほ
か〕編 土井, 章/監修

東京 大東文化大学東洋研究 1980655P22CM
閉架 0089144877

210。 7   054/5

昭和社会経済史料集成 第二巻 海軍省資料3 大久保, 達正/〔ほ
か〕編 土井, 章/監修

東京 大東文化大学東洋研究 1981568P22CH
融  003914488 5

210.7   054/4

昭和社会経済史料集成 第四巻 海軍省資料4 大久保, 達正/〔ほ
か〕編 土井, 章/監修

東京 大東文化大学東洋研究 1982463P22CM
融 008"44893

210。 7   054/5

昭和社会経済史料集成 第二巻 海軍省資料5 大久保り 達正/〔ほ
か〕編 土井, 章/監修

東京 大東文化大学東洋研究 1985556P22CM
閉架 0089144901

210.7  054/6

昭和社会経済史料集成 第六巻 海軍省資料6 大久保, 達正/〔ほ
か〕編 土井9 章/監修

東京 大東文化大学東洋研究 1985455P22CH
融 0089144919

210.7   057

二・二六事件への挽歌 大蔵, 栄―

東京 読売新聞社 1971394P20CM
鵬目醐晨 008914550 2



日本史

210。 7   057/1

大蔵公望日記 第一巻 昭和七～九年 日本近代史料叢書 A‐ 3 内
政史研究会/編 日本近代史料研究会/編

東京 内政史研究会 19高 olFF 25C‖

閉架 0089145747

210。 7   057/2

大蔵公望日記 第二巻 昭和十～十二年 日本近代史料叢書 A`3
内政史研究会/編 日本近代史料研究会/編

東京 内政史研究会 1974396P25CM
閉架 0089143754

210。 7   057/3

大蔵公望日記 第二巻 昭和十二～十六年 日本近代史料叢書 A‐ 3
内政史研究会/編 日本近代史料研究会/編

東京 内政史研究会 1'74395P25CH
閉架 0089143762

210.7   057/4

大蔵公望日記 第四巻 昭和十七～二十年 日本近代史料叢書 A‐ 3
内政史研究会/編 日本近代史料研究会/編

東京 内政史研究会 1975571P25CM
閉架 0089143770

210.7  1『3
帝都事件の全貌 大阪時事新報社/編

大阪 大阪時事新報社 195676P19CM
閉架 0089145561

210。 7   P88/1

ゾルゲ東京を狙え 上 Prange,
議 湘              ,

東京 原書房 1985510P19CH
開架 ∞89143051

210。 7   P88/2
ゾルゲ東京を狙え 下 Prange,

Gordon W. fFt

Gordon W. *4t
離
東京 原書房 1985519P19CH.

開架 0089145069

210,7   R42/1

支那事変戦跡の栞 上巻 陸軍画報社/編 陸軍省新聞班/監修
東京 陸軍位兵部 1958520P13C14

閉架 0089146666

210.7  R42/2

支那事変戦跡の栞 申巻 陸軍画報社/im 陸軍省新聞班/監修
東京 陸軍仙兵部 1938520P13CM
閉架 0089146674

210。 7   R42/5

支那子変戦跡の栞 下巻 陸軍画報社/編 陸軍省新聞班/監修
東京 陸軍血兵部 1938320P15CH
閉架 0089146682

210。 7   SA24

二・二六事件と郷生兵  「新編埼玉県史J別冊 埼玉県県民部県史編さ
ん室/編

浦和 埼玉県史刊行協力会 1981564P22CH
員目a置 008914551 0

210.7   SA24

雪未だ降りやまず 「新編埼玉県史」別冊 埼玉県県民部県史編さん室
/編

浦和 埼玉県史刊行協力会 1́982268P210H
閉架 0089145528

210。 7   SA25

二・二六 斎藤, 湘
果ス カ格社 1951297P1904
閉架 0089145478

210.7  SA61

満州子変作戦経過ノ概要 参謀本部/編 複製版
東京 麟南堂 19721'り 22CM

閉架 0089148514

210。 7   SH12

五・―五から二・二六まで 社会評論編集部/編
東京 ナウカ社 1956265P19CM
閉架 0089144559

210。 7  SH12
昭和七年 上海事変誌 上海居留民団/編

上海 上海居留民団 1953816P22CH
閉架 0089147123

210。 7  SH12
上海事変 上海日報社/編

[上海]上 海日報社出版部 1952439P19CM
閉架 0089163067

210.7   SH56

満州上海事変名誉記録 志村, 吉雄
東京 文化協会

'9321押
23CH

鵬目働昌 008914858 9

210.7   SH59/1

支那事変戦史 前編 新聞タイムス社/編
東京 皇徳華賛会 197747P25CM
酔 0089146690

210。 7   SH59/2

支那事変戦史 後編 新聞タイムス社/編
東京 皇徳奉賛会 1938759Pあ 側
日目自爆 008914670 8

210.7  SH64
昭和史追跡 新名9 丈夫

東京 新人物往来社 1970298P1904
閉架 0089144844

210。 7   SH65

上海戦と国際法 信夫, 淳平
東京 丸善株式会社 1952527P19CM
閉架 0089147151

210。 7   SH96                  ′

二 0二六と下級兵士 東海林, 吉郎
東京 太平出版社 1972252P19CH
鵬目自昌 008914555 1

210.7   SH97

昭和研究会 昭和同人会/編著
東京 経済往来社 1968517P19CM
閉架 0089144786

210。 7   SH97

昭和大雑誌 復録版 戦前編
東京 流動出版 1978407P21CM
閉架 0089157820

210。 7   S025

雪と桜 會我部, 博士    ′

東京 新人物往来社 19再 248P20CM
開架 0089145775

210.7  SU18
私の昭和史 末松, 大平

東京 みすず書房 1%555'19CM
閉架 0089145791

210。 7  SU21

二・三六事件の兵隊 須賀, 長市
東京 恒文社 1985226P20CM
属目自晨 008914554 4

210。 7  SU弱
昭和史見たまま 杉森, 久英

東京 読売新聞社 1975232P20CH
開架 0089144869

210.7   TA24

昭和庶民史 台東
『

寺下町風俗資料館/編
東京 台東区教育委員会 1984147P21CM
開架 0089144927

210.T   T046/1

証言私の昭和史 1 東京 12チ ヤンネル報道部/編
東京 学藝書林 196951P20CM
属目窃に 008914466 1

210.7   T046/2

証言私の昭和史 2 東京 12チ ャンネル報道部/編
東京 学藝書林 1969541P20CM
閉架 0089144679

210。 7   T046/5

証言私の昭和史 3 東京 12チ ャンネル報道部/編
東京 学藝書林 1979557P20CM
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日本史

融 0089144687

210.7   T046/4

証言私の昭和史 4 東京 12チ ャンネル報道部/編
東京 学藝書林 1979355P20CM

閉架 ∞89144695

210。 7   T046ノ5

証言私の昭和史 5 東京 12チ ャンネル報道部/編
東京 学藝書林 1979535P20CH
閉架 0089144703

210。 7   T046/6

証言私の昭和史 6 東京 12チ ャンネル報道部/編
東京 学磨書林 1979329P20C14

開架 0089144711

210.7   T074/S

日本の謎 東麺ライプラリー 102 東潮社現代資料室/編
東京 東潮社 1%4255P18CH
閉架 0089169718

210。 7   TS54

支那事変秘史 津田, 元徳
'東京 大阪屋 1941512P18C14

閉架 0089146757

210.7  υ46

日本に迫ろ影 Vatghn, Miles 鈴木, 東民〆訳

東京 時局評論社 1957272P19C14

閉架 0089158240

210.7  Y31

支那事変 山本9 実彦
東京 改造社 1937354P19CH
閉架 0089146585

210.7   Y32

虚妄の歴史 山村, 文人 山村, 治郎

東京 経済往来社 1974299P20CH

閉架 0039156483

210。 7   Y42

二・二六事件と下士官兵 山岡, 明

東京 新入物往来社 1974245P20CH

閉架 0089145536

210。 7   Y42

支那事変 新 100冊選書 9 山岡, 貞次郎

東京 原書房 1975540P19CH

開架 0089146575

210。 7   Y81

昭和の横顔 読売新聞社/編 電通PRセ ンター/編
東京 読売新聞社 1975270P19Ct4

閉架 ∞89145546

210.7  Y81/5  
′

支那事夜実記 第二集 読売新聞社編輯局/編
東京 非凡閣 1937531P19CM
閉架 0089146617

210.7   Y81/4                          
・

支那事夜実記 第四集 読売新聞社編輯局/編
東京 非凡閣 1957554P19CH

醜 0039146625`

210.7   Y81/5

支那事変実記 第五集 読売新聞社編輯局/編
東京 非凡閣 1958522P190H
閉架 0089146633

210。 7   Y81/6

支那事変実記 第六集 読売新聞社編輯局/編
東京 非凡閣 19582'2P19CM

閉架 ∞89146641

210.7   Y81/8

支那事変実記 第八集 読売新聞社編輯局/編
東京 非凡閣 1938506P19CH

開架 0089146658

210.7   Y94

戦争拡大の構図 吉沢, 南

東京 青木書店 1986255P20CM

閉架 0089148829
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210.75  A38

中国戦線の反職兵士 秋山, 良照

東京 現代史出版会 1'78287P19CH .
酔 0089147417

210.75  A49             ´

沖縄戦再体験 安仁屋, 政昭

東京 汐文社 1985188P19CH

属目a晨 008915962 8

210.75  A32

原爆展 朝日新聞西部本社企画部/編
[ ] [ ]1%856P26CM
閉架 0089152391

210。 75 C62
草の墓標 中国人強制連行事件資料編纂委員会/編

東京 新日本出版社 1%4519P18CM
閉架 0089146205

210.75 C91

大日本帝国の朋壊 Craig, William 浦松,

/訳
東京 河出書房 1968286P19CM

開架 0089145262

210.75  F84

史観真珠湾攻撃 福留, 繁

東京 自由アジア社 1955391P22CH

開架 0089144570

210.75  692
ブルゲの時代 G■ illain, Robert 三保,

東京 中央公論社 1980222P19CM

開架 0089145077

210.75  H22

特派員の手記大戦前夜の外交秘話 浜田, 常二良

東京 千代田書院 195209P18CM
閉架 0089145445

210.75  H43/1

日本終戦史 上 林, 茂/編
東京 読売新聞社 1%2248P17CM
閉架 0089145601

210。 75  H43/2

日本終戦史 中 林. 茂/編
東京 読売新聞社 1%2250P17CH
閉架 0089145619

210.75  H48/3

日本終戦史 下 林, 茂/編
東京 読売新聞社 1%2250P17CM
閉架 0089145627

210。 75 H79
実録東京裁制と太平洋戦争 檜山, 良昭

東京 講談社 1985264P21CM
閉架 0089145411

210。 75  152

日本の曲り角 池田, 純久

東京 千城出版 1968273P22CM

閉架 0089158■ 4

210。 75  132

陸軍葬儀委員長 池田, 純久

東京 日本出版協同 1955232P19CM

開架 0089160410

210.75 J66

東條菓機 上法, 快男/編
東京 芙蓉書房 1974760P20CH
閉架 0089141305

210。 75  KA74

ミズリー号への道程 加瀬, 俊一

東京 文藝春秋社 1951388P19CH
閉架 0089145754

210。 75  KA91

市ケ谷台から市ケ谷台へ 河辺, 虎四郎
東京 時事通信社 1%2554P19CM
閉架 0089154264

佐美太郎

珈



日本史

210.75  K144

殉国沖縄学徒隊 愛と鮮血の記録 金城, 和彦

東京 国洸壮 1966370P26CH
閉架 0089165849

210.75  K169

富山大空襲 Jヒ日本新聞社/編
富山 北日本新聞社 1972101P19CM

開架 0089164107

210.75  K039/4

児島襄戦史著作集 第4巻 児島, 襄

東京 文藝春秋 1973364P20CM
閉架 0089156210

210。 75  HA59

長く険しい道 Marx, Joseph Laurance
議 湘
東京 文化評諭 1975285P18CM
閉架 0089157358

210.75  ‖A59

失われたる記録 丸山・ 静雄

東京 後楽書房 1950314P1804

閉架 0089164695

210.75 Nア
ほとけの司令官 中村, 明人

東京 日本週報社 1958209P19CH
閉架 0089153696

210.75  N89                           .

日本敗れたり 御前会議 丹羽  ゙ 文雄

東京 銀座出版社 1949249P19C14

閉架 0089158687

210.75  081

沖縄作戦の統帥 大田9 嘉弘

東京 相模書房 1984555P21CM
開架 0089159602

210。 75  094                              、

日本のいちばん長い日 大宅, 壮一/編
東京 文藝春秋新社 1965225P20CM
閉架 0089158325

210。 75  R27

真相箱 連合国最高指令部民間情報教育局/編
東京 コバモ出版社 1946287P18CM

閉架 0089145049

210.75  R65/2

大東亜戦日誌 第二輯 六藝社/編
東京 六藝社 1942215P21CH
覇ロヨユ 008915175 7

210.75  R96/T

日本戦犯回想録 [浚]9 明詳
香港 四海出版社 1971160P19CM

閉架 0089158521

210。 75 SA45
大日本帝国最後の四カ月 迫水, 久常

東京 オリエント書房 1973294P19CM

閉架 0089145254

210。 75  SA44

天皇と木戸 作田, 高太郎
東京 平凡社 1948244P19CM
開架 0089140511

210175  SA62

情報戦争 実松, 譲
東京 図書出版社 1972515P20CM
開架 ∞89165740

210.75  SA85

東條英機と太平洋戦争 佐藤, 賢了

東京 文芸春秋新社 1960277P20CM

閉架 0089141529  、

210.75  SE75

原爆の落ちた日 戦史研究会/編
東京 文書春秋 1972342P200H
閉架 ∞89152弘 7
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210.75  SH55

終戦秘史 下村, 海南 下村, 宏

東京 講談社 1950356P19CM

開架 0089144620          、

210。 75  SH64

海軍戦争検討会議記録 新名, 丈夫/編
東京 毎日新聞社 19762“P20CM
閉架 ∞89149041

210。 75  SH91

広島が減んだ日 宍戸, 幸輔

東京 読売新聞社 1972374P20CM

覇目窃爆 008915351 6

210。 75  SH95

抗日戦勝利の前後 郡9 読麟 本郷, 賀一/訳
痛
=曜

髄 儲 L1968230P19CM
閉架 0089146556

210.75  SH97/8

昭和の戦争 ジャーナリストの証言 8 今野, 勉/〔ほか〕編

東京 講談社 1985234P19CH

騨 0089144604

210。 75  S052

沖鶏戦記録画集 打ち砕かれしうるま島 創価学会沖縄県青年部青年平

和委員会/編
東京 第二文明社 1984105P2Ⅸ 25CM

閉架 0089159610

210.75  TA22/15

大平洋戦争 ドキュメンタリー 13 伊藤, 春樹/〔ほか〕

東京 今日の話題社 1%9366P21CM
閉架 0089145304

210。 75 TAυ
私観太平洋戦争 高木, 惣吉

東京 文藝春秋 1%9327P20CM
閉架 0089144男 8

210.75  TA29

自伝的日本海軍始末記 高木, 惣吉

東京 光入社 1971298P20CM

閉架 0089165567        ヽ

210。 75  TA84

田中作戦部長の証言 田中, 新一 松下, 芳男/編
東京 美蓉書房 1978456P20CM

閉架 ∞8914"34

210。 75 TA34
敗園を衝く 田中, 隆吉

′
泉ス 新風社 1948178P18CH

開架 0089152847

210.75  TA34     
・

静目を衝く 田中, 隆吉  ・

東京 山水社 1946227P18C14

開架 ∞89153995

210。 75  T042/B

真珠湾メモリアル 中公文庫 徳岡, 孝夫

東京 中央公論社 1985274P15CH

閉架 0089163855

210.75  T047

真珠湾は燃えている Tola■ d, John 児島, 襄/訳
東京 恒文社 1%4297P19CM
閉架 0089162558

210.75  T055

大本営発表の真相史 富永, 謙吾

東京 自由国民社 1970356P19CM

閉架 008914538

210.75  Y16
アジア失楽園 東京裁判報告 第2輯 柳下, 奏―/〔ほか〕

東京 唯人社 1947551P18CM

開架 0089145817

210.75  Y16

沖縄決戦 八原9 博通
東京 読売新聞社 1972446P20CM
開架 ∞89159495

越智,



210.75  Y27

秘録 沖縄戦史 山川, 泰邦
那覇 沖縄グラフ社 1958304P19CM
閉架 008915%36

210.75  Y54

海軍大将来内光政党書 高木. 惣吉/写 実松, 識/編       212.l A54
東京 光人社 1978230P20CH
鵬ロタ晨 008914241 8

210.75  Y91/1

東條英機 暗殺の夏 上 吉松。 安弘
東京 新潮社 1984289P20CH
酔 0089141345

日本史

札幌 北海道開拓記念館 197828P26CH
閉架 ∞89155498

21l     H82/2

常設展示解説書 2 先住の人びと 北海道開拓記念館/編
札幌 北海道開拓記念館 197828P26CM
閉架 0089155506

21l     H82/5

常設展示解説書 3 新天地を求めて 北海道開拓記念館/編
札幌 北海道開拓記念館 197831P26CH
開架 0089155514

閉架 0089155480

21l     TA34

屯田兵 田中, 公平
東京 東兆議院 1943310P18CM
開架 0039164016

青森県日記六十年史 東奥日報社/編
青森 東奥日報社 1948342P26CM
閉架 0089150841

212.2  TA34
もうひとつの昭和史 田中, 義郎/〔ほか〕

友部町 辺境社 197754P19CH
開働晨 008914572 6

聞き書 昭和のやまがた50年 山形放送/編
鶴岡 東北出版企画 1976281P19CM
閉架 00891“532

212.5  Y86

栞ス 図書刊行会 1975258P21C14
酔 0089159693

212.6  H46

史実 会津自虎隊 早川, 喜代次
東京 新人物往来社 1976502P21CM
覇ロタ昌 008916251 5

212.6   155/1               .

会津史 上 池内, 儀八
東京 歴史図書社 1977 271CM 22CM

閉架 0089150700

212.6   135/2

会津史 下 池内, 儀八
東京 歴史図書社 1977365P22CM
覇目現昌 008915071 8

212.6   SH96

京都守護職と会津藩財政 庄司, 吉之助
会津若松 歴史春秋社 1981168P18釧
開架 0089156541

215.l   SE29/2

関城町史,史料編 2 関城町/編
関城町 関城町 1984あ″ 22CH

閉架 008916165 2
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210.76  155

東京闇市興亡史 猪野, 健治/編 東京焼け跡ヤミ市を記録する会/  212.5 Y22
編

東京 草風社 1978342P19CM
閉架 0089164271

210.76  178/1

戦後史の発見 上 San,o BookS いいだ, もも 武谷,  置賜民衆生活史 吉田, 義信 復刻版
祐三
東京 産報 1975260P17CH
開架 0089145122

210.76  KA86ノ 1

昭和戦後史 上 加藤, 文三
東京 青木書店 1984198P20CM
閉架 0089144950

210。 76  KA86/2

昭和戦後史 下 加藤, 文三
東京 青木書店 1984354P20CM
属ロタ晨 008914496 8

210。 76  TA32

辛酸 田村, 恒次郎 岡, 光夫/編
京都 ミネルヴア書房 1980330P19CM
開架 0089162285

210.76  T075

戦後史への証言 戸塚, 秀司
静岡 戸塚秀司 198070P2104
開架 0089145114

21l  H82
北海道開拓の村 北海道開拓記念館/編

札幌 北海道開拓記念館 198552P26CM
開架 0089155555

215。 2  098
21l  H82/1                   ,       創垂可継 大関, 増崇/編 黒羽町教育委員会/編
常設展示解説書 1 北の夜明け 北海道開拓記念館/編 改訂       東京 柏書房 19711125P22CH

鵬目自晨 008916274 7

215.5  H95

高崎五
―

 細野, 格城 復刻版
高崎 あさを社 1975184P21CM
閉架 0089165231

215.4   N45

武州高麗都中山村記録 中藤, 栄祥/編
飯能 習観寺 1966429P230M
閉架 0089151468

215.6   KA76/B
21l  H82/4                           江戸の夕栄 中公文庫 鹿島, 寓兵衛
常設展示解説書 4 開けゆく大地 北海道開拓記念館/編 改訂      東京 中央公論社 1977197P15CH

札幌 北海道開拓記念館 197830P26CM                閉架 0089166958
閉架 0089155522

215.6   K059
21l  H82/5                           小島資料館目録 開館十周年記念 小島, 政孝/編 改訂版
常設展示解説書 5 産業のあゆみ 北海道開拓記念館/編       ・ 町田 小島資料館 1973127P26CH

札幌 北海道開拓記念館 197840P26CM                閉架 0039156202
閉架 0089155550

215.6   SH69
21l  l132/6                           新修 新宿区史 新修新宿区史編集委員会/編
常設展示解説書 6 北のくらし 北海道開拓記念館/編          東京 東京都新宿区 196794ア 270M

札幌 北海道開拓記念館 197828P26CM                 閉架 0089162541
閉架 0089155548

215.7   Y75/5
21l  TA58                            横浜市史 資料編五 横浜市/編
北海道拓殖史 高倉, 新一郎                      横浜 横浜市 1969439P22CM

札幌 北海道大学図書刊行会 1979328P22CM              閉架 0089165971



日本史

214     N77/3                              
・

日本海地域史研究 第二輯 日本海地域史研究会/編
東京 文献出版 1981327P21CM
閉架 ∞89157"4

214.1   135

近世佐渡の流人 磯部, 欣三
両津 文芸懇話会 1969578P22CH
閉架 0089155568

214.1 031      
｀

越後,佐渡 日本国誌資料叢書 太田9 亮
東京 磯部甲陽堂 1924312P20CM
閉架 0089158166

214.2   KA37

民衆的近代の軌跡 銀河ブックス _Lal 宇ウ

長野 銀河書房 1981418P18CM
閉架 0089145952

214.3  W16
輸島市史 輪島市史編纂専門委員会/編

輪島 輸島市 1976957P21CM
酔  0089165120

214.3   25

年々留 銭屋, 五兵衛 若林, 喜二郎/編
東京 法政大学出版局 1984555P22C14
閉架 0089141006

214.4   A35/1
-乗谷朝倉氏遣跡 1 朝倉氏通跡保存協会/編

福井 朝倉氏遺跡保存協会 1%916P26CM
酔 0089154280

214.4   A85/2
-乗谷朝倉氏遺跡 2 朝倉氏遺跡保存協会/編

福井 朝倉氏遺跡保存協会 197112P26CM
閉架 0089154298

214.4   合85/5
特別史跡 一乗谷朝倉氏遺跡 3 福井県教育委員会/編

福井 福井県教育委員会 197220P26CM
閉架 0089154306

214.4   042

越前和紙のユ 岡本小学校『越前和紙の里』編集委員会/編
今立町 日本小学校PTA記念 1979224P26CH
開架 0089152144

215.l   SA35

山梨の百年 佐藤, 森三 卜野, 晴朗
甲府 NHKサ ービスセンタ 1968425P19CM
閉架 0089165211

215。 2 H88
伊那村落社会研究史話 堀口, 貞幸

舞輪 三貞舎 1972197P22CH
閉架 0089154116

215.2  HA81
松本平の話 松本史談会/編

松本 松本史談会 1957222P18CM
閉架 0089156707

215.2  U32/5
上田小県誌 第二巻 社会編 上田小県誌刊行会/編

上国 小県上田教育会 19681521P21CM
閉架 0089164586

215.2   U32/5

上田小県誌 第五巻 補遺・資料篇 上田小県誌刊行会/編
上田 小県上国教育会 1968822P21CM
閉架 0089164594

215.3   SH48

明治初期に於ける高山県の政治学的研究 意見, 正次
高山 飛騨郷土学会 1%7275Pあ 釧
日目喜燿 008915678 0

215。 4   189

かちくさ 伊東, 敬司 伊東, 道男/編
藤枝 伊東道男 198576P260H
開架 0089166292

19 1"-r'-g=:=======:
215.4   KA24/1

長屋門 ふる塁発見 第 1集 掛川市教育委員会/編
掛川 掛川市教育委員会 197926P2604
閉架 00891“318

215.4   KA24/1

掛ヽ川市史資料集 近世編 掛川市教育委員会市史編纂委員会/編
掛川 掛川市 1980265P22CM‐

閉架 0089166334

215.4   KA24/2

4Jll市の文化財 ふる里発見 第2集 掛力l市教育委員会/編
掛川 掛川市教育委員会 198056P26CHI
閉架 00891“300

215。 4   KA24/2

掛川市史資料集 近世編 (二)掛 川市教育委員会市史編纂委員会/
編

掛川 掛川市 198229r2釧
閉架 00891“342

215。 4  Y19
近世金谷史稿 山田, 健治

金谷 山田健拍 1986378P22CMI
閉架 00891“359           

‐

215.5   A23

愛知民衆の歴史 愛知県歴史教育者協議会/編
名古屋 愛知県歴史教育者協議 1'76120P21CM
日目窮醒 008915069 2

215.5  048

写真集 明治大正昭和 岡崎 ふるさとの想い出 229 岡崎地方史
研究会/編

東京 図書刊行会 1981164P30CM             _
閉架 008915779

215.5  048/10
新編同時市史 10巻 史料 近代 下 新編岡崎市史編集委員会/編

岡崎 新編岡崎市史編さん委 19871552P25CM
開架 ∞89159909

215.5   048/11

新編岡崎市史 11巻 史料 現代 新編岡崎市史編集委員会/編
岡崎 新編岡崎市史編さん委 19851115P23CHI
閉架 008915"17

215.5   048/12

新編岡崎市史 12巻 民俗 新編岡崎市史編集委員会/編
岡崎 新編岡崎市史編さん委 1988831P23CII
鵬目窃昌 008915992 5

215.5  048/15
新編岡崎市史 13巻 近世学芸 新編岡崎市史編集委員会/編

岡崎 新編岡崎市史編さん委 19841384P2瑚
閉架 0089159955

215.5  043/14
新編岡崎市史 14巻 自然 新編岡崎市史編集委員会/編

岡崎 新編岡崎市史編さん委 19851218P27CH
閉架 0089159941  ｀

215.5   048/15

新編岡崎市史 15巻 史料 考古 上 新編岡崎市史編集委員会/編
岡崎 新編岡崎市史編さん委 1987504P27CH
開架 0089159958

215.5   043/17

新編岡崎市史 17巻 美術工芸 新編岡崎市史編集委員会/編
岡崎 新編岡崎市史編さん委 1984751P27CM
開架 008915"66

215.5  043/18

新編岡崎市史 18巻 建造物 新編岡崎市史編集委員会/編
岡崎 新編岡崎市史編さん委 1985544P27CM
閉架 0089159974

215.5   048/19

新編岡崎市史 19巻 史料 民俗 新編岡崎市史編集委員会/編
岡崎 新編岡崎市史編さん委 1984695P250M
目ロヨ晨 008915998 2

215。 5   048/5

新編岡崎市史 5巻 現代 新編岡崎市史編集委員会/編
岡崎 新編岡崎市史編さん委 1985950Pあ馴
島ロヨ員 008915985 9



日本史

215.5   048/6

新編岡崎市史 6巻 史料 古代・中世 新編岡崎市史編集委員会/編
岡時 新編岡崎市史編さん委 19831316P23CM
閉架 ∞89159867

215.5   048/7

新編岡崎市史 7巻 史料 近世上 新編岡崎市史編集委員会/編
岡崎 新編岡崎市史編さん委 19851062P25CH
開架 0089159875

215.5   043/8

新編岡崎市史 8巻 史料 近世 下 新編岡崎市史編集委員会/編
岡崎 新編岡崎市史編さん委 19851067P25CM
開架 0089159883

215.5   043/9

新編岡崎市史 9巻 史料 近代 上 新編岡崎市史編集委員会/編
岡崎 新編同崎市史編さん委 19851405Pあ 釧

鵬ロタ置 003915989 1

215.6   H25

熊野の史料と異聞 浜畑, 栄造/綿者
新宮 浜畑栄造 1974219P21CH
閉架 0089156392

215.6  M115
古代律令財政と斎王宮 保存の声 8 早川, 庄八

鳥羽 二重の文化財と自然を 197911・J21CM

閉架 0089155741

~215.6   Ml15                    ・

伊勢斎王宮の歴史と保存 二重の文化財と自然を守る会/編
松阪 二重の文化財と自然を 1977107P21CM

閉架 0089160832

216.1   087/1

新修大津市史 1 古代 大津市/編
大津 大津市 1978559P22CM
閉架 0089159990

216。 1   087/2                 '

新修大津市史 2 中世 大津市/編
大津 大津市 1979525P22CM
閉架 0089160006

216。 1   087/5

新修大津市史 3 近世前期 大津市/編
大津 大津市 1980515P22CH
解 008916001 4

216.1   087/4

新修大津市史 4 近世後期 大津市/編
大津 大津市 1981515P22CM
騨 0089160022

216.1   087/5

新修大津市史 5 近代 大津市/編
大津 大津市 198251ア 22CM

閉架 0089160050

216.1   087/6

新修大津市史 6 現代 大津市/編
大津 大津市 1985525P22CM
閉架 0089160048

216.1   087/7

新修大津市史 7 1ヒ部地域 大津市/編
大津 大津市 1984555P22CM
閉架 0089160055

216.1   087/8

新修大津市史 8 中部地域 大津市/編
大津 大津市 198560r22CM
閉架 0089160065

216.5  ‖44

維新の大阪 鷲谷, 樗風

大阪 輝文館 1942450P180M
閉架 0089154251

216.5   145

今井町史 今井町史復刻編纂委員会/編 復刻

橿原 今井町史復刻編纂委員 1978480P22CM

閉架 0089154108

?0 1'-i' =======-==:
219     F64/2

九洲と明治維新 (2)九 州近世史研究叢書 13 藤野, 保/iS
東京 国書刊行会 1985 51lP 22CM

開架 0089156582               ‐

219.5  N21
幕府時代の長崎 長崎市/編 荒木, 周道/原著 増輔訂正

東京 名著出版 1975396P22CH
閉架 0089151161

219。 5  N21

長崎県史 近代編 長時県史編集委員会/編
東京 吉川弘文館 19761008P21CM
閉架 0089157574

219.5  011
長崎随筆 大庭, 燿

東京 郷土研究社 1928285P19CM

閉架 0089157440

219.4   H84

ス早の歴史 本渡市教育委員会/編
本渡 本渡市教育委員会 1962297P19CM

開架 0089150785

219.4   H196

西南戦争における饉巨一揆 史料と研究 水野, 公寿

福岡 葦書房 1978289P22CM
騨 008914■97

219.4   U75

南謄受綿録 肥後国史料叢書 第3巻 梅山, 無一軒 牛島, 盛光

/監修
東京 青潮社 1977321P21CH
閉架 0089157564

219.6   H65

六郵荘日誌 平部, [嬌 ]南
熊本 青潮社 1978490P27CH  .
閉架 0089142652

219。 7   N25

沖永良部島郷土史資料 永吉, 毅 改訂増補

和泊町 和泊町 1968418P21CM
閉架 0089159685

219。 9   H55

沖縄今昔 東恩納, 寛惇
東京 南方同胞援議会 1958191P19Ct4

酔 0089159511

219。 9   111/1

伊波普猷全集 第一巻 伊技, 普獣 服部, 四郎/〔ほか〕編集

東京 平凡社 1974552P22CH
閉架 0089154066

219.9   ‖A36/Sl

日本史の再発見としての沖縄の歴史 上 解放新書 29 牧瀬9 恒

東京 汐文社 1970505P18CH
閉架 ∞89170054

219。 9   N86

論集・沖縄近代史 西里, 喜行
那覇 沖縄時事出版 19812“P22CM
日目麟鳳 008916047 7

219。 9  N87
沖縄近代史研究 西里, 喜行

那覇 沖縄時事出版 1981 487 22CM

閉架 ∞89159503

219。 9  051/15

沖縄県史 第 15巻 、資料編5 雑纂 琉球政府/in
東京 厳南堂 1%9722P22CM
属目鶴腱 008915947 9

219.9   051/2

沖縄県史 第2巻 各論編 1 政治 琉球政府/im
東京 巖南堂 1970686P22CM
閉架 0089159446

219`9   051/2

沖縄県史料 近代2 西原叢書及糖業関係資料 沖縄県沖縄史料編集所

/編
沖覇 沖縄県教育委員会 1979707P22CM



沖縄県史 第9巻 各諭編8 沖縄戦記録 1 琉球政府/編       中国に学撃 中公文庫 宮崎, 市定

日本史
閉架 0089159487

219.9   051/8

沖縄県史 第8巻 各論編7 沖縄戦通史 琉球政府/編
.東京 巌南堂 1971554P22C14

閉架 0089159453

219.9  051/9

東京 最南堂 19711071P22CM
閉架 0089159461

219.9   052

"覇
 沖縄歴史研究会 1970280P21CM

閉架 0089155469

219.9   TA87/4

村落共同体 叢書 わが沖嘱 第四巻 谷川9 健―/1M
東京 木耳社 1971451P22CM
閉架 0089162879

219。 9   TA38/A

高弘/編
東京 木耳社 1972217P20CM
酔  00i3915310 0     ′

219.9  U84

秘録 沖蝿 浦崎, 純
東京 番町書房 1972249P18CM
閉架 0089153308

219.9  Y48

沖縄人の沖縄 山里, 永吉
東京 第一法規出版 1971216P18Ct4

閉架 0089159“ 9

220     N22/S

21 1n-J' *==========!

閉架 ∞89147441

222     0961

尾崎秀実の中国研究 今井9 清―/1n藤井9 昇三/編
東京 アジア経済出版会 1985235P24Cll

閉架 0089140131

222.004 M183/B

東京 中央公論社 1986562P15CM
‐
   閉架 0089169520

222.01  T069/B          ´

東京 角川書店 1951190P15CII

閉架 ∞89168868

222.04  C62

老百姓の世界 中国民衆史研究会/編
東京 中国民衆史研究会 198588P21CH
閉架 0089148050

222.06  K011

東京 東方書店 1974240P18CH
閉架 0089164557

222.07  A15

重慶 Abegg, Lily 古川, 慈良/〔ほか〕訳
東京 清水書房 1941344P18CM
際 0089147185

222.07 A45/A

新東亜の初幕 現代支那史 別巻 落, 介石/〔 ほか〕著 高山,′

洋吉/訳
東京 育生社 1959204P19CH
閉架 0089145866

222.07 A45/5

高山. 洋吉/訳
果ふ 育生社 1940193P19CM
閉架 0089142780

222。 07  C62/T                   _

中国人民革命戦争地図選 中国人民革命軍事博物館/編
北京 地図出版社 198178P26CM
閉架 0089147“ 4

222.07  H59/1

中国近現代史 上巻 姫田, 光義/〔ほか〕
東京 東京大学出版会 1982378P19CM
閣架 0089164552

中国革命史 本郷, 賀―

東京 朝日新聞社 1947530P18CM
閉架 008914再24

222.07  ‖A67

漢奸裁判史 益井, 康一

東京 みすず害房 1977552P20C14

閉架 ∞39146138

222.07  036

支那千日史話 岡9 成志
東京 佃書房 1942501P18CM
閉架 ∞89146237

222.07  042

中国革命長征史 日本, 隆三
東京 サイマル出版会 19692“ P19CH
閉架 ∞89147552

222。 07  SA65/ 6

共産党の台頭 蒋介石秘録 6 サンケイ新聞社
東京 サンケイ新聞社出版局 1975221P18CH
鵬ロヨ置 00891る 657 5

222.07  SA65/ 7

統一への進撃 落介石秘録 7 サンケイ新聞社
東京 サンケイ新聞社出版局 1976221P18CM
閉架 00891“385

近代沖縄の歴史と民衆 沖縄歴史研究 別冊 沖幌歴史研究会/編    支那小史 黄河の水 角川文庫 155 鳥山, 喜一

波照間島民俗誌 叢書 わが沖縄 別巻 谷川, 健一/編 宮良,   中国近代史話 黄, 敬華/編 健谷, 修′ヽ

シルクロードの終着駅 講談社現代新書 555 長沢, 和俊     藩介石と国民革政府 現代支那史 3 Aman■ 9 Gustav
東京 講談社 1979219P18C14
属ロヨ晨 0089i6994 0

220    046

米英東亜侵略史 大川9 周明

東京 第一書房 1942162P19CH
閉架 0039145940

220     Y89

東洋学の創始者たち 吉川, 幸次郎

東京 講談社 1976320P19CH
日ロヨ晨 003916411 5

221。 05  K141

倭国関係 三国史記 金9 -  〔ほか〕撰 鈴木, 武樹/in訳   222.07 H34
東京 大和書房 1975303P19CM
働ロタ晨 008916491 7

221。 055 116

三国遺事 全 一然 朝鮮史学会/1n
東京 図書刊行会 19711"22C14
日目窃昌 008916101 2

221。 035 K049

慶州博物館 附 :新羅遺蹟 国立慶州博物館/編
[慶州]国 立慶州博物館 19751'り 26CM

閉架 0089155006

221.055 SH57

慶州文化財散歩 秦
` 

弘 [雙 ]

東京 学生社 1973208P19CM
閉架 0089154991

221。 06 K141

金日成抗日革命期著作選集 金。 日成
東京 三省堂 1975202P20CM
閉架 0089156244

221.07  K141

現代朝鮮史 金, 漢吉
平壌 外国文出版社 1979550P21CM
属目醐晨 008915275 0

222     D27/3

大支那大系 第二巻 政治 0外交篇 岸田, 英治 榛原, 茂樹    222.07 SA65/10
東京 高里閣書房 1950691P19CM 毛沢東の敗走 蒋介石秘録 10 サンケイ新聞社



東洋史
東京 サンケイ新聞社出版局 1976″ lP 18C‖

閉架 00891“391

222.07  SA65/11

真相・西安事件 藩介石秘録 11 サンケイ新聞社
東京 サンケイ新聞社出版局 1976223P18CM
開架 0089166409

222.07  SA65/12

日中全面戦争 薄介石秘録 12 サンケイ新聞社
東京 サンケイ新聞社出版局 1976223P18CH
酔 00891“417

222.07  SA65/13

大東亜戦争 藷介石秘録 13 サンケイ新聞社
東京 サンケイ新聞社出版局 1977223P18CM
開架 0089166425

222.07  SE17

延安革命 Selden, Mark 小林, 弘二/〔 ほか〕訳
東京 筑摩書房 1976288P19CH
閉架 0089146047

222.07  ST6

中国日記 Stilwel19 J oseph 石堂, 清倫
東京 みすず害房 1966517P19CM
開架 0089147672

222.07  T012

支那国定排日読本 東亜経済調査局/編
東京 東亜経済調査局 1929155P25CM
開架 0089146542

222.07  Y58

中国人民革命史論 矢野,― 仁一

[ ]三 島海雲 1966282P19CH
閉架 0089147625

222.074 TA29

実東政権の正体 高木, 翔之助
天津 北支那社 1957155P19CH
閉架 0089146155

222.075 N16

抗日支那の究明 現代支那全集 第二巻 長野, 朗
東京 坂上書院 1957■2P20CM
閉架 0089146528

222.077 Y86

新中国のたんじょう 少年少女おはなし世界歴史 22 苦日, 悟郎
久坂, 二郎

東京 岩波書店 1970187P22CH
開架 0089162525

222.l   D25

動くJLt 第二国民会編集部/編
東京 第二国民会出版部 1957277P19CH
閉架 0089146059

222.4   E29

霧社の血桜 江川, 博通
千葉 江川博通 1970356P18CM
閉架 0089148092

222.5   F67

満州建国と五省め富源 藤田, 政吉
奉天 満州通信社 1952602P19CH
閉架 0089148415

222.5   H52

我が満蒙日記 原田, 政盛
東京 綿正社 1%2151P22CM
開架 0089148795

222:5   H92                                       -

見果てぬ夢 星野, 直樹
東京 ダイヤモンド社 1965526P19CM
閉架 0089156905

222.5   Y24

満州建国の歴史 山口, 重次
東京 栄光出版社 1975465P19CH
閉架 0089148425

225     142

東南アジア現代史 亜紀・現代史叢書 6 今川9 瑛―

?2 1"-J' 
-=-=-===東京 亜紀書房 1972369P18C‖

閉架 ∞89164554

225。 l   MA31

印度支那の民族と文化 松本, 信広
東京 岩波書店 1942575P22C14
開架 0089148811

224     KA43

日本軍政とインドネシア独寺 早稲田大学社会学研究所翻訳選書 Ka
nahele, George 後藤, 乾一/〔ほか〕訳

東京 維新報知社 1981558P22CH
閉架 0089148845

226     P59

世界戦争の近東に於ける来由 東亜研究所資料丙第二百九十号C Pi
chon, 」ean 皆りll夕 [鉾]彦/訳

東京 東17AF7F 1942 247P 21CH
開架 0089161426

234.072 B78/2

プリューニング回顧録 一九一八～三四年 下巻 Bruning,
Heinrich 金森, 誠也/〔ほか〕訳

東京 べりかん社 1977 199 22CM

開架 0089151445

234。 072 F28

ヴアイマルからナチズムヘ Fischer, W01fram 加藤
, 栄―/訳

東京 みすず書房 1982170P20CM
開架 0089151120

234。 072 H64                       .
ベルリン 1928-1933 子れ  正

東京 せりか書房 1982512P22CH
閉架 0089151510

234。 072 H77
ヒトラーは語る Hitler, Adolf 鹿毛, 達雄/訳

東京 中央公論社 1977208P19CH
閉架 0089142889

234。 072 KA74

ワイマ‐ルの落日 加瀬, 俊―

東京 文藝春秋 1976286P19CH
閉架 0089164859

254.074 65る

ゲッベルスの日記 Goebbels, Joseph 西城, 信/
訳

東京 番町書房 1974554P19CH
閉架 0089152585

254。 074 165/1
ヒトラーの戦争 上巻 Irving,
Wdel 赤羽り 龍夫/訳

Davld John Ca

東京 早川書房 1983556P200H
閉架 0089142806

234.074 165/2
ヒトラーの戦争 下巻 Irving, David John Ca
Wdel 赤羽, 龍夫/訳

東京 早川書房 1985458P20CM
閉架 0089142814

254.074 MA98

彼らは自由だと思っていた Mayer, MiltOn 田中9 浩
/〔ほか〕訳

′

東京 未来社 1985333P20CH
閉架 0089154756

254.074 N81                    
｀

ヒットラニがそこへやってきた 西, 義之
東京 文藝春秋社 1971346P19CM
開架 0089142871

254.074 P79
ヒトラーの金脈 Pool, James/〔 ほか〕 関口, 英男/
訳

東京 早川書房 1985494P19CM
閉架 0039142905

254。 074 SH87
ベルリン日記  1934‐ 1940 Shirer, William
Lawrence 大久保, 和郎/訳
東京 筑摩書房 1977468P19CH



ZS 1o-i' -===========
開架 0089151528

254。 074 SP5

ナチス狂気の内幕 Speer, ■lbert 品田, 豊治/訳
東京 読売新聞社 1970541P19CM
閉架 0089157598

254。 074 TR4
ヒトラー最後の日 筑摩叢書 213 TrevoF‐ Roper,
Hugh Redwal 橋本, 福夫/訳

東京 筑摩書房 1975279P19CM
閉架 0089142850

255.07  035

レジスタンス 淡, 徳二郎
東京 新人物往来社 1970260P19CM
島目窃爆 008914575 9

256.07  TH5

グルニカ Thomas, GordOn/〔 ほか〕 古藤, 晃/編
東京 TBSプ リタニカ 1981■5P20CM
閉架 0089152599

257。 06  KA95
ムッソリことファシスト運動 川村9 貞四郎

東京 良書普及会 19251押 19CH

開架 0089157077

255。 07  L53

アスピリン・ エイジ 1919～ 1941 ハャカワ・ ノンフイクショ
LelghtOn, Isabel 木下, 秀夫/言尺

東京 早川書房 1971645P20C14
閉架 0089150999

253.07  015

2039年 の真実 落合, 信彦
東京 ダイヤモンド社 1977283P20CM
開架 0089159315

280.4   894

世紀の大行進 G■ nther, 」ohn 内山, 敏/訳
東京 集英社 1%7402P19CM
閉架 0089161194

280.4   164

列伝体史苑散策 入江9 啓四郎
東京 成文堂 1975 51lP 19CM

閉架 0089160594

281     ‖U58
幕末酒徒列伝 村島, 健一

東京 講談社 1979246P200H
閉架 0089151205

281.05  TA24/1959

大衆人事録 東京篇 国勢協会/編  13版         
′

東京 国勢協会 19"861P26CM
属ロヨ昌 008916520 8

281。 04  312

現代入物評論 馬場, 恒吾
東京 中央公論社 1930521P19CM
開架 0089152540

281。 04  C66

昭和之光 中央新聞社/編
東京 中央新聞社 19■ 60r26CH
閉架 0089144992

281.04  085/B

風貌 講談社文庫 土門, 挙
東京 講談社 1977121P15CM
閉架 0089167524

281。 04  152                 1

故人今人 池田, 成彬 柳沢, 健/編
東京 世界の日本社 1949275P21CM
閉架 0089156228

281.04  189

時代を見9人を見る 伊藤, 金次郎
東京 昭和書房 1941575P190H
閉架 0039165518

281。 04  KA22

明治以後の五大記者 嘉治, 隆―

東京 朝日新聞社 1975447P20CM
閉架 0089156772

281。 04  K055

烈婦か妖婦か 国史上問題の女性 国史講習会/編
東京 雄山閣 1941586P2104
閉架 0089156079

281.04 MA31
歴史という闇 松本, 健―

東京 第二文明社 1975265P20CM
閉架 0089160545

281。 04  H125

=國一朗の人物誌 三國, 一朗
東京 毎日新闘社 1982 21lP 20CM

閉架 0089156830

281。 04  ‖045
明治人物夜話 森, 銑三

東京 東京美術 1%9248P19CH
閉架 0089156806

281。 04  N99

世紀の自決 額田, 担
東京 美蓉書房 1968475P200H
開架 0089161202

281.04  091

旧師旧友 大内9 兵衛
東京 岩波書店 1948321P19CH
目目自晨 008915655 8

281.04 SA71

人物春秋 佐 ,々 弘雄
東京 改造社 1953586P19CH
閉架 0089165583

281。 04  SH87

日本富豪発生学 白柳9 秀湖
東京 千倉書房 1951593P20CM
閉架 0089166003

281.04  SU96

忘れたぬ人  々鈴木, 茂二郎
東京 中央公論社 1%1194P19CH
閉架 0089164982

281.04  Y66

昭和人物秘録 矢次, 一夫
東京 新紀元社 1954588P19CH
開架 00891“540

281.04  Y94

私の見た人 古屋, 信子
東京 朝日新聞社 1979254P150M
閉架 0089169429

281.08  N77/9

菅江真澄 常民の発見 日本の旅人 9 秋元, 松代
京都 淡光社 1975231P22CM
閉架 0089140966

231.08  047

定本名将言行録 上 岡谷, 繁実
東京 新人物往来社 1978627P19CH
閉架 0089165729

281.57  H68

平塚市戦歿者名鑑 平塚市教育委員会/編
平塚 平塚市教育委員会 1959,2P22CM
閉架 0089153282

281.57  H68

平塚市傷療軍人名鑑 平塚市市史編さん室/編
平塚 平塚市教育委員会 1%1304P22CM
閉架 0089153290

281.52  F92

信濃路に埋もれた人  々降幡, 千」治
長野 信濃路 1969152P180M
日日自晨 008917019 5

281.55  048

岡崎の人物史 岡崎の人物史編集委員会/編
岡崎 岡崎の人物史編集委員 1979270P22CH
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閉架 0089145267

288141  1`4

天皇の人生 入江, 元彦
東京 彩光社 1956281P18CM
閉架 0089143254

288.41  164

宮中門前学派 入江, 相政/編
東京 TBSプ リタニカ 1981262P20CM
閉架 0089156574

288.41  KA58

肯農の天皇 甘露寺, 受長
凍京 東西文明社 1957261P19Ct4

閉架 0089161111

288.41  K039/1

天皇 第一巻 児島, 襄
東京 文藝春秋社 1974362P19CH         

｀

開架 0089143119

288.41  K059/2

天皇 第二巻 児島, 襄
東京 文藝春秋社 1974546P19CM
閉架 0089145127

238.41 K059/5

天皇 第二巻 児島, 襄
東京 文藝春秋社 1974334P190M
酔  008914315 5

288。 41  K065F

孝明天皇 福地, 重孝
東京 秋田書店 1974266P19CM
閉架 0089143517

288.41  HA92

フォトドキュメント天皇陛下の会話集 Goma Visual 松崎

, 敏弥/〔ほか〕
東京 ごま書房 1982265P19CH
閉架 0089143283

288。 41  ME25H

明治天皇の御日常 日野西, 資博
東京 新学社教友館 1976267P20CH
冒日残昌 008914544 0

288.41  ‖E25K

明治天皇 木村, 毅
東京 新人物往来社 1974180P21CH
閉架 0089145374

288.41  HE25S

明治天皇 坂本, 辰之助
東京 至誠堂 1912307P2504
閉架 0089143382

288.41  ME25T/1

明治天皇御宇史 1 徳富, 猪一郎
東京 明治書院 1939343P19CH
閉架 0089145590

288。 41  HE25T/15

明治天皇御宇史 15 徳宮, 猪―郎
東京 明治書院 1945416P19CM
酔 0089145452

238。 41  ME25T/5

明治天皇御宇史 3 徳富, 猪一郎
東京 明治書院 1940444P1904
開架 0089143608

288.41  ‖E25T/4
明治天皇御宇史 4 徳富, 猪一郎

東京 明治書院 1940457P19CM
属ロヨ昌 008914541 6

288.41  HE25T/9

明治天皇御宇史 9 徳富, 猪一郎
東京 明治書院 1945408P19CM
酔 0089143424

288.41  ‖081                                      
´

天皇ヒロヒト Mosley, Leonard 高田, 市太郎/訳
東京 毎日新聞社 19“ 357P22CH

開架 0089160121

281.64  057

聞き書 丹波の庶民史 奥谷, 松治
東京 平凡社 1977519P19CM
閉架 ∞89155295

282。 l   C55

朝鮮史に生きる人びと そしえて文庫 全9 浩天
東京 そしえて 1977285P20CM
閉架 0089145975

282.2   615

現代中華民国満州帝国人名鑑 外務省情報部/編
東京 東亜同文会 1937699P22CM
閉架 008'148175

282.2 K011
中国富豪列伝 黄9 文雄

東京 経営評論社 1979339P19CM
酔 0089157184

282.2   TA22

中華民国満州帝国 人名地名便覧 タイムス出版社/編
l東京 タイムス出版社 1959225P19CH
開架 0089148235

28212   Y92

現代支那人物論 吉岡, 文六
東京 時潮社 19B209P19CM
碑 0089152516

288.5  SA38
三代の系譜 阪谷, 芳直

東京 みすず書房 1979369P20CM
閉架 0089161004

288.5  SA85

酒田の本間家 佐藤, =疵
東京 中央企画社 1972265P19C‖

閉架 0089160857

288.4   KA74                                       ヽ

天皇家の戦い 加顧, 英明
東京 新潮社 197527P19CM
開架 0039143168

288.4   KU85

大内山 草間, 笙子
東京 共栄社 1947268P19CM
閉架 0089159826

288.4   ‖196

天皇家の秘密 水野, 祐
東京 山手書房 1977265P119C14

閉架 0089143184

238.4  SH99

天皇家の饗婁 秋偲会
東京 徳栄 1978554P28CH
酔  008914317 6

288.4   T021

千代田城 藤樫, 準二
東京 光文社 1958262P1804
昂目自爆 008916555 4

288.41  655‖ノB

帝王後醍醐 中公文庫 村松, 剛
東京 中央公論社 1981494P15CM
醜 0089169171

288.41  085

ミカド Griffis, William Elllot
齢 慮

東京 研究社 1972276P21CH
酔 0089145366

288。 41  H55

歴代天皇紀 肥後, 和男/薇看
東京 秋田書店 1972638P21CH
閉架 0089143457

288.41  H87

天皇不親政の伝統 洞, 富雄
現に男言  礫訴嘴討権L 1984 268P 19CH

亀井,
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鵬目aに 008914534 1

288.41 SA51

天皇の年輸 樹原, 亀之甫
東京 サンケイ出版 1981238P19CM
酔 0089145242

288.41  SU39

天皇さまお脈拝見 杉村, 昌雄
東京 新潮社 1982215P19CM
閉架 0089143192

288.41  SU96

天皇さまのサイン 鈴木, 一

東京 毎日新聞社 1962225P19CM
閉架 0089163422

288。 41  TA45

天皇陛下 高官, 太平
東京 酎燈社 1951454P21C‖

閉架 0089145275

238.41  T021

天皇とともに二十年 藤樫, 準二

東京 毎日新聞社 1977250P19CM
開架 0089143200

288.41  T021

陛下の人間宣言 藤樫, 準二

東京 同和書房 1946159P1804
覇ロヨ晨 008914355 8

288.41  Y81

天皇 。その涙と微笑 読売新聞社社会部/編
東京 現代出版 1976501P18CM
閉架 0089143143

288.42  F97

皇太子殿下御外遊記 二荒, 芳徳 澤田, 節蔵
' 東京 東京日日新聞社 1924 51lP 22CM

閉架 008915■ 9

288.42  SH96U

斑鳩の白い道のうえに 上原, 和
東京 朝日新聞社 1975305P20CM
閉架 0089154132

288.42  TA54

若竹のごとく 高杉9 善治
東京 読売新聞社 1968246P18CM
閉架 0089145465

288.44  C41

秩父官棄仁親王 芹澤, 紀之/編
東京 秩父宮を偲ぶ会 197098ア 27CM

閉架 0089141220

288。 44  SU96

和宮親子内親王 鈴木, 厚
東京 創造社 1945358P18CM
閉架 0089143291

288.6   SH69

日本の家紋 進士, 慶幹 加藤, 秀幸
東京 新人物往来社 1964262P22CM
閉架 00891男551

288。 9   SE76

国旗「日の九」間答 瀬尾, 芳夫
東京 国民精神総動員中央連 19389P21CM
閉架 0089144505

289。 l  A12A

阿部定 粟津, 潔 井伊, 多郎
東京 田畑書店 1976247P19CM
開架 00891,489

289。 l   A12S

阿倍仲麻呂伝研究 杉本, 直治郎
東京 育方社 1940852P22CM
閉架 0089139497

289。 l   A16

安達謙蔵自叙伝 安達, 離蔵
東京 新樹社 1%0570P18CM
開架 0039139471

25 1"-t' =g===-=====:

289。 1   125

鳴呼相沢誠中尉 相沢, 謙之輔/in
東京 相沢国忠 194546P21CM
閉架 0089139448

289。 l   A52

明石大将越南日記 明石, 元二郎 村田, 安定/編
東京 日光書院 1944188P21CM
島目a晨 008915945 5

289。 l   A42T

甘粕大尉 角日, 房子
東京 中央公論社 1975510P19CH
醜 0089159513

289.l   A460                         1

阿南催幾伝 沖, 修二

東京 講談社 1970344P21CM
開架 ∞89139505

289.l   A47/1

詢建物語 安藤, 照
東京 福永書店 1927540P19CM
属ロタ晨 008915971 9

289。 l   A47/2

お燿物語 続 安藤, 照
東京 福永書店 1927462P19CH
閉架 0089159727        .

289。 l   A47‖

ヨ鯉 本山, 荻舟
東京 報知出版社 1947231P19CM

閉架 0039159701

289.1 . A62

ある広告人の日記 新井, 静一郎
東京 ダヴイッド社 1975545P19CM

閉架 0089150382

289.l   A72

波浪 有馬, 玄
東京 創造社 1975240P19CM
閉架 008915Ю19

289.1   176

有末精三回顧録 有末, 精三
東京 芙蓉書房 1974536P19C14         ‐

開架 0039159521

289.l   A32

老記者の思ひ出 朝比奈, 知泉
果泉 中央公論社 19■ 418P19CM

閉架 0089139465

289。 1   812n

馬場 [鉄]一伝 青木9 信光
東京 青木信光 1945615P22CH

属目a諷 008914167 5       
′

289。 1   057

田健治郎伝 田健治郎伝記編募会/編
東京 田健治郎伝記編慕会 1952686Pお側

閉架 0089141279

289。 l   E29

担魔展図録
三島 佐野美術館 197562P26C14

閉架 00891'851

289。 l   E32

江木翼伝 江木翼君伝記編纂会/編
東京 江木翼君伝記編纂会 19"6“P22CM
開架 0089139869

289。 l   E39S

軍神江下武二正伝 宗, 改造
東京 江下武二正伝刊行会 1955259P19CM
閉架 0089139877

289.l   F68K

藤原仲麻呂 人物叢書 153 岸, 俊男 日本歴史学会/編 2版
東京 吉川弘文館 1973452P18CM
閉架 0089153985



====  伝 記
289.l   F74K

福田大将伝 黒板, 勝美
東京 福田大将伝刊行会 1937527P25CM
闘架 0089141951

289.l   F89

青山関話 船田, 中
東京 ―新会 1971256P19Ct4
閉架 0089142616

289.l   F94N

含童の人 野原, 一夫
東京 文芸春秋 1982229P20CH
閉架 0089141956

289。 l   F94U

そのひと 臼井, 吉見/編
東京 径書房 1980290P20C‖
属ロヨ晨 008916267 1

289.1   672H

吾等の知れる後藤新平伯 三井9 邦太郎/編
東京 東洋協会 1929370P25CH
開架 ∞89140656

289.l   H22F

浜田青陵とその時代 藤岡, 謙二郎
東京 学生社 1979188P20CM
属ロヨ晨 008914172 5

289。 l   H25

遺稿 随感録 浜口, 雄幸 浜口, 富士子/編
東京 三省堂 1951200P20CH
閉架 0089141691

289.l   H25A

平民宰相 滉口雄幸 尼子, 止
東京 宝文館 1950541P19CH
閉架 0089141709

289.l   H23K

父 浜口雄幸 北日, 悌子
東京 日比谷書房 1%2 51lP 19CH
閉架 0089141685

289。 l   H28S

塙保己―伝 阪本, 百次郎
東京 温故学会 192759P19Ct4
閉架 0089155944

289.l   H311

平民宰相 原敬 井上, 雅治
東京 三松堂 1921408P19CM
閉架 ∞89141758

289.l   H36

支倉常長伝 支倉常長顕彰会/編
仙台 宝文社 1975256P22CH
閉架 ∞89140917

289。 l   H41

巣鴨日記 畑, 俊六 小見山, 登/編
東京 日本文化連合会 1977364P19CH
日目麟晨 008916278 8

289.l   H41U

忠鑑 畑元帥 梅谷, 芳光/編著
東京 国風会本部 1%4391P20CM
閉架 0089141659

289。 l   H48

わが七十年を語る 林, 権助/述 岩井, 尊人/編著
東京 第一書房 19弘

`ア
20CM

閉架 0089141755

289.l   H48

林有造翁の獄中記 林, 有造
高知 宿毛明治百年祭施行協 1963194P1904
酔 0089141741

289.l   H66

平沼瑛一郎回顧録 平沼膜―郎回顧録編纂委員会/編
東京 平沼瑛―郎回顧録編纂 1955557P22CM
閉架 0089141899

289。 l   H68

26 1'-i' ===-:==s=:
伯爵平田東助伝 平田伯伝記編纂事務所/編

東京 平田伯伝記編事事務所 1927568P25CH
閉架 0089141881

289。 l   H85H

陸軍大将 本庄繁 林, 政春
東京 青州会陸軍大将本庄繁 1967420P22CM
閉架 0089141972

289.l   l185T

いっさい夢にこざ候 角田, 房子
東京 中央公論社 1972505P20CM
閉架 0039141980

289。l  H89                           ′

流花橋に死す 堀本, 武男
東京 堀本T麟 1977279P190H
閉架 0089160584

289.l   H92

時代と自分 星野, 直樹
東京 ダイヤモンド社 1968298P18CM
閉架 0089165542

289。 1   115A
一万田尚登伝 阿部, 康二

覇に男
=  

覇にメニ1嘗奮富 1955 517P 180M
閉架 00891'653

289。 1   125

伊渡普獣人と思想 外間, 守善/編
東京 平凡社 1976340P19CM
鵬目醐晨 008915972 9

289.l   152

財界回顧 池田, 成彬
東京 世界の日本社 1949502P210H
開架 0089159547

289.l   132S

聞書池田勇人 塩口, 喜乙
東京 朝日新聞社 1975294P19CM
閉架 0089159554

289.1   145                                                ,

今井嘉幸自叙伝 五十年の夢 神戸学術叢書 今井, 嘉幸 松岡,

文平/解説      .
神戸 神戸学術出版 1977249P21CM
開架 00891,760    ｀

289.1   144/1

檻の中の猿 今村均大将回想録 第 1巻 今村, 均
東京 自由アジア社 19“ 298P19CH
閉架 0089159792

239。 1   144/2

皇族と下士官 今村均大器回想録 第2巻 今村, 均
東京 自由アジア社 1960304P19CM
閉架 0089156Ю l

289。 1   144/5

大激戦 今村均大将回想録 第3巻 今村, 均
東京 自由アジア社 1960 31lP 19C‖

閉架 0089151559

289.1   144/4

戦い終る 今村均大将回想録 第4巻 今村9 均
東京 自由アジア社 1960298P18CH
儡目多晨 008916562 0

289。 1   149

井村恒郎・人と学問 井村恒郎著作集 別巻 懸日, 克錫/編
東京 みすず書房 1985504P200M
閉架 0089155381

289.1   1520

農村青年‐稲垣稔 岡田9 洋司
東京 不二出版 19853“ P19CM
閉架 00891"“ 1       _

289.l   155

藻汐草 井野, 碩哉
[ ]暁 山会 1978291P22CM
聞架 ∞89162759

289.1   156



伝 記

私の東拓回顧録 猪又, 正一

東京 龍渓書舎 1978174P19C‖

閉架 0089159711

289。 1   157

井上成美 井上成美伝記刊行会/編
東京 井_LM伝記刊行会 1982575P21CM

閉架 ∞8915%79

289.1   157

薫風去りてまた還らず 井上晴九追億出版刊行会/編
東京 井上晴丸追憶出版刊行 1974546P22CM

閉架 0089156418                 '

289.1   157/1

炎の求道者 井上, 日召 東光山護国寺再建委員会/編
東京 毎日新聞社 1973526P19CM
開架 0089159695

289.1   157/2

炎の求道者 井上, 日召 東光山護国寺再建委員会/編
東京 毎日新聞社 1979526P19CH
閉架 0089139705

289.1   159

ある歴史の娘 犬養, 道子
東京 中央公論社 1977445P200M
閉架 0089150890

289.1   159/B

花々と星々と 中公文庫 犬養, 道子
東京 中央公論社 1974527P15CM
融 008916716 7.

289。 1   171

ある救霊看護婦の従軍日記 石橋, ミサニ 石橋, 喜六/編
田沢湖町 石橋喜六 1979406P19CM
酔 0089150866

289.1   174Y

悲劇の将軍石原莞爾 山口, 重次
東京 世界社 1952320P19CM
閉架 0089159570

289。 1   175

回想八十八年 石井, 光次郎
東京 カルチヤー出版社 1976497P21CM
閉架 0089139588

289。 1   183

お母さんの思い出 石屋, 愛
東京 光和堂 1981217P20CH
閉架 0089144325

289.1   187T

板倉伊賀守 田村9 栄太郎
東京 三元社 1941242P19CM
鵬目窃晨 008913960 4

289.1   189/1

伊藤博文伝 上巻 春畝公追頌会/編
東京 統正社 19401050P21CM
酔 0089159757

289。 1   189/2

伊藤博文伝 中巻 春畝公追頌会/編
東京 統正社 1940105,P21CM
閉架 00891p745

289。 l 189/5
伊藤博文伝 下巻 春畝公追頌会/編

東京 統正社 19401015P21CH
閉架 00891,752

289.1   1891

炎の女 伊藤野枝伝 岩崎, 呉夫
東京 自由国民社 1970297P1804
鵬目a健 008915965 8

289。 1   189Y

提督伊藤整―の生涯 吉田. 満
東京 文藝春秋 1977259P19CM
日目現熙 008915962 0

289.1   198

伊沢多喜男 伊沢多喜男伝記編纂委員会/編

東京 羽田書店 1951405P19CM

閉架 ∞89159562

289。 l KA76
春及鷹随談 鹿島, 守之助

盛岡 岩手放送株式会社 19"28P19CM
閉架 00891“625

289.l KA86
加藤寛治夫詩伝 加藤寛治大膊伝記編纂会/編

東京 加藤寛治大府伝記編纂 19411070P22CM

閉架 0089140521

289.l KA9■
河合栄治郎伝 江上, 照彦

東京 社会思想社 197138P21CM
閉架 ∞89140347

289.l   KA94

留守日記 河上, 秀
東京 筑摩書房 1%7379P200M
閉架 0089160568

289.l   KA94/1

河上肇獄中往復書簡集 上 一海, 知義/編
東京 岩波書店 1986587P19CH
閉架 0089140354

289。 l   KA94/1

晩年の生活記録 上 河上, 肇
東京 第一書林 1958293P19CH
閉架 ∞89140570

289.l   KA94/2

河 卜肇獄中往復書簡集 下 ―海
` 

知義/編
東京 岩波書店 1987417P19CH
閉架 0089140562

289.l   K094/2

晩年の生活記録 下 河上, 肇
東京 第一書林 1958280P19CM
閉架 0089140588

289.l KA99S

風見章とその時代 須田, 禎一

東京 みすず書房 1965228P19CM
閉架 0089140515

289.l   K129K

六鼓菊竹淳 木村, 栄文
福岡 葦書房 1975677P20CM
閉架 0089140412

289。 l K159
木村礎年譜 木村, 礎

東京 木村 礎 1984129P22CH
開架 0089140529

289`l   K158

六十年のあゆみ 木代, 修一

東京 木代修一教授出版記念 1%171P21CM
閉架 ∞89145767

289.l   K158Y

炸 ,31lti  l菫 r,おこ,    難
東京 東洋書館 1957558P19CM
閉架 0089140458

289。 l   K161‖

北一輝論 村上, 一郎
東京 三一書房 1970188P20CM
閉架 0089140446

289.l   K161‖    、

北一輝 川合, 貞吉
東京 新入物往来社 1972262P19CH
閉架 0089140453

289。 l   K161N

北畠親房公景伝 中村, 直勝
京都 星野書店 1945578P22CH
閉架 0089140495

289。 l   K161T

北―輝 田中, 惣五郎 増補版
東京 三―書房 197145P200M



伝 記

閉架 0089140461     1

289.l K17211

北自川官永久王殿下 中島, 武 改訂版
東京 清水書房 1942165P21CM

開架 0089140487

289.l K012S
小村寿太郎 新伝記叢書 信夫9 淳平

東京 新潮社 1942555P19CH
開架 0089140719

289。 l K017K
重工業王 小平浪平 加波, 晒三

東京 龍崖社 1939269P19CM
目目自晨 008914062 8

289。 l   K018

われ敗れたり 児玉, 誉士夫 改訂版
東京 東京出版社 1949291P19CH
儡目自爆 008916495 8

289。 l K038K

届かなかつた手紙 小泉, タエ

東京 講談社 1976255P19CM
開架 0089163802

289.l   K039
-老政治家の回想 古島, 一雄 2版

東京 中央公論社 1%9295P20CH
臓目自晨 008914194 9

289.l K059
古島‐雄清談 古島, 一雄 毎日新聞社/編

東京 毎日新聞社 1951314P19CM
閉架 0089153787

289。 l   K057

大陸への悲願 駒井, 徳三
果ふ 大日本雄弁会議談社 1952531P19CH
開架 0089163182

289。 l   K076

河野一郎自伝 河野, 一郎
東京 徳間書店 1%5269P20CM
閉架 0089140594

289.l   K076

回想 河野与― 多麻 河野先生の思い出刊行会

東京 信山社 1986522P200H
閉架 0089140602

289.l   K077A

宰相 近術文麿の生涯 有篤, 頼義

東京 講談社 1970315P20CM
閉架 0089140677

289.l   K077F

非常時局にたつ 近衛公 福岡, 醇祐/編著

東京 東京閣 1957405P19CM
属ロタ健 008914065 1

239。 l K0771
近衛文麿 清談録 伊藤, 武/編

東京 千倉書房 1936287P19CM
閉架 0089140“ 9

289.l K0770
近衛文麿 岡田, 文夫

東京 春秋社 1959357P19C14

閉架 0089140644

289。 l K077Y
濁流 山本, 有三

東京 毎日新聞社 1974224P20CM
開架 0089151731

289。 l   K078
-殺多生 小沼, 正

東京 読売新聞社 1974397P20CH

開架 0089154256

289.l   K092

嵐の十年 古田中, 正次

東京 実業之日本社 1975317P19CH

閉架 0089150858
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289.l   K092

弱兵記 』寵 9 重夫
[ ]斉 藤景 1985110P19CM
閉架 00891“052

289。 l   Kl182

-海軍士官の半生記 草鹿, 龍之介
東京 光和堂 1975Ю2P20CM
閉架 0089140545

289。 l   KU82

連合艦隊 草鹿, 能之介
東京 毎日新聞社 1956228P18CH
開架 0089140552

289.l   KU82

提督 草鹿任― 草鹿提督伝記刊行会

東京 光和堂 1976479P20CM
閉架 0089140560

289。 l   KL132

久坂玄瑞全集 久坂, 玄瑞 福本, 義亮

徳山 マツノ書店 1978796P22CM
閉架 0089154058

289。 l Kt1821C

国崎定洞 川上, 武 上林, 茂暢
東京 勁草書房 1970390P19CH
酔 0089140008

289.l KU83K
勤王奇傑 目柳燕石伝 早難, 金四郎

東京 文友堂書店 1959534P19CM
閉架 0089141915

289.l MA35/1
回顧録 1 牧野, 伸顕

東京 文芸春秋新社 1948277P19CM     
｀

開架 0089142004

289。 l   HA35S

牧野伸顕伯 下園, 佐吉
東京 人文閣 1940259P19CH
閉架 0089141"8

289。 1   ‖A57

牧田甚一追悼集 「牧田甚―追悼集J編纂委員会/fr
東京 熊谷組 1987645P27CH
覇目自晨 008915717 6

289.l MA66
増田甲子七回想録 増田, 甲子七

東京 毎日新聞社 1984364P23C‖

閉架 0089157168

289。 1   ‖A77

松井担 松井担遺稿・追悼集刊行会/編
東京 松井坦遺稿・追悼集刊 1981228P20C‖

閉架 0089142012

289。 l   MA31

自由と解放へのあゆみ 松本, 員枝/述 松本員横聞き聞きの会/編
東京 ドメス出版 1980214P20CM
閉架 0089165658

289。 1   ‖n31‖ノB

松本奎堂 中公文庫 森, 銃三

東京 中央公論社 1977■2P15CH

醜 008916790 2

289.l   HA86

松同洋右 松岡洋右伝記刊行会/編
東京 講談社 19741262P22CM
閉架 0089142020

289.l   MA86‖

人間松岡の全貌 森, 清人
東京 実業之日本社 1955314P19CM
閉架 0089142038

289.1   ‖A86T/B2

松岡洋右 下巻 新潮文庫 321-2 豊田, 穣

東京 新潮社 1985594P15CH
閉架 ∞89167928



==============================■       1云   冒巳
289.l   M124

回想の三木清 三一書房編集部/編
京都 三一書房 1948226P19C14

閉架 0089142046

289。 l   M1561

南方熊楠 人と思想 飯倉, 照平/編
東京 平凡社 1974320P20CM
閉架 0089142061

289。 1   ‖136H
父 南方熊構を語る 南方, 文枝

東京 日本エディタースクー 1981282P20CH
閉架 0089142079

289.1   ‖157H
くまくす外伝 平野, 威馬雄

東京 滞書房 197241P20CM
閉架 0089156368

289.l   H137‖

南次郎 御手洗, 辰雄/編
東京 南次郎伝記刊行会 1957578P22CM
閉架 0089142087

289。 1   ‖1380

成吉思汗ハ源義経也 小谷部, 全一郎
東京 富山房 1924300P22CM
閉架 0089142798

289.1   ‖177ノB

網走の覚書 国民文庫 813 宮本, 顕治
東京 大月書店 1975182P15CM
閉架 008916“98

289.1   ‖186

ある時代の手記 宮内, 勇
東京 河出書房新社 1975278P20C14

閉架 0089150932

289.l   H195

わたしの歴史 溝上, 泰子
東京 未来社 1975161P51CH
閉架 0089142055

289。 l M045K/B
洋上の点 中公文庫 小島, 直記

東京 中央公論社 1982"″ 15CM

開架 0089169528

289.l H055A
考古学の殉教者 浅田, 芳朗

東京 柏書房 1982225P20C‖

閉架 0089142157

289.l   MU45

海軍大将 村上格一伝 村上海軍大将伝記編纂幹事/編
平塚 村上海軍大将伝記編纂 1955552Pあ C‖

閉架 0039142129

289.1   ‖U45H

巨人 薫騰実 行上, 貞一

東京 新潮社 1957528P20CM
閉架 ∞89140800

289.l   HU95

軍務局長 武藤章回想録 武藤, 章 上法, 快男/編
コに属質  響 房亭 1981 514P 200M
閉架 00/89142111

289.l   N14

永井柳太郎 『永井柳太郎』編纂会/編
東京 勁草書房 1959571P22CM
閉架 0089141456

289.l   N18

官僚二十五年 長岡, 隆一郎
東京 中央公論社 193971P20CM
閉架 0089154702

289。 l   N22H

初代長瀬富郎伝 服部, 之総
東京 r― MI十年史編纂 1940391P22CH
閉架 0089141451

289.l   N29A/B

A 1o-i' ===========s3

竜の星座 中公文庫 青江, 舜二郎

東京 中央公論社 1980551P15CM

閉架 0089168587

289.l   N51Y

義人仲田源蔵 山口9 健治

金谷町 金谷郷土史研究会 198158P21CM

閉架 0089141493

289。 l   N34W

巨人中島知久平 渡部, 一英

東京 鳳文書林 1955466P19CM
閉架 0089141485

289.l   N39

明治
奨芸干碁雇穀1魔「 :5υ弓濡言

中野,卓ィ編
閉架 0039156798

289。 l   N55

三代の天皇と私 梨本, 伊都子

東京 講談社 1975289P19CM
閉架 0089145325

289。 l   N81

西日信春書簡・追憶 西日, 信春 石堂, 清倫/〔ほか〕編
東京 土筆社 1970555P20C‖

日目醐晨 008914155 0

289.l   N87

軍神西住大尉と母校御船中学 御船中学校/編
熊本 熊本県立御船中学校 1939565P20C14

開架 0089141545        .

289.l   N88N

戦争と日本阿片史 二反長, 半
東京 すばる書房 1977222P22CM
閉架 0089161889

289.l   N95

野口英世 少年期 野口英世諏会会/編
東京 野口英世記念会 195,187P19CH

閉架 0089159559

289.l   N95                         
・

野口博士とその母 野口英世記念会/編
東京 野口英世記念会 1959180P19CH
開架 0039159547

289.l   N95K

野口遵 鴨居, 悠
東京 東晃社 1945548P21CH        .
閉架 0089141600

289.1   01lF

蒙塵 小浜大佐伝 松本, 繁
東京 日本工業新聞社 1982502P2004     、

閉架 0089140701

289。 1   025

緒方竹虎 修獣通信/編
東京 修獣通信 1956208P21CM
開架 0089140032

289.1   023

緒方竹虎 緒方竹虎伝記刊行会/編
東京 朝日新聞社 1%5221P21CM
閉架 0089140065

289.1   025A

評伝尾形亀之助 秋元9 潔
東京 冬樹社 1979414P21CH
働目窃晨 008914002 4

289.1   023S

回想の緒方竹虎 桜井, 清/編
東京 東京と福岡社 19561"P49CM
閉架 0089140040

289.1   026T

小倉正恒伝 古田俊之助伝 日本財界人物伝全集 第十巻 栂井9 義

雄
東京 東洋書館 1954518P18CM
開架 0089158729

289。 1   029



===============================      嬌云  言巳
大平上方回顧録 大平正芳回想録刊行会/編著

東京 鹿島出版会 1985657Pお 田
開架 0089159976

289.1   029

大平正芳 附・追悼文 財政と経済を語る会/編
東京 財政と経済を語る会 1981413P31CM
開架 0089160097

289。 1   055‖

禄亭大石誠之助 森長, 英二郎
東京 岩波書店 1977524P21CM
開架 0089139885

289.1   038

岡田唇介 岡田大将記録編纂会/編
東京 岡田大将記録編纂会 1956508P21CH
閉架 0089140016

289.1   038

戦中。戦後 岡田, 聰
東京 図書出版社 1976269P20CH
閉架 0089161970

289.1   045F

岡村寧次大将 松木, 繁
東京 河出書房新社 1984558P21CM
閉架 0089140081

289.1   054

不器用な自画像 奥平, 俊蔵
東京 柏書房 1985457P21CH
開架 ∞89140107

289.1   064‖

大村純忠伝 松田, 毅一 改訂版
東京 教文館 1978465P21CH
開架 00891"984

289.1   066S

特攻の思想 草柳, 大蔵
東京 文藝春秋 1972500P19C‖
閉架 0089165919

289.1   077                   ・

―銀行家の回想 大島, 堅造
東京 日本経済新聞社 1965529P18CH
閉架 ∞89139968

289。 1   077K

大塩平八郎 幸田, 成友 初版
東京 創元社 1942270P18CH
属ロヨ晨 008915990 1

289.1   077K/B

大塩平八郎 中公文庫 幸田, 成友
東京 中央公論社 1977206P15CM
閉架 0089168462

289.1   081
いちじく 大田, 正孝     ‐

東京 政経社 1974Ю7P1904
閉架 00895"45

289。 1   084    ´

憲兵 大谷9 敬二郎          、

東京 新人物往来社 1975254P19C14
閉架 ∞89139950

289.1   095H

大山定一 吉川, 幸次郎 富士, 正晴
東京 創樹社 1977228P190H
閉架 00891"992

289.1   096

号堂自伝 尾崎, 行雄
東京 号堂自伝刊行会 1957456P19CM
閉架 0089140172

289。 1   096/1

尾崎三良自叙略伝 上 尾崎, 三良
東京 中央公論社 1976358P200H
鵬ロヨ爆 008914144 4

289.1   0961

尾崎行雄伝 伊佐, 秀雄

50 1"-J' =---======
東京 尾崎行雄伝刊行会 19511566P210M
閉架 0089140156

289.1   0961

尾崎行雄伝 伊佐, 秀雄
東京 一洋社 1947469P18CM
閉架 0089140164

289.1 0%K
尾崎秀実伝 風問, 道太郎

東京 法政大学出版局 1968551P19CH
閉架 0089140115

289。 1 0960
回想の尾崎秀実 尾崎9 秀樹/編

東京 勁草書房 1979309P19CM
閉架 0089140149

289。 l   R,2

頼山陽 安藤, 英男
東京 自力1書院 1975255P22CM
閉架 ∞89142459

289.l   R121                                 
｀

随筆頼山陽 市島, 謙吉 改訂決定
東京 輸墨同好会 19“ 61r20CM
閉架 0089142475・

289。 l SA18A
西園寺公望 人物再検討叢書 安藤, 機器

東京 自揚社 1938246P18CM
閉架 0089140755

289.l   SA18A

西園寺公と湖南先生 安藤, 徳器
フに男置  層言渭事讐嘗房亭 1936 251P 25CM
閉架 0089140750

289。 l   SA18A

目公秘話 安藤, 徳器 再版
東京 育生社 1940251P200H
鵬月夕晨 008914252 5

289。 l   SA18H

西郷隆盛紀行 橋力L 文三
東京 朝日新聞社 1985222P19CM
閉架 0089140784

289。 l   SA18K

西園寺公望 木村, 毅
東京 沙羅書房 1948576P18CM
閉架 0089140727

289。 l   SA18K

随筆 西園寺公 小泉, 策太郎
東京 岩波書店 1959493P19CM
閉架 0089140768

289。 l   SA18K

人間 西園寺公 北野, 憩
東京 大鳥書院 1941578P19CM
閉架 008914077`

289.l   SA18S

西園寺公望伝 自柳9 秀湖
東京 日本評論社 1929650P19CH
開架 0089140745

289.l   SA18T

陶庵公 竹越, 与=郎
東京 叢文閣 1955540P19CH
閉架 0089142657

289.l   SA25

私の波濤 実松, 譲
東京 光入社 1975265P20CM
開架 00891縛

“

7

289。 l   SA251

何故に鷲騰隆夫君は懲罰に附せられたる手 今井, 新造
東京 今井新造 194020P19CM
閉架 0089140792

289.l   SA29

ある華族の昭和史 酒井, 美意子
東京 主婦と生活社 1982257P190H



伝 記

酔  008914451 5                               _

289。 l   sA320

男爵 坂本俊館伝 大田, 阿山
東京 東亜協会 1942484P21CM
属目自腱 008914032 6

289.l   SA45‖

正伝 佐久間艇長 法本, 義弘
東京 国民社 1944661P21CM
閉架 0089140854

289.l SA66
永遠なる青春 桟敷, よし子

弱 言 観 靴
"75 236P l矧開架 0089152052

289。 l   SA75

勤王秘
委 讐登藉考賃ヨ晃牽 2窒『

木,高 行 津田,茂 唐/編

閉架 0089140342

289。 l   SA85

佐藤寛子の「宰相夫人秘録」 佐藤9 寛子
東京 朝日新聞社 1974315P19CM
閉架 0089140859

289.l   SA85/B

呼類
の
華蒻 98霧岸f私ぎ言藤'鋳

閉架 0089168678

289.l  SE17

静寛院宮 寺門, 咲平 再版
東京 静寛院官刊行会 1954264P19C14
閉架 0089142“ 5

289.l SE24M
敷島隊の五人

1森
, 史朗

東京 光入社 1986654P20CM
閉架 0089162069

289。 l   sE641

千石興太郎伝 石井, 満
東京 産業組合新聞社 1939621P20CM        て

閉架 0089141014

289.l   SH21

楽翁公伝 渋澤9 栄一

東京 岩波書店 1957 4Ю P 25CH
閉架 0039142566

289。 l   SH21K

渋沢栄―伝 幸田, 露伴
東京 岩波書店 1941317P19CM
酔  0089140955

289.l   SH21T

渋沢栄一伝 +目9 喬雄
東京 改造社 1951347P19CM
閉架 0089140941

289.l sH28T
重光向陽小伝 豊田, 国男/編 西, 香山/編

別府 =害の文化社 1957209P22CH
閉架 0089140891

289。 l   S脇
沖縄の島守 島田叡 島田叡氏事跡顕彰会/編

神戸 島田叡氏事跡顕彰会 1964551P21CH
閉架 0089159586

289.l   SH461

島津斎彬公伝 池田, 俊彦
東京 岩崎育英奨学会 1954465P2204
閉架 0089141246

289。 l   SH55

下山総裁の追億 下山定則氏記念事業会/編
東京 下山定則氏記念事業会 19516絆 19CM

開架 0089162572               、

289.l   SH64

ワイマール・ ドイツの回想 新明, ■送

東京 新明綾 1984344P19CM
閉架 ∞89164842

289し l   sH72

四王天延孝 回顧録 四土大, 延孝 |
東京 みすず害房 1%4281P19CM
閉架 0089140925

289。 l sH75
霊野季彦回顧録 螢野季彦回顧録刊行会/編

東京 璽野季彦回顧録刊行会 1958905P22Ct4
閉架 0089140875

289.l SH85S
大将自川 桜井, 忠温       1

東京 松嶽会 193691P1904
閉架 0089140610

289.l sH85S
戦争と父と子 白柳, 夏男/編

東京 日本商工出版 1971318P22CM
酔  008916191 3

289.l   sH940

静御前之生涯 小谷部, 全一郎
東京 厚生閣書店 1950426P19CM
閉架 0089140909

289.l   so25

曽我祐準翁自叙伝 曽我, 祐準
東京 曽我祐準翁自叙伝刊行 19305“Pあ釧
酔  0089141048

289.l S036
-商人として 相鳥  愛蔵

東京 岩波書店 1938325P19CM
醜 0089141050

289.l   SU16

急
ミ

‖
有婁閣引 路 織 肝

螺 難 酷 翡

開架 0089140958

289.l   SU59

杉村廣蔵博士を億う 杉村, 敦子/編
東京 杉村敦子 1950280P1904
閉架 0089140974

289。 l SU96

鈴木貫太郎自伝 鈴木, 貫太郎 鈴木, 一/編
東京 時事通信社 1968342P22C14
閉架 0089140982

289。 l SU96
鈴木貫太郎自伝 鈴木, 貫太郎 鈴木, 一/編

東京 桜菊会出版部 1949289P21CM
解 0089140990

289.l   TA55

開戦からの日記 1941‐ 1955 高橋, 愛子
東京 高橋愛子 1955566P19CM       i
閉架 0039154959

289.l   TA351

評伝 高橋是清 今村,

東京 時事通信社
閉架 0089141115

289.l   TA45/Bl

火の国の女の日記 上 講談社文庫 高群,

東京 講談社 1974402P15CM
閉架 0089167266

289.l   TA45/B2

火の国の女の日記 下 講談社文庫 高群,

東京 講談社 1974468P15CM
閉架 0089167274

289。 l TA45K
高群逸枝 朝日評伝選 15 鹿野, 政直

東京 朝日新聞社 197552P20C14
閉架 ∞89141154

289.l   TA47T

高野長英伝 高野, 長運
東京 岩波書店 1943666P19CM
閉架 0089141105

逸枝

雄
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雌
1948 288P 19CM

堀場, 清子



伝 記

289.l   TA59W

武田信玄の経綸と修養 渡辺, 世祐
大阪 創元社 1945560P19C14

鵬目自爆 008914116 2

289。 l   TA34

田中千弥日記 田中, 千弥,大村, 進/〔ほか〕編
浦和 埼玉新聞社出版局 1977617P2204
開架 0089141212

289.l   TA84T

ああ皇軍最後の日 塚本, 清′
東京 日本出版共同 1955269P22CH
開架 0089144299

289.l   TA34T/Bl

田中角栄研究 全記録 上 講談社文庫 立花, 隆

東京 講談社 1982455P15C‖

閉架 0089169098

289.l   TA34Y

田中角栄全記録 山本
` 

皓―/撮影
東京 集謀社 19851り 30CM

閉架 ∞89141204

289。 l TE4X

289.l   T027A

東條秘書官機密日誌 赤松, 貞雄
東京 文芸春秋 1985299P20C14

卿 008914137

289。 l   T027T

奥聞 東條英機 土屋, 道雄
東京 育誠社 1967281P19CM
閉架 0089141311

289.l   T056

最後の殿様 徳川, 義親A    
東京 講談社 19ち 251P20CII

閉架 0089141578

289.l   T036/Bl

伊戸戦争日記 ― 中公文庫 徳川, 夢戸
東京 中央公論社 1977209P15CM
開架 00891“090

289。 l   T036/B2

夢戸戦争日記 三 中公文庫 徳川9 夢声
東京 中央公論社 1977227P15CM
閉架 0089168108

289。 l   T036/B2

夢戸自伝 中 昭和篤 1 講談社文庫 御 ll, 夢戸
東京 講談社 1973596P1504
開架 0089168173

289。 l T036/B5
夢声戦争日記 三 中公文庫 徳川, 夢声

東京 中央公論社 1977565P15CM
開架 0089168116

289。 l T036/B4
夢声戦争日記 四 中公文庫 AJll, 夢戸

東京 中央公論社 1977301P15CM
開架 0089168124

289。 l   T056/B5

3? 1'-,' -:==-===:
夢声戦争日記 五 中公文庫 割 :|, 夢声

東京 中央公論社 1977501P15CM
閉架 0089168152

289.l T036/B6
夢声戦争日記 六 中公文庫 徳川, 夢声

東京 中央公論社 1977506P15C‖

閉架 0089168140

289。 l   T056/B7

夢声戦争日記 七 中公文庫 徳川9 夢声
東京 中央公論社 1977296P15CH
閉架 0089168157

289.l T036/1
夢戸戦争日記 第一巻 昭和十六年 。昭和十七年 徳川, チ戸

東京 中央公諭社 1960261P20CM
閉架 0089157036

289。 l   T036/2                                      ,

夢戸戦争日記 第二巻 昭和十八年 徳川, 夢戸
東京 中央公論社 1%0224P20CM
閉架 0089157044

289.l   T05る /4

夢声戦争日記 第四巻 昭和十九年・昭和二十年 徳川, ヶ戸

289。 l   T059

八十年の生涯の記録 富塚, 清
東京 富塚清 1975505P19C‖

閉架 0089141410

289.1   7067

ある老学徒の手記 鳥居, 龍蔵
東京 朝日新聞社 1955261P19CH
閉架 0089150908

289.l   T0681

地雷火隊長 伊藤, 正平
東京 博文館 19p198P19C‖
酔 0089166029

289。 l   T079

頭山満翁正伝 頭山満翁正伝編纂委員会/編 西尾, 陽太郎/解説
福岡 葦書房 1981445P22CM    ｀

開架 0089141560

289。 l   T082

日中友好の捨石 秘録 土肥原賢二 土肥原賢二刊行会/編
東京 芙蓉書房 1972566P20CM
閉架 0089141402

289.l   T085

豊田佐吉伝 トヨタ自動車工業株式会社/in 再版
名古屋 トヨタ自動車工RKK 1955 582P 22CM
閉架 0089141423

289.l   T085

最後の帝国海軍 豊田, 副武 柳沢, 健/編
東京 世界の日本社 1950112P210M
開架 0089160766

289.l   T095

豊太悶の私的生活 日本文化名著選 渡辺, 世祐
東京 創元社 1959549P17CM
開架 0089164359     :

289.l   TS341

大河 津田信吾伝 石黒, 英一

回想の寺田寅彦 小林, 勇/編                     東京 中央公論社 1960226P200M

東京 岩波書店 1957284P19CH                   開架 0089157051

開架 0089141261
289.l T056HI

289.l T025                            劉 ll夢番の世界 青蛙選書 58 三國, 一朗

東官欽男伝 東宮大佐記念事業委員会/編                 東京 青蛙房 1979574P2104
新京 東宮大佐記念事業委員 1940947P23CM              閉架 0089165927

閉架 0089141287
289。 l T036N

289.1 7025F                           革命は芸術なり 中野, 雅夫

東宮大佐 福田, 清人                         東京 学芸書林 1977244P2004
界ス 東亜開拓社 1942300P18CM                   閉架 0089141386

閉架 0089141295
289。 l T056S

289.l T0250                           徳田球一 杉森, 久英
晩年の東郷元帥 小釜原, 長生                     東京 文芸春秋新社 1%4250P20CM

東京 改造社 195431P19CH                    閉架 0089141394

閉架 0089141964



伝 記

東京 ダイヤモンド社 1960555P19CM
開架 0089141255

289。 l   TS41S

辻 政信 杉森, 久英
東京 文芸春秋新社 1965258P20CH
閉架 0089141258

289.l   TS54

或る情報将校の記録 塚本, 誠
東京 中央公論事業出版社 1971443P210H
局ロタ屋 008914255 8

289.l  U14
風雲児内田信也 イハラキ時事社/編

東京 イハラキ時事社 1955596P19CM
開架 0089159836

289。 l   U14

風雪五十年 内田, 信也
東京 実業之日本社 1951390P19CM
閉架 0089145911

289。 l   U250

内山完造伝 小澤, 正元
東京 番町書房 1972280P19CM
閉架 00891,844

289。 l   U52

上国貞次郎日記 大正八年一昭和十三年 上日, 貞次郎
東京 慶応通信 19635%P18CM
閉架 0089159778

289.l   U36

ある憲兵の一生 上原, 文雄     (
東京 三崎書房 1972517P19CM
閉架 008915,794

289。 l   U45

上野理一伝 朝日新聞社史編修室/編
東京 朝日新聞社 1959827P21CM
閉架 0089139786

289。 l   U54

秘録宇垣一成 額田, 坦
東京 美蓉書房 1975386P19CH
閉架 008915%10

289.l   U54

松籟清談 宇垣, 一成/述 鎌田, 澤一郎/著
東京 文藝春秋新社 1951546P19CM
閉架 00891“441

289.l   U54K

字垣一成 鎌田, 澤一郎
東京 中央公論社 1957173P19CH
閉架 0089159802

289.l   U54W

宇垣一成の歩んだ道 渡辺, 茂雄
東京 新太陽社 1948294P19CM
′閉架 0089159828

289.l   U72

梅村甚太郎日記抄 梅村, 甚太郎 梅村, 雪/編
名古屋 梅村 雪 1986601P2104
開架 0089164755

289.l   U76

闘也荘閑話 海野, 数馬
静岡 政教社 1964244P19CH
閉架 0089142582     、

289.1   127A

平民宰相 若ulL次郎 尼子, 止
東京 モナス 1925 51lP 2剛

閉架 0089142491

289。 l Yll
矢部貞治日記 銀杏の巻 矢部ゥ 貞治 日記刊行会/編

東京 読売新聞社 197487′ 22CH

閉架 0089142178

289.l   Y19U

将軍の四季 楳本,

東京 光入社

55 1"-1' ==:=======:
覇目自昌 008914221 0

289。 l   Y22

素空 山縣公伝 徳富, 猪一郎/編
東京 山縣公爵伝記編纂会 1929716P25CM

願ロヨ晨008914218 6

289。 l   Y51

山本達雄 山本達雄先生伝記編纂会/編
東京 山本達雄先生伝記編纂 1951571P21CM

閉架 0089142327  .

289.l   Y51A

元帥 山本二十六伝 朝日新聞社/編
東京 朝日新聞社 1945235P21CH
閉架 0089142251

289.l   Y31A

山本五十六 阿川, 弘之 新版

東京 新潮社 1%9406P200M
闘架 0089142295

289。 l   Y51‖

元帥 山本五十六 日黒, 真澄

東京 新正堂 1944214P18CM
開架 0039142244

289。 l   Y31P

太平洋の提督 Potter, JOhn Deane 三戸,

訳
東京 恒文社 1966270P19CM
開架 0089165155

289.l   Y31S

山本宣治写真集 佐 木々, 敏二/編
東京 汐文社 1979104P26CM
閉架 0089142301

289。 l  Y31T
山本五十六と米内光政 高木, 惣宙 新訂

東京 文芸春秋 1%7251P20CM
閉架 0089142285

289。 l   Y31‖

史伝 山本元帥 渡辺, 幾治郎 再版
東京 千倉書房 1945340P22CM
鵬目残晨 008914226 9

289.l   Y56

運かなる旅 山根, 昌子
長野 銀河書房 1986508P20CM
覇目葛澤 008915504 5

289。 l   Y39             .

第一代‐豊公紀 山内家史料 山内家史料刊行委員会

高知 山内神社宝物資料館 1980694P27CM

鵬目窃昌 008914262 4

ν

239。 l   Y44E

マレーの虎 Potter,
訳

John Deanc 江崎, 伸夫/

東京 恒文社 1%7296P18CM
閉架 008915317

289。 l   Y44K

史説 山下奉文 児島, 襲

東京 文芸春秋 1969342P20C‖

閉架 0089142202

289.l   Y44K/B

史説 山下奉文 文春文庫 141-7 児島, 襄

東京 文藝春秋 197956P15CH
閉架 0039168850

289.l   Y48

若き哲学徒の手記 山崎, 宏
東京 理想社 1969290P18CM
閉架 0089164867

289。 l   Y48‖

満鉄最後の総裁 山崎元幹 満鉄会/編
東京 満鉄会 19お 785P22CH
開架 0089142194

289.l   Y55

故郷七十年 柳田, 国男∝
三
Ю

捨

５９８



伝 記

神戸 のじぎく文庫 1959405P19CM
閉架 0089142145

289.l   Y550       ‐

柳田国男論序説 後藤, 総一郎
東京 伝統と現代社 1975295P20CM
閉架 ∞89142160

289。 l   Y53U                                   
｀

柳田国男回想 臼井, 吉見/編
東京 筑摩書房 1972340P20CM
開架 0089142152

289。 l Y820        ｀

一軍人の生涯 緒方9 竹虎
東京 文藝春秋新社 1955277P19CH
閉架 0089140057

289。 l Y82S
米内光政 実松, 譲 新版       /

東京 光人社 1976365P20CM
閉架 0089142426

289.l   Y82T

米内光政 三代宰相列伝 高宮, 太平
東京 時事通信社 1958208P17CM
開架 0089142400

289。 l   Y86

江南の散華 吉田作平軍曹 親議会/」S
長浜町 長浜文泉堂 19■ 297P19CM
閉架 0089146302

289.l   Y86D/1

吉田茂とその時代 上 Dower, John W.
/ER｀

東京 TBS・ プリタニカ 1981340P20CH
閉架 0089142376

289。 l   Y86K

吉田 茂 今, 日出海
東京 講談社 1%7278P20CM
閉架 0089142350

289.l Y86K
吉田茂の遺言 加瀬, 俊―

東京 読売新聞社 1%7206P18CM
閉架 0089142384

289.l Y86●.

最後の砦 実松, 譲
東京 光入社 1974541P20CM
属ロタ晨 008916078 2

289。 l   Y96

湯浅倉平 林, 茂
東京 湯浅倉平伝記刊行会 1969507P22CH
閉架 003914235

289.2   A25/1

「満洲国」皇帝の自伝 わが半生 上巻 愛新覚羅:

淳良/[ほか]訳

大窪, 層
=

澪儀 新島,

東京 大安 i%5287P19CH
閉架 0089142675

289.2   A25/2

「満州国J皇帝の自伝 わが半生 下巻 愛新覚羅, 導儀 新島,

淳良/[ほか]訳
東京 大安 1%5241P19CH
鵬日醐屋 008914268 1

289.2   A25K

皇帝澪儀 工藤, 忠
東京 世界社 1952224P180M
閉架 0089142699

289。 2   H81P

ホー 0チ・ ミン 人間解放の人びと Pasquc Ragea■ ,

Christianc 山田, 照美/訳
東京 福村出版

'974258P20CH閉架 0089155688

289.2   KA97U

妖花 川島芳子伝 楳本, 捨三
東京 秀英書房 1980327P20CM
閉架 0089140596

34 1"-t' ========-:

289.2   KA97W

秘録 川島芳子 渡辺, 龍策
東京 番町書房 1972276P18CM
閉架 0039140404

289。 2   ‖01lN
毛沢東評伝 西河, 毅

東京 わせだ書房 1976310P20CM
閉架 0089142725

289。 2   H0110

毛択東 中国人物叢書 12 小野, 信爾
東京 人物往来社 1%7300P19CM
閉架 0089142715

289。 2   011

江精術自叙伝 江, 兆銘 安藤, 徳器/編
東京 大日本雄弁会講談社 1941573P19CM
閉架 0089142再 1

289。 2   SH95

蒸介石 中国政府新聞局/編 中日文化協会/訳
東京 平凡社 194828P19CH
閉架 0089142764

289。 2   SH95K

薦介石 董, 顧光 寺島, 正/〔ほか〕訳
東京 日本外政学会 1955572P21CM
閉架 0089142772

289.2   SH99N

周恩来 梨本, 祐平
東京 勁草書房 1%7369P19CM
開架 008916“15

289.2   S0410

孫文伝 偉人伝全集 22巻 王, 枢之
東京 改造社 1931438P19Ct4
閉架 0089142756

289.5   A95/2

アトリー自伝 下巻 一時間文庫 Attlec, Cicment
Richard 和田, 博雄/訳

覇に男置  秦斤署口全L 1955 510P 18C‖
開架 0089151005

289.5  B39A

医師ノーマン・ ベチューンの偉大なる生涯 Allan, Ted/〔
ほか〕 浅野, 雄三/訳

東京 東邦出版社 1974316P19CM
閉架 0089154074

289.5   B59

回想のプライス ロ想のプライス刊行会/編
東京 回想のプライス刊行会 198423P19CM
閉架 0089152771

289.5   F47R

あのころはフリー ドリヒがいた 岩波少年文庫 3100 R″icht
er, Hans Pcter 上田, 真而子/訳

東京 岩波書店 1977249P18CM
閉架 0089170155

289。 3   H77/‖

ヒトラー
｀Century Boo■ s 人と歴史シリーズ 西洋 三

宅, 正樹
東京 清水書院 1974あP19CM
開架 0089142822

289.5   1177K

評伝アドルフ・ ヒトラー 加瀬, 俊一

東京 文藝春秋社 1978598P19CM
閉架 0089142897

289.3   H77‖

ヒトラー。ある息子の父親 Maser, Werner 西, 義之
/訳

東京 TBSプ リタニカ 1978250P19C‖
閉架 0089142921

289。 5   H77S

わが内と外なるヒトラー 佐 木々, 基一/編 開高9 健/編
東京 講談社 1972287P18CM
閉架 0089142959



289。 3 H77S/B
ア ドルフ・ ヒトラー 角川文庫
s Leo 永井, 淳/訳

東京 角川書店 1970212P

伝 記

2649 Snyder, Loui

15CM

閉架 0089166706

289.5 鵬15/1

マッカーサーロ想記 上 MacArthur, Douglas 津
島, 一夫/訳

東京 朝日新聞社 1%4357P19CM
閉架 0089142962

289.5   ‖A15/2
マッカーサー回想記 下 MacArthur, Do■ glas 津
島, 一夫/訳

東京 朝日新聞社 1964574P19CH
開架 0089142970

289.5   HA14S
マクドーナルド 斎藤, 博

東京 岩波書店 19"412P19CH
聞架 0089142988

289.3   HA52

夫とともに Marshal19 Katherine T■ ppe
大森, 繁子/訳

東京 光文社 1951278P19CM
閉架 0089159818                    

‐

289.5   ‖127Y
マリコ 柳自, 邦男

東京 新潮社 1980251P20CH
開架 0089156673

289。 3   ‖U88
ムッソリーニ自叙伝 Mussolini, Benito 木村,

毅/訳
覇に属言  ブトメlロロ 1957 400P 20CM
閉架 0089157267

289.5   N67ノK

天の蛇 加藤, 九詐
東京 河出書房新社 1976365P19CM
閉架 0039165406

289.5   R66S/B

砂漠のキツネ コンメル将軍 角川文庫 2808 Schmidt,
Hcinz 清水, 政二/訳
東京 角川書店 1971527P15CM
閉架 0089168579

289.5   R67/1

回想のルーズベルト 上 Gunther,
/訳

John 清水, 俊二

東京 六興出版社 1950899P18CM
閉架 0089145010

289.5   S055K

リ ヒア ル ト・ ゾル ゲ  К OJecHIXOBa, MapHЯ /〔 ほ か

〕 中山, 一郎/訳
東京 朝日新聞社 1975524P19CM
閉架 0089143056

289。 5   S055M

人間ゾルゲ 三宅9 華子        ｀

東京 日新書店 1949204P19CM
閣架 008914珊 5

289.5 SP8B
提督・ ズブルーアンス Buell,
正/訳

東京 読売新聞社 197550P19CM
閉架 0089165323

Thomas B. 4&t

290.54  SU39/1

自然地理用語からみた世界の地理名称 上巻 椙村, 大彬
東京 古今書院 1985440P22CM
閉架 0089161707

290.34  SU59/2

自然地理用語からみた世界の地理名称 下巻 福村, 大彬
東京 古今書院 1986462P220M
開架 0089161715

290.4   H87

地図はさそう 堀, 淳―

55 1"-?' 
-==:-=:東京 そしえて 1976285P19C‖

鵬目窃晨 008916556 2

29:.05  131

和名類緊抄都郷里駅名考証 池辺, 爾
東京 吉川弘文館 1981938P22CM
日目醐晨 008916490 9

291.054 F55/S

日本の地名 講談社現代新書 342 藤岡, 謙二郎
東京 講談社 1974206P180H
閉架 0089169965

291.054 TA87

日本山岳伝承の謎 谷, 有二
東京 未来社 1985229P200H
働目島昌 008915849 7

291.09 TE88

鉄道旅行案内 鉄道省/1n 複製版
神戸 中外書房 1976509P10X20CM
閉架 0089165448

291.l U92
アイス勘定 字佐美, 省吾

棘 3削画署 1958251P19CM
E目島昌 008915061 9

291.発  l181

大東京繁昌記 報知新聞社経済都/編
東京 成美堂 1%4252P19CH
閉架 0089151765

291.36  024

黒潮日の八丈島 ガリ!l, 武
八丈島 八丈島観光協会 1958254P18CM
閉架 0089156459

291.36 TA82

浅草 e吉原・隅田川 日村, 栄太郎
東京 雄山閣 1964266P2釧
閉架 0089150981

291.37  SH21/B

鎌倉・三浦半島の旅 現代教養文庫 506 渋江, ~廊/[ほか]

東京 社会思想社 1960296P1504
開架 0089167425

291.51  U45

甲州風土記 上野, 晴朗
′           _

甲府
・NHKサービスセンタ 1%7575P19CH

働ロタ黒 008915616 0

291.55  A95

=州足助 足助町観光協会/編
足助町 足助町観光協会 1979139P18CM
日目醐昌 008916105 8

291.55  H61

美濃路 愛知選書 1 日下, 英之
名古屋 愛知県郷土資料刊行会 1985248P21CM
閉架 008915715 0

291.61  Y74

近江蒲牛野 八日市郷土文化研究会/編
八日市 八日

―
■文化研究 1975100P18CM

閉架 0089159745

291.62  SU33/2

洛中生息 続 杉本, 秀太郎
東京 みすず書房 1979287P20CM
閉架 0089160170

291.77  Y24

山口県の歴史散歩 全国歴史散歩シリーズ 35 山口県社会科教育航
究会

東京 山川出版社 1974248P15CM  ヽ

鵬目密昌 008916945 2

291.95  SH15

西遊日記 日本音典全集 司馬, 江漢 興謝野, 寛/〔ほか〕編
東京 日本古典全集刊行会 1927190P15CM
閉架 0089168280

291.94  KU54

熊本県の歴史散歩 全国歴史散歩シリーズ 43 熊本県高等学校社会



地誌・紀行

科研究会/編
東京 山川出版社 1974202P15CH
臓ロタ昌 008916776 1       1                        ′

291.95 U66
歴史と文化の国東半島を往く 梅原9 治夫

北九州 九州人文化の会 1970310P19CM
閉架 ∞89160642

291.97  TA26

出水名勝志 田島, 秀隆/編集 北薩民俗学研究会/編
出水 北魔民俗学研究会 198056P26CM
閉架 ∞89154522

291。 99  N55

き層の村・沖縄民俗文化論 タイムス選書 4 仲松, 弥秀
那覇 沖縄タイムス社 1'77う o5r19CM
閉架 0089159529

291.99  042

忘れられた日本 岡本, 太郎
東京 中央公論社 1%1159P19CM
閉架 0089165005

291。 99 T049
朱もどろの華 東松, 照明

東京 三省堂 1976258P21CM
閉架 0089166607 _

292。 09 ‖41/S
アジア文化擦牧 講談社現代新書 139 中尾, 佐助

東京 講談社 1968171P18CM
閉架 0089169882

292.l   KE25

京城 ALBUM
ふ城 海市商会 (発売)1り lⅨ20CM

開架 ∞89156608

292.2   183

紀行満州 台湾 海南島 石山, 賢吉
東京 ダイヤモンド社 1942600P19CH
閉架 0089148605

292.2   」52

中国の地理 人民中国編集部/編 制 :|. 謙次/監修
東京 築地書館 1975180P25CM        ヽ

閉架 0089147680

292.2  」55

最新支那百科事典 実業之世界東亜調査部/編
東京 実業之世界社 1959282P19CH
閉架 0089146369

292.2  N16

支那二十年 長野, 朗
東京 大和書店 1942289P19CM
閉架 ∞89146559

292.2  ‖16

支那事典 長野,朗
東京 昭和出版会 1940355P19C‖

閉架 0089146567

292.2  R45

我国土・我国民 林, 語堂 新居, 格/訳 改訂版

東京 豊文書院 1938591P19CH
閉架 0089164776

292.2   SE22

支那及満蒙  「世界現状大観」編集部/編
東京 新潮社 1952485P22CH

閉架 00891“419

292.2   SU56

中共見聞記 須磨, 禰吉郎
東京 産業経済新聞社 1955220P19CH
閉架 0089147508

292.2  Y31

興亡の支那を凝視めて 山本, 実彦
東京 改造社 1958406P19CM
閉架 0089146510

292。 2   Y92

満支漫録 吉野, 幸=

東京 吉野幸=1955141P19CM
閉架 0089148340

292.21  B12

北支八省の資源 馬場, 鍬太郎
東京 実業之日本社 1937430P19CM
酔  008914796 1

292。 21  SH12

上海要覧 上海日本商工会議所/編 改訂版
上海 上海日本商工会議所 1939220P22C14

閉架 0089147177

292.212 K039

最新刊 山東案内 小島, 平八/編
青島 日華社 1928254P19CH
閉架 0089146401

292.252 G72

海南島全貌 後藤, 元宏
東京 正則英語学校出版部 1959277P19CM

開架 ∞89146096

292.25  H92

最近の南満州 保科, 紀十二
大連 州政研究会 1925314P2004
酔  008914818 3

292.25  128

満蒙紀行 飯塚, 浩二

東京 筑摩書房 1972295P22CM
閉架 0089148324

292.25  141

満洲異聞 今枝, 折夫
撫順 月刊満洲社 1955220P19CH
閉架 0089157200

292.25  KA97

宝庫両家は招く 川島, 富九
東京 帝国文化協会 1952332P19CM
閉架 0089148290

292.25  ‖A45

演遊綺談 満州は微笑む 真鍋, 儀十
東京 中和書院 1952206P19CM
閉架 0089148696

292.25  MA47/1955

満州国現勢 満州国通信社/編
新京 満州国通信社 1933255P30CM
閉架 0089148506

292.25  M157

満州概観 南満州欽道株式会社総務部庶務課/編
大連 南満州鉄道株式会社 195611・J27CM

閉架 0089148365

292.25  045

満州地名辞典 岡野, 一郎
東京 日本外事協会 1935295P18CM
閉架 0089148615

292.25  T012

満州読本 昭和五年版 東亜経済調査局/1F
東京 東亜経済調査局 1950367P22CM

醜 0089148621

292.25  U52

満蒙事情総覧 上国, 恭輔 蟻山, 政道
東京 計格社 1952702P25CH
局ロタ昌 008914874 6

292:253 H61

龍江省 日野, 岩太郎
東京 大和書房 1942278P19CM
閉架 0089148761

292.28  T013/8

西域紀行 旺文社文庫 藤堂, 明保
東京 旺文社 1984514P15CM
閉架 0089168702

294。 33  ‖U48
アルジェリア戦線従軍記 村松, 樹I

東京 中央公論社 1%2254P20CH
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閉架 0089145858

302.22  A32

移り行く支那 朝日時局読本 第一巻 朝日新聞社/1F
東京 朝日新聞社 1957299P19CM
閉架 0089146021

302.22  D44

新支那 現代叢書 伊達, 源―郎/編 徳富, 葬峰/監修
東京 民友社 1913384P19CH
閉架 0089146260

302.22  F58

東京 教材社 19爵 224P19CM
閉架 0089147854

502.22  672

支那を語る 国財 :翻需諄 鶴 9 朝畑
東京 今日の問題社 1,41360P19CM

閉架 0089147060

302.22  135

わたしたちと世界 岩波ジュニア新書 65 武田。 清子      秘密の上海 Fontenoy, Jcan 市木, 亮/訳

閉架 0089150940

302    K191

現代世界通信 清島  測
東京 中央公論社 1938519P19CM
閉架 ∞89152474

302     SA61

最近に於ける列国の情勢 参謀本部/編
東京 参謀本部 1929520P22CM
閉架 0089160808

302     TA59/S

東京 岩波書店 1985205P18CM
開架 0089169759

302     Y27

世相を語る 山川, 均
東京 千倉書房 1952520P19C‖

閉架 0089161418

502.1   052

東京 現代評論社 1974206P200H
閉架 0089145841

302.2  H94
アジア民族政策論 細川, 嘉六

東京 東洋経済新報社 1940294P23CM
鵬ロタ置 008914585 5

野, 徹二/訳
東京 昭和書房 1941180P19CM
閉架 0089163604

■2.l KA86
明治大正昭和世相史 加藤, 秀俊/〔ほか〕

東京 社会思想社 1967539P19C14

鵬ロヨ昌 008915727 5

302.l   R45

らくがき昭和史 李家, 正文
東京 河出書房 1956200P17CM
閉架 0089145742

502.l   SA22

貴族の退場 西園寺, 公一

東京 文藝春秋新社 1951250P18C14

閉架 0089155る 91

502.199 H67

沖縄と日本人 平島, 裕正
東京 オリオン出版社 1969184P18CM
開架 0089159651

302.1"081
沖縄の民俗意識 大田, 晶誘

東京 弘文堂新社 1%7475P19C‖
閉架 0089159552

302.199 TA64

琉球共和国 竹中, 労
東京 三一書房 1972420P20CM
閉架 0089160592

502.199 T046

祖国なき沖縄 東京沖縄県学生会/編
東京 太平出版社 196828P19CH
閉架 0089162665

502.2   694

亜細亜の内幕 Gunther, John 大江, 専一/訳
東京 今日の問題社 1959465P19CM
閉架 0089145825

502.2  H29

戦へる日本 Chamberlin, Wiliam Henry 汐  新支那論 池崎, 忠孝
東京 モダン日本社 1958286P19CH

開架 008914734

302.22 KA95

支那の民族性と社会 支那問題叢書 川合, 貞吉
東京 谷択書房 1937210P19CH
閉架 0089146997

302.22  K139

現代支那事情の研究 木村, 増太郎/〔ほか〕
東京 大阪屋 1928316P22CM
閉架 0089146229

302.22  K051

重慶抗戦力調査日記 小池9 毅
東京 人文閣 1945352P19CH
閉架 0089147195           ヽ

302.22  H155

満洲及上海に正しき日本を観る 三島, 章道
コに属言  覇巨竜ユ准L 1952 251P 19CH
閉架 0089157234

302.22  ‖U72

支那の知識 室伏, 高信/編 清沢, 測/編
東京 青年書房 193737P19CM
臓目自足 003914697 1

302.22  N45

再認識下の支那 中山, 優
東京 平几社 193320P19CM
閉架 0089146385        、

302.22  024

北京の四年 小川, 平四郎

東京 サイマル出版会 1977271P19CH
閉架 0089147958         .

302.22  026             .

今日の支那 小倉, 章宏       ヽ
[ ] [ ]1957492P19CH
閉架 0089146344

502.22  P'7

支那問題講話 プロレタリア科学研究所/編
羽仁五郎 竹中労対談 アジア燃ゆ 羽仁, 五郎 竹中9 労       東京 プロレタリア科学研究 1930242P20CM

開架 ∞89147057

502.22  R45

支那の知性 林, 語堂 喜入, 虎太郎/訳
東京 創元社 1940364P19CH
閉架 0089146989

502.22  SU59

302.2 KA22                            支那の現実と日本 杉村, 広蔵

東邦研究 嘉治, 隆―                         東京 岩波書店 1941■4P19CM

東京 オリオン社 1940516P200H                   閉架 0089146906

閉架 0089145924
302.22  T011

Ю2.2 T14                            現代支那講座 第二講 東亜同文書院支那研究部/編
極東は近づく Tlltman, Hessel 鈴木, 東民/訳     上海 東亜同文書院支那研究 1939572P22CM

東京 時局評論社 1957562P19CH                  閉架 0089146211
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302.22  T046

支那人 東京日日新聞社/編 大阪毎日新聞社/編
東京 東京日日新聞社 1939279P19C14

閉架 0089146765

502.22  T067

支那は支那なり 鳥居9 素川
大阪 大阪毎日新聞社 1927502P19C14

閉架 00891″045

302.22  Y54

支那論と随筆 中山, 優
東京 刀江書院 1940365P19C14
閉架 0089147078

302.225 Y55

鮮満を熔炉に入れて 梁射, 奇智城
京城 朝鮮研究社 1932312P22C‖

開架 0089148225

302.3   159

西欧の顔を求めて 大養, 道子
東京 文藝春秋 197437P20C14
閉架 0089161236

302.55  F92
ロンドンの憂鬱 古垣, 鐵郎

東京 三省堂 1939446P20CH
開架 0089160519

502.38 H41

隣邦ロシア 秦, 彦=饉
東京 斗南書院 1957365P19CM
閉架 0089160469

502.38 H68

我等の仮想級 労農赤軍 平日, 晋作
東京 先進社 1951546P19CM
閉架 008916495 3

302.38  T046

戦時体制下のソ連 朝日時局読本 第十巻 東京朝日新聞欧米部/編
東京 東京朝日新聞 1957355P19CH
開架 0089161483

302.38  ‖84
ソ連の帝国主義 Wolfe, Henry C. 遠藤, 浩/訳

東京 青年書房 1940351P19CM
目目自昌 008916270 5

302.55  MA61

欧米事情 真崎, 甚=廊
東京 陸軍士官学校高等官集 1925154P19CH
閣架 0089150460

302.55  N39

敵国アメリカ通信 開戦前の巻 中野, ■献

東京 東洋社 1945439P180H
閉架 0089165351

304     A12

現代世相読本 阿部, 真之助
東京 東京日日新開発行所 1937647P19CM
閉架 0089152432

304    A15

支那は生存じ得るか Abend, Hallett Edward
村田9 孜三/〔 ほか〕訳

東京 教材社 1937559P19CH
閉架 0089147052

304    312

時代と人物 馬場, 恒吾
東京 東洋経済新報社 19413P19CH
閉架 0089165559

304     F68

北京二十年 藤原, 鎌兄
東京 平几社 1959400P19C‖
閉架 0089147920

504     672

常民の思想 後藤, 総一郎
名古屋 風媒社 1974259P20C‖
閉架 OrJ891657ι  5

58 1":?' :=========:

304    H29
アゥシュヴィッツの時代 羽仁, 五郎

東京 潮出版社 1975266P20CM
融 0089151015

304    H29

現代とはなにか 羽仁五郎対談 羽仁, 五郎 日本評論社編集部/編
東京 日本評論社 1'69466P18CH
閉架 0089152552

304    H29

羽仁二郎対談集 羽仁, 五郎
東京 潮出版社 1975215P20C14

閉架 ∞89152920

304    H29

黙示録の時代 羽仁9 T賦
東京 潮出版社 1974269P20CM
閉架 0089156954

504    H57                      ,

時代と予見 nJlに  文三       ~
東京 伝統と現代社 1975585P20C‖

閉架 ∞89165997

304     H54

精神の風通しのために 創樹選書 3 日高, 普
フに,置  増口詭  1976 220P 190M

鵬目自晨 008916126 9

504     KA21

群衆 戒能, 通孝
果泉 要書房 1955210P19CM
閉架 0089152680 ´

304     K157

豊かさのなかの危機 岸田, 純之助 高坂, 正尭
東京 日本経営出版会 1970322P20CH
酔 0089165476

504     K191

時代 生活 思想 清沢, 測
東京 千倉書房 19“ 477P19CM
閉架 0089165554

304     HA81

論争の同時代史 松本, 健―/〔ほか〕
東京 新泉社 1986374P20CM
閉架 0089160527

504     HA86

青年よ起て 松岡, 洋右
東京 日本思想研究会出版部 193239P19CM
閉架 0089161228

504     M189

銀杏の窓 宮澤, 俊義
東京 広文館 1948551P18CM
開架 0089152649

504     11195

驀進 武藤, 貞一

東京 モダン日本社 19B500P19CM
閉架 0089150215

304     N59

時のうごき 中野9 重治/編
東京 新ブレプス 1949263P18CH
開架 0089165885

Ю4  091
-九七十年 大内9 兵衛

東京 岩波書店 1%9282P19CM
閉架 0089145098                      ´

504     SH27

世界と日本 志賀, 義雄 新版
東京 暁明社 1949260P19CM
閉架 008916162 4

504     SH49

人間を考える 清水9 幾太郎
東京 文藝春秋 1970479P19CH
閉架 0089157715
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504     SH55

南船北馬 下村9 宏
東京 四條書房 1932386P19CH
閉架 0089147748

304     SH53

人ロー億 下村, 泄臨 下村9 宏
東京 第一書房 19■ 526P20CH
閉架 0089165591

304     SU49

つひに来たる日 杉山, 平助
東京 寓里FFJ 1941 577P 18CH

閉架 0089164180

504     TA19

時代を読むための取材ノート 田原, 総一朗 再版
東京 話の特集 1982289P20CM
日晟醐燿 008916552 6

304     TA84

はしくれ帖 1950‐ 1979 田中, 慎次郎
東京 みすず書房 1980491P200H
閉架 0089155050

504     T026

世界の一環としてあ日本 戸坂, 潤
東京 白揚社 1957438P19CM
閉架 0089161566

504     U86

勝利を惧れる 嬉野, 満洲雄
東京 共立書房 1946260P180H
閉架 00891“458

304     Y55

事実を見る眼 柳田ふ 邦男
東京 新潮社 1982286P20CM
鵬ロタ晨 008916566 6

308     079

ザ・大杉栄 大杉, 栄
東京 第二書館 1986719P26CH
閉架 0089159919

308     SH12/1

社会問題講座 第一巻 新潮社/編    _
東京 新潮社 19261,ソ 2瑚
風ロタ晨 008916289 5

308     SH12/10

社会問題講座 第十巻 新潮社/編
東京 新潮社 19261サリ25側

閉架 0089162986

n  SH12/2
社会問題講座 第二巻 新潮社/編

東京 新潮社 19261り お酬

閉架 0089162905

508     SH12/5

社会問題講座 第二巻 新潮社/編
東京 新潮社 19261り あ鉗

閉架 0089162911

508  SH12/4
社会問題講座 第四巻 新潮社/編

東京 新潮社 19261り 25CM

閉架 0089162929

508     SH12/5

社会問題講座 第五巻 新潮社/編
東京 新潮社 19261り あ馴

閉架 0089162957

508     SH12/6

社会問題講座 第六巻 新潮社/編
ヨに男ミ  緋  1926 1サリ 25CH

閉架 0089162945

508     SH12/7

社会問題講座 第七巻 新潮社/編
東京 新潮社 19261サツ25酬

閉架 0089162952

503     SH12/8

39 ぺ―フ・

絆会問題講座 第八巻 新潮社/編
東京 新潮社 19261"23CM
鵬目薇昌 008916296 0

503  SH12/9
社会問題講座 第九巻 新潮社/編

東京 新潮社 1926125
日目醐昌 00891`297 8

308     Y31/5

山本宣治選集 5 闘争録 山本, 宣治
[ ]新 興出版社 1948278P19CII

覇目醐晨 008916520 3

309。 021 KA94
-官僚の見た昭和史 加藤, 祐二郎

東京 原書房 1972250P19CM
閉架 0089144380

309。 021 051/B

大井憲太郎と初期社会問題 青木文庫 318 絲屋, 寿雄/編・解
説

東京 青木書店 1961263P15CM
開架 0089168405

309。 021 SA42

歴史から学ぶ 向坂, 逸郎
東京 大和書房 1978255P200H
閉架 0089160220

509。 021 SH27

日本革命運動史の人  々志賀, 義雄
東京 暁明社 1948225P19CH
閉架 0089157986

309。 021 TA33

日本プロレタリアートの問題 高橋, 貞樹
東京 希望閣 1951585P19C‖
酔 0089158455

509.021 Y77

日本社会主義運動史講話 横溝, 光暉
東京 松華堂書店 1928251P200H
開架 0089158658

309。 04 HA85
本倉 松尾, 尊 [兌 ]

東京 みすず書房 1983476P2004
閉架 0089155589

309.04  SU65

思想史としての現代 住谷, 一彦
東京 筑摩書房 1974273P19CM
覇ロタ昌 008916245 7

509。 3  676/B
現代の君主 青木文庫 332 Gramsci,
石堂, 清倫/〔 ほか〕訳

東京 青木書店 1964310P15CMI
閉架 00891`7027

309.5   H48

共産主義的人間 林, 達夫
東京 月曜書房 1951256P18CM
閉架 0089156590

309.3   K064

日本共産党テーゼ コミンテルン/編
東京 双文社 1952319P19CH
閉架 0089158182

509.3   SA65

無産者政治必携 産業労働調査所/編
東京 国人社 1927306P18CM
魔目醐晨 008915702 8

309.5   T022ノ B
コミンテルン史論 青木文庫 321 Togli
miro 石堂9 清倫/〔ほか〕訳

東京 青木書店 1961218P15CM
閉架 0089167696

509.31  KA39T

昭和思想史における神山茂夫 津田, 道夫
東京 社会評論社 1985540P20CM
醜  003914035 9

Antonio

atti, Pal
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310.4   Y92/8

309.7 J68                            吉野作造論集 中公文庫 吉野9 作造 三谷, 大一郎/編
アナキスト J ol19 James 萩原, 延壽/[ほか]訳      東京 中央公論社 1975544P15CH

東京 岩波書店 1975552P19CM
閉架 0089150817

510.5  K146

新体制辞典 木下, 半治/編
大阪 朝日新聞社 1941262P19CM
日目召足 008914505 6

310.4   B12

平和と自由への幕進 馬場, 恒吾

東京 高山書院 1945204P18CM
開架 0089154025

310.4   H25

浜口雄幸氏名演説集 浜口, 雄幸 青年雄弁会/編
東京 春江堂 1950518P19CM
開架 0089141717

510。 4   H25

浜口雄幸氏大諭弁集 浜口9 雄幸 鍵山, 誠之祐/編
東京 実業之日本社 1951358P19CM
聞架 0089142541

310.4   H25

強く正しく明るき政治 浜口, 雄幸
東京 春秋社 195050P19CM
閉架 0089164289

310.4  H42

鳩山一郎 回顧録 鳩山, 一郎         .
東京 文芸春秋新社 1957224P20C14
扁目麟晨 008914166 7

310.4   177

共産ロシア抹殺論 石九, 藤太
東京 春秋社 1940 51lP 19CH

属目喜腱 008916260 6

310.4  K119
歴代外務大臣演説集 貴島, 桃隆/編

東京 国際経済新報社 1955536P19CM
閉架 0089160196

310.4   K161

街頭政治学 喜多9 壮―郎       、
東京 木村書房 1951359P1904
閉架 0089152276

310.4   055

政論雑筆 小島,´ 祐馬 内田9 智雄/編
東京 みすず書房 1974あ7P20CM
閉架 0089161244｀

310.4  096

風雲閣閑話 尾崎9 行雄
東京 岡倉書房 1958315P19CH
閉架 0089153811

510.4   096

回顧浸録 尾崎, 行雄
東京 岩波書店 1947272P18CM
閉架 0089154462

310.4  R12
議会の大獅子吼 楽天社編集部

東京 楽天社 195785P19CM
閉架 ∞89143556

310.4   SU96

政界思い出百話 鈴木, 隆
東京 千代田書店 1966245P22CM
閉架 0089161152

510.4   TA55
ソ連の勝国とドイツの敗因 高津, 正道

東京 海洋社 1945210P18CM
閉架 0089162697

312.l   H31/2

310。 4 Y86                             原敬関係文書 第二巻 書輸篇二 原敬文書研究会/編
吉田茂 大磯清談 吉田, 茂 吉田, 健一/編             東京 日本放送出版協会 1984676P23CM

東京 文芸春秋新社 1956i75P19CM                 閉架 0089141790

開架 0089142■ 8

312.l   H51/5

閉架 0089169502

510.8  011/1

江兆銘全集 第一巻 江
` 

兆銘 河上, 純一/編
東京 東亜公論 1939588P19CM
励目自昌 008914274 9

311.21 H38

昭和維新試論 橋川, 文三
東京 朝日新聞社 1984269P19CM‐

閉架 0089144再 7

511.21  J55/Bl

自由民権思想 上 青木文庫 306 後藤, 靖/編
東京 青木書店 195725P15C14
閉架 00/89169601

511.21  J55/32                           _

自由民権思想 下 青木文庫 316 下山, =感/編
東京 青木書店 1961227P15CM

開架 0089169619

311.234 SC5S

例外の挑戦 Sehwab, Gcorge 服部, 平治/訳
東京 みすず害房 1980501P20CM
閉架 0089160501

311.8  H38
日本ファシズム批判 長谷川, 如是開

東京 大畑書店 1932 41lP 19CM

閉架 0089145668

511。 8   H77

「 ヒットラー綱領」ItH 高村, 安吉/訳
東京 希望閣 195595P19CM
閉架 0089142915

311.8  N16
情念の革命家 ヒトラーの間争 ポイント・ プックス 長沼, 博明

東京 青年書館 1975222P18CH
閉架 ∞89142843

311.8   N77/2

日本ファシズム 2 日本現代史研究会/編
東京 大月書店 1982238P20CM
閉架 0089145655

311.8   SA32

日本ファシズムの発展過程 佐 ,々 弘雄
東京 浅野書店 1952247P19CM
開架 0089145650

512     145

現代独裁政治史総説 独裁政治論叢書 第二巻 今中, 次磨
東京 大畑書店 1952341P200H
閉架 0089152409

512.1   合82/5

朝日新聞記者の証言 5 菅野, 長吉
東京 朝日ソノラマ 1981251P19CM
閉架 0089151088

512.l   F57

近代天皇制の成立と展開 藤井9 松―

東京 Er_4書林 1982281P22CM
開架 0089143665

312.1   696

流れの底に真実は光る 具島, 兼二郎 ながさき放送セミナー/編
長時 ながさき放送セミサー 1977 1lr 26CM

閉架 0089157452

512.l   H51/1

爆観関係文書 第一巻 書輸篤一 原敬文書研究会/編
東京 日本放送出版協会 1984657P25CH
閉架 0089141■ 2



政  治

原敬関係文書 第二巻 書輸篇三 原敬文書研究会/編
東京 日本放送出版協会 1985653P25CM
閉架 0089141808

312.l   H31/4                                
´

原敬関係文書 第四巻 書類篇一 瀑観文書研究会/編
東京 日本放送出版協会 1985645P2К ‖

鵬目醐昌 008914131 6

312.l   H31/5

原敬関係文書 第五巻 書類第二 鳳観文書研究会/編
東京 日本放送出版協会 1986681P250H
閉架 0089141824

512.l   H31/6

添撃関係文書 第六巻 書類篤三 原敬文書研究会/編
東京 日本放送出版協会 1986“5P23CM
開架 0089141852

512.l  H48

吉田茂と占領憲法 林房雄評論集 第4巻 林9 房雄

東京 浪墨 1974410P20CM
閉架 0039165914

312.l   H55
-皇族の戦争日記 東久週, 稔彦

東京 日本週報社 1957247P19CM
開架 0089141840

312.l H81
議会主義かファッショか 報知新聞社/編

東京 第百書房 195762P19CM
開架 0089144598

512.1   157

日本政治腐敗史 井上, 清
京都 三一書房 1948189P19CM
開架 0089158515

512.1   192

現代日本政治論 岩淵9 辰雄      、
東京 東洋経済新報社 1941509P19CII

働目自晨 008914445 0

512.1   192

重臣論 岩淵, 辰雄
東京 高山書院 1941345P19CH
閉架 0089165898

512.1  」71

政界夜話 城南, 隠士
東京 東治書院 1935546P20CM
開架 ∞89161459

512.l   KA45

日本政治百年史 金森, 徳次郎/編 山浦, 貫―/1M
長野 信濃毎日新聞社 1954318P50CH
閉架 0089158992

312.l   K184

戦前戦後 木舎, 畿二郎
東京 政界往来社 1956384P19CM
閉架 0089145171

512.l   K018

悪政・銃声・乱世 児玉・ 誉士夫
東京 弘文堂 1%1515P19CM
閉架 0089155857

512.l   K038

懐往時談 小泉, 策太郎
東京 中央公論社 1955512P19CM
開架 0089154488

512.l   K077

失はれし政治 近衛, 文麿 朝日新聞社/編
東京 朝日新聞社 1946154P18CM
閉架 0089140685

512。 l   K097

小山完吾日記 小山, 完吾
東京 慶応通信 1955526P18CH
閉架 0089140206

512。 l   KU84

斎藤隆夫かく戦えり 草柳, 大蔵

41 1"-t' =-=:======
東京 文藝春秋 1981309P2004

解 0089160840

312.1   ‖A51

日本を震憾させた200日 毎日新聞社/編
東京 毎日新聞社 1976225P19CH

閉架 0089158422

312.1   ‖A31/B

政変 角川文庫 6596 毎日新聞政治部/編
東京 角川書店 1986348P15C14

閉架 0089168686

312.1   ‖A51/B

自民党金権の構造 角川文庫 6193 毎日新聞政治部/編
東京 角川書店 1985213P15CM
閉架 0089169551

312.l HA81
史観 0宰相論 松本, 清張

東京 文藝春秋 1980287P20CM
酔  0089162036

512.l   N22

政界秘話 長嶋, 隆=
東京 平凡社 1928544P20CM
醜  00891611る 0

312.l   N25

笙藤番日記 永日, 恭介          ~
東京 徳間書店 1968230P19CM
閉架 0089161061

312.l  N37
永田町一番地 中村, 正吾

東京 ニュース社 1946239P18CM

開架 0089157457

512.l   N97

元老・重臣・官僚 0華族 野依, 秀市
東京 秀文閣書房 1954187P190H
閉架 0089152565

312.1   084

天皇の軍隊 大谷, 締二郎

東京 図書出版社 1972283P200M
日ロタに 008914559 5

512.1 096
号堂放談 尾崎, 行雄

東京 今日の問題社 19フ 510P19CH
閉架 0089i40180

512.1   096

政戦六十年 尾崎9 行雄
東京 日本評論社 1935351P19Ct4

開架 008914705

312.l   SA29‐

明治暗殺史 坂井, 邦夫
東京 啓松堂 1933552P19CM
閉架 0089145%0

312。 l   SH85

日本政治史 青少年文化叢書 自木, 正之
東京 高山書院 1949152P19CM
開架 0089158945

512.l TA29
高木惣吉日記 高木9 惣吉

東京 毎日新聞社 1985517P200M
融  008914105 5

512.l   TA45

軍國太平記 高宮, 大平
東京 酎燈社 1951354P18CM
閉架 ∞89152706

512:l   TA34

日本軍閥暗闇史 田中, 隆吉
東京 静和堂書店 1947170P18CH
閉架 0089145585

512.l   W27

古風庵回顧録 若槻礼次郎自伝 若槻9 礼次郎
東京 読売新聞社 1950469P19CM



日本の政治 日本研究叢書 Жy■ oBa, E. 太平洋研究会/訳    東京 太陽閣 1957360P19CM

政  治

閉架 0089142509

512.l  Y46

近衛時代の人物 山浦, 貫一

東京 高山書院 1940539P19CM｀
閉架 0089156111

512.l Z9

東京 叢文閣 195,247P20CM
閉架 0089158598

312.199 074.

沖縄 小山内, 宏
東京 講談社 1969272P2004
閉架 0089159412

312.199R98
基地沖縄

―
社/編

東京 サイマル出版会 1968276P19CH
閉架 0089155642

512.199 SE19

沖縄返還と「一体化政策J 青年法律家協会/編
東京 労働旬報社 196855P26CM
閉架 0089159438

512.2  Hll

東京 生活社 1940228P2204
閉架 0089145882

512.2  鵬
東菫全局の動揺 松岡, 洋右

東京 先進社 1951149P19CM
閉架 0089145908

312.22  696

世界政治と支那事変 具島, 兼=懲
東京 自揚社 1940346P22C14
酔 0089147559

312.22  H42

現代支那の政治と人物 波多野, 乾一
・ 東京 改造社 1937562P22CM

閉架 0089146252

512.22  H42

赤色支那の究明 被多野, 乾一

東京 大東出版 1941384P19CM
閉架 0089147567

312.22 K018
中国口想録 児玉, 謙次

東京 日本週報社 1952215P19CH
閉架 0089147516

312.22  KU84

中国戦後の動態 草野, 文男
京都 教育出版 1947219P180H
閉架 0089147656

512.22 Kl184

国共諭 草野9 文男
東京 世界思潮社 1947,90P18CH
閉架 0089155925

312。 22  MA67

裁かれる江政権 益井, 康一

東京 植村書店 1948236P18CM
閉架 0089146395

512.22 HA31

期 の経  赫 , 鑑
東京 弘道館 1942498P18CM
閉架 劇

"146948
312.22  ‖A86
動く満蒙 松岡, 洋右

東京 先進社 1931595P20CM
閉架 0089148154

312.22  N38

中国革命と毛択東思想 中西, 功
東京 青木書店 1969554P,9CM
閉架 0089164529

12 1"-J' =====:====3

312.22  066

支那の現状 朝日常識講座 第二巻 大西, 斎
東京 朝日新聞社 1928318P19CM
閉架 0089146914

312.22  SA25

支那 機構と人物 粛膝, 剛

閉架 0089146427

312.22  SH95

中国の命運 日華叢書 蒋, 介石 技多野, 乾―/訳
東京 日本評論社 1946188P18CM
閉架 0089147698

312.22  TA67
-      支那の全貌 竹内, 夏積 渡多野, 乾一

東京 信正社 1957285P20C14

閉架 0089146955

312.22  TA84

支那現下の政治動向 田中, 忠夫
東京 学藝社 1957559P20CM
開架 0089146526

512.22  T088

重慶論 谷水, 真澄

閉架 ∞89147227

312.22  T012

重慶政権の政情 ― 究所/編
東京 東亜研究所 1943218P21CM
閉架 0039147201

312.54  ‖051
ナテス調逸の解割 剰 :b 覚三

果ふ コロナ社 1940379P1904
閉架 0089151864

312.34  R72

二十世紀の神話 Rosenberg, Alfred 吹田9 順助
淑

東京 中央公論社 19B565P240H
閉架 0089159521

312.55  D58

フランス人民戦線 Danos, Jacques〔 ほか〕 吉田9

八重子/訳
東京 柘植書房 1975297P20CM
開架 ∞89153758

312.58 V83

瓶乱 0暗殺・陰謀政治の時代 BHTTe, C.Ю
` 

大竹, 博吉
淑

東京 ナウカ社 1936428P22CM
閉架 0089152961

312.55  TA29

現代米国の研究 米国講座叢書 第七編 高木, 八尺
東京 有斐閣 1947268P1904
閉架 0089152805

512.8   A64

新政治家列博 荒木9 武行
東京 内外社 1952279P19C14

殷 008劇 62291

512.8  A38

政界の尖端を行く人  々浅尾, 勝爾
東京 第一出版 1930525P19CM
閉架 0089161178

512.8  B12

政界人物風景 馬場
` 

恒吾
東京 中央公論社 1931552P19CM
酔 0089161186

512.8   151/B

明治維新 三大政治家 中公文庫 池辺, 三山 滝田, 樗陰/編
東京 中央公論社 1975236P15CH
閉架 008916795`

312.8   SU21

現代史を支配する病人たち AccOce, Pierre/〔 ほか〕

世界政治と東亜 HadsOn, G.H. 尾崎, 秀実/訳 ´
    東京 日本青年外交協会 1944329P18CM
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東京 立意民政党 1931505P19CM
閉架 0089156889

515。 l   SH87

.親分子分 政党編 自柳, 秀湖
東京 千倉書房 192405P19CM
閉架 0089159834

315.22  A32

中国共産党 1 中国叢書 朝日新聞東亜部/編
東京 月曜書房 1946273P18CH
属目自晨 008914754 0

315.22  KU84  ・

支那辺区の研究 草野, 文男
東京 国民社 1944257P22CH
閉架 0039147029

315。 22  N38

中国共産党史 中西, 功
東京 自都社 1949271P18CM
閉架 0089147581

315.22  N58

中国共産党と民族統一戦線 中西, 功 西里, 能夫
京都 大雅社 1946154P21CM    、
閉架 0089147599

315.22  083/1

支那共産党史 上 東亜叢書 大塚, 令三
東京 生活社 1940220P19CM
閉架 0089147565

315。 22  088/2

支那共産党史 下 東亜叢書 大塚, 令三
東京 生活社 19402“P19CM
閉架 008914757 5

315.22  Y46

中国国民党史 山内9 喜代美
東京 厳松堂書店 1941356P21C14

閉架 0089147607

315.225 HA47/1

満州共書扉の研究 第一 満州国軍政部顧間部/編
東京 厳南堂書店 1969924P22CM
閉架 0089148575

515.225 HA47/2

満州共書扉の研究 第二 満州国軍政p風問部/im
東京 厳南堂 1%9521P220H
閉架 0089148581

315.54  N14/S

緑の党 講談社現代新書 694 永井, 清彦
東京 講談社 1985215P18CH
騨 0089169890

316。 l   M152

横浜事件 美作, 太郎/〔ほか〕
東京 日本エディタースクー 1977274P18CM
閉架 0089145785

316.5   D52

革命と反革命 文庫クセジュ 460 Decoufle,
c 野島  協/訳

東京 白水社 1%9150P18CH
閉架 0089169841

317.2   W51ノ B

官僚制 角川文庫 1545 Weber, Max阿 開,

[ほか]訳
東京 角川書店 195898P15CM
閉架 008916747 2

517.2  Y31
総理大臣 読売新聞政治部/編

東京 読売新聞社 19713ア 19CM

閉架 0089162861

317.29 」66

陸軍省軍務局 昭和軍事史叢書 上法9 快男
東京 芙蓉書房 1979652P20CM
開架 0089150452

317.5   N31

Andr

吉男/

須加, 素子/編
東京 新潮社 1978246P20Ct4
覇目麟目 008915252 4

512.3   TA94/S

昭和の政治家たち フロンテイア・ ブック ロ々宮,

果ス 弘文堂 1%5258P18CM
鵬目舅農 008917010 4

312.9   A87

日独ソ大陸プロック論 浅野, 利二郎
東京 東海堂 1941297P22CH
開架 0089159052

315.6   178

なぜ天皇制か いいだ, もも
東京 三一書房 1976294P19C14
閉架 0089145475

515.6  N59

読師権の独立 中野9 登美雄
東京 有斐閣 1954729P22CH
閉架 0089164081

314    312          .

議会政治論 馬場, 恒吾
東京 中央公論社 1953446P20CM
閉架 0089152651

514     ‖145
議会政治の検討 美濃部, 達吉

東京 日本評論社 1934598P19CM
閉架 0089152615

514     025

議会の話 朝日常識講座 第四巻 緒方, 竹虎
東京 朝日新聞社 19292810P19CM

閉架 0089152625

514.l   T件17

帝国議会の話 田口, 弼―

東京 啓成社 1951397P1904
日目醐晨 008916575 2

314.l   TE24

帝国議会議事速記録集 第六十七回
栞ふ 内閣印刷局 195519・J50CM
閉架 0089151752

514.12 051                   ´

大木日記 大木, 操
東京 朝日新聞社 1969369P19CH
閉架 0089159895

314.8  T056

普通選挙講座 宮岡, 重雄

東京 普選社 192769P1904
閉架 0089155852

515.l  H58
第二の開開 橋本9 欣五郎

東京 大日本赤誠会本部 1939316P18CM
酔 00891,1585

515.l   K059

日中両党会談始末記 小島, 優
東京 新日本出版社 1980528P19CH
閉架 0089159305

515。 l   N51

先駆者の系譜 中, 正雄
東京 社会思潮編集局 1949266P19CM
閉架 0089161764

515.l   N77

共産党の正体と撲減策 日本新聞社編輯局/編
東京 先進社 1951186P18CM
開架 ∞89156525

515.l   N77

日本共産党第6回全国協議会決議集 日本共産党/編
東京 日本共産党中央委員会 1955117P18CM

閉架 0089158174

515.l   R41

民政党政策講演集 立憲民政党本部/編

蜘



勲章の歴史 風俗文化史選書 8 7p■, 馨 日本風俗史学会/編
東京 雄山閣 1975212P21CH
閉架 0089156454

517.5   S055/1

特別叙勲類纂 (死没者)上  論理府賞勲局/編
東京 総理府賞勲局 1985846P2104
閉架 0089113893

317.5   T021ノ B

勲章 カラープックス 244 藤樫, 準二
東京 保育社 1978153P15CH         ~
閉架 0089167787

517.7  KY6/2                   
｀

京都府警察史 第二巻 京都府警察史編集委員会/編
京都 京都府警察本部 1975915P22CM
開架 0089156553

517.7   St139

警察物語 杉村, 幹
東京 二松堂 1942271P18CM
閉架 008914W96

517.74  A55

特高教程 青木, 貞雄 再版
東京 新光閣 197479P19C14
閉架 0089150056

317。 74  K146

特高法令の新研究 木下, 英一 再版
東京 松華堂書店 1952551P19CH   、
閉架 0089150064

317.74  M183

特高の回想 宮下, 弘/〔ほか〕
東京 田畑書店 1973329P19Ct4

閉架 0089163901

317.74  025

特高警察読本 尾形, 半
東京 松華堂 1932342P19CH
融 008"43804

517.78  KL195

詢模の行方 隣組防犯講座 第二輯 掏模・詐欺編 構瀬, 正澄

東京 人文閣 1941348P19CM
閉架 ∞89162820

517.922 KA44

満蒙行政瑣談 金井9 章二
東京 創元社 1945341P19C‖

酔 0089148758

517.922 KA86/1

満州国警察小史 第二編 加藤, 豊隆
松山 元在外公務員援議会 1968321P22CM
閉架 0089148464

517.922 Kn36/2

満州国警察小史 第二煽 加藤, 豊隆
松山 元在外公務員援議会 1974245P22C‖

閉架 0089148472

317.922 KA86/5

満州国警察小史 第二編 加藤, 豊隆

松山 元在外公務員援議会 1976569P22CM

閉架 0089148480

317.922 HA47

満州国行政執行法/治安警察法/軍機保護法講義

[ ]満 州国書株式会社 51P22CM

開架 0089148431

517.922 HA47

満州国警察史 満州国治安部警察司/編 加藤, 豊隆/校訂

松山 元在外公務員援議会 1980874P26CH

閉架 0089148456

318.254 SH64

さまざまなる生涯学習 掛川学事始 第四集 榛村, 純一

東京 清文社 19873648P1904

閉架 0089160956

518.255 048

岡崎市戦災復興誌 東海新聞社/編

44 1o-i* :-==-=:
岡崎 岡崎市 19541209P22C14

閉架 0089159404

318.4   175

地方議会闘争史 石垣, 清―郎
東京 新入社 1931345P19CM
鵬ロタ腱 008916548 9

319    A32

冷い戦争 朝日新聞外報部/編 再版

大阪 国際出版 1948392P180M

開架 0039149985

319     n92

近代世界外交問題解説 声田9 均

東京 タイムス出版社 1932369P20m
閉架 0089155477

519     A92/2

最近世界外交史 後編 声田. 均

東京 明治図書 1954i550P22CM

閉架 0089160816

319     187

国際紛争史考 板倉, 卓造
東京 中央公論社 1955520P1904

閉架 0089155%4

319    KA37
国際連盟政策論 政治ライプラリー 4 神川L 彦松

東京 政治教育協会 1927328P230H
開架 0089155980

519    K159
世界大戦と外交 木村, 鋭市

東京 日本電報通信社 1941442P22CH
開架 0089161616

519     MA75

外交及外交史研究 松原, 一雄

東京 丸善株式会社 1951788P23CH
開架 0039152201

319     HA74

外交諭叢 松田道―遺稿 松田, 道一 鹿島平和研究所/編
東京 鹿島研究所出版会 197089ア 22CM

閉架 0089152219

319     M191

最近十年 世界外交史 三好, 貞雄
東京 戦争文化研究所 1943541P180H
属目多燿 008916152 7

519     N76

華府会議と列国の権略 蟷川, 新
東京 奉公会 192789P19CM
閉架 0089154975

519     N77

日中戦争と国際的耐応 国際政治 47 日本国際政治学会/編
東京 有斐閣 1972140P21CH
開架 ∞89159570

519    067

第二次世界大戦原因の政治・経済学的な研究 大野, 信三

東京 千倉書房 1945624P22C14

閉架 0039151658

519.02 C/86

ヤルタ会談 世界の分割 Conte, Arthur 山口, 俊章

刻
東京 サイマル出版会 綸

“

406P19CM

聞架 0089165245

519。 02  KA74/1

ドキュメント 戦争と外交 (上 )加 瀬, 俊一

東京 読売新聞社 1975508P20CM
閉架 0089149795

319。 02  R28

ヤルタからボツダムヘ Ressing, ′Cerd 佐瀬, 昌盛/
訳

東京 南窓社 1971250P20CM
閉架 0089165252

519.04  T032

治政



海洋国家日本の構想 高坂, 正尭 三版
東京 中央公論社 1968190P20CM
閉架 0089154512

519.l   A77

人の日の塵を見る 有田, 八郎
東京 大日本雄弁会議談社 1948287P18CH
閉架 0089155575

319.l   E55

嵐のなかの外交官 Emmerson, John K 官地, 健次
郎/訳

東京 朝日新聞社 1979522P20CH
閉架 0089150855

319.1   615/1945

外交関係公表集 (昭和十八年度)外 務省弘報部/編
[ ] [ ]1944431P21CM
覇目醐晨 003915272 2

319。 l  H38
日米交渉秘話 橋本, 徹馬

東京 紫雲荘出版部 1946180P19CH
閉架 0089159172

319.l   H41

太平洋国際関係史 秦, 郁彦
東京 福村出版 1972328P21CM
働ロヨ晨008916312 5

519。 l   H43

近代日本外交史 服部, 之総
東京 世界書院 1947199P1704
鳳目醐晨 008915552 9

319。 l  H48
日米外交自書 林, 秀

東京 日本青年外交協会出版 1942312P18CM
閉架 0089159040

519.l   H81

外交の真髄を求めて 法眼, 晋作
東京 原書房 1986215P20CM
日ロタに008915219 5

'319.1   175

外交官の一生 石射, 猪太郎
東京 読売新聞社 1950464P18CH
開架 0089139596               ｀

319.1   175

外交余録 石井, 菊次郎
東京 岩波書店 19Ю 526P25Ct4

働目a晨 008915224 5

519.1   192

対支外交史論 岩淵, 辰雄
東京 高山書院 1946179P21CM         (
働目麟経 008914745 8

519。 l   KAll

世界革命と日本 何, 応欽
東京 時事通信社 1970259P19CH
開架 0089161555

319。 l   KA46

日本,支那9欧米 金内, 良輔
東京 改造社 1959386P19CM
閉架 0089158562

319.l   KA74

日本外交の主役たち 加瀬, 俊一

東京 文藝春秋 1974265P20CM
閉架 0089157905

519.l   KA76

日米外交史 鹿島9 守之助
東京 鹿島研究所 195877P22CM
閉架 0089159289

519.l   K051

国際連盟に於ける日支問題議事録 国際連盟事務局東京支局/編
東京 国際連盟記録刊行会 195252r22CM
開架 0089155972

519.l   K051

45 1"-?' :--==
リットン報告書全文 国際聯盟支那調査委員会/編 外務省/訳

東京 軍事教育社 1952289P19CM
酔 008916065 4

319。 l   KU79

泡沫の三十二年 来栖, =鯨
東京 文化書院 1949242P21CH
閉架 0089140578

319.l   KU79

日米交渉秘話 来栖, =瓢
東京 創元社 1952222P19CM
閉架 0089159016

319。 l   N77

1930年代の日本外交 国際政治 56 日本国際政治学会/編
果泉 有斐聞 1977175P21CM
閉架 0089145072                     ヽ

519J N77
日本外交史研究 日中関係の展開 日本国際政治学会/編

東京 有斐閣 1%1205P21CM
鵬目醐晨 008915787 9

319el  N77

日本外交史研究 昭和時代 日本国際政治学会/編
東京 有斐閣 196016P2104
醜  008915788 7

319.l   N77                    _

日本外交史研究 外交と世論 国際政治 41 日本国際政治学会/編
東京 有斐閣 1970175P21CM
閉架 0089158757

319。 l   N77

日本外交史の諸問題 3 国際政治 37 日本国際政治学会/編
果ふ 有突閣 1968178P2104
閉架 0089158745

519.l   N77/ 1

幕末外交 日本外交史 1 鹿島, 守之助 鹿島平和研究所/編
東京 鹿島研究所出版会 1970317P22C14

酔 0089166073

519.l   N77/ 2

条約改正問題 日本外交史 2 鹿島. 守之助 鹿島平和研究所/編
果ふ 鹿島研究所出版会 1970512P22CM
閉架 0089166086

319.l   N77/ 5

近隣諸国及び領土問題 日本外交史 3 鹿島, 守之助 鹿島平和研
究所/編

東京 鹿島研究所出版会 1970372P22C14

閉架 ∞89166094

319。 l   N77/ 4

日清戦争と三国干渉 日本外交史 4 鹿島, 守之助 鹿島平和研究

所/編
東京 鹿島研究所出版会 1970426P22CM
閉架 0089166102

319.l   N77/ 5

支那における列強の角逐 日本外交史 5 鹿島. 守之助 鹿島平和

研究所/編
東京 鹿島研究所出版会 1970568P22C14

閉架 00891“ 110

519。 l   N77/ 6

第一回日英同盟とその前後 日本外交史 6 鹿島, 守之助 鹿島平
和研究所/編

東京 鹿島研究所出版会 1970305P2204
麒 0089166128

519.l   N77/7

日露戦争 日本外交史 7 鹿島, 守之助 鹿島平和研究所/編
東京 鹿島研究所出版会 1970492P22CH
酔 0089166156

519.l   N77/ 8

第二回日英明盟どその時代 日本外交史 8 鹿島. 守之助 鹿島平
和研究所/編

東京 鹿島研究所出版会 1970510P22CM
開架 00891“144                     ‐

519。 l   N77/ 9

第二回日英同盟とその時代 日本外交史 9 鹿島9 守之助 鹿島平



世界大戦原因の研究 日本外交史 別巻2 鹿島, 守之助 鹿島平和    閉架 0089152177

研究所/編
東京 鹿島研究所出版会 197186522
閉架 00391“284

319。 l   N77/10

第一次世界大戦参加及び協力問題 日本外交史 10 鹿島, 守之助
鹿島平和研究所/編

東京 鹿島研究所出版会 1971504P22CM
開架 00891“ 169

519.l   N77/11

支那問題 日本外交史 11 鹿島, 守之助 鹿島平和研究所/編   519.l SH65/1

IA 1"-i' =:=--====
閉架 0039144455

319。 l   SH26

外交五十年 幣原, 喜重郎
東京 読売新聞社 1951524P19CH

319。 l   SH28

重光葵 手記 重光, 葵 伊藤9 隆/〔ほか〕編
東京 中央公論社 1986709P20CM
閉架 0089140385         ‐

519。 l   SH65

外交側面史談 信夫, 淳平
´   棘  勝 閣 1927435P19CH

閉架 0089152227

日本外交史 1853‐ 1972 1 信夫, 清=館/編
東京 毎日新聞社 1974291P22CM
閉架 0089158836

日本外交史 1853‐ 1972 2 信夫, 清二郎/編
東京 毎日新聞社 1974609P22CH
閉架 0089158844

519。 l   SH87

東京 実業之日本社 1959 ЮlP 19CM

閉架 0089147755

閉架 0089141196

319.l   TA67

松岡全権大演説集 竹内, 夏積
東京 大日本雄弁会議談社 193254P1904

319.l TA84
国際政治から観た日支の抗争 田中, 直吉

京都 立命館出版部 1957258P19CH
鵬目a趣 008914779 7                   、

319.l   TA34

日本外交秘話 中国, 千畝

東京 博文館 1940342P200M
酔  008915785 3

519。 l   T065

日本外交秘録 刀欄館, 正雄

東京 朝日新聞社 1954208P200M
閉架 0089157861

319.l   T063

日本外交黙描 刀講館, 正雄

東京 果ふ朝日新聞社 193453P23CM
閉架 0089157895

日華交渉史 植田, 捷雄
東京 野村書店 1948279P18CM
閉架 0089157665

昭和外交史 義井, 博
東京 南窓社 1971274P210H
際 0089144745

519。 l   Y94

東京 自由アジア社 1958 31lP 19CM

閉架 0089144549

519.2   164

極東新秋序の模索 近代日本外交史叢書 8 入江, 昭

東京 原書房 1968522P21CM
閉架 0089146179

319.2   N59/1

最近 極東外交史 上巻 中野, 英光

東京 僣行社 1951558P25C‖

島ロヨ昌 008916109 5

政  治

和研究所/編
東京 鹿島研究所出版会 1970442P22CM
開架 00891“ 151

519.l   N77/A2

島平和研究所/編
東京 鹿島研究所出版会 1971528P22CM

東京 鹿島研究所出版会 1970394P22CM
閉架 0089166250

究所/編
東京 鹿島研究所出版会 1971550P22CM
開架 0089166268

319.l   N77/52

島平和研究所/編
東京 鹿島研究所出版会 1972305P22CM
閉架 0089166276

319.l   N95

米国に使して 野村9 吉二郎

東京 岩波書店 194617・J21CN
属目自昌 008915125 7

319。 l   SE36

皇軍の危機一九二六年に備へよ 関根, 郡平
東京 兵書出版 193244P25CM

東京 鹿島研究所出版会 1971567P22C14

開架 00891“ 177

519。 l   N77/12                      
・

パリ講和会議 日本外交史 12 鹿島9 守之助 鹿島平和研究所/  319。 l SH65/2
編

東京 鹿島研究所出版会 1971454P22CH
閉架 00891“ 185

519。 l   N77/13

ワシントン会議及び移民問題 日本外交史 13 鹿島, 守之助 鹿  日支交渉史話 自柳, 秀湖

融 0089166195
319。 l   TA26  .

319.1 ‖77/15                           田尻愛義回想録 田尻, 愛義
日ソ国交問題 一九一七～一九四五 日本外交史 15 西. 春彦     東京 原書房 1977258P2∝ ‖

鹿島平和研究所/編
東京 鹿島研究所出版会 1970408P22CM
閉架 0089166201

519。 l   N77/17

中国ナショナリズムと日華関係の展 日本外交史 17 上村, 伸一    開架 0089145718

鹿島平和研究所/編
東京 鹿島研究所出版会 1971557P22CM
鵬目窃爆 008916621 9

319.・ l   N77/19

日華事変 上 日本外交史 19 上村, 伸一 鹿島平和研究所/編
東京 鹿島研究所出版会 1971277P22CH
閉架 0089166227

519.l   N77/20

日華事変 下 日本外交史 20 上村, 伸一 鹿島平和研究所/編
東京 鹿島研究所出版会 1971326P22CM
閉架 00891“235

319。 l   N77/21

日独伊同盟 。日ソ中立条約 日本外交史 21 堀内, 謙介 鹿島平
和研究所/編

東京 鹿島研究所出版会 1971347P22CM
閉架 00891“245

519。 l   N77/25

日米交渉 日本外交史 23 加瀬9 俊一 鹿島平和研究所/編    319.l U32

319.l   N77/24

大東亜戦争 戦時外交 日本外交史 24 大田, 一郎 鹿島平和研  319。 l Y88

講和後の外交 (3)国 際連合 日本外交史 32 井口, 貞夫 鹿  外交六十年 芳澤, 議吉



519。 22  145

東菫の政治的新段階 今中, 次磨
東京 日本青年外交協会 1941448P2104
閉架 0089145916

519。 22  KU62

危機を黎む日満憲関係の全貌と其対策 栗原, 彦=瓢
東京 矢島勇二郎 195448P26CM
閉架 0089148167

319.22 HA66               
‐

満州国境問題 東亜新書 増日, 忠雄
東京 中央公論社 1941133P19CH
閉架 0089148449

319.22  SA25

支那国際関係概観 斎藤, 良衛
東京 国際連盟協会 1924235P20CH
閉架 0089146554

519.22  SH69

満州問題の基調 新天地社/編
大達 新天地社 1951285P24CM
閉架 0089148688

519.22  U52

現代中国を経る世界の外交 植田, 捷雄/〔 ほか〕

東京 野村書店 1951330P22CM
閉架 0089146286

319.22  U52

在支列国権益慨説 植田, 捷雄

東京 厳松堂書店 1959455P25Ct4

閉架 0089146377

319.22  Y54

満州問題 矢内原, 忠雄
東京 岩波書店 1954278P19CM
醜 0089148670

319。 53  P64

断たれたきずな PiggOtt, Franci
長谷川, 才次/編

東京 時事通信社 1951560P21CH
閉架 0089165679

319.54  R64

獨逸外交政策 Rolinkhofen, Fre
小松夕 敏男/訳

東京 日本電報通信社 1941251P22CM
開架 ∞89151856

519.58 K079
ポーツマス講和会議日誌 КO pOCTOBe■ 9

二郎/訳
東京 石害房 1945257P210H
閉架 0089160089

519.58  ‖025

戦争とソ連外交 MOJOTOB, M. 小川,

47 1"-r' :======-==
東京 高山書院 1941343P19CM
覇目密昌 008916189 7

319.55  A44

大戦の秘録 アメリカ合衆国国務省/編纂
東京 読売新聞社 1948464P21CM
閉架 0089145259

319.53  A44

平和と戦争 アメリカ合衆国国務省/編
東京 協同出版社 1946195P21CM
閉架 0039155167

319.55 D95
アメリカ対外関係史 D■ 1les, Foster Rhea 田村

, 報 鳳
東京 日本外政学会 1958424P18CM
開架 0089150309

319.53  H98

回想録 H■ 11, Cordell 朝日新聞社/訳
東京 朝日新聞社 1949320P愉麟

開架 0089154496

519.55  164

米中関係 入江, 昭
東京 サイマル出版会 1971214P19CII

開架 0089147904

519.53  KA59/1

支那制覇戦と太平洋 上巻 Kantorovich, Anator
ii 広島, 定吉/訳

東京 生活社 19繋 448P22側

閉架 0“9146799

319.55  KA59/2

支那制覇戦と太書 下巻 KantoFOViCh, Anator
ii 広 島 , 定 吉 /訳

東京 生活社 1938431P22CM
閉架 ∞89146807

519.55  K051

米国の大平洋政策 国際関係研究会/編
東京 東洋経済新報社出版部 1942549P2204
閉架 0089151245

519.8   H48/S

1970年と日本の軍事基地 新日本新書 64 林, 茂夫/[ほか

]編
東京 新日本出版社 1968232P18CM
開架 0089169809

519.8  H75

原爆モニュメント物語 広島県歴史教育者協議会/編
東京 平和文化 1984222P19CM
開架 0089152575

519。 8   177

太平洋危機突破論 石丸, 藤太
東京 春秋社 1934470P20CM
閉架 0089145270

519.8   192

核兵器廃絶のうねり 岩垂, 弘
東京 連合出版 1982254P19CH
閉架 0089149108

519.8   ‖065
ヒロシマの子 森下, 弘/〔ほか〕編

東京 平和文化 1985251P19CM
閉架 0089153332            ‐

319.8   TA29/S

核時代を生きる 講談社現代新書 699 高木, 4~=郎
東京 講談社 1983230P18CM
閉架 008917∞05                      ,

520.4   152

法燈余滴 稲川, 龍雄
東京 成文堂 1975412P20CM           '
解  008915570 4

520.4   ‖52/1942

戦時立法第一年 昭和十七年 中川, 善之助/編
東京 河出書房 1942245P18CM
日日麟爆 008914515 5

治政

319.2   N59/2

最近 極東外交史 下巻 中野9 英光
東京 僣行社 1931701P23CH
閉架 0089161105

319.2   Y92

極東の外交 現代叢書 吉野, 作造/編 徳富9

東京 民友社 1916402P19CM
閉架 0039146278

519.21  D21

離散家族自書 大韓赤十字社/編
ソウル 大韓赤十字社 1976441P22CM
開架 0089160618

519.22  F95

近代支那外交秘録 古川9 暁村
上海 古川暁村 1935256P23C14

閉架 ∞8915537

519.22  H95

満蒙の重大化と実力発動 細野, 繁勝
東京 巧藝社 1951224P19CM
風目醐日 008914875 3

壽峰/監修

s St eura r t

itak von

И. Я. 島野,

勝彦/訳



法  律

520.4   074

法窓秘聞 尾佐竹, 猛
東京 実業之日本社 1949508P22CM
閉架 0089153647

520.91  634/6

現代法令全集 第六巻 兵事編 末弘, 厳太郎/編
東京 日本評論社 1956807P1904
開架 0089152417

320.91  185

国民宝典 五十野, 譲
東京 弘法館 1900770P19CM
閉架 0089155931

521     H81

法学通論教程草案 憲兵上等兵候補者用
〔 〕 〔 〕 195535P22C‖         ｀

閉架 0089153456

521。 5   KA21/B

法律の階級性 アテネ文庫 106 戒能, 通孝

果ふ 弘文堂 195065P1504
日目多昌 008916729 0

322.l   HA54

日本法制史概論 牧9 健二 改訂版
東京 弘文堂書房 1942438P22CH
閉架 0089158851

522.l   M167

日本法制史 日本文化名著選 三浦, 周行
大阪 創元社 1955210P′ 19CH

酔  0089158869

522.15  TA87

検非違使を中心としたる平安時代の警察状態 谷森, 饒男
東京 柏書房 198029T22CM
E目麟晨 008915312 6

322.133 SH96

聖徳太子御憲法玄恵註抄 奥田, T格/編
東京 森江書店 1940260P230H
開架 00891“508

522.15  175/1

江戸の町奉行 その他 江戸時代漫筆 第1 石井, 良助
東京 自治日報社出版局 1971286P19CM
閉架 0089151971

522.15  175/4

人殺・密通 その他 江戸時代漫筆 第4 石井, 良助
東京 自治日報社出版局 1971208P19CM
閉架 0089155■ 5

522.15  175/5

将軍の生活 その他 江戸時代漫筆 第5 石井, 良助
東京 自治日報社出版局 197126ア 19CM

閉架 0089162994

522.15  067

刑罰風俗細見 江戸時代 Jヽ野, 武雄
東京 展望社 1976406P2004
閉架 0089152151

525     M145

現代憲政評論 美濃部, 達吉           :
東京 岩波書店 195045"19CM
閉架 0089152425

525     SA75/2

憲法・行政法演召 第二巻 佐 木々, 惣一

東京 日本評論社 1942404P19CH        ・
閉架 0089i55212

325     SH49/1

帝国公法大意 第 1分冊 憲法 清水, 澄

東京 清水書店 1926546P22C14

閉架 0089165786

525.12  074

日本憲政史 現代政治学全集 第六巻 尾佐竹9 猛

東京 日本評論社 1930408Pあ釧

閉架 0089158752

325.12  SU96

日本憲法史研究 鈴木, 安蔵
東京 叢文閣 1955419P200H
酔 008915881 0

523.15  KA55

憲法制定と欧米人の評論 金子, 堅太郎
東京 日本青年館 1957395P20CM             ′

閉架 0089155220

323.13  M145

憲法撮要 美濃部分 達吉 訂正四版
東京 有斐閣 1929580P■釧

屁目醐晨 008915524 6

323.15  M145

日本憲法の基本主義 美濃部, 達吉
東京 日本評論社 1954206P25CM
閉架 0089158059

323。 13  SA35

帝国憲法講義 佐藤, 丑次郎
東京 有斐閣 1951575P22CM
開架 0089165760

323.13  U47

新稿 憲法述義 上杉, 慎吉 再版
東京 有斐閣 1925704P25C‖

閉架 0039155255      '

323.131 M145E                              
｀

機関説の徹底的勁滅を目指して在郷軍人の奮起を促す 江藤, 源九郎
東京 江藤源九郎 193598P19CH
融 0089149124

525.151 T065

私論天皇機関説 fljuJ:I. 裕
東京 學藝書林 1977228P19CH
日ロヨ農 008914548 1

523.14  W46

日本国憲法「改正』史 渡辺, 治
東京 日本評論社 1987690P22CM
開架 0089158158

526.04  144

法廷五十年 今村..力=郎
東京 専修大学 194854P19CM
昂目多晨 008915567 0

526.21  SA95/B

密約 中公文庫 澤地, 久枝
東京 中央公論社 1978271P15CM
閉架 0089168025

526.21  TA48

永田事件の公判記録 高雄, 辰馬/iS 改訂版
東京 今日の問題社 19■ 112P19CM

閉架 008'145452

526.21  TE57

沖縄でひらかれる天皇裁判 天皇糾弾・皇居突入裁判闘争を支援する会
川崎 新南陽社 197446P25CM
酔 0089160139

526.22  038

最高裁調査官報告書 大塚, 一男
東京 筑摩書房 19862`9P19CM
閉架 0089144562

526.5   081

弁護二十年 太田, 金次郎
東京 中文館書店 1948246P18CM
閉架 0089159955

526.41  F96

日本死刑史 布施, 弥平治 修訂版
東京 巌南堂書院 1985再

"22CM鵬ロタ昌 008915854 7

526.41  F96

日本死刑史 布施9 弥平治
東京 成光館書店 19フ 518P25釧
開架 0089158554

526.5   KY5

48 1"-i' ====:-===:



戦時行刑実録 矯正協会/編
東京 矯正協会 19661320P22CM
閉架 0089149736

526.52  Y47

網走刑務所 山谷, 一郎
札幌 北海道新聞社 1982534・P20CM
閉架 0089150601

326.8   W44

特別法罰則適用総鑑 鷲山, 半之助
東京 新光閣 19弘 1722P23CM
開架 ∞89151740

327     M176/B

裁判の書 角川文庫 1144 三宅, 正太郎
東京 角川書店 1955224P15CM
閉架 0089168605

527     W35/B

法廷考現学 中公文庫 和久, 峻三
東京 中央公論社 1983255P15CM
閉架 0089167308

527.04  1046

憲法理念の夭易をめざして 東京中央法律事務所/編
東京 エイデル研究所 1984538P22CM
閉架 0089155258

327.14  TS91

弁護三十年 塚崎, 直義
東京 岡倉書房 1937298P20CM          _
開架 0089151260                 .

527.8 q4/8    ,
家永・教科書裁判 高裁篤 第8巻 立証篇 4 教科書検定訴訟を支
援する全国連絡会/編

東京 文―総合出版 1985618P22CM
閉架 0089154550

527.922 TA56

満州国刑事訴訟法講義 高藪, 〔 〕
[]満 州図書株式会社 22P22CM
閉架 0089143498

529     TA15                            ^

平時国際法論 立, 作太郎
東京 日本評論社 1952700P23CH
閉架 0089153175

529.2   TA15

支那事変国際法論 立9 作太郎
東京 松華堂書店 1958544P2204
閉架 0089146609

529.28 U36
上海共同租界誌 上原 ,

東京 丸善株式会社

閉架 0089147086

529.52  TA13

国際聯盟規約論 立 ,

東京 国際聯盟協会

島目自員 008914447 1

529.52  TA67

265P 22CM

作太郎
1952 400P 25CM

聯盟脱退記 竹内, 夏積
東京 立命館出版部 1933308P200M
閉架 00891“578

529.4   TA71/2

東京裁判をさばく 下 瀧川, 政次郎

東京 東和社 1955260P19CM
鵬ロヨ爆 008914545 7

49 1"-i' ==-=====E==:
329.67  MA64
ニュルンベルク裁判 Maser, Werner 西, 義之/訳

東京 TBSプ リタニカ 1979494P20C14

開架 0089159271

329.67  M141

東京裁判 Minear, Richard 安藤, 仁介/訳 新装

版
東京 福村出版 1985218P20CM
閉架 0089145405

329.67  SA72    ・

笹川良―の見た巣鴨の表情 笹川, 良―/述 桜, 洋一郎/編
大阪 文化人書房 1949225P19CM

.閉架 0089162796

329.67  SU23

東京裁判の正体 菅原, 裕

東京 時事通信社 19613P190H          ´

酔 0089145429

30.4   127

昭和維新 飯島, 幡司
大阪 朝日新聞社 1942267P200M
閉架 0089144729

350.4   055

日本資本主義と労働問題 大河内, 一男
東京 自田書院 1946298P21CM       

｀

開架 0089158559

330。 8   Z8/7

日本経済史 図説 経済学体系 7 竹中, 靖一/編 作道, 洋大
郎/編

東京 学文社 1975198P27CM
閉架 0089165989

552     048

現代世界経済史入門 Day, 」Ohn Percival 山岡,

喜久男/1S
東京 東山堂書房 1942243P19CM
閉架 0089152466

532     H43

財界の動き 服部, 文四郎
東京 大日本雄弁会議談社 1951525P19CH
閉架 0089165427

532     K055

経済史論考 黒正9 厳
東京 岩波書店 1925386P19CM
開架 0089155030

552     SA56

世界経済回復 Salter, Arthur 東京政治経倫研究所/
訳

東京 岩波書店 1955392P19CM
開架 0089161558

352.04  N95

探史餘歴 野村, 兼太郎
東京 ダイヤモンド社 1945497P21C14

閉架 0089165257

352。 06  KA94

資本主義経済学の史的発展 河上, 肇
京都 弘文堂書房 1925625P24CM
屁ロタ晨 008916202 8

552.l   A47/1

昭和政治経済史への証言 上 安藤, 良雄
東京 毎日新聞社 1%5307P20CM
日ロタロ 008914495 5

D32.l   A47/2

532.l   A77

昭和経済側面史 有竹, 修二
東京 河出書房 1952582P19CM
閉架 0089144778

532.l   A32

昭和経済50年 朝日新聞経済部/編

律法

著

９４

329.62 F95                            昭和政治経済史への証言 中 安藤, 良雄

儀虜二関スル抗議二関シ存虜情報局及停虜管理部力`離 停虜情報局/    東京 毎日新聞社 1966315P20C14

閉架 0089144945編
[ ]拝 虜情報局 1945510P25CM
閉架 0089150512

529.67 H95

国際シンポジウム東京裁判を問う 細谷, 千博/〔ほか〕編

東京 講談社 198441P20CM
_開架 0089144465



332.l K146/1
飢饉考 上 近世社会経済史料集成 1 高橋9 梵仙/編       532.22 H31

経  済

東京 朝日新聞社 1976265P19CM
閉架 0089144760

352.l H81
財界随想 帆足9 計/編 郷, 誠之助/編

東京 慶応書房 1939525P19CH
閉架 0089165443      

‐

552.1   156

日本経済図表 猪間, 駿一

東京 日本評論社 1950428P25CH
閉架 0089158042

552.1   196

財界楽屋浸談 岩崎, 清七
東京 富士書房 19'206P25CM
閉架 0089165419

352.l   K合57

日支事変経済史 神永, 文三
東京 議会政治社 19"588P19CH
開架 0089147771

552.l   K139

財界よもやま史話 木村9 毅
東京 筑土書房 1957406P19CM
酔  008916545 5

東京 展望社 1977302P200M
開架 0089155712

532.l   SH87

日本経済沿革史 自柳, 秀湖
東京 千倉書房 1932566P19CM
閉架 0089158000

532.l   TA33/2

東京 実業之世界社 19321118P25CM
ロロa屋 008916545 0

352.l   TA71

日本奴隷経済史 瀧川, 政次郎
東京 刀江書院 1930555P230M
騨  0089158828

32.l TA3
日本経済史 瀧本, 誠一

東京 国文堂書店 192044ア 25C‖

閉架 0089158034

352。 l   TS32

維新経済史 +屋, 喬雄

50 1"-i' =--=======:
東京 中央公論社 1942277P21CM
閉架 0089145507

332.l   V42

日本経済批剖 Bapra, E。 /監輯 世界情勢研究会/講
東京 叢文閣 1934300P20CM
日目醐晨 008915801 8

332.l   Z5/1938

日本経済年誌 昭和十三年版 全国経済調査機関連合会/1n
東京 全国経済調査機関連合 1938491P22CH
騨 0089458026

352.105 H85/B

近世封建社會の研究 改造文庫 第二部 44 本庄, 榮治郎
東京 改造社 1930171P15CM
開架 0039167589

332.22  n12

支那戦場の経済と心理 阿部9 源=
東京 厳松堂書店 1942224P19C14

閉架 0089146823

332.22  B23

戦時下の上海経済 Barnett, Robert W。  東亜研究
所/訳

東京 東亜研究所 19423“P25CM
開架 0089147375

支那に於ける列強の工作とその経済勢力 原, 勝
果ふ 学芸社 1956299P20CH
酔  008916210 1

奉天経済二十年史 奉天商工会議所/編
奉天 奉天商工公会 1940710P25C14

閉架 0089148Ю 8

列国の対支投資と華僑送金 井村, 薫雄
東京 生活社 1940232P25CM
閉架 0089148045

332.22  149

欧米の対支経済侵略史 井村。 薫雄
東京 東亜同文会業務部 1941442P22CM
閉架 0089160115

552.22  KE24

中南支経済総観 景気研究所/編
東京 千倉書房 1938364P19CH
閉架 0089147714

332.22  K159

現代支那の財政経済 木村, 増太郎 大川
` 

彰
東京 生活社 1940274P22CM
閉架 0089146245

552.22  K139

東京 時潮社 1936554P19CH
閉架 0089147821

532.22  K012

支那財端 論 小林, 幾次郎
東京 叢文閣 1958428P24CM
閉架 0089162598

532.22 K039

東京 千倉書房 1938310P22CM
日ロヨ晨 008914648 4

532.22  K059

北支経済読本 Jヽ島, 精一

東京 千倉書房 1957272P22CM
屁ロヨ黒 008914794 6

532.22  MA6る

重慶政府戦時経済政策史 増田, 米治
東京 ダイヤモンド社 1945556P22CH
閉架 0089147219

552.22  MA92

北支経済の新動向 松崎, 雄=郎     ´

東京 大東文化大学東洋研究 1%9251P2204
閉架 0089155'4

552.l   K146/2

飢饉考 下 近世社会経済史料集成 2 高橋, 梵仙/1S       332.22 H96
東京 大東文化大学東洋研究 19691り 22CM

閉架 0089155402

32.1『 7/2

近代日本人物経済史 下巻 日本経済史研究会/編 服部, 之総/〔  332.22 149
ほか〕監修

覇に属貢  場に濯「蓬発檸等幸斤専長を上 1955 568P 19C‖
融  008915544 4

552。 l   N95

維新前後 経済全書 野村, 兼太郎
東京 日本評論社 1941276P180H
開架 0089145515

332.l   N95

日本経済史の研究 野村, 兼太郎
東京 慶應通信 1958342P22CH
閉架 0089158802

532.1   ‖95/1

日本社会経済史 第一巻 野村9 兼太郎
東京 ダイヤモンド社 1950585P26CM
閉架 0089158612

532.1   067

札差と両替 江戸時代風俗図誌 第4巻 ガ督 , 武雄/締者      日満皮経済論 木村, 増太郎

財界経済二十五年誌 第二巻 政治編 中 高橋, 亀吉/編      支那経済読本 J嶋, 精―



済
剛

経

東京 大日本雄弁会講談社 1942302P
閉架 0089147953

352.22  HE71                         _

支那の経済建設 目崎, 憲司
東京 有斐閣 1941287P22CM
開架 0089146898

532.22  N15

支那経済物語 長永, 義正
東京 大阪屋 1929420P19CM
閉架 0089146518

352.22  N55

新生支那経済論 梨本, 祐平
東京 改造社 19■ 329P19Ct4

閉架 0089147542

552.22 081

支那経済の構造 太田, 英一

東京 日本評論社 1945532P22CM
閉架 0089146492

332.22  R26

列国の対支投資 Remer, C.F。  東亜経済調査局/訳
東京 慶応書房 1954「D4P25CM
騨 0089148035

552.22  R62
ロゴフ『抗戦支那政治経済諭集』 (翻訳)資 料丙第百八十一号D(支
那奥地建設資料 0政治・第四 ロゴフ, ウラジミール 東亜妨究所/
編

東京 東菫俳究所 1941150P25CH
開架 0089166672

552.22  SU59

支那 。上海の経済的atH 杉村, 広蔵
東京 岩波書店 1942283P19CH
醜 0089146775

532.22  TA55

支那経済の崩壊と日本 高橋, 亀吉
東京 千倉書房 1936619P19CM
閉架 008914650o

552.22  T011

1930年 1931年支那政治経済年史 東亜経済調査局/編
鯨  `先漱饉難± 1952821P25CH
開架 0089146781

352.22  T046

支那経済事情講話 東京商工会議詭/編
東京 森山書店 19■ 559P19CM
閉架 0089146416        

｀

552.225 H56

動く満州経済 種口, 弘
東京 ダイヤモンド社 1957295P19CM
閉架 0089148126           ン

352.225 MA47

満州経済十年史 満州国通信社政経部/iS
新京 満州国通信社 1942506P21CM
際 0089148599

552.225 MA47

満州経済年報 昭和十二年版 南満洲鉄道株式会社調査部/編
東京 改造社 19■ 624P22CH
閉架 0089148407

552.225 ‖A47/1955

満洲経済年報 一九二五年版 南満洲鉄道株式会社経済調査会/編
場に,寅  離 ti 1955 574P 22CM

閉架 ∞89157192

552.24  172

面印を解剖する 石田, 重忠
東京 学芸社 1941254P19CM
閉架 0089148852

552.54  B58

極東に於ける独逸の権益と政策 Bloch, Kurt 南満州鉄道
株式会社調査部上海事務

東京 生活社 1940112P22CH
閉架 0089156517

352.54  MA77

ドイツ帝国主義史論 松井, 担
東京 松井坦遺稿・追悼集刊 19811“P20CM
閉架 0089151872

352.54  N77
ヒトラ政治下独逸資本主義の変貌 日本工業倶業部調査課/編

東京 実業之日本社 1940464Pあ鉗
開架 0089155399

352.55  015

米国対支経済勢力の金貌 外務省通商局/編
東京 日本国際協会 1940272P250M
鵬日ヨ爆 008914739 6

552.55  015
-九四二年前半二於ケル米国国内情勢 外務省/編

東京 外務省 1942342P22CM            _
覇目自に 008916177 2

332.3  SH96

財界人物評論 鈴木, 茂二郎
東京 改造社 1936443P20C14
閉架 0089166011

353.09 161

国家総動員法判例全集 庵, 公平/〔ほか〕編
東京 法律新聞社 1942608P26C14
働ロタに 008914452 1

355.0'  SA85

国家総動員法 経済統制法 佐藤, 達夫 峯村, 光郎
.東京 三笠書房 1938344P17C14

閉架 0089144513´                 _

355.5   174

支那戦時経済論 石浜, 知行
果ふ 慶応書房 1940303P2m4
閉架 0089146815

355.5   m66

支那戦争経済の研究 増田, 米治
東京

‐
ダイヤモンド社 1944213P22CM

閉架 0089146851

553.3   N92

戦争と財産 野田9 豊 再版
果ス 今日の問題社 1957268P20CH
閉架 0089149801

355.5   Y31

愈々国家総力戦 山本, 英輔
東京 帝国軍事協会 1939131P19CM
臓ロヨ昌 008916594 8

554。 312 J52

東ゴヒ人口 人口問題東北地方協議会報告書 人日問題資料 第46輯
人口問題鮒究会/編

[ ]刀 江書院 1941555P21CH
閉架 0089165823

554.4   KU72

日本植民思想史 黒田, 謙―

果泉 弘文堂書房 1942251P22CM
醜 0089158655

,54.41 B65

在日朝鮮人に関する総合調2●r究 オト, 在一

東京 新紀元社 1957171P22CH
閉架 0089145965

554.422 H72

満支移民の重大性 広瀬, 寿助
東京 満州移住協会 193626P19CM
目目麟置 008914855 7

354.422 N57

満州集団移住地の展望 中村9 孝二郎
東京 満州移民協会 195657P19CM
閉a晨 008914859 7

354.422 057

満州農業移民と農村青年 大蔵, 公望
東京 満州移住協会 19ヽ 15P19CH
閉架 0089148659



554.422 TE57

天津居留民団二十周年記念誌 天津居留民団/編
天津 天津居留民団 1950698P25CM
閉架 0089148241

354.522 119

華僑 井出, 季和大
東京 大興商会出版部 1942362P19CH
閉架 0089146104

554.7   SA35

満蒙資源論 佐藤, 貞次郎 竹内, ルr.

東京 日本評論社 1954262P18CM
閉架 ∞89148209

555.021 SH89

野性的人間の経済史 ドキュメント=近代の顔 4 城山, 言郎 大

宅, 壮二/監修
[東京]番 町書房 1969310P19CH
儡目自晨 008916526 0

335.21  Y55                                         .

日本の逆転した日 柳田, 邦男
東京 講談社 1981470P20CH
開架 0089158275

555.43  KUll

総会屋二十年 久保, 祐=館
大阪 評論新聞社 1%5388P19CH
鳳目窃健 008916265 5

555.49  HA86

満鉄を語る 松岡, 洋右
東京 第一出版社 197306P19CH  

｀

閉架 0089148720

535.58 C62
財閥三菱の新研究 中外産業調査会/編

東京 中外産業調査会 1957"P20CH
閉架 0089165401

535.58  TS92/B

日本の財閥 アテネ文庫 40 +屋 , 喬雄
東京 弘文堂 194861P15CH
開架 0089168506

556.4   634/S

失敗から何を学ぶか 講談社現代新書 768 現代新書編集部/編
東京 講談社 1985203P180M
閉架 008917∞ 21

357.22  N77

支那南洋に於ける最近日貨排斥の経過並に影響 調査資料 4 日本商
工会議所/編

[ ] 日本商工会議所 1929"8P22CH
閉架 0089146864

357.222 062/T

中国歴代貨幣 中国人民銀行/編
北京 新華出版社 1982212P25CH
閉架 0089164511

557.222 127

支那幣制論 飯島, 幡司
東京 有斐閣 1940389P23CM
開架 0089147011

,37.222 K059

支那に於ける特殊通貨の研究 小島, 昌太郎
東京 千倉書房 1940258P22CH
閉架 0089146872

357.4   144

軍票論 今村, 忠男
東京 商工行政社 1941542P19CM
閉架 ∞89149597

苅 .99鉛 99/B

恐慌に関する書簡 世界古典文庫 131 Say,
ptiste 中野, 正/訳

東京 日本評論社 1950266P15CM
閉架 0089167857

358     052

新体制金融論 沖中, 恒幸
東京 厳松堂書店 1940286P24CM

5Z 1"-i' :===---=
閉架 0089162517

553.21  K059

日本金融資本論 小島, 精一

東京 千倉書房 1929450P24CH
閉架 0089158109

538.222 654

支那銀行諭 呉, 承鱚 玉木, 英夫/訳
東京 叢文閣 1959287P22CM
閉架 0089146443

338.254 F12

秘密口座番号 Faith, Nicholas 斎藤, 精一郎/訳
東京 日本放送出版協会 1982501P20CH

閉架 ∞89150247

538.61 T046
藝民とともに二十年 東京都民銀行/編

東京 東京都罠鶴行 1981191P28CM            、

開架 0089164297

558.77  SU96

近世質屋史談 鈴木, 亀二 増補版

東京 行人社 1986420P22CM
開架 0089155576

359。 4 N89         ′

生命保険論 有斐閣双書 庭田9 範秋/編
東京 有斐閣 197827P19CM     ~
閉架 0089161491

542.l   A77

昭和財政家諭 有竹, 修二
果ふ 大蔵財務協会 1949/507P19CM

閉架 0089144802

542.1   057

終戦直後の財政・通貨・物価対策 大蔵省財政史室/編
東京 霞出版社 1985290P22CH
酔  008916508 5

542.l   SH36

昭和財界風雲録 島日, 晋作

東京 橘書店 1945356P19CM
閉架 0089144794

542.22  SH99

支那の国家歳計と財政制度 朱9 巴公 日本青年外交協会研究部/訳
東京 日本青年外交協会 19402W20CH
閉架 0089146922

345。 45  M115

伊勢暴動 (明治九年)顛末記 二重県社会運動史研究会/編 復刻版

津 二重県図書館協会 1981140P21CM           、
閉架 0089154199

551     N77/1941

日本国勢図会 昭和十六年版 矢野, 恒太/編 白崎, 事―/編
東京 国勢社 1940450P22CM
閉架 0089145577

561     654

現代社会の社会学 現代社会問題鮒究会/編
東京 川島書店 1980254P21CM
閉架 0089152797

561.04  M156

青春 朱夏 白秋 玄冬 見田9 宗介
京都 人文書院 1979295P200M
E目麟農 008916128 5

561.5   N85

飢えの構造 ダイヤモンド現代選書 西川・ 潤
東京 ダイヤモンド社 1974259P19CM
閉架 ∞89164602                  .

361.5   TS85

思想の冒険 鶴見, 和子/編 市井, 二郎/編
東京 筑摩書房 1974428P19CM
鵬目自置 008916244 0

■1.5  KA86

比較文化への視角 カロ藤, 秀俊
東京 中央公論社 1968264P20CH
島ロヨロ 008915522 5

済経

Jean Ba



361.65  SH46

証言 0昭和維新運動 島津書房/編
東京 島津書房 1977258P19CH
閉架 0089144646

361。 76 067
農村社会史論講 小野, 武夫

東京 巌松堂書店 1927555P24C‖

閉架 ∞89159206

361.31 KA48
華族 金沢, 誠/1n                 '

東京 講談社 1%8381P19CM
閉架 0089145549

361.86  B91

明治初期被差別部落 部落解放研究所/編
大阪 解放出版社 19861064P22CM   ′

閉架 0089144158

361.86  B91

更池 部落解放年表 草稿 部落解放同盟大阪府連合会松原支部/編
[ ]部 落解放同盟大阪府連 1978135P21CH
閉架 0089161055

561.86  TA34

愛曖部落史資料 近世一明治初年 高市, 光男/編著

大阪 近代史文庫大阪研究会 1976575P22CM
開架 0089152057

562。 l   H87

日本母権制社会の成立 洞, 富雄
,巨腐蒸  彰貶燿薔1嘗房ヲ 1957 592P 21C‖
開架 0089157762

562.2   128

世界史における東洋社会 毎日選書 飯塚, 浩二
東京 毎日新聞社 194825ア 18CM

閉架 0089145874

366.224 SU96

南方労働力の研究 鈴木, 舜一

東京 東洋書館 1942298P22CH
閉架 0089148878

566.28  KA51/B

ドキュメント失業 ちくま文庫 鎌田9 慧
東京 筑摩書房 1985245P15CM
閉架 00891“904

566.58  KA58

女子の職場配置 女子勤労管理全書 第3巻 狩野, 広之

東京 東洋書館 1945297P21CM
潟ロタ昌 008916579 9

566.4  SH97
わが国資金構造の史的考察 昭和同大会/編

東京 至誠堂 1960549P21CH
閉架 0089164784

566.6   N92

本邦醤油業の発達と其労働問題 野田労働大争議資料集成 彦坂9 伊

太郎/編 影印版
流山 縮出版 197344P19CM
閉架 0089159075

566.6   N92                              .

野田の労資争議 野田労働大争議資料集成 鈴木, 梅四郎 影印版

流山 補書房 1975140P19CM
開架 ∞89159031

566.6   N92

野田争議の顛末 野田労働大争議資料集成 司法省刑事局/編 影印版

流山 僣書房 19■ 79P19CM
閉架 0039159099

366.6   N92

野田争議の経過日録 野田労働大争議資料集成 野田誓油株式会社/編
影印版

流山 補書房 1973172P19CM
閉架 ∞89159107

366.6   ‖92

解説・野田労働大争議 資料集成 野田労働大争議資料集成 市山,

盛雄

55 1"-t' ====:#==:
流山 僣書房 197540P19CM
開架 0089159115

366.6   N92

野田争議の真因経過及現状 野田労働大争議資料集成 松岡, 駒吉

日本労働総同盟関東労働同盟会/編 影印版

流山 僣書房 197324P19CH
開架 0089159123

366.6   N92

野田大労働争議 野田労働大争議資料集成 松岡, 駒吉 影印版

流山 僣書房 1973405P19CH
閉架 0039159151

366.6   N92

野田争議の期末 野田労働大争議資料集成 司法省刑事局/編 影印版

流山 僣書房 19再 発″ 19CM

閉架 0089159149

566.6   N92

労働争議 野田血戦記 野田労働大争議資料集成 日本社会問題研究所

/1S 影印版
流山 僣書房 19覇 442P19CM

閉架 0039159156

366.62  K012

赤旗勝つか? 小林, 7饉
東京 一元社 1930196P19CM
開架 0089150726

366.621 F64

地下水脈 藤野9 達善
東京 藤野教育問題研究所 1985374P18CH

閉架 0089165515

366.621 KA44   、

私の労働運動史 金井9 芳次 中出, 栄三/編
東京 小倉印刷 19“ 357P21C14

鵬目自爆 008916506 2

366.621 052

10年のあゆみ 沖縄県高等学校教職員組合那覇支部/編
秒覇 沖縄県高等学校教職員 1977●r21CM
閉架 0089157481

366.621 TS99         '

戦前における愛知県製陶労働組合運動史 風媒社資料双書
′
鼓, 肇雄

名古屋 風媒社 196378P22CM
閉架 0089161"6        ｀

5`6.622 C62/3

物語中国労働運動史 3 赤いパリケー ド 中国共産党上
―

満発電

所委員会/編 島日, 政雄/〔ほか〕訳
東京 新日本出版社 1965297P18CH            _
醜 008914601 3

366.3   A42            1

かくされた北海道を見る 尼崎日朝問題研究会/iS
伊丹 尼崎日朝問題研究会 1982 11lP 21CH

閉架 0089154595

567     M177ノ B

若い女性のために 河出文庫 2011 宮本9 百合子

東京 河出書房 1954200P15CM

閉架 0089169403

567     N76

女性と戦争生活 nJll, 虎三

大阪 船場書店 1945413P19CH
覇目馘昌 008916578 1

367.2   M175

沖縄女性史 宮城, 栄昌
那覇 沖縄タイムス社 1%7■8P20CH

属目自晨 008915967 7

567.2   Y27

日本婦人運動小史 山川, 菊栄
東京 大和書房 1979250P200H
日目自昌 008915794 5

367.21  H48

紅と紺と 林屋9 辰二郎
東京 朝日新聞社 1966557P21CH
閉架 0089151278

会社



社  会
367.21 KA58/S

祖母・母・娘の時代 岩波ジュニア新書 96 鹿野, 政直/[ほか  568.3 K051
]               

｀

東京 岩波書店 1985254P18CH
開架 0089169775

567.21  K141

近代日本史の中の女性 金原, 左門/〔ほか〕
東京 毎日新聞社 1980298P20CH
酔 0089145614

36ア .21  K073/B

鹿鴫館貴婦人考 講談社文庫 近藤, 富校
東京 講談社 1985250P15CM
閉架 0089168555

367.21  SA47

新日本女性史 桜井, 正信
東京 有峰書店 1979 342P a晰

覇目窃昌 008916221 8

367.21  TA58
ニッボンの女 タカクラ, テル

東京 理論社 1951102P19CH
閉架 0089158580

567。 21  TA45/Bl

女性の歴史 上 講談社文庫 高群, 逸枝
東京 講談社 1972560P15CH
閉架 0089169676

367.21  TA45/B2

女性の歴史 下 講談社文庫 高群9 逸枝
東京 講談社 1972679P15CM       ´

騨 00891`9684

367.21  TA34

ふくい女性史 田中, 光子
福井 フェニックス出版 1973349P19CH
閉架 0089155720

567.21  W46

たたかいに生きて 渡辺, 悦次/編 鈴木, 格子/編
東京 ドメス出版 1980214P19CM
閉架 0089163646

567.21  Y82/S2

X 1"-J* =---===-:

極東阿片問題 国際連里協会/in
東京 国際連盟協会 1933220P22C14
閉架 0089146161

368.3 M175
国際阿片問題の経緯 宮島, 幹之助

東京 日本国際協会 1935162P20C‖
日目醐醍 008915595 6

369     158

フリデール日記 犬養, 道子
東京 中央公論社 1981287P20CH
閉架 0089155746

369.27 KA86

日本盲入社会史研究 加藤, 康昭
東京 未来社 1974605P22C14
閉架 0089153252

369.3   D25

大正大震災大火災 大日本雄弁会議談社/編
東京 講談社 1925300P2酬
閉架 0089145215

370     F35

學間のす めゝ 福澤9 諭吉 富田, 正文/校訂解説
東京 慶應通信 1951160P15CM
開架 00891“979

370.4   D35

皇道の真精神 教育革新叢書 2 土肥原, 賢二
東京 玉川学園出版部 1959155P19CM
騨 003"55808

370.8   KA87/1

戦後教育と社会科 勝田守一著作集 1 勝田, 守―

東京 目+社 1972526P20CM
鵬ロヨ昌 008916169 9

571.5   H54
コンザ村の子どもたち 日高, 博子

東京 ほるぶ出版 1984406P19CM
醜 0089156129

572.l   H27

松戸 梓出版社 1986234P22CM
閉架 0089155456

572.l   KA72/2

東京 吉川3A文館 19701"23CM
閉架 0089155519

572.105 072

懐徳堂 大阪市立博物館/編
大阪 大阪市立博物館 198676P26C14
閉架 0089154504

572.125 SA35

決戦下の山形県教育史 佐藤, 源治
山形 同出版協賛会 197757ア 2204  _
閉架 0089155279

572.152 A32

朝日村教育沿革誌 朝日村教育沿革誌刊行会/編
朝日村 朝日村教育沿革誌刊行 197152″ 22CH
閉架 0089150965

572.152 N16

長野県教育史 第六巻 教育課程編分冊 長野県教育委員会/編
長野 長野県教育史刊行会 19761り 21CM

閉架 0089157566

572.155 A25/1

愛知県教育史 資料編 近世一 愛知県教育委員会/編
東京 第一法規 1984719P22CH
閉架 ∞89150676

572.155 A25/2

愛知県教育史 資料編 近世二 愛知県教育委員会/編

近代日本女性史 下 新日本新書 147-b 米田, 佐代子     近代日本地域教育の展開 花井, 信

中世の女たち PoweF, Eileen 中森, 義宗/〔ほか〕 近世藩校に於ける学統学派の研究 下 笠井, 助治

東京 新日本出版社 1972260P18CH
閉架 0089170047

567.25  P87

訳
東京 思索社 197170P1904
閉架 0089164420

、568    Kt183

浮浪者と売笑婦の研究 章間, 八十雄
東京 文明書院 1928154P19CH
酔 0089155755

368     TA53

堕胎間引の研究 高橋9 梵仙
東京 第一書房 1981286P22Ct4
閉架 0089151807

368.3  KA62/B

自殺について アテネ文庫 117 唐木. 順三
東京 弘文堂 195078P15CM
閉架 0089169577

568.4   KU83

闇の実話 草聞, 八十雄
東京 玄林社 19ア 234P19CM
開架 0089165257

368.4   W47ノS

洋娼史談 戸伏, 太兵
東京 鱒害房 1956204P18CM
閉架 0089169785

368.8   627

阿片 Gavit, 」ohn Palmer 安藤, 明道/訳      東京 第一法規 1984805P22CM
東京 日本評論社 1951弱〃 22CM

閉架 0089145999
閉架 0089150684



373.1   121

戦争と教育をめぐって 家永, =盤
東京 法政大学出版局 1975322P20CM
閉架 0089161863

573.l   N77

黒書 中教審路線の教育実態 日本教職員組合/編
東京 日本教職員組合 197299P26CM
閉架 0089156251

575.2   F65

教育法規の研究 藤尾, 孝治/編著 改訂版
大阪 大阪教育図書 1968142P19CH
開架 0089156509            ‐

373.2   KY4

「検定」という名の思想審査 教科書検定訴訟を支援する全国連絡会
東京 孝麟鵜封費鋼 を支援 197911y2604
閉架 0089155261

575     K153/B

見える学力,見えない学力 国民文庫 846 岸本, 裕史
東京 大月書店 1981206P15CP4

閉架 0089168017

375     SA14

範例方式による授業の力幣 三枝, 孝弘
東京 明治図書 1965224P22CM
閉架 0089152979

375     SA52/S

子どもと学力 新日本新書 315 坂元, 患芳
東京 新日本出版社 1985212P18C‖
閉架 0089170146

575.5  合16

平和教育の学習課題 安達, 喜彦
東京 鍋屋社 1985250P21Cll
開醐腱 008915314 2

575.5  KY4
社会科教育の理論 教育科学研究会・社会科部会/編

東京 婆書房 1966510P22CM
閉架 0089162887

575.5   N77

社会科 教育課程叢書 日本民間教育研究団体連絡会/1M
東京 民濠社 1978260P19CM
閉架 0089163059

7・5.5  R25
日の丸・君が代・紀元節・教育勅語 歴史教育者協議会/編 新版

東京 飢歴社 1981254P19CH
閉架 0089153258

375.5   SH94

社会科教材構成 静岡大学教育学部附属島田中学校/編
静岡 静岡大学教育学部附属 113P26CM
閉架 0089163091

375.3   SH95/10

カルテを生かす社会科 小学校社会科の授業 10 水戸, 貴志代 〔
ほか〕 上国, 薫/監修 再版

東京 国土社 1980198P18CM
閉架 ∞89154954

375。 5   SH95/8

明治維新 小学校社会科の授業 8 河野, 太郎
東京 国土社 1974198P18CM
聞架 0089145978

375.5   Z5

高校 F現代社会」の授業 全国民主主義教育研究会/編
東京 飢歴社 198527r21CH
開架 0089155881

575.52  Kn36

石間をわるしJき 加藤, 文三
東京 地歴社 1973564P21CM
開架 0089154215

575.52  KA86

歴史教育の資料と扱い方 加藤, 文三 鈴木, 亮 増精版
東京 地歴社 1975329P26C14

閉架 0039160246

55 1o-j' -===-=====:
375.32  Kn36

歴史教育の資料と扱い方 加藤, 文三 鈴木, 亮
東京 地歴社 1%5289P26CM
閉架 ∞89160255

375。 32  H175/1

人物史で学ぶ歴史教育 1 宮原, 武夫 臼井, 嘉―

東京 あゆみ出版 1984278P2104
閉架 0089163299

375.32  H173/2

人物史で学ぶ歴史教育 2 官原, 武夫 日井, 嘉―

東京 あゆみ出版 1984278P21CM
閉架 0089165507

375.52 ‖21     
‐

現代歴史教育 長坂, 端午
東京 葵書房

"64504P22CM閉架 00891'2441

375.32  054

国史教育の力轄 大久保9 馨
東京 明治図書 1950572P23CH
麒  0089156020

575。 32 SA85
国史教授の本質及実際 佐藤, 熊治郎 大久保, 馨

東京 東宛書房 1936254P200M
際 0089156012

575.52  SA85

国由教育 小学教育大講座 第八巻 佐藤, 保太郎
東京 非几閣 1958396P25CH
閉架 0039156519

575。 52  U95

戦後歴史教育と社会科 日井, 嘉一

東京 岩崎書店 1982250P2204
閉架 0089161723

575.52 Y89
教材観照 国史教育の解釈と実践 吉識, 義―

東京 厚生閣書店 1955490P23CM
閉架 0089156616

375.49  SA75

子どもたちの全面発達と体育 佐 木々, 賢太郎
東京 地歴社 1984299P200M
閉架 0039155824

575。 9   H34/S

教科書を国民の手に 新日本新書 300 本多, 公栄
東京 新日本出版社 1982208P18CM
閉架 008917013 8

575.9   ‖055

疑問だらけの中学教科書 森本, 真章 滝原, 俊彦
東京 ライフ社 1981230P19CH
閉架 0089152607

575.9   N77

「 日本史」「世界史」検定資料集 日本出版組合労働連合会教科書対策
委員会/編

東京 日本出版組合労働連合 198264P26X36CH
日目自晨 008915858 8

575。 9   T044

日本の教科書づくり 徳武, 敏夫
東京 みくに書房 1985441P20C14

開架 0089158356

575。 9 _ T079/1

教科書裁判 。日本史の争点 上 逮山, 茂樹/編
東京 あゆみ出版 1985243P19CM
閉架 0089158570    .

375。 95  055/2

新撰地誌 二 岡村, 増太郎/75 訂正再版
東京 文学社 188649チ助 22CM

開架 0089162Ю 9

575。 952 K014                           .

中学国文読本 一ノ巻 弘文館/編 正訂4版
東京 弘文館 1901124P23CM
目目自置 008916456 0

育



575.98  TS21

国語読本 高等小学校用 巻二 坪内, 雄蔵 坪内, 情援

東京 富山房 190047P230H
閉架 0089156295        、

376.157 KA27/B

子どもと遊び 国民文庫 820 かこ, さとし
東京 大月書店 1975219P15CM
開架 0089167662

376.4   A24
いま、高校生に 相田9 典子

東京 地歴社 1986184P20CM
閉架 0039154140

576.4   H24

わが青春譜 卒業二十周年記念アルバム 浜松北高等学校旧53・ 新2
回同窓会T=会

浜松 下三会事務局 1980244P31CM
閉架 0089165153

576.4   H24/2

わが青春譜 卒業二十周年記念アルバム 補遺 浜松北高等学校旧53
・新2回同窓会言

=会
浜松 T=会事務局 198142P31CM
酔  0089165146

576.4   KA14/2

高校生への手紙 第二集 P5m, 一生
東京 地歴社 1985226P20CM
閉架 0089155907

576.4   TA95/S

高校生になったら 岩波ジュニア新書 10 田代, 三良
東京 岩波書店 197921ア 18CM

鵬月鋼躍 008916975 4

377.21  TA71

激流 滝川, 幸辰
東京 河出書房新社 1965274P1804
閉架 0089152342

577.3   D26

六稜誌 第大高等学校校友会/編
岡山 第六高等学校校友会 1925274P22CM
酔 0089160626

577.5   ‖031

師範学校二関スル調査 昭和十三年四月現在 文部省普通学務局/編
東京 文部省 1939112P26CM
日目麟昌 008916254 9

379.5   SA95

青年教育と国家総動員 澤本, 健三/編     _
東京 帝国公民教育協会 1958262P19CM
開架 0089161210

380  KA46
長屋大学 金関, 丈夫

東京 法政大学出版局 1980517P19CM
開架 0089157465

380.1   042

民俗学のこころ 千葉9 徳爾
東京 弘文堂 1978215P19CH
閉架 0089156915

380.l   H184

都市民俗論の課題 ニュー・フォークロア双書 宮田, 登
′東京 未来社 1982516P19CH
閉架 0039164075

580.l   N95

南島研究の歳月 東海選書 野口, 武徳
東京 東海大学出版会 1980192P19CM  ′
閉架 0089148857

380.1   071/Bl

古代研究 1 民族学篇 1 角川文庫 3216 折口, 信夫 池
田, 弥=配/解説

東京 角川書店 1974506P15CM
閉架 0089167659

580。 l   W25

日本民族学 和歌森, 太郎

東京 弘文堂 1955556P19CM

% 1"-r' :-=E==-=:
開架 0089158216

580.1   ‖25

日本民族論 和歌森, 太郎
東京 千代田書房 1947308P19CH
閉架 0089158224

380.l   Y53K

シンポジウム柳田國男 神島, 二郎/編 伊藤, 幹治/編
東京 日本放送出版協会 1975523P200H
閉架 OJ08916222 6

380.l   Y55T

漂泊と定住と 鶴見, 和子
東京 筑摩書房 1977234P20CM
閉架 0089155894

380.4   HA33

底辺の美学 大和選書 6 松永, 伍一

東京 大和書房 1966268P18CM
閉架 008916711

380.4  M158

鳶魚縦学 三日村, 鳶魚
東京 桜井書店 1942260P21CH               ‐

閉架 0089152102

380.4   Y65

伝承の論理 安永, 寿延 増補版
東京 未来社 1971414P20CH
閉架 0089151825

381.l TA87    .
常民への照射 谷川健一評論集 谷ЛL 健―

東京 冬樹社 1971365P20CM
閉架 ∞89165757

382.l   K058

灰の文化誌 小泉, 武夫
東京 リプロポー ト1984285P20CH
閉架 0039152862

382.l   W23

日本風俗史考 和歌森, 太郎
東京 潮出版 1971255P18CM
閉架 0089157952

382.l   W25/2

日本風俗史 中 和歌森, 太郎
東京 有斐閣 1957506P22CM
閉架 0089157960

382.l   W23/5

日本風俗史 下 和歌森, 太郎
東京 有斐閣 1958789P22C14

閉架 0089157978

582.l   Y16

切腹論考 八切9 止夫
東京 中央公論社 1970289P20CM
昂ロヨ晨 008916140 0

382.121 KA92

鱈の来る村 川岸, 信一郎
泉ふ 伝統と現代社 1982189P19CM
閉架 0089163596

582.156A38
トロJ今昔 秋山, 安=蘇

東京 永田書房 惇■ 202P20CH
閉架 0089162481

3/82.136 KA81/S

東京の原像 講談社現代新書 599 加大, こうじ
東京 講談社 1980205P18CM
閉架 008916"75

382.163 H177

河内国滝畑左近熊大翁旧事談 アチックミューゼアム彙報 第== 左
近9 熊夫 宮本, 常一/編

東京 丸善 1957506P2謝
閉架 0089154827

382.175 011

石見日原村闘書 大庭, 良美
東京 未来社 1974フ5P22CM            ‐

育教



俗民 57 1"-i' =--==:
開架 0089156814

382.1%SH89
百酔 城田, 吉六

厳原 対馬郷土研究会 1975284P18CH
酔  008916406 5

382.199 SE16

日間賀島民俗誌 全国民俗誌叢書 瀬川, 清子 柳田, 国男/監修
東京 刀江書院 1951152P18CH
閉架 0089155253

382.22  672

支那の男と女 後藤9 朝太郎
東京 大東出版社 1937297P19CM
閉架 0089146965

383.6   F64

東西沐浴史話 藤浪, 剛一

東京 人文書院 1951196P22CM
閉架 ∞89164149

385。 6  H28
江戸入浴百姿 花咲, 一男

東京 三樹書房 1978281P22CM
融 0089151989

583.6   TA59

風呂と湯のこぼれ話 武田, 勝蔵
東京 村松書館 1977219P20CH
開架 0089155761

383.6   TA59/S

風呂と湯の話 塙新書 6 武田ゥ 勝蔵
東京 塙書房 1%7248P18CII
閉架 0089169825

385.6   Z3

公衆浴場史略年表稿本 (明治以前)全 国公衆浴場業環境衛生同業組合
連合会/編

東京 全国公衆浴場業環境衛 1970267P21CH
閉架 0089156285

585.8   A55

新編食物史 青木, 英夫 大塚, カ
東京 雄山閣出版 1%2200P19CM
閉架 0089165054

385.8  H22/B

江戸たぺもの歳時記 中公文庫 浜田, 義一郎
東京 中央公論社 1977294P15CM
閉架 00891“946

383.3   175

論集 東アジアの食事文化 石毛, 直道/編
東京 平凡社 1985646P22CM
開架 0089160555

585.8   175

食卓の文化誌 石毛, 直道
東京 文藝春秋 1976あ5P20CM
閉架 0089163042

385.8   083/S

食の近代史 歴史新書 137 大塚, カ
東京 教育社 1979216P18CM
開架 0089169858

585.8   097

日本の食物文化 小沢夕 滋
東京 、大日本出版社峯文荘 1940257P19CH
閉架 008915840´ 6

585.3   SE57

たばこと塩の博物館 展示品図録 専売弘済会 文化事業部/編
東京 専売弘済会 197861P26CM
閉架 0089163109

385.8  Y51
川柳食物史 山本, 成之助

東京 牧野出版 19“ 288P22CM
鵬日自3 008916182 2

383.9  115
日本の民家 市原. 輝士

東京 木耳社 1974272P25C14

開架 0089158372

383.9   N95

漂海民の人類学 野口, 武徳

東京 弘文堂 1987364P22CM
鵬目窃昌 0089153886

385.9  R45

厠史話 李家, 正文
東京 六興出版社 1949394P19C14

閉架 0089154819

383。 9   U24

日本登火史 内阪, 素夫
神奈川 東京電気株式会社 1917294P22CM

麒 0089158679

384.5   SE16

販女 瀬川, 清子
東京 未来社 1971282P1904
騨  008915298 7

384.3   SH62

安藝三津漁民手記 進藤, 松司
東京 角川書店 1960556P21CM
際  008915063 5

584.36 SE16

海女記 善 瀬力L 清子
東京 三國書房 1942244P19C14

閉架 0089150767

584.5   KA51

女の庶民史 親と子 鎌田9 久子
東京 青嬢書房 1980181P19CM
覇目a隧 008915976 8

384.7 頭52

昭和性相史 戦前 。戦中篇 下川, 歌史
東京 伝統と現代社 1981Ю′ 19CM

属ロタ昌 008914497 6

584.9  012

玉の井挽歌 大林, 清             =
東京 青蛙房 1985278P19CM
儡目自昌 003916327 5

385.9  ‖25/B
日本人の交際 アテネ文庫 213 和歌森, 太郎

東京 弘文堂 195366P15C‖

属目自昌0089163548

586.l  H14
まつり 萩原, 秀=献

果泉 ・美術出版社 1968202P19CM
鵬ロヨ呂 008915672 3

386.199 T025

沖縄の祭記と行事料理 渡口, 初美
琲朝 国際料理学院 1971195P27CM
属目醐晨 008915957 8

387    H14

地下他界 萩原, 秀=郎
東京 工作舎 1985298P19CH
閉架 ∞89163505

387  H61
迷信の解割 日野, 九思

東京 厚生閣 1938524P23CM
閉架 0089156764

387     ‖A57/S

神と女の民俗学 講談社現代新書 626 牧田, 茂
東京 講談社 1981206P18CM
閉架 0089169981

387     SA47

日本民間信仰諭 桜井. 徳太郎 増訂版
東京 弘文堂 1975455P22CM
開架 0089158190

587     SA47

沖縄のシャマニズム 桜井, 徳太郎
東京 弘文堂 19高 452P22C‖

閉架 0089159644



388.21  E51/B

日本妖怪変化史 中公文庫 江馬, 務
東京 中央公論社 1976145P15CH
閉架 0089168522

588.91  K164

日本体承童議集成 天体気象 動植物唄篤 北原9 自秋/編
東京 国民図書刊行会 194942'22CM
開架 0089157846

389     173

環境と文化 石毛, 直道/編
東京 日本放送出版協会 1978515P25CH
開架 0089154694

389     176

人間を求めて 石田, 英一郎
東京 角川書店 1968251P19C14
閉架 0089157721

589     197

カミの人類挙 岩日, 慶治
東京 講談社 1979401P20CM
閉架 0089154652

389    KA46

木馬と石牛 金関, 丈夫
東京 法政大学出版局 1982390P20C14

 ヽ 融 008915694 7

389.04  175

東西抄 石田, 英一郎
東京 筑摩書房 196529P19CH
混目自昌 008916415 6

389。 069 K049

目立民族学博物館 総合案内 国立民族学博物館/編
東京 財団法人民族学振興会 1977191P30CM
閉架 0089155949

539。 0`9 U75                                 ｀

国立民族学博物館 梅拝, 忠夫/〔ほか〕編 国立民族学博物館/監
修

東京 講談社 197995P26CH
開架 0089156269

390。 l   K045

国防の第一線に躍る 国防思想協会編纂部/編  5版
東京 国防思想協会 1932568P19CH
閉架 0089149470

390.55  027

帝国陸海軍事典 大浩9 徹也/編 小沢, 都郎/編
東京 同成社 1984414P22CM
醜 008"50015

390.4   135                                        1

最近軍事間選論致 池崎, 忠孝
東京 大村書店 19■ 426P25CH
解 ∞89149512

590.4   134

日米戦は  ゞ池崎, 忠孝
東京 新潮社 1941516P18CM
閉架 0039145569

590。 4   189

想定敵国 伊藤9 正徳
東京 佐 木々出版部 1926357P20CH
儡目自晨 008916276 2

590.4   T044

宣戦の大詔 徳富。 猪一郎 徳富9 蘇峰
東京 東京日日新聞社 1942209P19CM
閉架 0089161850

390.4  Y31

私の中の日本軍 下 山本, 七平
東京 文藝春秋 1975326P200H
開架 0089150551

590.4  Y51/1
私の中の日本軍 上 山本, 七平

東京 文藝春秋 1975509P19CM
閉架 0089165054

5E 1"-i' =:===-=:=

390.7   SH64

新緑青  々新京陸軍経理学校第六期生「新緑青々」記念文集刊行委
狛江 新緑会事務局 1986855P23CH
閉架 0089162551

390.9  B89

軍隊内務令 文化堂/編
東京 文化堂 1955140P18CH
閉架 008914971

391  867
幼児殺しの世界 Bouthoull Gaston 宇佐見, 英治
漁

東京 みすず書房 1973271P20C14
閉架 ∞89165351

391    ‖U45

戦争要論 村上9 啓作/編述 復刻版
東京 東京都防衛協会 1%8384P22CM
日目義晨 008914982 7

391     N25

暗号 長田, 順行
東京 ダイヤモンド社 1971351P19CM
閉架 0039150825

391     064

和漢洋統帥余談 僣行叢書 大村, 有隣/述
東京 僣行社 197506P20CH
閉架 0089150528

391.2   A14

銃後独話 安保, 清種
東京 実業之日本社 1959567P1904
日目現躍 008916581 5

"1.2  D12ダーダネルスニ対スル英仏軍ノ作戦  (巻― )

東京 僣行社本部 1919102P22CM
日目自呂 008915167 4

391.2   F51
燿齢部隊 淵田, 美津雄 奥宮, 正武

東京 日本出版共同 1951545P19C14
閉架 0089149152

391.2   082

歴史的決断 Greenfield.
野, T廊 /訳

東京 筑摩書房 1986655P20CH
閉架 0089160305

Kent Roberts 中

391.2 682/1
第二次世界大戦の運命を決した歴史的決断 第一部 Greenfic
ld, Kent Roberts 中野, 申

東京 筑摩書房 1965324P19CII
閉架 0089160295

391.2   694

昭和六、七年事変海軍戦史 軍令部/im
東京 双文館 1954509P22CH
閉架 0089147243

391.2   H44/1

戦跡を顧みて 第一巻 服部9 兵次郎
東京 兵書出版社 1934192P3側
ロロ舅昌 003914738 3

391.2   H44/2

戦跡を顧みて 第二巻 服部, 兵次郎
東京 兵書出版社 1954340P25C14

開架 0089147391

591.2   H44/5

戦跡を顧みて 第二巻 服部, 兵次郎
東京 兵書出版社 1%4192P23CM
閉架 0089147409

391.2   H68

われ等若し戦はば 平田, 晋作
東京 大日本雄弁会議談社 1955404P19CH
閉架 0089164'25

591.2   H87

近代戦史の謎 洞9 富雄

俗民



東京 人物往来社 1967520P19CM
湯目密晨 008915545 1

391.2 K146
戦塵録 木下, 静雄

東京 昭和文明研究会 1969551P18CM
閉架 0089145165

591.2   KY6

下士率従軍記 満州の血華 京都聯隊量司令部/編
京都 京都聯隊最司令部 1931142P19CH
閉架 0089148142

391.2  N16

遊撃隊・遊撃戦研究 長野, 朗
棘 現上1割売 1951249P19CH
開架 0089150387

591。 2   N72

第二次世界大戦戦争指導史 新見, 政一

東京 原書房 1984681P2204
開架 0089145247

591.2   N95

第十二師団湘桂作戦戦記 野々山, 秀美
東京 原書房 1971268P19C14

閉架 0089147466

591.2   022

小笠原兵団の最後 小笠原戦友会/編
東京 原書房 1%9305P19CM
開架 0089159588

391.2   R42

支那事変 戦跡の栞 陸軍画報社/編 陸軍省情報部/監修
東京 陸軍画報社 1959455P1904
閉架 0089147425

391.2   R42ノ 9

沖縄作戦 第二次世界大戦史 陸戦史集 9 陸戦史研究普及会/編
東京 原書房 1968274P19CM
閉架 0089159594           '

391.2   SA61/1

明治二十二年 清国予変戦史 巻一 参謀本部/編
東京 博文館 1904120P27CM
閉架 0089147250

391.2   SA61/2

明治三十二年 清回事変戦史 巻二 参謀本部/編
東京 博文館 1904270P27CM
開架 ∞89147268

591.2   SA61/5

明治二十二年 清国事変戦史 巻三 参謀本部/編
東京 博文館 1904558P27CM
開架 0089147276

591.2   SA61/4

明治二十二年 清国事変戦史 巻四 参謀本部/編
東京 博文館 1904550P27CM
閉架 0089147284

591.2  SA61/5

明治二十二年 清国事変戦史 巻五 参謀本部/編
東京 博文館 1904414P27CM
閉架 0089147292

591.2 SA61/6
明治三十三年 清国事変戦史 巻六 参謀本部/編

東京 博文館 1904469P27CM
開架 0089147500

391.2 SA61/7
明治二十二年 清国事変戦史 附図 参謀本部/編

東京 博文館 190412マイ27C‖

覇ロヨロ 003914731 8

391.2   SA61/8

明治二十三年 清国事変戦史 附表 参謀本部/編
東京 博文館 1904 199 27CH

閉架 0089147526

591.2  SE17

大東亜戦記 誠文堂新光社/in 陸軍省/監修
東京 誠文堂新光社 194226ア 21CH

59 1"-i' -=====-=-=
開架 0039145288

591.2   SU96

現代日本対外戦史 鈴木, 艮
東京 三豊書房 1941277P19CM
鵬ロヨ晨 008914444 8

391.2  TA485

武漢攻略参戦記 田部, 聖
東京 兵書出版社 194134P19CH
閉架 0089147870

391.2   U45

大平洋戦争戦史地図 植野, 録夫/編著 復刻版
東京 日地出版株式会社 19851'ワ 300M

闘架 0089145296

391.2 Y86
栄光と悲劇・連合艦隊 吉日, 俊雄

東京 秋田書店 1968404P20CM
閉架 0089160352

391.27  694

日本海大海戦史 軍令部/編
東京 内閣印刷局朝陽会 1955284P25CM
閉架 0089150080

391。 27 T046             ‐

近代海戦 東京日日新聞社/編 大阪毎日新聞社/in
東京 東京日日新聞社 1941203P18CM
酔 0089149157

391.27  Y86

四人の連合艦隊司令長官 吉田, 俊雄
東京 文藝春秋 1981268P20CM
閉架 0089150395

391.28  012

日米航空戦史 Caidin, Martin 中条, 健/訳
東京 経済往来社 196739P20CH            ヽ

閉架 0089159024

591.5  A31

実戦 赤松, 寛美
東京 清水書店 1957294P19CH
日目葛晨 008914958 7

591.5 田9/1

作戦要務令 綱領、絶則及第一部 文化堂/編 重版
東京 文化堂 1957186P18C14

目目窃昌 008914953 8

591.3  B89/2

作戦要務令 第二部 文化堂/1F 重版
‐

東京 文fLE 1954 198P 19C14

閉架 0039149546

591.5   155

太平洋戦略論 池崎, 忠孝
東京 先進社 1953448P25CM
閉架 0089145520

391.3   HA12

報道戦線 馬淵, 逸雄
東京 改造社 194155P19C14
鵬目自晨 008915544 9

391.5   N95

現代思想戦史論 日本思想戦大系 野村, 重臣
東京 圧文社 1945576P22CM
開架 0089144422

591.5   022

東郷元帥の戦略・戦術 小釜原, 淳隆
東京 二見書房 1943340P19CM
日目自諷 008914155 2

591.58  J66

日本防空史 浄法寺, 朝美
東京 原書房 1981468P22CM
閉架 0089150189

591.6   F15/1

ザ 0スパイ 上 FaragO, Ladisias 中山, 善之/
訳

東京 サンケイ新聞社出版局 1975545P19CM

事軍



諜報・工作 Cchlen, Reinhard 赤羽, 龍夫/訳   太平洋戦争と陸海軍の抗争 高木, 惣吉

閉架 0089149555

391.6   F15/2

ザ・スパイ 下 FaragO, Ladi01as 中山, 善之/  592.l SU19

60 1"-i' ======---;
東京 原書房 1%6 17mJ 22CM

閉架 0089144067

世界戦と日本 末次, 信正

東京 平凡社 1940281P20CM
開架 0089161608

392.l   TA29

東京 経済往来社 1967300P19CM

閉架 0089145512

392.22  K合98

支那軍はどんな兵器を使っているか 萱場, 四郎

東京 モダン日本社 1938191Pあ側

閉架 0089146468

392.22  K095

支那軍事史 Kotenev, A.M. 高山, 洋吉/訳
東京 育生社 1940 21lP 19CM

閉架 0039146450

392.22  N16                                   
´

支那兵・ +扉・紅槍会 現代支那全集 第四巻 長野, 朗

東京 坂上書院 1938574P19CH
開架 0089147005

392.8   A25

東京 愛国会満洲上海事変尽 19521147P27CM
閉架 0089157242

392.8   C69

東京 忠勇顕彰会 1908496P22CM
開架 0089164446

392.8   C69/6                       、
忠勇列伝 満洲上海事変之部 第6巻 忠勇顕彰会/編

東京 忠勇顕彰会 1755608P22CH
閉架 0089164453

392.8   H67

茅野市靖国忠魂録 平沢, 茅鄭/編´

東京 甲陽書房 1965468P22C‖

閉架 0089154855

392.3   176                                     ′
石川県将士の記録 石川県厚生部民生課/編

金沢 石川県 1973900P27CH
閉架 0089154207

592.8   189/1

軍人わしが国さ 上巻 伊藤, 金次郎
東京 今日の問題社 1959428P1904
閉架 0089149355

392.8   189/2

軍人わしが国さ 下巻 伊藤, 金次郎
東京 今日の問題社 1939427P19C14

開架 0089149365

392.8   KY4/1

明治二十七八年戦役忠勇美講 第一編 教育総監部/編
東京 東京僣行社 1907528P22CM
日目

“

屋 0089164438

592.8   SA75

支那事変忠烈偉勲録 佐 木々, 一雄
東京 皇軍発行所 1937246P22CM
閉架 0089146732

392.8   SH59/11

支那事変忠勇烈伝 陸軍之部 第 11巻 軍人援議会/編
東京 軍人援議会 1940841P22C‖

閉架 0089164487

592.8   SH59/25

支那事変忠勇列伝 陸軍之部 第25巻 軍人援議会/編
東京 軍人援議会 1943921P22CM
閉架 0089464479

392。 8   SH59/5
｀
支那事変忠勇列伝 陸軍之部 第3巻 忠勇顕彰会/編

東京 忠勇顕彰会 1939823P22CM

軍  事

訳       ~
東京 サンケイ新聞社出版局 1975343P19CM
閉架 0089149561

591.6  631

東京 読売新聞社 1975581P20CH
閉架 0089149975

391.6   MA59

国際秘密戦と防諜 丸山, 裁雄

東京 実業之日本社 1940206P19CM
閉架 0089149454

391.6   N82

全記録ハルビン特務機関 西原, 征夫

東京 毎日新聞社 1980300P20CH
閉架 0089148217

391.6  012

隠されたる歴史 第 770頁 小畑, 武三

東京 JLE 1951 269P 18CH
鵬目磯屋 008915032 0

591.6  V64

京都 大雅堂 1946269P18CH
閉架 0089147649

591.6   W74

福田, 太郎/訳
[ ]東 西南北社 1953286P19CM
働ロヨ晨 008916135 0

392.1   128

日本の軍隊 飯塚, 浩二
東京 東大協同組合出版部 1950274P19C‖

閉架 0089150155

392.1   177

日英戦争論 石丸, 藤太
東京 春秋社 1937380P19CH
閉架 0089159057

392.l   K059/Bl

参謀 上 文春文庫 141-3 児島9 襄
東京 文藝春秋 1975219P15CM
開架 0089168657

592.l   K039/B2

参謀 下 文春文庫 141-4 児島, 襄
東京 文藝春秋 1975187P15CM
閉架 0089168645

392.l   KY4

皇軍史 教育総監部/編
東京 成武堂 1943631P21CM
閉架 0089149439

392.l   MA38

近代日本軍事史 松下, 芳男
東京 紀元社 1941312P22CM
閉架 0089145606

392.l   HA88

日本軍事史説話 松下, 芳男
東京 土屋書店 1975552P19CM
閉架 0089150098

392.1   ‖A88

話題の陸海軍史 松下, 芳男
東京 学芸社 1955538P19CM
閉架 0089150544

392.l   R42/1

明治軍事史 上 明治百年史叢書 5 陸軍省/編
東京 原書房 1966989P22CM
閉架 0089144042

592.l   R42/2

明治軍事史 下 明治百年史叢書 6 陸軍省/編

中国侵略秘史 Vespa, Amicto 山村, 一郎/訳     満洲上海事変尽忠録 愛国会満洲上海事変尽忠録編纂部/編 七版

赤色スパイ団の全貌 Willo■ ghby, charies A.  日露戦役 忠勇列伝 忠勇顕彰会/編



閉架 ∞89164461

395.l   n53

軍事授護の理論と実際 青木,‐ 大吾
東京 南郊社 1940440P25CH
開架 0089149272

393.1   177

倫敦軍縮会議へ 石九, 藤太 四版
東京 寓里閣書房 1929572P19CM
閉架 ∞89150510

395.1   189

軍結 伊藤, ILS
東京 春陽堂 1929530P19CM
閉架 0089149298

395。 l Nフ
国防体制法の研究 明治百年史叢書 292 中野, 登美雄

東京 原書房 1979507P22CM
開架 0089144497

393.1   077

軍縮の脅威 大島9 高精
東京 愛国青年会 19Ю 150P19CH
鵬目視昌 0089149506

593.1   096

軍備制限 尾崎, 行雄
東京 日本評論社 1929271P19CM
閉架 0089149589

395.l   SA14

国際軍備縮少問題 三枝, 茂智
コに病貢  礫斤ツヒ圭L 1932 1059P 25CH
閉架 0089149447

395.l T046
国防と軍備 朝日時局読本 第九巻 東京朝日新聞東亜問題調査会/編

東京 朝日新聞社 1957525P19CH
閉架 0089149462

593.l   Y66

近世軍縮史観 安富, T格
東京 国際連盟協会 1932505P20CM
閉架 0089155505

595.2   H54

加除自在軍事法令判例類集 日高, 巳雄    ′
東京 良栄堂 19弘 1'ツ 22C14

閉架 0089149280

395.2   127

日本選兵史 飯島, 蔵
東京 開嚢社 1943567P22CM
閉架 0089150106                ヽ

595.2   187

国民修養 徴兵より兵役を終る迄 板倉9 孝
静岡 法律常識研究会 1925451P19CM
閉架 ∞8914"67

595.2   KE25

改正軍機保護携釈義 刑事法学会/編
東京 豊文堂 1957137P19CM
閉架 0089149225

595.2   KY4

戦時服務提要 教育総監部/編 九版
東京 陸軍僣行社 1943156P16C14

閉架 0089161454

395。 2   054

兵役法詳解 全 大久保, 政徳
東京 帝国書房 1928442P25CH
閉架 0089150288

595.2  SU25

陸軍刑法原論 菅野, 保之
東京 松華堂書店 1940552P25CM
閉架 0089150445

593.5   H54

陸軍軍法会議法講義 日高9 巳雄 再版
東京 良栄堂 1955445Pあ麟

閉架 0089150411

61 1"-t' =-=-=:=:
395.3   HA45

満軍刑法講義
[][]48P22CH
閉架 0089148316

393.5   094

最近に於ける師団運用の現地研究 軍事学指針社/編
東京 軍事学指針社 1932347P23CM
鳳ロヨ燿 0089149520

393.5   TA31/1

軍及師団ノ戦場統師 多門, 二郎
東京 陸軍大学校将校集会所 1929541P250H
閉架 0089149207

595.5   TA81/2

軍及師団ノ戦場統師 附表附図 多門, =鯨
東京 陸軍大学校将校集会所 19291"25CM
閉架 0089149215

394    A14
軍陣外科裸記 Abraham, James JOhnston 山
本, 政喜/訳

東京 山雅房 1941250P22CM
屁ロヨ員 0089149530

394     127

行軍病論 飯島, 茂      
‐

東京 南江堂 1912202P25CM
閉架 0039149488

594     HE25/4‐ 1

明治三十七八年戦役陸軍衛生史 四巻 第一冊
[][]40P26CH
闘架 0039144091

394     HE25/4‐ 5

明治二十七八年戦役陸軍衛生史 四巻 第二冊
[ ] [ ]254P26CH
鵬目醐晨 008914410 9

394     ME25/4‐ 4

明治二十七八年戦役陸軍衛生史 四巻 第四冊
[][]3コ P26CM
閉架 0089144117

394     HE25/4‐ 5

明治二十七八年戦役陸軍衛生史 四巻 第五冊
[ ] [ ]149P26CH
開架 0089144125

394     N37

軍陣外科 中村, 愛助
東京 河出書房 1945197P22Cll

閉架 0089149314

394     N77/1

北清事変救護作業概要 日本赤十字社準備課/編
[ ]日 本赤十字社 1900388P21C14

開架 0089147979

394     ‖77/2

北清事変救護作業概要続編 日本赤十字社準備課/編
[ ]日 本赤十字社 1901258P210M
開架 0089147987

394     R42

明治二十二年北清事変陸軍衛生事環 陸軍省医務局/編
東京 陸軍省医務局 1904605P22CH
閉架 0089148001

394     R42

軍陣外科学教程 陸軍軍医団/編
東京 陸暉軍医団 1934415P22CM
閉架 0089:49322

394     R42

日本兵食史 下巻 陸軍糧珠本廠/編 改訂増補
東京 食糧協会 1932800P22CH
閉架 0089150171

394     TA65

戦争と医学 竹村, 文祥
東京 創元社 1941512P19CM
閉架 ∞89149785

事軍



595     「181

大砲撃戦 第二次世界大戦ブックス 37 Hogg, Ian V.
小野, 佐吉郎/訳

東京 サンケイ新聞社出版局 1972204P18CH
閉架 0089149868

395     K131

帝国陸軍兵器考 木俣9 鸞飢

東京 雄山閣出版 1974283P22CM
閉架 0089150025

595     N77

陸戦兵器総覧 日本兵器工業会/編
東京 図書出版社 1977769P20CH
閉架 ∞89150486

595     SA25

世界の軍服 斎藤, 忠直 穂積, 和夫
東京 婦人画報社 1971216P21CM
閉架 0089149645

396     M143/S

陸軍入円 Kosaido Boo■ s 三根生。 久大
東京 広済堂出版 1976253P18CH
閉架 0089170062

396。 l   SH18

陸軍経理部 昭和軍事史叢書 柴田, 隆

「

/〔 ほか〕 上法, 快男
/監修

東京 美蓉書房 1981797P20CM
閉架 0089150429

596。 2  KA82
インバール作戦秘史 片倉, 衷

東京 経済往来社 1975531P200‖

閉架 0089148951

596。 21 H48
関東軍と極東ソ連軍 林, =絋   ・

東京 芙蓉社 1974524P19C14

閉架 0089148159

596.21 H81

歩兵第二一五連隊戦記 歩兵第二一五聯隊戦記編纂委員会/編
北橘村 歩兵第二一五聯隊戦記 19721325P22CH
閉架 0089150504

596.21  H82/2

兵旅の賦 第二巻 昭和編 北部九洲郷上部隊史料保存会/編 案浦9

照彦/著
福岡 北部九州郷土部隊史料 1973552P22CM
閉架 0089155134

396.21  159/S

日本陸軍史 歴史新書 140 生田, 惇
東村山 教育社 1980255P18CM
日目自晨 008917008 8

396.21  189

兵隊たちの陸軍史 ドキュメント=近代の顔 1 伊藤, 桂一 大宅
, 壮―/監修

東京 番町書房 1969521P1904
閉架 0089150296

396.21  189/Bl

帝国陸軍の最後 1 進政篤 角川文庫 3096 伊藤, 正徳
東京 角川文庫 19布 338P15CH
酔  00891`9150

596.21  189/B2

帝国陸軍の最後 2 決戦篇 角川文庫 3097 伊藤, 正徳
東京 角川書店 1975549P15CM
閉架 0089169148

596.21  189/B5

帝国陸軍の最後 3 死闘篤 角川文庫 3098 伊藤, 正徳
東京 角川書店 1975316P15CM
閉架 0089169155

396.21  189/B5

帝国陸軍の最後 5 終末篇 角川文庫 3100 伊藤, 正徳
東京 角川書店 1973322P15CM
日目自露008916916 5

59る。21  KA86/2

62 1"-r' ===-======E:
中国と日本陸軍 下 加臣川, 幸太郎

東京 圭文社 1973275P19CM
開架 0089147631

396.21  KU54/2

熊本兵団戦史 第2 熊本兵団戦史編さん委員会/編
熊本 熊本日日新聞社 1965351P21CM
閉架 0089156576

396.21  KU54/5

熊本兵回戦史 第3 熊本兵団戦史編さん委員会/編
熊本 熊本日日新聞社 1%5405P21CM
閉架 0089156584

596.21 KU96 _
陸軍五十年史 桑木, 崇明

東京 鱒書房 1943420P19CM
閉架 0089150437

396.21  R42

陸軍写真帖 陸軍のつはもの編集部/編
東京 軍大会館出版部 19351,り 39C14

閉架 0089161355

396.21  SU21/1

陸軍兵器の金貌 (上 )菅 , 晴次
東京 興洋社 1955485P19CM
閉架 0089150403

396.5   D22

第九師団戦史 第9師団戦史編さん委員会/編
[ ]第 10師団 19“ 235P27CM
魔ロヨ諷 008914984 3

596.5   K015

明治二十八年日露戦役 後備歩兵第二十六連隊第二大隊 後備歩兵第二
十六連隊第二大隊/編

福井 〔 〕 1906119P23CM
鵬目自晨 008915714 3

396.5 KY6
歩兵操典誼解 教育総監部/編

[ ] [ ]388P15Ct4
閉架 0039153928

396.5   N97

歩兵第百七十連隊 納富9 壽生/編
大阪 経済ハイライト 1985295P220H_
閉架 0089155472

396.6   Y16

野戦重砲兵第七聯隊史 野重七聯隊史編纂委員/in
東京 野重七聯隊会 1975613P22CM
閉架 0089150361

596.7   Y87

日本陸軍工兵史 吉原, 矩
東京 九設性 1958 41lP 19CM

開架 0089150197

597     A97

将来の海軍 夫艦か小艦か飛行機か 栞屋, 閣一

東京 国際連盟協会 1921149P19CM
閉架 008916■75

397     B71/1955  ‐

プラッセイ海軍及海運年鑑  (詳書)一 九二二年版 Brassey
, Thomas All■ ■tt 有終会/訳

東京 有終会 195519・J25CH
閉架 0089149728

397     B71/1955

プラッセー海軍及海運年鑑  (講書)一 九二五年版 Brassey
, Thomas Allnutt 海軍有終会/訳

東京 海軍有終会 195519・J25CM
開架 0089149710

597    KA79

海軍読本集 巻五,六9七,八 霞ケ浦海軍航空隊/編
[][]1サ ツ22CM

閉架 0089149058

597.07  T035/2                                          .

江田島教育 続 豊田, 穣
東京 新入物往来社 1977222P20C‖

閉架 0089148969

事軍



397.l   A32

海軍縮小の話 朝日政治経済叢書 朝日新聞政治経済部/編
東京 朝日新聞社 1950216P19CM
閉架 0089149055

597.l   KA21

軍鑑外務令解説 海軍大臣官房/編
[東京]海 軍大臣官房 1938925P19CM
閉架 ∞89149251

397.21  034

海軍航空隊始末記 源田, 実
東京 文藝春秋 1961253P19CM
閉架 0089149009

397.21  H51

帝国海軍の謎 原, 晃徳 吉川9 清徳
東京 徳間書房 1971238P19CM
閉架 ∞89149991

397.21  132/1

日本の海軍 上 池田, 清
東京 至誠堂 1966256P19CM
醜 0089150122

397.21  132/2

日本の海軍 下 池田, 清
東京 至誠堂 1967512P19CH
閉架 0089150150

397.21  189/B

連合艦隊の栄光 角川文庫 3245 伊藤, 正徳
東京 角川書店 1974281P15CM
閉架 0089168520

397.21  189/B

連合艦隊の最後 角川文庫 3246 伊藤, 正徳
東京 角川書店 1974338P15CM
酔 ∞891“558

597.21  KA21/1931

海軍及海事要覧 昭和六年版 有終会/編
東京 有終会 1931615P2酬
閉架 0089148993             ・

397.21  KA21/1935

海軍要覧 昭和八年版 有終会/編
東京 有終会 1935524Pお 釧
開架 0089149066

397.21  KA21/1955

海軍要覧 昭和十年版 海軍有終会/編
東京 海軍有終会 1955586P25CH
閉架 0089149074

397.21  KA21/1937

海軍要覧 昭和十二年版 海軍有終会/編
東京 海軍有終会 1957674P25CH
閉架 0039149032

597.21  K097

日本の海軍 新日本児童文庫 10 小山b 武 再版
東京 アルス 1942240P19CM
開架 0089150114

597.21  N37

昭和海軍秘史 申村9 菊男/編
東京 番町書房 1%9315P19CM
閉架 ∞89149611

597.21  SA85

海軍五十年史 佐藤, 市郎
東京 鱒書房 1945405P19CH
日ロタ腱 008914901 7

597。 21  SA93

海軍七十年史談 沢, 鑑之丞
東京 文政同志社 1942592P19CM
閉架 0089149025

397.21  SH57

報道写真 海軍作戦記録 大陸篇 支那方面艦隊報道部/編
東京 国際報道株式会社 1944120P26CM
閉架 0089146070

65 1"-9' ==-=---=
397.21  SU38

海軍の昭和史 杉本, 健
東京 文藝春秋 1982339P200H
閉架 0089144351

397。 21  TA29

高木海軍少将覚え書 高木, 惣吉
東京 毎日新聞社 1979398P20CH
閉架 0089141063

397.21  Y48

回想の帝国海軍 山崎9 重暉
東京 図書出版社 1977253P20CM  .
閉架 0089149090

397.255 A44

第二次大戦米国海軍作戦年誌 アメリカ合衆国海軍省戦史部/編 史料
調査会/訳

東京 出版協同社 1956570P19CM
麒 0089151708

597.255 TA22/3

珊瑚海・ ミッドゥェー島・潜水艦各作戦 1 太平洋戦争 アメリカ海
軍作戦史 3 Morison, SammtelEliot 中野9

五郎/訳
東京 改造社 1951559P18CH
騨 0089163141

597.253 TA22/4                              ´

珊瑚海・ ミッドウェー島・港水艦各作戦 2 太平洋戦争 アメリカ海
軍作戦史 4 Morison, SammuclEliOt 中野9

T蘇/訳
東京 改造社 1951389P18CH
鵬ロタに 008916315 8                                   

‐

397.255 Y99

米国海軍の真相 有終会/編 特装版
東京 創造社 1935■4P23C14

閉架 0089150270

597.255 Y99                                         `

米国海軍の真相 有終会/編
東京 有終会 1952584P23CH
閉架 0089151229

397.5   KU82

聯合艦隊 草鹿9 龍之介 八版
東京 毎日新聞社 1952557P19CH
閉架 0089150502

597.5   N75
ニミッツの大平洋海戦史 Nimitz, chester Will
iam 実松, 譲/〔ほか〕訳

東京 恒文社 1966454P21CH
閉架 0089157689

397.6   A72

海軍陸戦隊上海戦閣記 有馬, 成甫
東京 海軍研究社 1932609P20CH
閉架 ∞89147144

597.8  W12

海軍航空史話 和田, 秀穂
東京 明治書院 1944294P21CM
閉架 0089154447

398.21  H89

零戦 堀越, ~鼈 奥宮, 正武 新装改訂
東京 朝日ソノラマ 1975 397P a側
融 0089149652

599     SA47

戦ふ回 戦ふ人 桜井9 忠温
東京 僣成社 194426P18CH
閉架 0089163655

402     T049/B

太古史の謎 角川文庫 3016 Tomas, AndreW 中桐
, 雅夫/訳

東京 角川書店 197530P15CM
閉架 0089169072

402.105 K024/1

長崎洋学史 上巻 古賀, 十二郎 長崎学会/編 再版
長崎 長崎文献社 1975744P21CM
閉架 0089157590

事軍



自然科学

402.105 K024/2

長崎洋学史 下巻 古賀| 十二郎 長崎学会/編 再版   .
長崎 長崎文献社 1975556P21CH
閉架 0089157403

402.105 K024/5

長崎洋学史 続篇 古賀, 十二郎 長崎学会/編 再版

長崎 長崎文献社 1974288P21CH
閉架 0089157416

402.105 023

面学のころ 緒方9 富雄
大阪 弘文社 1950402P19CM
閉架 0089160154

402.105 025  
°

商学のころ 緒方, 富雄

大阪 弘文社 1944598P19CM
閉架 00891“162

402.53  SH5

危険と希望 現代史・戦後篇 25 Smith, Alice Ki
mball 広重9 徹/訳

東京 みすず書房 1%8502P22CH
閉架 0089155578

404    T058         .

総力戦と科学 富塚, 清
東京 大日本出版 1942528P19CH

閉架 0089149918

404     T058                                    .

科学日本の建設 富塚, 清
東京 文藝春秋社 1940415P1804
閉架 0089154421

411.l   N49        .

算術問題の演習 直江9 虎正 五版
横須賀 帝国文武学会 1941304P18CH
開架 0089154926

451。 91  A65

お天気日本史 荒川9 秀俊
東京 文藝春秋 1970252P20CH
閉架 0089159800

457     N95

野尻湖の発堀 1962‐ 1973 野尻湖発堀調査団/編 井尻,

TT/監修
東京 共立出版 1975278P25CH
閉架 0089159255

468    145/B
生物の世界 講談社文庫 今西, 錦司

東京 講談社 1972194P150M
閉架 0089168694

469     145                                        
・

今西錦司座談録 今西, 錦司 初版     ｀

東京 河出書房新社 1975559P20CM
昂目醐爆 008915415 7

482。 l   N49

日本産動物雑話 直良, 信夫
東京 有峰書店 1985336P20CH
閉架 0089158489

486.3   H78

蝶のきた道 日浦, 勇
東京 .蒼樹書房 1978230P19CM
鵬ロタに 008916439 6

486.8   H73

海をわたる蝶 日浦, 勇
東京 蒼樹書房 1975200P19C‖      :
開架 0089164656

487.5   J72

サケ 世界動物記シリーズ 4 Jones, John Willi
am 松井, 宏明/訳

東京 思索社 1974235P20CM          .
閉架 0089160865

489     N49

日本産獣類雑話 直良, 信夫

64 1t-t' -====E=-==:
東京 山岡書店 1941408P1904
閉架 0089158505

489。 9   KA93/B
ニホンザルの生態 河出文庫 河合, 雅雄

東京 河出書房新社 1981341P15CM

閉架 0089168350

489.9   SU49/S

野性チンバンジーの社会 議談社現代新書 602 杉山, 幸丸

東京 講談社 1981222P18CM
閉架 0089169874

490     Y62/B

響學の階級性 アテネ文庫 22 安田, 徳太郎     .
東京 弘文堂 194862P15CM

閉架 0089167557

490.21  K049

日本医学の夜明け 国公立所蔵史料刊行会/編   ,
東京 日本世論調査研究所 1978468P27CM

閉架 0089158794                ,

490.21 SA29

日本の医療史 酒井, シズ

東京 東京書籍 1982626P22CM

閉架 0089158515

491.6   H45

原爆 EEES, 達太郎
東京 宇野書店 1%9185P19CM
閉架 0089152559

495.82  KU53

柳井種痘日記 周防岩国産物目録 (端本)熊 谷, 秋雨 飯日,

道 [F周 ]

岩国 岩国徴古館 1979103P21CM
開架 0089166565

498.12  HA13/1
ヘロイン 上巻 McCoy, Aifred W◆  堀。 たお子/
訳

東京 サイマル出版会 1974217P19CM

閉架 0089155183

498.12  HA15/2
ヘロイン 下巻 McCoy, Alfred W. 堀, たお子/
訳

東京 サイマル出版会 1974425P19C14

日ロタ昌 008915519 1

498。 16  052

沖縄戦後の保健所のあゆみ 沖縄県環境保健部予防課/編
那曜 沖縄県環境保健部予防 1981245P26C‖

閉架 0089160105

498.5 KY3/B
食前食後 中公文庫 郎, 永漢

東京 中央公論社 1980219P15C14

閉架 00891“942                 1

498.5   H48

農村地帯食物指導の研究 林, 勇記

東京 三信堂出版部 195723ア 20CM

閉架 0089159230

499.l   SU49

毒の文化史 講談社ゼミナール選書 杉山, 二郎 山崎, 幹夫

東京 講談社 1981354P200H
閉架 0089151880

502.l   TA32

日本工業文化史 田村, 栄太郎               ・

東京 科学主義工業社 1945784P22CH
閉架 ∞89158141

509.222 KY1/2

支那近代工業発達史 下巻 [襲]9 駿 中山, 五郎/訳
東京 生活社 1942452P19CM
閉架 0089146455

509.222 096

支那の工業機構 尾崎9 五郎 尾崎9 庄太郎

東京 自揚社 1939453P25CH

閉架 0089146930



建 築 学
521     N77

明治前日本建築技術史 日本学士院/編
東京 日本学術振興会 1961562P22CH
開架 0089158786      ‐

521     081

日本建築史序説 大田, 博太郎
東京 彰国社 1947274P190H
閉架 0089158075

521     031/1

日本建築の特質 日本建築史論集 1 大田, 博太郎  ｀

東京 岩波書店 1985472P22CM
閉架 0089158067

521.5  055/B

江戸建築議話 申公文庫 大熊b 喜邦      ′

東京 申央公論社 1983242P150H
閉架 0089166920

521.81  A16

法隆寺再建非再建論争史 足立, 康/編
東京 龍吟社 1941568P22CH
閉架 0ヽ08915弘 59

521.31  A26/1

法隆寺法起寺法輪寺建立年代の研究 一 東洋文庫論叢 第一七

9 八一

東京 東洋文庫 1955277P27CM
閉架 008915■ 15

521。 81  A26/2

法隆寺法起寺法輪寺建立年代の研究 二 東洋文庫論叢 第一七
, 八―
´

東京 東洋文庫 19531り 27CH

閉架 008915%21            .

521.86 N57

茶の建築 中村・  昌生
東京 河原書店 1968355P18CM
閉架 0089164248

526.31  057

帝國議会議事堂建築の概要 大蔵省営糖管財局/編
東京 大蔵省 19561200M26CM
閉架 0089165778

527     TA28
アイスの住居 鷹部屋, 福平

東京 彰國社 1945 21lP 22CH

閉架 0089150627

558:7   Y55

零式戦闘機 柳田, 邦男
東京 文藝春秋 1977430P20CH
開架 0089150494

540.921 K057

電力界の功罪史 駒村, 雄二郎
東京 交通経済社出版部 1954551P19CM
開架 0089151815

550.67  H165

創業百年の長崎造船所 三菱造船株式会社/編
東京 三菱造船株式会社 1957726P29CH
開架 0089162648

556.5   SE72

日本商船隊の崩壊 妹尾, 正彦
東京 損害保険事業研究所 1949451P21CM
閉架 0089158646

556.9   F76

日本の軍艦 福井, 静夫 保存版
東京 出版協同社 1959292P19CH
開架 0089150148

556.9   MA31

戦艦大和 松本, 喜太郎
東京 再建社 1952518P22CH
閉架 0089149686

556.9   N15

軍艦の知識 永松, 浅造
東京 東華書房 1941 281CP 21CH

閉架 0039149264

65 1o-t" E:--==-=3

556.9   065

戦艦「大和」の建造 御田9 重宝
東京 現代史出版会 1981259P20CM

閉架 0089149691

556.9   SE59

造艦技術の全貌 千藤, 三千造/〔 ほか〕

東京 興洋社 1952294P19CH
開架 008914"00

556。 95  N15

航空母艦 科学新書 永村, 清
東京 河出書房 1942186P19CM
開架 07089149421

556.97  F74                                     .

日本を守る潜水艦 福田, 一郎 第五版
東京 政教社 1920128P19CH
閉架 0089150205

556.97  H57

針路西 ハスハーダン 洪, 泰夫/訳
東京 小林又七 (印刷)1936546Pあ馴

閉架 0039166680

556.97  H44

原子力潜水艦 三省堂新書 47 服部, 学
東京 三省堂 1969185P18CM

閉架 0089170120

559。 4   TA67/1

日本の戦車 上 竹内, 昭 原,.乙未生/監集 増補改訂
東京 出版協同社 1969174P22CH
閉架 0089150165

559。 7   675    ´
ナチと原爆 Goudsmit, Samuel A. 山崎,

/訳
東京 海鳴社 197269P19CM
閉架 0089157606

560.921 H68

別子開坑三百五十年史話 平塚, 正俊
大阪 住友本社 1941542P19CM
日ロヨ健 008915128 6

560.921 ‖77

回顧録 日本鉱業株式会社総務部文書課/編
東京 日本鉱業株式会社総務 1956341P26CM
閉架 0089154470

564.021 126/1

鉄の語る日本の歴史 1 飯田, 賢一

東京 そしえて 1976286P19CM
閉架 0089165465

564。 021 126/2

鉄の語る日本の歴史 2 飯田, 賢一

東京 そしえて 1976294P19CH
閉架 ∞89163471

567.092 TA55

最近満州炭鉱事情 高瀬, 伊造 近村9 凡夫
新京 満州鉱業協会 1959 19nJ 19CII

閉架 0089148191

568     Y23/B

狼がやつてきた日 文春文庫 240-3 柳日, 邦男
東京 文藝春秋 1982517P15CM
閉架 00891“415

568。 0,  F28

石油帝国主義 Fischer, LOuis 荒畑9 寒村/訳
東京 改造社 1927290P20CM        メ
聞架 0089161640

568.09  U56

南方石油経済 宇井9 丑之助
東京 千倉書房 1942357P22CM
閉架 0089148860

574.92  K075

硫安 近藤, 康男/編
・ 東京 日本評論社 195029P22CM

働ロヨ晨 008916057 6

和夫

会津

会津



化学工業

576.6   014

香料小史 大淵9 彰三
東男置  Jし

=諄

ti 1950 21lP 19C‖

閉架 0089156152

586.021 U14

日本紡織技術の歴史 内田, 星美 ~
東京 地人書館 1960258P17CM
閉架 0089157770

586.21  M072/1

紡
―

費分析 上 守屋, 典郎 改訂版
東京 自山書房 1955294P22CH
閉架 0089151492

586。 221 N28

内外綿株式会計T十年史 内外綿株式会社/編
大阪 内外綿株式会社 1957205P26CH
属目義晨 008915749 9

586.421 T056/1

富岡製糸場誌 上 富岡製糸場誌編さん委員会/編
前橋 富岡市教育委員会 1971258P21CM
開架 0089165"2

586.421 T056/2

富岡製糸場誌 下 富岡製糸場誌編さん委員会/編
前橋 富岡市教育委員会 1977780P21CM
閉架 0089164008

588.l   D25

日糖最近十五年史 大日本製糖株式会社/編
東京 大日本製糖株式会社 19345301P25C‖

閉架 0089159297

588。 1   672

台湾糖業視察記 後藤, 忠三
大阪 大阪砂糖商同業組合 1955181P25CM
閉架 0089148118

588:l   TA25

台湾製糖株式会社史 台湾製糖株式会社/編
東京 台湾製糖株式会社 1959347P27CH
閉架 0089148100

58883   025/S

酒類業界 教育社新書 荻原, 勝
東京 教育社 1976255P1804 ヽ

閉架 0089139430

588.5   SA28

古酒新酒 坂口9 饉一郎
東京 講談社 1974301P22CM
閉架 0089156178

588.54  ‖176
随筆 ビールレーベル興亡史 三宅, 勇三

東京 春秋社 l%4231P19CM
閉架 0089151Ю 2

588.54  U32

ビールの本 植田, 敏郎
東京 創元社 1953229P19CM   _
酔 0089151294

595     A92

大正の軍服 声原, 節子
東京 芸文出版 1978125P21CH
閉架 0089163695

596  A32/B
わが家の夕めし 朝日文庫 アサヒグラフ/編

東京 朝日新聞社 1986214P1504
閉架 0089169387

5%  B89/B
食 京都の誘惑 文春文庫 301-2 文藝春秋/編

東京 文書春秋 1985241P15CM
閉架 0089168926

596     D35

舌の上の散歩道 国, 伊玖磨
東京 朝日新聞社 197921絆 15CM

閉架 0089168884

596     D35/B

美味放浪記 中公文庫 檀9 -雄
東京 中央公論社 1976550P15CM  ・

閉架 0089166797

596     H66/B

たべもの歳時記 文春文庫 196-2 平野, 雅章
東京 文藝春秋 1978261P15CH
閉架 0089169056

596     193/2

京の味 続 カラープックス 225 岩城,

東京 保育社 1971153P15Cll

閉架 0039167845

もと子

596     KA53/B

新・口八丁手庖T 角川文庫 5519 金子9 信雄
東京 角川書店 1983316P15CH
開架 ∞89167811

596  K146
美味求真 木下, 謙次郎

界ふ 啓成社 1925696P19CM
閉架 0089151336

596     K161ノ B

魯山人味道 中公文庫 北大路9 魯山人
東京 中央公論社 1980303P15CM
閉架 0089168561       

｀

596  KY3/B
奥様はお料理がお好き 中公文庫 郎, 永漢

東京 中央公論社 1981244P15CM
酔 0089163459

596     KY8ノ B

象牙の箸 中公文庫 FF, 永漢
東京 中央公論社 1975186P15C14
閉架 0089169643

596     N84/B

食物の生態誌 中公文庫 西丸, 震哉
東京 中央公論社 1979190P15CH
閉架 0089168954

596     025/B

大人のままごと 文春文庫 172-2 荻, 昌弘
東京 文藝春秋 1979270P15CM
開架 0089168470

596     025/B

男のだいどこ 文春文庫 172-1 荻9 昌弘
東京 文藝春秋 1976215P15CM
閉架 0089168496

596     U77/B

味な旅 舌の旅 中公文庫 宇能, 鴻一郎
東京 中央公論社 1980239P15CH
閉架 00891“789

596     U95         ,

豆腐屋の蜘ス 薄井, 恭―

東京 人文書院 1978253P19CH
開架 0089163851

596     W46ノ B

甘口幸口 足まかせ 廣文堂文庫 渡辺, 文雄
東京 廣文堂出版 1987245P15CM
閉架 00891“755

596     Y86ノ B2

酒肴酒 続 光文社文庫 吉田, 健一

東京 光文社 1985257P15CM
閉架 0089168629

596.21  N72

琉球料理 新島, 正子

"朝
 新島料理学院 1971219P27CH

閉架 0089160600

596.25  ‖013/B
洋食や 中公文庫 茂出木, 心護

東京 中央公論社 1980229P15CM
閉架 0089169510

59る 。7   U52
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珈琲天国 植田, 敏郎
東京 朝日新聞社 1%1206P18CM
閉架 00891558ご 0

602.225 171

満鮮産業の印象 石橋, 湛山
東京 東洋経済新報社 1941219P19CM
閉架 0089148704

602.24  M158

大東亜の資源と経営 南満洲鉄道株式会社東亜経済調査局「新亜細亜 J

編集部
東京 大和書店 1942554P19CM
閉架 0089145890

610.4  N14

随筆 水陰草 永井, 威=献
東京 

―
店 1942219P21CH

閉架 0089165708

61l  KO再
転換期の農業問題 近藤, 康男

東京 日本評論社 1959557P21C‖

閉架 0089165364

61l     KU61/B

農業問題入問 青木文庫 348 栗原, 百寿 大島9 清/解説
東京 青木書店 1969"″ 15CH

日ロヨ鳳 008916857 1

61l    H066

文化の転回 守田9 志郎
東京 朝日新聞社 1978292P20C‖
閉架 0089151401

61l     U77

農業問題序諭 宇野, 弘蔵 増補版
東京 青木書店 1965250P20CH
閉架 0089159562

611。 04  T023

わが師。わが友・わが学問 東畑, 精一

東京 柏書房 1984236P19CH
開架 0089164818

611.l   N77

農業政策 日本農業研究会/編
東京 改造社 1938360P20CH
閉架 0089159180

611.22  189/1

屯田兵村の百年 上 伊藤, 廣
札幌 北海道新聞社 1979305P21C‖
開架 0089164024

611.22  189/2                                            ・

屯田兵村の百年 中 伊藤9 廣
札幌 北海道新聞社 1979501P21C‖
開架 0089164032              ・

611.22  189/5

屯田兵村の百年 下 伊藤, 廣
札幌 北海道新聞社 1979501P21CH
閉架 0089164040

611。 22  Y79                                ′

日本田制史 横山, 由清 ‐

東京 五月書房 1981364P25CM
閉架 0089157358

611.3   157

戦時下の食料と体位 井上夕 兼雄
東京 高志書房 1945185P180M
閉架 0089145130

611.3 KU61
東洋の米 西洋の小麦 栗原, 藤七郎

東京 東洋経済新報社 1964250P18CM
閉架 0089164125

611.5   Y86/S

食糧問題ときみたち 岩波ジュニア新書 46 吉田, 武彦
東京 岩波書店 1982212P18CM
閉架 0089169767

611.53  TA53

67 1o-it ============:
米の秘史 食の科学叢書 2 高瀬, 勝治

東京 丸ノ内出版 1977182P19CH
閉架 0089156103

611.53  Y15

米殺統制論 新経済全集
・
八木9 芳之助

東京 日本評論社 1954289P18CH
閉架 0089151252

611。 39  TA53

飢饉噺聞書類集 高梨, 輝憲/翻刻・解説
東京 有峰書店 1970187P22CH
開架 0089155386

611.5  H39

戦時下の農村金融 荷見. 安
東京 河出書房 1944144P19CH
閉架 0089145148

611.75  Y92

日本農業労働論 吉岡, 金市
コに属言  熊争居野をL 1959 240P 23CM
閉架 0089158895

611.79  K124

日本農業経済計算論 菊池9 萬輔
東京 産業図書 1944599P22CM
閉架 0089158299

611.9   665

農村自救論 権藤9 成卿
東京 文藝春秋社 1952243P20Ct4
開架 0089159248

611.98  S041

喜界島農家食事日誌 アチックミューゼアム彙報 第二八 持, 嘉―
郎

東京 丸善株式会社 1958175P25CM
開架 0089155360

611.98  TS72

蒙雪と過疎と 妻有の婦人教育を考える集団/編
東京 未来社 1976179P20CH
閉架 0089152664

612.1   153

日本に於tjる 農業恐慌 稲村, 隆一 稲村, 順三
東京 自揚社 1931253P19CM
閉架 0089158257

612.1   ‖055

日本農耕文化の起源 森本9 六爾
長野 葦牙書房 1946503P19C‖

閉架 00891男877

612.l   N49

日本古代農業発達史 直良, 信夫
東京 さ・ え・ ら書房 1956317P26CH
閉架 0089158117

612.1   067

維新農民一揆の相貌 J督9 武夫
東京 學能協會 1949206P21CM
開架 0089143523

612.:   P97

日本農業の特質と危機 プロレタリア科学研究所/編
東京 共生閣 1950204P20CM
閉架 0089158507

612.l SU96
現代日本農業史 鈴木, 良徳

東京 西ケ原刊行会 1936338P24C14
酔 0089152435

612.l TS66
日本農業技術史 筑波, 常治

東京 地人書館 1959315P18CM
開架 0089158281

612.12 188

東北農村記 板谷, 英生
東京 大同印書館 1942444P18C‖

閉架 0089165810

612.124 Y86

業産



======,========================      J豊     =鯉

男鹿寒風山雷腱巳日録 アチックミューゼアム彙報 第十六 吉田,

=航
東京 アチック ミューゼア 1938570P2К M

開架 0089142553

612.22  Y55                                           ヽ

支那農業建設論 山名, 正孝
京都 教育図書株式会社 1942273P21C‖

閉架 0089146880

612.225 K075

満州農業経済論 近藤, 康男
東京 日本評論社 1942228P22CH
閉架 0039148647

612.225 SU96

満州の農業機構 鈴木, J齢
東京 白揚社 1936471P22CM
閉架 0089148662

612.24  N48

南洋興発株式会社二十週年 皇紀2601 南洋興発株式会社/1n
東京 南洋興発株式会社 19411り 26CM

閉架 0089157572

613.592 TH8             .

鍛 1動L騨 ―
夕機静書 4 Thorp,  James 藤

, 隆吉/〔ほか〕訳
東京 岩波書店 194t1446P25CH

閉架 0089162580

614.5  SH94

授業書『溜池・大井川用水』 付 手びき 解説 静岡県・小笠社会料

サーク,レ/編
[ ]静 岡県 。小笠社会科サ 198185P26CM
閉架 0089166弘 7

616.2   H057

稲の日本史 稲作史研究叢書 第 1集 盛永, 俊太郎/編
・ 東京 農村協会 1955256P18C14

閉架 0089154348

616.8   N77

さつまいも及びじゃがいもの渡来 日本甘密馬鈴薯株式会社/編
東京 新生社 1948255P19CM
閉架 0089160717

617.2   Y45        '

資料にみる矢祭こんにゃく史 矢祭町史研究 1 矢祭町史編さん委員

会/編
矢祭町 矢祭町 1978257P21CM
閉架 0089162408

617.8   N85

薩 沿革史 西野, 嘉右衛門
京都 思文閣 1971574P23C‖

閉架 0089151021

619.6   F99

納豆沿革史 フーズ・パィォニア/編
東京 全国納豆協同組合連合 1975367P19CM
閉架 0089157614

619.6   M185

凍豆腐の歴史 宮下, 章
東京 全国凍豆腐工業協同組 1962591P2釧
閉架 0089156145

626.46  N77

日本人夢史 「日本人参史」編集委員会/編
東京 日本人参販売農業協同 1968422P22CM

閉架 0089158265

629.21  N58

京の名庭 カラープックス 28 中根, 金作

東京 保育社 1%5153P15C14
閉架 0089167852

636     131

日本音代桑作史 鋳方. 貞亮

京都 大八洲出版 1948186P19CM
閉架 ∞89158153

659     SA25

赤煉瓦物語 斎田9 朋雄 赤煉瓦物語をつくる会/編
高崎 あさを社 1986141P22CM

68 1t-J' ============:

開架 0089150742

639     W12

定本 富岡日記 創樹選書 和田, 実 上条, 宏之/編
東京 創樹社 1976227P19CM
閉架 0089142608

660.67  N71/1

日魯漁業経営史 第 1巻 日魯漁業株式会社/編
東京 水産社 1971590P22CM

閉架 0089159065

667.2   T046

かつをぶし 東京鰹節問屋組合/編
東京 水産社 1958228P25CH

閉架 0089154795

667.7  M183

泄台の歴史 宮下, 章
東京 全国海苔問屋協同組合 19701399P27C14 ・

閉架 0089159222

669     Y86

元代製豊技術資料『熱披固』の研究 吉田9 寅      
｀

東京 汲古書院 1985138P27CM
閉架 0089152458

672.l   SU25

大日本商業史 菅沼9 貞風 菅沼, 量平
東京 東邦協会 18921"25CM
閉架 0089151591

674.5   F96

日本の広告写真 100年史 伏見, 文男/25
東京 講談社 1986240P30CM
閉架 00891男549

675.5   N57

市場の語る日本の近代 そしえて文庫 中村, 勝

東京 そしえて 1980317P20CM
閉架 0089162525

676.7   H56/1

卿町盛衰記 第一巻 長谷川, 光太郎 再版

東京 日本証券新聞社 1957弘5P19CM

閉架 0039154397

676.7   H36/5

兜町盛衰記 第二巻 長谷川, 光太郎

東京 日本証券新聞社 1959419P19C14

閉架 0089154405

678。 21  U5る

鎖国と藩貿易 上原, 兼善
東京 八重岳書房 1981308P20CM

閉架 0089160915

673.222 ‖137

翼東区域の貿易概況と関税事情 南満州鉄道株式会社天津事務所調査課

大連 天津事務所調査課 19%160P22CH
閉架 0089146146

678.5   MA87

通商条約講和 松島, 鹿夫/述 貴島外交研究室/ri
・ 東京 国竹出版部 1938154P19CM

閉架 ∞89164321

678.5   TA87

税関異聞 谷川, 寛三
東京 サイマル出版会 1972212P19CM
閉架 0089166060

678.5   T012                                                 .

日満関税政策の研究 東亜経済調査局/編
東京 東亜経済調査局 1953285P25CM
日目醐昌 008914826 6

682J Y86
日本旅行史 吉田, 十=

東京 日本交通学会 1946178P19CH
閉架 0089158471

685.2   N77ノ l

日本郵船戦時船史 上巻 日本郵船株式会社/編
東京 日本郵船株式会社 19711000P22CM

閉架 0089i58705



683.2   N77/2

日本郵船戦時船史 下巻 日本郵船株式会社/編
東京 日本郵般株式会社 1971913P22CM
閉架 0089158711

685.21  075

北前船と大阪 大阪市立博物館/編
大阪 大阪市立博物館 1985800M26CM
開架 0089155634

684     SA25

新河岸川舟運の盛衰 斎藤, 貞夫
川越 斎藤右衛門 197075P22C14

閉架 0089162184

686.21  A36

日本の鉄道百年 少年少女 20世紀の記録 32 秋永9 芳郎 藤
鳴  栄三

東京 あかね書房 1971188P22CM
閉架 0089158414

686.21  KE25

80年の歩み 京浜急行電鉄株式会社/編
東京 京浜電鉄急行株式会社 197868P300H
閉架 0089153092

686.21  U32

鉄道創設史伝 上田, 度
東京 交通日本社 1960254P21CH
閉架 0089165455

686.222 A15 .

支那鉄道史 吾孫子, 豊
東京 生活社 1942279P18C14

閉架 0089146856

687.7   Y93

墜落の夏 吉岡, 忍
東京 新潮社 1986291P19CH
鵬目召員 008916419 8

695.8   Y99

日本郵便切手・ はがき図録 1871‐ 1971 郵政省/編
東京 吉川弘文館 1971445P27CH           _
閉架 0089158695

699.21  N77

放送夜話 日本放送協会/1n
東京 日本放送出版協会 1968286P19CM
閉架 0039153654

699.69  KA21

NHK戦時海外放送 海外放送研究グループ/編
東京 原書房 1982467P21CH
閉架 0089157648

701.5   F47ノB

藝術社會學 創元文庫 E-4 Fritche, Vladimir
Maksim6 昇, 曙夢/訳
東京 創元社 1952234P15C‖

鵬ロタ昌 008916698 7

702.06  629

芸術を生みだすもの Cay, Peter 川西・ 進/〔ほか〕訳

京都 ミネルヴア書房 1980250P22C‖

鵬ロタ晨 008915251 8

702.l   A29

資料日本美術史 赤井, 達郎/編 清水, 善三/編 増輔改訂′
 京都 京都松柏社 1983314P21CM

閉架 0039162416

702.l   TA99

図説日本美術史 〔解説〕 田沢, 垣/編 大岡9 実/編
東京 岩波書店 195597P26CM
閉架 0089165724

702.154 KU48

自凰の美術 久野, 健
東京 六興出版 i978228P21CM
閉架 0089152888

702。 148 M196

近世名匠伝 水尾, 比呂志
東京 芸IIIIl■ 1977542P25CM

69 1"-i' ==-===-==:
閉架 ∞89155545

702.16  K098

夜あけの星 小崎, 軍司
東京 造形社 1975532P22Cll           ―

閉架 0089165286

702.21 T046

韓国美術五千年展 東京国立博物館/〔ほか〕編

東京 朝日新聞社 19■ 17・J25CM
醜  008915468 6

702.22  7046

中山王国文物展 中国戦国時代の雄 東京国立博物館/〔 ほか〕編
東京 日本経済新聞社 1981183P26CH
属目自健 008916449 5

704     SA96                    .

美の誘惑 随想集 東書選書 澤野, 久雄
東京 東京書籍 1978253P19C‖

閉架 0089151518

704     TS35/S

大衆藝術 河出新書 32 幌  俊輔
東京 河出書房 1954174P18CM
閉架 0089169855

704     U76

空間のフオークロア 海野, 弘   ′

京都 騒 堂々出版 1980285P22CM
閉架 0039156550

704     W52

日本美術随想 脇本9 楽之軒
東京 新潮社 1966236P21CH
閉架 0089157754

708  N77/18
宗達と光琳 ガ畔館ブック・ オブ・ プックス 日本の美術 18 山根

, 有三
栞ふ 小学館 1970229P20CH
開架 0089162846

708     N77/19

茶室と露地 イ■館ブック・ オブ・ ブレクス 日本の美術 19 中村

, 昌生
東京 小学館 1972251P 19CM
開架 0089164588

709。 154 F66

富士市の文化財 富士市教育委員会文化振興課/編
富士 富士市教育委員会文化 198139P26CM

醜 008916652~6

709。 192 SA15

佐賀県の文化財 佐賀県教育委員会/編
・

熊本 青潮社 1978156P22CH
閉架 0089160725

712.1   025N

孫山 荻原守衛 仁科, 惇
長野 柳択書苑 1%7542P22CM
閉架 0089141626

712.l  U56

美の秘密 上原9 和/[ほか]

東京 日本放送出版協会 1982229P22CM
閉架 0089151544

712.l   l175H

運慶 林, 文雄              ‐   ・

東京 新日本出版社 1980521P19CM
日ロタ置 0089164`6 9

720.4   ‖A54

山霊 丸木, 俊
東京 朝日新聞社 1972505P20CH
覇月葛農 008916558 5

721     A29                                                  '

近世の画家 季刊論叢 日本文化 3 赤井, 達郎

東京 角川書店 197617,P21CM
閉架 0089155550

721.025 SE16

江戸美術の再発見 瀬木, 慎一

通交



東京 毎日新聞社 1977520P20CH
開架 0089151955

721.025 SE16          _

謎の近世画家 瀬木, 慎一

東京 ジャパン・バプリッシ 1977240P21CM
閉架 ∞89157541

721.7   TA84

初期南画の研究 田中, 喜作
東京 中央公論美術出版 1972179P21CM
聞架 0089165018

721.7   W46HノB

渡邊華山 中公文庫 森, 銃三
東京 中央公論社 1978232P15CM
閉架 008916"24

721.9   H65

平福百穂書簡集 郷土の研究 8 富木, 友治/編
解説

東京 翠揚社 1981429P20CM
閉架 0039141907

723.l   K124

天皇の美術 菊畑, 茂久馬
東京 フィルムアー ト社 1978256P19CM
閉架 0089143788

725。 l   SU77

気まぐれ美術館 洲之内, 徹
東京 新潮社 1978527P21CM
開架 0089155428

723.l TA2911

高木背水伝 直木, 友次良/編
東京 大肥前社 19ヨ 160P23CM
開架 0089141071        .

723.4   KL3
パウル・ クレー Klee,  Felix 矢内原,

訳 新装版
東京 みすず書房 1978230P2204
開架 0089160071

726     K175

楽天 北沢楽天顕彰会/編
大官 北沢楽天顕彰会 1980157P20CH
閉架 008914047,

726.l   M195ノB

ねぼけ人生 ちくま文庫 水木, しげる
東京 筑摩書房 1986254P15CM
閉架 ∞891678再 6

高井, 有一/

伊作/〔ほか〕

炉 撃
ブラック‐アングル'82新潮文庫や―

l「
-9山

東京 新潮社 1985135P15CM
閉架 0089169460

726。 l   Y24/Bl

世相あボリ出し 1 新潮文庫 237-3 山藤, 章二
東京 新潮社 1982132P15CH
閉架 ∞89168751

728     KA51

墨林 [間 ]話 神田, 喜一郎
東京 岩波書店 1977236P19CM
閉架 0089151369

740。 21  N77

日本写真史1840‐ 1945 日本写真協会/編
東京 平几社 1946516P2ⅨЮC

開架 0089143820

757.5   MA26

日本音代の色彩と染 前日, 雨城
東京 河出書房新社 1977255P22CM
閉架 0089158125

757.5   N21

色の日本史 淡交選書 長崎, 盛輝
京都 淡交社 1974238P22CH ~
閉架 0“9154124

70 1n-r* -==========:
762.l   KA24

昭和楽積の黎明 掛下, 慶吉
東京 音楽之友社 1975358P20CM
閉架 ∞89140505

767.519 K155

八重山民謡誌 喜舎場, 永 [F旬 ]

那覇 沖縄タイムス出版部 1967447P22CM
属目醐晨 008916518 7

767.6   A99

吾妻軍歌集 兵用図書株式会社/編
東京 兵用図書株式会社 1907155P9X15CM
閉架 0089151047

767。 6   N91

思い出の軍歌集 野ばら社/編
東京 野ばら社 1%4217P15Ct4
閉架 00891“454

767.8   152

昭和流行歌の軌跡 池田, 憲一

東京 白馬出版 1985590P20CM
閉架 0089145015

767.8   H055

音盤歌謡史 森本, 敏克
東京 自川書院 1975252P22CH
醜  008915975 0

767.8   N87

雑学 歌謡昭和史 西沢, 爽
東京 毎日新聞社 1980541P20CM
閉架 00891“057

767.8   065/S

あ 昭ヽ和歌謡史 オン・ プックス/編
東京 音楽の友社 1977225P18CH
閉架 0089169817

767.8   SH29/B

日本歌謡集 現代教養文庫 443 時雨・ 音羽 増補
東京 社会思想社 1958454P15CM
閉架 0089168272

770.4   128

演劇と犯罪 飯塚9 友一郎
東京 武侯社 1950407P20C‖
閉架 0039152110

770。 4   MA81

私の吉本大学 松本, 克平
東京 青英舎 1981354P19CH
日目麟昌 008916503 9

770.49  E57/B

役者その世界 文春文庫 132-5 永, 六輔
東京 文藝春秋 1980347P15CH
閉架 0089169478

772.1   071

日本芸能史ノート 折口, 信夫 折口博士記念会/編
東京 中央公論社 1957465P22CM
閉架 0089140271

772◆ l T026/B
物語近代日本女優史 中公文庫 戸板, 康二

東京 中央公論社 1985560P15CII
閉架 0089168058

772.l   Y19/B

軟派に,ぼんの100人 集英社文庫 山藤, 章二/[ほか]

東京  集英社 1981 412P 15CM

閉架 ∞89168199

773.8  K012

観世三代 Jヽ林, 岬之介
裾野 J螂州之介 1982147P19CM
閉架 0089154728

774     ‖072
増補 役者論語 守屋, 毅/編訳

東京 徳間書店 1973526P200H
閉架 ∞89165195

画絵

T026



わが歌舞伎 市民文庫 3020-A
東京 河出書房 1955160P15CM
閉架 0089169579

774.2   SU87

歌舞伎史の画証的研究 諏訪, 春雄
東京 飛鳥書房 1974482P22CM
閉架 0089154571

774.2   ‖98
歌舞伎史の研究 河竹9 繁俊 再版

東京 東京堂 1948680P22CH
閉架 ∞89154589

774.28  N37

吉右衛門日記 中村, 吉右衛門
東京 演劇出版社 1956407P19CH
開架 0089141535

演劇・映画
戸板. 康二

774.28  N571

歌右衛門自伝 中村, 歌右衛門 伊原, 敏郎/編
東京 秋豊園出版部 1935368P19CH
儡目a臓 008914151 9

774.28  N37Y

歌右衛門の疎開 山力L 静夫
東京 文芸春秋 1980267P200M      ・
屁目自昌 008914152 7

774。 28  067Tノ B

六代目菊五郎 講談社文庫 戸板, 康二  .
東京 講談社 1979194P15C‖

閉架 0089168546

775.l   A87

私の築地」ヽ劇場 浅野, 時一郎
東京 秀英出版 1970315P21CM
閉架 0089165088

775。 l KU140
家 大江, 良太郎

現に男ヽ  早妻彙圭馬手 1975 406P 200‖
開架 ∞89154032

775.l   SE58

もうひとつの新劇史 千田, 是也
東京 筑摩書房 1975490P21CH
閉架 0089141022

775.l   T063/Bl

三文役者あなあきい伝 PARTl 講談社文庫 殿山,

東京 講談社 1980245P婚馴
閉架 ∞89168652

775。 l   T065/B2

三文役者あなあきい伝 PART2 講談社文庫 殿山,

東京 講談社 1980247P15CM
閉架 0089168660

泰司

泰司

775。 2   ‖065/B

森繁自伝 中公文庫 森繁, 久爾
東京 中央公論社 1977230P15CH
開架 ∞89168066

778     F82/B

映画論
==当

た文獅垣 83 Eisenstein, Sergey
ikhay 袋, 一平/訳

東京 三笠書房 1952145P150M
聞架 ∞89166955

778     N39

映画雑感 中野, 重治
東京 大日本雄弁会議談社 1958217P20CM
閉架 0089152078

778.09  T012

東和商事合資会社社史 東亜商事合資会社/編
東京 東和商事合資会社 1942579P26CM
閉架 0089164265

778.2   F46

映画のタイクーン グループの社会史 4 French, Phi
ip 栗山, 富夫/訳

東京 みすず書房 1972228P19CM
閉架 0089152060

71 1"-t' ===-=-====:
778.21  H49

筈見恒夫 「筈見恒夫」刊行会/編
東京 筈見恒夫刊行会 1959364P22C14

閉架 0089141654

773.21  156/B

日本映画名作全史 戦前編 現代教養文庫 803 猪俣, 勝人
東京 社会思想社 1974328P1504
閉架 0089168264

778.21  H172

私の映画人生 60年 キヤメラマンー代 宮力L T夫
京都 PHP研 究所 1985209P2004
閉架 ∞89142095

773.21  N621

根岸第一 岩崎ゥ 涎
東京 根岸寛一伝刊行会 1%9301P22CM
閉架 ∞89141592

778.21  053F/B

大河内博次郎 中公文庫 富士, 正晴
東京 中央公論社 1981258P15CM
閉架 0089168421

778.21  SA35

日本映画女優史 佐藤, 忠雄/編 吉田, 習恵男/編
東京 芳賀書店 1975274P22CH
閉架 0089158760

778.21  TA45/1

わたしの渡世日記 上 高峰, 秀子
東京 朝日新聞社 1976346P20C14        .
酔 0089141147

778.21  TA84ノB3

日本映画発達史 3 中公文庫 田中, 純一郎
果ふ 中央公論社 1976419P15CH
閉架 0089168249

778.21  TA34/B4

日本映画発達史 4 中公文庫 田中, 純―郎
・東京 中央公論社 1976552P15CM
開架 0089168256

778.234 196

ヒトラーと映画 朝日選書 39 岩崎, 涎
東京 朝日新聞社 1975289P19C‖

閉架 0089142947

778.255 C55C

チャーリー・ チャップリン CoteS, Pcter/[ほ か]

崎, DE/訳
東京 中央公論社 1967241P19CM
閉架 0089164370

773.255 C55Y           ´

私のチヤップリン 淀川, 長治
東京 PHP研 究所 1977257P19CM
日日舅昌 008916509 6

778.253 036

西部劇入門 岡, 俊雄/編
東京 荒地出版 1960286P18CM
醜 0089161129

778。 74  F64
ニュースカメラマン 藤波, 健彰

東京 中央公論社 1977544P20CM
開架 0089159265

779.l   A47ノB

寄席紳士録 角川文庫 2566 安藤, 鶴夫
東京 角川書店 1969236P15CM
開架 ∞89169494

779.5   176

松旭斎天勝 石川9 雅章
東京 桃源社 1968503P20CM
開架 0089163026

779.8   KA81/B

紙芝居昭和史 E文社文庫 加太, こうじ
東京 旺文社 1979306P15CM
閉架 0089167451

岩

M



育体 7? t"-J' =:=-=*=*
788.1   164

相撲清談 入江, 相政 春日野,

東京 ベースポール・ マガジ

閉架 0039162812

788.l   M177

力士漂泊 宮本, 徳蔵
東京 小沢書店 1985156P20C14

閉架 0089160402

789     K039/1

武術・天然理心流 上 小島, 政孝

町田 小島資料館 1973247P19CH
開架 0039151476

791     N48

南方録 南坊, 宗啓/聞書 久松, 真一/校訂解題

京都 淡交社 1975475P21CM
閉架 0039157556

791.2   H12

わび茶の研究 芳賀9 幸四郎

京都 淡交社 1978457P21CM

閉架 0089164745

791.2 H88
利体の茶 堀口, 捨己

東京 岩波書店 1951586P22CM

閉架 008916045`

791.2 N81
日本茶道史序説 西堀, 一三

京都 大入州出版 1937280P19Ct4

閉架 0089158950

816    KU17/S
書く力をつけよう 岩波ジュニア新書 68

東京 岩波書店 1983189P18CH
閉架 0089169742

816.6   K159

兵隊さんに送る女子慰間文 木村, 長峡

大阪 元文社 1941149P19CM
閉架 0089154035

826     TA21

最近支那時文宝鑑 田井, 嘉藤次
東京 大同館書店 1926598P200H
閉架 ∞89146551

829.1   り46ノS

はじめての朝鮮語 講談社現代新書 687
東京 講談社 1983192P18CM
閉架 008916"08

901。 1   127

鳩の澤闇 飯島, 耕一

東京 みすず書房 1986513P20CM

閉架 0089154017

901.5   H57ノB

ミステリー食事学 現代教養文庫 1046
東京 社会思想社 1981275P15Ct4

融 008"鰤 41

901.6   Y55/B

事実からの発想 講談社文庫 柳田, 邦男

東京 講談社 !986383P15CM
閉架 0089169627

902     C96

読書日記 Curtins, Ernst
三/訳

東京 みすず書房 1975192P200M

閉架 0089151898

904    A61

市民文学論 荒, 二人

東京 青木書店 1955 298P l'CM

閉架 ∞89162977

904    KA94
わが象徴派的人生 河上, 徹太郎

東京 文藝春秋 1972557P19CM

閉架 0089164854

工藤, 信彦

渡辺, 吉鉛

日影, 丈吉

904     KU95

歴史と文学 桑原, 武夫

東京 新潮社 1951201P19CM
閉架 0089160529

904     017/B

共産主義的人間 アテネ文庫 182 小日切, 秀雄

東京 弘文堂 195174P15C14

閉架 0089167860

904  SE36
水先案内人の眼 関根, 弘

東京 現代思潮社 195923ア 19CM

閉架 ∞89157309

904     TA62

芸術運動の未来像 武井9 昭未
東京 現代思潮社 1960356P19CM

閉架 0089152526

910.2  312/B

鬼の研究 角川文庫 3117 馬場, あき子

東京 角川書店 1976282P15CH
閉架 0089168447

910.2   F65/B

國文學史絶説 角川文庫 128 藤村, 作

東京 角川書店 1951280P15C14

閉架 0089167615             ・

910.2   H44                             _

古典山河抄 服部J 邦夫
東京 木耳社 1974 21lP 22CM

閉架 ∞89156527    ｀

910.2  KA92

FLの宴 力|口, 久雄
東京 吉川弘文館 19802876P20CH

開架 00829152958

910.2   HU48/8                  ・

死の日本文学史 角川文庫 4707 村松, 剛

東京 角川書店 1981459P15CM
酔  0039168785

'10.2  N95日本文学研究史論 笠間叢書 178 野村, 精一

東京 笠間書院 1985277P22CH

閉架 0089158778

910.25  N58

古代十一章 中西, 進
東京 毎日新聞社 1974238P20CM

閉架 00891557る 6  ,

910.25  TA64/B

古典日記 中公文庫 竹西9 寛子

東京 中央公論社 1977212P15C‖

閉架 0089167758

910.26  A17

反歴史主義の文学 響庭, 孝男
東京 河出書房新社 1'72309P20CM

閉架 0089154009

910。 26 H61/B
明治大正の小説家 角川文庫 236 日夏, 秋之介

東京 角川書店 1951287P15CM
開架 0“9167"3

910.26 H66
敬  戦後文芸評諭 平野, 謙

東京 真善美社 1948261P19CM
閉架 0089155274

910.26  H66

日本プロレタリア文学運動史 平野・ 謙/編
京都 三一書房 1955268P19CH
閉架 0089158465

910.26  H96

彼岸瞭乱 堀田, 善衛
東京 筑摩書房 1980226P20C‖

閉架 0089153209

910.26  185

翻
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日本文学
城下町金澤 文壇資料 磯村9 英樹

東京 講談社 1979515P20C14
閉架 0089151554

910.26  197

東京文壇事始 角川選書 152 巌谷, 大四

東京 角川書店 1984270P19CM
聞架 0089165945

910`26  197/B

懐しき文士たち 昭和篇 文春文庫 391-1 巌谷, 大四

東京 文藝春秋 1985539P15CH
閉架 0089168215

910.26 」56
春のある文学史 城, 市郎

東京 雪華社 1985174P18CM
開架 0089153969

910。 26  KA18

日本民族派の運動 影山, 正治
東京 光風社書店 1%9"″ 19CM

閉架 0089145676         1

910.26  KA21ノ B

友よ,さ らば 新潮文庫 か-5-14 開高, 健/編
東京 新潮社 1986241P15CM        ―

酔 0089169288

910.26  KA83/B

近代日本文學の展望 三笠文庫 133 片岡, 良一

東京 三笠書房 1952290P15CH        ´

閉架 0089167555

910.26  KA94

わがデカダンス 河上

` 
徹太郎

東京 新潮社 1%2229P19CM
閉架 0089164750

910.26 KU61

肩書きのない仕事 栗原, 幸夫
東京 三一書房 1977305P20CH
閉架 0089154769

910.26 M158

大衆文芸評判記 三田村, 鳶魚
東京 桃源社 1972301P19CM
愕目葛躍 008916519 0

910.26  N54/5

雨過天晴の巻 昭和 17年 ‐23年 回想の文学5 中島,

東京 平凡社 1977331P19CM
閉架 0089164610

910.26  N85

戦後文学覚之書 西野9ヽ 辰吉
東京 三―書房 1971252P2004
開架 0089161681

910.26  N92                             '

桐後亭日録 野田, 宇太郎
東京 べりかん社 1978560P20CM
開架 0089151849

910。 26  N95

さまざまな追想 野 上々, 慶一

東京 文藝春秋 1985252P200H
閉架 0089160%4

910.26  SE75/B

近代日本 文學のなりたち 河出文庫 19A 瀬沼, 茂樹

東京 河出書房 1954305P150M
閉架 0089167548

910.26  TA64

日本近代戦争文学史 竹長, 吉正

東京 笠間書院 1976268P19CM
閉架 0089158085

910.26  TA34

さみしい霊魂 田中. 美代子
東京 エポナ出版 19792“P200M
融 0089160972

910。 26 TA98
東京の二十年 創元選書 117 田山, 花袋

75 1"-1* -=:-=ffi
東京 創元社 1947538P18CH

閉架 0089163976

910.26  W44

忘れ得ぬ人  々鷺尾, 洋三

東京 青蛙房 1972292P19CM
開架 0089164"0

910.26 V31/2
ここだけの話 文壇百話 統 山本, 容朗

東京 潮出版社 1979310P20C14

閉架 0089155873

910.26  Y53

座談会 大正文学史 柳田, 泉/編 勝本, 清一郎/編
東京 岩波書房 1965722P19CM

閉架 0089165395

910.26  Y62

定本戦争文学論 安田, 武
東京 第二文明社 1977549P19CM

開架 008916757

910.26  Y94/B

自伝的女流文壇史 中公文庫 古屋, 信子
東京 中央公論社 1977218P・ 15CH

闘架 0089169556

910.268 A59/31

芥川龍之介 上 中公文庫 宇野, 浩二

東京 中央公論社 1975294P15CM
B晟窃鳳 008916675 0

910.268 D491/B

櫻桃の記 中公文庫 伊馬, 春部

東京 中央公論社 1981312P15CM

閉架 0089168438

910.268 E33/B

わが文学半世記 角川文庫 1867 江口, 澳
東京 角川書店 1959290P1504
醜 008916991 6

910.268H390

蓮田善明とその死 小高, 綿~郎

東京 島津書房 1979 61lP 23CH

閉架 0089142485

910.268 H56W/B

樋ロー葉伝 新潮文庫 1377 和田, 芳恵

健蔵     東京 新潮社 1960320P1504
閉架 0089167241

910.268 K124M/B

形影 文春文庫 106-71 松本, 清張

東京 文藝春秋 1987232P15C‖

閉架 0089167522

910.268 K139

私の文学回顧録 青蛙選書 57 木村, 毅
東京 青蟻房 1979584P21CM

閉架 0089165015

910。 268 K016K/B

父・ こんなこと 新潮文庫 116-A 幸田, 文

東京 新潮社 1%7193P15CM
閉架 0089169221

910.268 K016S

文明批評家としての露伴 瀬里, 廣明

東京 未来社 1971298P22CM
閉架 0089151419

910。 268 KU44F/B

回木田獨歩の生涯 市民文庫 128 福田, 清人

東京 河出書房 1952223P15C14

閉架 0089167779

910.268 M155K/S

三島由紀夫 ILH, 和男
東京 岩渡ブックセンター 1982173P18CM
閉架 0089170096

910。 268 M189T/B

第四次元の藝術 アテネ文庫 124 谷川, 徹三
東京 弘文堂 195076P15CM



日本文学
開架 ∞89166854

910.268 ‖191

=好十郎の手帳 三好9 +郎 大武, 正人/編
東京 金沢文庫 1974451P22CM
閉架 00891421o5

910。 268 ‖045Y/B

鴎外 新潮文庫 170-2 山崎, 上和
東京 新潮文庫 1980 289 15CM        ｀

開架 0089168389

910.268 ‖46N

中里介山と大逆事件 中村, 文雄
東京 三一書房 1985251P20CM
属目窃腱 008914147 7                        1

910.268 N46T

中里介山伝 枠木田, 龍善
東京 読売新聞社 1972366P20CM
閉架 0089141469

910.268N58D/B

漱石文学における「甘え」の研究 角川文庫 2978 土居, 健郎
東京 角川書店 1972246P15CM
開架 0089168918

910.268 071A

折口信夫そして闇的存在 日部, 正路
東京 浪曼 1974357P20CM
閉架 0089140265

910.268 071H

折口信夫論 服部, 忠志
東京 二月書房 1975277P20CM
閉架 0089140222

910.2680711
三日の折口信夫 池田, 弥二郎/編

東京 慶応義塾大学国文学研 1973483P″ 田
開架 0039140289

910.268 071N

折口名彙と折口学 西村, 事      
｀

東京 桜組社 1985506P20CM
閉架 0089140214

910.268 071T

折口信夫坐談 戸板9 康二
東京 中央公論社 1972189P200H
閉架 0089140255

910.268 081E

草餞 江刺, 昭子
東京 大月書店 1981255P20CM
閉架 0089156475

910.268 SA23S/B

クラクラ日記 潮文庫 94 坂口, 三千代
東京 潮出版社 1973310P15CH
閉架 0089167795

910.268 SA35N

佐藤春夫論 中村. 光雄
東京 文藝春秋社 1%2230P20CH
開架 0089161079

910。 268 SH451n
島崎藤村 市民文庫 502 平野, 謙

東京 河出書房 1953172P15CM
閉架 0089168777

910。 268 W46T

評伝 渡辺直己 豊日, 清史
東京 雁書館 1985295P20CM
閉架 0089142517

910.268Y540

夢いまだ成らず 評伝 山中峯太郎 尾崎, 秀樹
東京 中央公論社 1984317P20CM
開架 0089142228

910。 268 Υ97

俳句つれづれ草 結城
` 

昌治
東京 朝日新聞社 1985250P20CH
閉架 0089152854

74 1"-3' -==-=-====

910。 5   H76/B

日本文學辞典 アテネ文庫 171 久松, 潜一

東京 弘文堂 195178P15CM
閉架 0089168231

910.4   H75

悪場所の発想 広末, 保
東京 三省堂 1970506P19CM
閉架 0089151062

910.4   185

邪悪なる精神 磯田, 光一

[ ]冬 樹社 1975541P200H
開架 0089165752

910.4   031/S

文学者の革命実行力 大井, 広介
東京 青木書店 1956209P180H
閉架 0089170179

910.4  071/1

折口信夫対話 1 折口9 信夫 池田, 弥二郎/〔ほか〕編
東京 角川書店 1975309P19CM
閉架 0089140250

910.4   071/2

折口信夫対話 2 折口, 信夫 池田, 弥二郎/〔ほか〕編
東京 角川書店 1975252P19CM
閉架 0089140243

91l     TA24

軍神につづll 大政翼賛会文化部/編
東京 大政翼贅会宣伝部 194571P180H
開架 0089149348               ′

91l     TS54

つはものの歌 塚本, 篤夫
東京 新泉社 1945276P18CH    

｀

ロロ自昌 008916417 2                              .

911.l   H46                                          .

戦争と短歌 早′ll, 鏃
東京 潮文関 1944304P19CM
閉架 0089161905

911.1 017
抒情の解放 小田切, 秀雄

東京 八雲書店 1948269P18CM
閉架 0089165807

911.108 T031/1

土岐善麿歌論歌話 上巻 土岐, 善麿
覇に男員  Jに ItttL 1975 628P 21CM

閉架 0089164362

911.122 Y59D

山上億良 土井9 清民
東京 笠間書院 197920r20CM
閉架 0089142236              、

911.15  TA18

幕末愛國歌 川田, 順
東京 第一書房 1942442P1904
閉架 0089151179

911。 152 H63S

平賀元義の歌 杉, 餃太郎
岡山 合同新聞社出版部 1944164P18C‖
閉架 0089153977

911.152 H63U

平賀元義研究 湯本, 喜作
東京 角川書店 1966512P19CH
騨 0039141865

911.152 H65U

平賀元義論考 短歌新聞選書 紺屋, [峻 ]作
[ ] [ ]1979516P19CM
閉架 0089141875

911.152 TA13Y

橘曙覧伝井短歌集 山田9 秋甫
福井 中村書店 1916152P2酬
閉架 0089165703



日本文学
911.16  K151/Bl       ′

昭和短歌史 一 講談社学術文庫 木俣, 修
東京 講談社 1973218P15CH
開架 0089169015    、

911.16  K151/B2

昭和短歌史 二 講談社学術文庫 木俣, 修
東京 講談社 1978217P15C14

閉架 0089169023

911.162A26M/B

秋卿道人随間 中公文庫 宮川, 寅雄
東京 中央公論社 1982238P15C14
閉架 0089169049

911.162 HA79H

歌人 松倉米吉 米田, 利昭
東京 筑摩書房 1980275P20CM
閉架 0089154876

911.162 071

折口信夫 まれびと諭研究 折口信夫没後二十年記念出版1 慶応義塾
大学国文学研究会/編

東京 桜楓社 1985218P22CM
閉架 0089156657

911.162071ノB

孤影の人 旺文社文庫 池田, 弥二郎
東京 圧文社 1981294P15CH
閉架 0089167670

911.162 0711

まれびとの座 池田・ .弥二郎
東京 中央公論社 1%1254P200H
閉架 0089156640

911.162 SA25

歌集 技詩 粛膝, 測
京都 人文書院 193924,P1904
閉架 ∞89153118

911.162 SA25S

童馬山房随聞 佐藤, 佐太郎
東京 岩波書店 1976255P20CH
閉架 0089151851

911。 162 SA25Sノ B

この父にして 講談社文庫 斎藤9 茂大 Jヒ,

東京 講談社 19“ 244P150H
閉架 0089167712

911.162り 46/B2

近代短歌史 第二部 市民文庫 135 渡邊9

東京 河出書房 1952234P1504
閉架 0089167571

911.162 り46Y

厳

庭

戦争と歌人 紀伊国屋新書 A-42 米国, flJ昭
東京 紀伊国屋書店 1968231P18CM
開架 0089170205           1

911.162 Y94

ある女人像 吉屋, 信子
東京 朝日新聞社 1979566P15C‖
開架 00891“765

911.167 A87

評釈前線秀歌 浅野, 保
大阪 教学書房 1942212P19CM
閉架 0089155910

911.167 D25

支那事変歌集 戦地篤 大日本歌人協会/編
東京 改造社 1958418P25CM
閉架 0039146591

911.167 K124

戦場の雄叫び 菊池, 知勇
東京 文録社 1941320P19CM
閉架 0089161576

911.167 N77/1955

年刊歌集 昭和8年度版 日本歌人協会/編
東京 アトリエ社 1933525P19CH
閉架 0039157650

75 1o-i' ==i======-:
911.167 Y81

聖戦歌集 読売新聞社/in
東京 岡倉善房 1941327P19CM
閉架 0089161251

911.168 151

歌集 あしの葉集 稲田9 登那子
大阪 稲田登那子 1944149P19CII

閉架 0039151054

911.168 ME25/B

新抄 明治天皇御集 昭憲皇太后御集 角川文庫 2493 明治神宮
/編

東京 角川書店 1%7257P15CH
閉架 0089167985

911。 168 M167

営観無常 歌集 三浦, 義一

[ ] [ ]1941173P18CM
開架 0089163877          ´

911.168H068
ガグルカナル プーゲンビル 戦いとうた 盛―夕 銀二郎

東京 川島書店 1964208P19CH
閉架 008916弘38

911.168 N45

戦場の鶏 短歌新聞選書 中山, 札治
東京 短歌新聞社 1976195P19Ct4

閉架 008916i584

911.168 071ノB
競が音 中公文庫 折口, 春洋

東京 中央公論社 1978279P15CH
開架 0089169122

911.168 TS32

山の間の霧 自選歌集 三 +屋, 文明
東京 白玉書房 1952204P19CM
日目

“

昌 008916522 9

911.168Y78

戦ひの塑像 歌集 横田, 四馬路
東京 南方書院 1943184P18CM
閉架 0089165612

911.168 Y97

結城哀草果全歌集 結城, 晨阜果
東京 中央企画社 1972807P24CM
働目奎晨 008916537 7

911.504 TA51/B                                      ′
俳旬はかく解しかく味ふ 角川文庫 521 高浜, 虚子

東京 角川書店 1955103P1504
閉架 0089167255

911.52  Y31

芭蕉 山本, 健吉
東京 新潮社 1957505P20CH
閉架 0089151500

911.34  Y85A/B

与謝蕪村 講談社文庫 安東し 次男
東京 講談社 1979521P15CM
閉架 0089168165

911.55  185S

百舌ばっつけの青春 酒井・ 真右
東京 筑摩書房 1975208P20CM
閉架 0089156988

911.55  K012K
一茶のよるさと 越, 統太郎/写真 清水9 哲/文

長野 信濃路 1972 97CM 18CM

閉架 0089154249

911.56  172ノB

石田技郷集 朝日文庫 石田,

東京 朝日新聞社 1984518P
閉架 0089168055

波郷 岸田,

15CM

911.36  KU61/B

栗林一石路句集 青木文庫 241 栗林, 農夫 中野,

東京 青木書店 1955256P15C‖
鵬ロタ昌 008916780 3

稚魚/選

重治/編



911.5る  TA51

句日記 高浜, 虚子
東京 中央出版協会 1942545P19CH
閉架 0089156400

911.36  TA31

支那事変句集 高浜, 虚子/編
東京 三省堂 1959175P200H
閉架 0089162119

911.36 Y94

底のぬけた柄約 古屋, 信子
東京 朝日新聞社 1979226P15CM
閉架 0089168892

911.4   N82/1

川柳風俗志 上巻 西原, 柳雨/編
東京 春陽堂 1929666P20CM
閉架 0089161806

911.45  H23/1

川柳江戸名物図絵 花咲。 一男/編
東京 三樹書房 1976303P23CM
閉架 0089152005

911.45 H28/2

江戸川柳名物図絵 特別付録 相咲, 一男/編
東京 三樹書房 1976“イ

閉架 0089152011                     、

911.45 KA62/81

日本文学

秀行/校注
東京 社会思想社 1985524P15CM
閉架 008916714 2

911.45  KA62/B4

敬―/校注
東京 社会思想社 1985318P15CM
閉架 0089167159

911.4る  185

川柳きゃり五十五年史 磯部, 鈴技/編
東京 川柳きゃり吟社 1975556P19CM
目ロヨ昌 008916181 4

911.46  TS84                                     .

鶴彬全集 鶴, 彬 一叩人/編
東京 たいまつ社 1977463P22CM
閉架 0089154611

911.5 098
戦中手記 鮎川, 信夫 吉本, 隆明 新装版

東京 思潮社 1970305P19CM
閉架 ∞89161988

911.5   111/S

詩のこころを読む 岩波ジュニア新書 9 茨木, のり子

東京 岩波書店 1979220P18CH
閉架 0089169726

911.5   K165/B

詩の話 角川文庫 1191 北川, 冬彦
東京 角川書店 1956252P15CM
閉架 0089168795

911.52  F89

現代詩物語 分銅9 惇作/編 吉田, 壌生/編
東京 有斐閣 1978289P22CM
閉架 0089152789

911.52  H141

烈風の中に立ちて 伊藤, 信吉

76 1"-J' --s====-=:
東京 静地社 1981205P22CH
閉架 0089160586

911.52  1890/S

伊東静雄 講談社現代新書 585 小力L 和佑
東京 講談社 1980 237P l13CH

閉架 0089169957

911.52  N330/B

中原中也 角川文庫 4360 大岡, 昇平
東京 角川書店 1979570P15CM
閉架 0089169486

911.52  042

詩人の運命 岡本, 潤
東京 立風書房 1974581P19CM
閉架 0089140099

911.52 069

蕩児の家係 大岡, 信
東京 思潮社 1969235P21CM
閉架 0089164164

911.52  SA47

空白と責任 桜本, 富雄
東京 未来社 1983269P20CH
閉架 0089156543

911.52  TA130/B

立原道造の世界 講談社文庫 Jり:l, 和佑
東京 講談社 1978440P15C‖

911.52  T022‖

八月の詩人 増岡, 敏和
東京 東邦出版社 1971375P19CM
閉架 0089155068

911.56 A■

日本反戦詩集 秋山, 清/編 伊藤, 信吉/編
東京 太平出版 1%9264P200H
閉架 0089157929

萩原恭次郎詩集 萩原, 恭次郎
東京 報国社 1940262P20CM
開架 0089152821

911.56H61/B

東京 弘文堂 195177P15CM
閉架 0089167565

911。 56  H76

夢の女 菱山修三詩集 菱山9 修三
東京 岩谷書店 1948199P20CM
閉架 0089155425

911.56  KA36

詩集 進軍 カロ藤, 愛夫
東京 河出書房 1940107P19CM
閉架 0089162176

911.56  K164

満洲地図 少国民詩集 北原9 白秋
東京 フタバ書院成光館 1942261P220H
閉架 0089157226

911.56 KYl

日本時事詩集 許, 南麒
東京 朝日書房 1950120P18CH
閉架 00891男927

911.56 051

海原にありて歌へる 大東亜戦争詩集 第 1輯 大木, 惇夫
東京

｀
アルス 19431“P39CM

閉架 0089164651

911.56  S011                    
´

詞・詩・思 為  斗会
[  ]   [  ] 1974 189P 21CM
閉架 0089162452

911.56  TA82

八月十五日 田村, 昌由
藤沢 日本未来派の会 1973144P22CH

誹風 柳多留 初篤 教養文庫 1135 柄井, 力I柳/撰 浜田,    閉架 0089169114

義一郎/校注
東京 社会思想社 1985291P1504
日目自昌 008916712 6

911。 45  KA62/B2

誹風 柳多留 二篇 教養文庫 1136 柄井, 川柳/撰 鈴木,

倉之助/校注
東京 社会思想社 1985320P15CM
閉架 0089167154

911.45  KA62/B3

誹風 柳多留 三篤 教養文庫 1137 柄井, 力1柳/撰 岩田,  911.56 H14

誹風 柳多留 四篇 教養文庫 1138 柄井, 川柳/撰 八木,  近代日本詩集 アテネ文庫 162 日夏, 歌之介



日本文学

開架 0089155076

911.56  TE45

傷疲軍人詩集 寺田9 弘/in
東京 四季善房 1943288P19CH
開架 0089165000

911.56  T022/B

原爆詩集 青木文庫 48 峠, 三吉
東京 青木書店 1952152P15C‖
閉架 0089166995

911.56  Y31

歩行者の折りの唄 山本, 太郎
東京 書辟ユリイカ 1954252P19C‖
開架 0089153565

913.454 U97

平家物語の虚構ど真実 上横手, 雅敬
東京 講談社 1975597P18CM
開架 0089154041

915.6  A19                                 1

井上成美 阿川, 弘之
東京 新潮社 1986507P20C14

閉架 ∞89159687

913.6   n19/1

米内光政 上巻 阿川, 弘之
東京 新潮社 1978252P20Ct4

開架 0089142454

915.6  A19/1

軍鑑長円の生涯 上巻 阿川, 弘之
東京 新潮社 1975351P200H
閉架 ∞89149249

915.6   A19/2

米内光政 下巻 HJIL 弘之
東京 新潮社 1978259P20CM
閉架 0089142442

913.6  A19/2

軍艦長門の生涯 下巻 阿川ゥ 弘之
東京 新潮社 1975365P20CM
働目自員 008914925 6

915.6  159/B

春の城 新潮文庫 856 阿川, 弘之
東京 新潮社 1955 264P i5CM

閉架 0089167191

915.6  A47/B

巻談 本牧亨 角川文庫 2592 安藤, 鶴夫
東京 角川書店 1969536P15CH
閉架 0089167654

915.6   A62   1

陸軍よ,さ らば 新井, 勲
東京 ジープ社 1950260P18CH
閉架 0089160428

915。 6   A31

マラリア戦記 浅田, 晃彦
東京 弘文堂 1968386P19CM
閉架 0089156652

913.6   F56ノB

田紳有楽 講談社文庫 藤枝, 静男
東京 講談社 1978161P15CM
閉架 ∞89166870

915.6  F56/B

凶徒津田三蔵 講談社文庫 藤枝, 静男

シ轟濡訴鮮8:9「

22P15CM

915.6   F66

傷だらけの歌 新銑文学競書 藤沢, 恒夫
東京 改造社 19m248P18CM
閉架 0089155709 

｀

915.6  F66/B
―茶 文春文庫 192-2 藤沢9 周平

東京 文藝春秋 1981332P15CM
閉架 0089167381

77 1"-i' =====-==::

915.6   F82

軍神 福岡, 徹
東京 文芸春秋 1970232P20CH
閉架 0039141618

913.6  H52

日露戦塵肉弾山行かば 原田, 指月

東京 三水社 1928291P19CM
閉架 0089145887

913.6   H32

日露戦塵肉弾海行かば 原口, 指月

東京 三水社 1923295P19CH
開架 0089143895

915.6   H36/B                   _

佐幕派史談 中公文庫 長谷力L 伸
東京 中央公論社 1976272P15C14

閉架 0089168595

913.6  H61

広東進軍抄 火野, 華平 新装版

東京 新潮社 1940257P20CH
開架 0089154942

913.6  H61

麦と兵隊 火野, 葦平
東京 改造社 1938236P19CM
閉架 ∞89156996

913.6   H61

土と兵隊 火野, 華平      .
東京 改造社 1938184P19CH
鶴ロタ昌 008916422 2

915。 6  H68
昭和遊撃隊 平田, 晋策

東京 大日本雄弁会議談社 1935288P19CM
開架 0089145007           ・

913.6  H72ノB

総理大臣の特子 光文社文庫 広瀬. 仁紀
東京 光文社 1986309P15C‖

閉架 0089168900

913.6  H75/B

同時代の作家たち 角川文庫 廣津, 和郎
東京 角川書店 1956318P15CM
閉架 00891“912

913.6   H79
スターリン暗殺計画 檜山9 良昭

東京 徳間書店 1979234P20CH
閉架 0089162858

915.6   H96

夜の森 堀田, 善衛
東京 大日本雄弁会講談社 1955245P20CM
閉架 0089165906

915。 6   H96/B

海鳴りの底から 新潮文庫 87D 堀田, 善衛

東京 新潮社 1970674P15CM
閉架 0089169546

915.6   127/B

自決 集英社文庫 飯尾, 憲士

東京 集英社 1985528P1504
閉架 0089169544

915。 6   151

大逆陰謀の末路 憂国志談 池, 雪奮

東京 星文館 1924577P25CM
閉架 0089143721

913.6   134/B

幕末新選組 文春文庫 142-13 池波, 正太郎
東京 文藝春秋 1979■6P15CM
閉架 00891“805

915.6   154ノB

近藤勇自書 角川文庫 2985 池波, 正太郎
東京 角川書店 1972562P15CM
閉架 0089167704



日本文学
913.6   157

丸山面水機の遊女たち 井上, 光晴
東京 新潮社 1976545P200M
閉架 ∞89156681

913.6   171

坊っちゃん軍医 石橋9 修
東京 金剛出版 1971278P18CM
開架 0089151112

913.6   176

佳人 石川, 淳
東京 思索社 1948272P18CM
閉架 0089154868

915.6   189/Bl

悲しき戦記 講談社文庫 伊藤, 桂一

東京 講談社 1975262P15CH
閉架 0089167456

913.6   189/B2

悲しき戦記 続 講談社文庫 伊藤, 桂一

東京 講談社 1977293P15CH
働目a昌 008916746 4

915.6   KA33                       ′

新選 片岡鉄兵集 片岡, 鉄兵
東京 改造社 1929523P19CH
閉架 0089154785

915.6   KA86
-題断 加藤, 周一 新装版

東京 筑摩書房 1977207P20CM
開架 0089160998

913.6   KA86ノ B

ある晴れた日に 市民文庫 40 加藤, 周一

東京 河出書房 1951213P15Ct4
閉架 00891“ 748

915.6  KA95

小説朝日入 河合, 勇
東京 八木書店 1968212P19CM
閉架 00891“482

915.6   K159

宜昌戦線 国民文芸叢書 木村9 毅
東京 博文館 1942295P19CM
開架 0089161954

913.6   K139/4

忘れられた明治史 4 木村, 毅
東京 明治文献 1976259P19CM
閉架 0089144231

913.6  K012/B

裂けた箱舟 角川文庫 4439 小林, 久三
東京 角川書店 1979398P15CH
閉架 0089%“ 11

915.6  K052/B
一期の夢 集英社文庫 小島, 直記

東京 集英社 1985395P15C14
酔  008916740 7

915.6  K039

アメリカン・ スクール J嶋, 信夫
東京 みすず書房 1954256P19CM
日ロヨ晨 0089151070

915。 6  KU15
馬賊戦記 朽木, 寒三

東京 番町書房 1970670P19CH
閉架 0089148274

915.6   KU73/B

西成十字架通り 角川文庫 4407 黒岩, 重吾
東京 角川書店 1979280P15C14

閉架 0089168秘 3

913.6   KU81
ノロ高地 草葉, 栄          

‐

東京 鱒書房 1941551P19CM
閉架 0089159354

915.6   MA55

78 1"-7' --=--:
ゾルグ事件 情 , 調

東京 新人物往来社 1974532P200M
融 0089143044

915.6  HA31/B

小説帝銀事件 角川文庫 2081 松本, 清張
東京 角川書店 1961226P15CM
閉架 0089168967

915.6  MA32
-等兵戦死 松村, #=

東京 春秋社 1933278P19CH
閉架 0089154314

915.6   ‖166
機雷 光岡, 明

東京 講談社 1981377P200
鵬目窃腱 008914914 0

915.6   M191/B

私説 沖田総司 中公文庫 三好, 徹
東京 中央公論社 1981247P15CM
閉架 0089168876

915.6   N45

脇坂部隊 中山, 正男
東京 陸軍面報社 1939564P19CM
働ロタ置 008915053 6

913.6   N45/B

巴罵薦桃青 中公文庫 中山9 義秀
東京 中央公論社 1975389P15CM
開架 ∞絆1“813

913.6   N49

日本の戦慄 (上海篇)直 木, 三十五
東京 中央公論社 1932430P19CH
閉架 0089158919

915.6   N72/B

耕の記憶 講談社文庫 仁木, 悦子
東京 講談社 1985297P15CM
開架 0039167258

913.6  N81

山宣 西日, 克己
東京 中央公論社 1959280P20CM
閉架 0089142519

913.6   N85/B

秩父国民党 講談社文庫 西野, 辰吉
東京 講談社 1972287P15CM
閉架 0鶴9169215

913.6  N98

肉弾は飛ぶ 野崎, 小蟹
[ ] [ ]1952259P19CM
閉架 0039157671

915.6   074

阿片戦争 第一部 大佛, 次郎
東京 モダン日本社 1942375P180H
酔 0089146005

915.6  031

屍の街 大田, 洋子
東京 冬芽書房 1950274P19CH
屁目自昌 008916204 4

913.6  094/B

日本の遺書 角川文庫 3211 大宅, 壮一
東京 角川書店 1974278P15CM
閉架 0089168298

913.6  09`

天皇機関説 尾崎9 士郎
東京 文藝春秋新社 1951237P18CM
閉架 0089145499

915.6  SA42/B

越山 田中角栄 徳間文庫 407-1 佐木, 隆三
東京 徳間書店 1981219P150H
閉架 0039166%1

913.6   SA67/3

わが街角 (三)早 乙女9 勝元        ・



日本文学

東京 新潮社 1975276P20CM
閉架 ∞89165155

915.6   SA67/4

わが街角 (四 )早 乙女, 勝元
東京 新潮社 1975276P20CH
閉架 0089165161

913.6  SA95

妻たちの二・三六事件 澤地, 久枝
東京 中央公論社 1972230P20CM
閉架 ∞89145355

915.6  SA94/B

敗れざる者たち 文春文庫 209-2 沢木,

東京 文藝春秋 1979298P15CM
臓目磯昌 008916944 5

915.6   SH32

深尾正治の手記 椎名9 麟三   ・

東京 優摩出版社 1948254P19CM
閉架 ∞89141925

913.6   SH45

単独旅行者 アプレゲール新入創作選 9 島尾,

東京 真善美社 1948223P18CH
閉架 0089163588

915.6   SH55

町方同心日記抄 子母択, 寛
東京 中央公論社 1974359P20CM
閉架 00895“99

915.6   SH55/B

新選組始末記 角川文庫 2612 子母択

` 
寛

東京 角川書店 1969510P15CH
閉架 0089168801

913.6  ŚH85ノBl

北大路魯山人 上 文春文庫 160_1 自崎,

東京 文藝春秋 1975295P15CM
鵬目自爆 008916759 7

耕太郎

繊

秘

915.6  SH85/B2

北大路魯山人 下 文春文庫 160-2
東京 文藝春秋 1975501P150H
閉架 ∞89167605

915.6  SU58

天皇の料理番 杉森9 久英
東京 読売新聞社 1979357P20CM
鵬目自昌 008914525 9

915Ъ 6   SU53/B

華の碑文 世阿弥元清 中公文庫 杉本,

東京 申央公論社 1977405P15CM
開架 0089167175

913.6  SU38ノ B

明治の宰相 角川文庫 3516 杉森,

東京 角川書店 1976444P15CM
閉架 ∞89167969       ｀

自崎, 秀雄

苑子

913.6  SU33/B2

滝沢馬琴 下 文春文庫 224-4 杉本, 苑子
東京 文藝春秋 1983285P15CM
閉架 0089169080

913.6   SU48

わたしの華山 杉浦, 明平
東京 未来社 1%7285P19CM     .
閉架 0089165104

913.6   TA19

ほがらか特務兵 田口, 精一

東京 先生書店 1942367P18CM
閉架 0089155464

915.6   TA29

邪馬台国の秘密 カッパ・ ノベルス 高木ゥ 彬光
東京 光文社 1973200P18CM
閉架 0089165922

915.6   TA59

美貌の信徒 昭和名作選 3 武田, 泰淳
東京 新潮社 1954256P19CM

79 1o-i' ===:=-=-=
融  0089151096

915.6   TA67

東京市電 竹内, 昌平
東京 人民社

'7313P19CH日ロタ昌 008916598 4

913.6  TA89K

田山花袋 小林, 一郎 増幣版
東京 創研社 1969487P2104
閉架 0089165687

913.6   TA94

太陽はまた昇る 1 立野, 信之           ―

東京 六興出版社 1951552P18CH
閉架 ∞89165224

915.6   T022

人間提督 山本二十六 戸川, 幸夫
東京 光入社 1976397P20CH  

′

覇目自昌 008914227 7

915.6   T022/2

小説吉田学校 第二部 覚人山脈 戸川9 猪佐武
東京 流動 1974380P19CM
閉架 0089142392

915。 6   T026/B

小説 江戸歌舞伎秘話 講談社文庫 戸板, 康二
東京 講談社 1977457P15CM
閉架 0089168983

913.6   T041/2

失業部市東京 徳永, 直
東京 中央公論社 1950571P19CM
魔目自晨 008916249 9

915.6   T083/B

ミッドウェー戦記 文春文庫 159-2 豊日, 穣
東京 文藝春秋 1979265P15C14

閉架 0089168009

913.6   T085ノ B

順逆の人 ケイプンシヤ文庫 91 豊田, 穣
東京 勁文社 1985275P1504
日ロヨ健 008916969 2

915.6   TS26

風流
―

土田, 恭示
東京 日本政経公論社 1948306P19CH
閉架 0089153795

913.6   TS82ノ B
一死,大罪を謝す 新潮文庫 308-1 角田, 房子

痛 言 締 職 1%5478P15CH
閉架 0089167諄 9

915.6  TS99/B

東京夢幻図絵 中公文庫 都筑・ 道夫
東京 中央公論社 1978507P15CH
閉架 0089169270

913。 6   TS99/82

都筑道夫ひとり雑誌 第2号 角川文庫 5427 都筑, 道夫
東京 角川書店 1985470P15CM
閉架 0089169312

913.6  W26
ガラシャにつづく人  々若城, 希伊子

東京 女子パウロ会 1978217P19CM
閉架 0089152300

915。6  W46/B
長崎ロシア遊女館 講談社文庫 渡辺, 淳一

東京 講談社 1982247P15CM
開架 0089168181

915.6   Y24/B

小説 吉野秀雄先生 文春文庫 123-3 山口, 瞳
東京 文藝春秋 1977231P15CM
閉架 008916895.9

915.6   Y24/81

世相講談 上 角川文庫 2918 山口, 瞳
東京 角川書店 1972388P15C‖

開架 0089168769

燎



日本文学

913.6  Y54

大東の鐵人 山中, 峯太郎
東京 図書刊行会 1985318P20CM
開架 0089151775

915.6  Y91
.陸奥爆沈 吉村, 昭

東京 新潮社 1970218P20CM
開架 0089150346

915.6   Y91

空自の戦記 吉村, 昭
東京 新潮社 1970225P20CII
開架 0089156335

915.6  Y91
ポ~ツ マスの旗 吉村9 昭

東京 新潮社 1979′lP 20CM

酔 0089160147

915.6  Y91

速い日の戦静 吉村, 昭
東京 新潮社 1973225P19CM
閉架 0089165869

913.6  Y91

海の祭礼 吉村, 昭 '
東京 文藝春秋 1986581P1904
閉架 0089164628

915.6  Y92

火の如く 吉留, 路樹
東京 アロー出版社 1975270P1904
閉架 0089153241

915.6   Y97/1

志ん生一代 上 結城じ 昌治
東京 朝日新聞社 1980308P15C14

開架 0089163819

913.6   Y97/2

志ん生一代 下 結城, 昌拍
東京 朝日新聞社 1980362P15CH
閉架 0089168827

913.8  N97/B

戦争童話集 中公文庫 野坂, 昭如
東京 中央公論社 1980171P15CM
閉架 0089168744

914.5   024

塵塚談 古典文庫 54 4ヽ力L 顕道 神郡, 周/技注
東京 現代思潮社 198126'P20CH
閉架 0089165625

914.6  A26/Bl

渾育随筆 中公文庫 會津, 八一

東京 中央公論社 1978190P15CH
開架 0089167100              、

914.6  A26ノB2

渾警随筆 続 中公文庫 會津9 八―

東京 中央公論社 1980194P15CM
目目醐晨 008916711 8

914.6  A38

不知火の記 秋山, 六郎兵衛
東京 白水社 1%3463P2004
閉架 0089162366

914。 6   A47ノ B

ごJ・ ゆるね 旺文社文庫 安藤, 鶴夫
東京 旺文社 1980262P15CH
雇目観諷 008916707 `

914.6   A47/B

年年歳歳 旺文社文庫 安藤, 鶴夫
東京 旺文社 1978286P15CM
開架 0089168225             ・

914.6  A61

第二の青春 荒, 二人          、
東京 八雲書店 1947265P180H
開架 0089151395

80 1o-j' ====-=:==:
914.6   A64

戦後 荒, 二人
東京 近代文学社 1948278P18CH
日目自配 003914510 6

914。 6   B89/B2

巻頭随筆 2 文春文庫 217-2 文藝春秋/1M
東京 文藝春秋 1980577P15CM
臓ロヨ昌 008916748 0

914.6  B89/B3

巻頭随筆 3 文春文庫 217-5 文藝春秋/編
東京 文藝春秋 1982524P15CM｀

  履月葛躍 008916749 8

914.6   D35/B

なおがつパイプのけむり 朝日文庫 国, 伊玖磨
東京 朝日新聞社 1986287P15CH
閉架 0089168207

914.6  D55/B

わが百味真髄 中公文庫 檀, 一雄
東京 中央公論社 1983245P15CM
閉架 0089169355

914.6   E57ノ B

旅=父と子 角川文庫 3430 永, 六輔
東京 角川書店 1975282P15CH
碑 0089169064

914.6  E78/B

文学と私・戦後と私 新潮文庫 青46A 江藤, 淳
東京 新潮社 1974 ЮlP 15CM

閉架 00891“821

914.6  E73/B

随筆集 旅の話・犬の夢 角川文庫 3256 江藤, 淳
東京 角川書店 1974286P15CH
閉架 0089169“ 8

914.6  F56

書中のつき合い 富士, 正晴
東京 六興出版 1979259P18CM
閉架 00891“524

914.6   F72

童心集 深瀬, 基寛           ｀

神戸 中外書房 1958271P22CM
閉架 0089151922

914.6  H37

標的周辺 橋川, 文三
東京 弓立社 197348P20CH
閉架 0089153902

914.6   H59

几庸さについてお話させていただきます 蓮官, 重彦
東京 中央公論社 1986251P20C‖

閉架 0089151377

914.6  H48

随筆言麿の滓 林, 安繁
東京 モダン日本社 1958502P1904
閉架 0089163836

914.6  H61

風雪の中の対話 読売新書 日夏9 歌之介
東京 読売新聞社 1955221P19CM
閉架 ∞39155805

914.6  H75

年月のあしおと 廣津, 和郎
東京 講談社 1%4355P21CH
閉架 0089157622

914.6   H92/B

きまぐれ星のメモ 角川文庫 2759 星, 新―

東京 角川書店 1971383P15CM
鵬ロタ諷 008916755 0

・ 914.6   132ノ B

わたしのいるわたし 角川文庫 3223 池田, 弥二郎
東京 角川書店 1974250P1504
閉架 0089169411

914.6   134/B



青春忘れもの 申公文庫 池波,

東京 中央公論社 1974217P
閉架 0089168710

914.6   134/B

日本文学

正太郎
15CM

戦国と幕末 角川文庫 4639 池波, 正太郎
東京 角川書店 1980349P15CH
目ロヨロ 008916872 8

914.6   134/B

私の歳月 講談社文庫 池渡, 正太郎
東京 講談社 1984324P15CM    ‐

閉架 0089169457

914.6   159/B

マーチン行日記 中公文庫 犬養, 道子
東京 中央公論社 1979245P15CM
閉架 0089167894

914.6   176ノB

夷育′職 中公文庫 ●Jlb 淳
東京 申央公論社 1979180P15CM
開架 0089167573

914.6   176ノBl

評論感想集 上 改造文庫 第二部 131 ●JIL

東京 改造社 1952529P15C14

閉架 0089167532

914.6   176ノB2

評論感想集 下 改造文庫
東京 改造社 1954524P

開架 0089167340

914.6   197

海軍随筆 岩田夕 豊雄
東京 新潮社 1945306P

閉架 0089154454

914.6  KA21ノB

81 1t-i' =====:===:
東京 圧文社 1973324P15CH
閉架 00891“ 771

914.6  KU69/B

十字街頭を行く 改造文庫 第一部 92 SJll, 自村
東京 改造社 1953292P15C‖

開架 0089169700

914.6  KU95

文明感想集 桑原, 武夫
東京 筑摩書房 1975241P20CM
鵬目察晨 008915142 7

,14.6  照″5

昔の人 今の状況 桑原, 武夫
東京 岩波書店 1985247P20C14

搬  008915701 0

914.6  HA33

紅花幻想 真壁, 仁
山形 山形新聞社 1978217P22CM
開架 0089155865

914.6   ‖A74

蔭の文化史 松田, 修
調に,質  - 1976 235P 20CM
閉架 0089154546

914.6  MA35

原初の闇へ 松永, 伍一

東京 春秋社 1971287P20CH
開架 0089152575

914.6  HA98/5

切支丹屋敷研究・川柳雑記 真山青果随筆選集 第3巻 真山, 青果
東京 大日本雄弁会議談社 1952450P19CM
日目蒻腱 008915725 9        '

914.6   ‖176

嘘の行方 三宅, 正太郎          、
東京 中央公論社 1938251P19CH
日目麟饉 008916470 1

914.6   ‖188
独歩吟 宮崎, 市定

東京 岩波書店 1986389P20C14

酔  008915191 4

914.6   ‖191

幻華山房浸筆 三好, 豊一郎
東京 小択書店 1984223P200H
閉架 0089152557

914.6  ‖045

史伝開歩 森, 銃三
東京 中央公論社 1985255P20CH
閉架 0089162010

914.6  H066

戦争随筆 守田, 有秋
京都 人文書院 1938289P19C14

認 0089149777

914.6   N25

満支このごろ 長与, 善郎
東京 岡倉書房 1936306P19CH
開架 0089148352

914.6  N59

人は獣に及ぼず 中野, 好夫         ヽ

東京 みすず書房 1982394P1904
開架 0039153407

914.6   N39

最後の沖縄縣知事 中野, 好夫
東京 文藝春秋社 1961196P20CM
閉架 0089160758

914.6  N95

胡堂百話 野村, 胡堂
東京 角川書店 1959245P200H
鵬目窃晨 008915573 2

914.6   N95ノ B

随筆銭形平次 圧文社文庫 野村, 胡堂
東京 旺文社 1979290P15CM

18CII

開口閉口 新潮文庫 128F 開日, 健
東京 新潮社 1979353P15CH
鵬ロタ昌 008916741 5

914.6   KA53

新雑事秘辛 金子光晴対話集 金子, 光晴 改訂版
東京 濤書房 1975518P21CH
閉架 0089154発 3

914.6   KA79

随筆 青露集 春日,政 治
東京 岩波書店 1939512P200M
閉架 0039165690

914.6  KA86

政治と文学 加藤, 周一

東京 平凡社 1958289P20CM
開架 0039161343

914.6  K012/B

文学と人生について 文春文庫 107-7 小林,

東京 文藝春秋 1982236P15CH
閉架 00891“859

914.6  K012/B

古典と伝統について 講談社文庫 小林, 秀雄

東京 講談社 1971417P15Cll    、
開架 0089167746

914.6   K012/B

人生について 中公文庫 小林, 秀雄

東京 中央公論社 1973260P15CM
開架 ∞89169569

914.6  K016/B

幸田文随筆集 角川文庫 881 幸田, 文
東京 角川書店 1954200P15CH

閉架 0089167647

914.6   K059

回り道を選んだ男たち 小島, 直記
東京 新潮社 1987281P200H

閉架 0089156715

914。 6   K059/B

場末風流 圧文社文庫 小島, 政二郎

嚇

第二部 132 石川, 啄木
15CM

魏



日本文学
開架 0089169650

914.6  017
民主主義文学論 小日切, 秀雄

東京 銀杏書房 1948559P21CH
開架 0089157285

914.6  017/S

問題としての人生 講談社現代新書 758 小日, 実
明に男民  目離毘たをL 1984 181P 18CM            

´

翻 晨0089170039

914。 6   067

歌と逆に歌に 4ヽ野, 十=館
東京 創樹社 1975378P19CM
開架 0089164719

914.6  069

戦争 語りおろしシリーズ 大岡, 昇平
東京 大光社 1970270P19CM
閉架 0089161848

914.6   SA25

無逢録 斎藤,測
東京 那珂書店 1943585P13CH
閉架 0089157002

914.6   SA45

陣中日記 その他 佐人間9 幸夫
東京 長時書店 1940485P19CH
閉架 0089165655

914.6   SA47/3     .

桜井忠温全集 3 桜井, 忠温
東京 誠文堂 1930656P19CH
閉架 0039160923

914.6   SA47/6

桜井忠温全集 6 桜井, 忠温
東京 誠文堂 1951626P19CM
開架 0089160951

914.6   SA95

東京の兵隊 澤村, 三木男
東京 中央宣興株式会社 1969302P19CH
閉架 0089165968

914.6  SE36

余計者の抵抗の道 関根, 弘
東京 じゃこめてい出版 1975282P20CH
閉架 0089165502

914.6   SE75

仮面と素面 瀬沼茂樹随想集 瀬沼, 茂樹
棘   繊  1971 338P 20C‖

閉架 0089154657

914.6   SH571  
地方生活 島木, 健作

東京 創元社 1941557P18CH
閉架 0089165497      ｀

914.6   SH45

非超現実主義的な超現実主義の覚え書 島尾, 敏雄
東京 未来社 1962369P20CM
閉架 0089155415

914.6  SH54
幕末奇談 子母沢, 寛

東京 桃源社 1972510P200M
閉架 0089151195

914.6   SH54

随筆 二直角 下村, 海南 下村, 宏
東京 桜井書店 1942217P21CM
閉架 0089165674

914.6   SH64

松笠集 新村, 出
京都 河原書店 1948299P1904
閉架 0089166474

914.6   SH96

ショージ君のコラムで一杯 東海林, さだお

東京 文藝春秋 1982262P20CM
閉架 00891“557

82 1"-i' =s=========

914.6   SH96/B

ショージ君の青春記 文春文庫 177-5 東海林, さだお
東京 文書春秋 1980265P15CM
閉架 ∞891る9051

914.6  SU59

戦に使して 杉村, 楚人冠 再版
東京 至誠堂 1915531P20CM
閉架 0089149926

914.6   TA35

王城山荘随筆 高橋, 誠一郎
東京 三日文学出版部 1941552P19CM
閉架 0089159842

914.6   TA35/B

現代不作法読本 文春文庫 310-1 高橋, 義孝
東京 文藝春秋 1985221P15CH
閉架 0089167001            ~

914.6   TA55/B                                       .
エッセイ集 現代の青春 圧文社文庫 高橋, 和巳

東京 旺文社 1975278P15CM
閉架 0089167045

914.6   TA55/B

言いたいことばかり 新潮文庫 227-2 高橋, 義孝      .
東京 新潮社 1981323P15CM
開架 0089167565

914.6   TA35/B

若気のいたり年寄の冷や水 新潮文庫 227-4 高橋, 義孝
東京 新潮社 1984299P15CM
開架 0089169395

914.6   TA59

私はむう中国を語らない 対話 武田, 泰淳 堀田, 善衛
東京 朝日新聞社 1973194P19CH
閉架 0089165216

914.6   TA89

ととましり 田岡, 典夫                  ´

東京 平凡社 1981354P19CM
閉架 0089164099

914.る    TA39/B

田岡嶺雲選集 青木文庫 278 田岡, 嶺雲 西日, 勝/編
東京 青木書店 1956252P15CM
鵬日自晨 008916910 6

914.6  TE45

入谷雑談 寺田, 透
東京 ― 房 1975叫 OCM

目ロタに 008915413 1

914.6   TE43

海山かけて 寺田, 透
東京 みすず書房 1986557P20CM
閉架 0089154520

914.6   T026                        `

ちょっといい話 戸板, 康二
東京 文藝春秋 1978285P19CM
閉架 0089164505

914.6   T026

わが交遊記 戸板, 康ニ
東京 二月書房 1980267P15CM  ヽ

開架 0089164800

914。 6   T056/B2

徳川夢戸の問答有用 2 朝日文庫 徳川, 夢声
'

東京 朝日新聞社 1984293P15CM
閉架 0089169254

914.6   T056ノ B5

徳川夢戸の問答有用 3 朝日文庫 徳川9 夢声
東京 朝日新聞社 1984522P15CM
閉架 0089169262

914.6   T062

逆説としての現代 みすず対話篇 朝永, 振―郎 野上, 弥生子
東京 みすず害房 1970270P19CM
醜 0089152714
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914。 6   TS54

幻想紀行 塚本, 邦雄
東京 毎日新聞社 1980247P2004
開架 0089152581

914.6   TS75/B

歴史と人生と 中公文庫 綱淵, 謙錠
東京 中央公論社 1980293P15CM
酔 0089168512

914。 6  U14/B
御馳走帖 中公文庫 内田, 百 [間 ]

東京 中央公論社 1979308P15C14

閉架 0089167084

914.6  U32

趣味の支那器談 上田9 恭輔
東京 大阪屋 1924 399P i9CM

閉架 0089147235

914.6   W26

半眼抄 若杉, 憲
果泉 木耳社 1972570P20CM
閉架 0089152955             、

914.6  Y24/B
旦那の意見 申公文庫 山口, 瞳

東京 中央公論社 1980255P15CM
閉架 0089166862

914。 6  Y31/B
小説の効用 `青べか日記 新潮文庫 や-2-48 山本, 周五郎

東京 新潮社 1985 51lP 15CH            .
閉架 0089168975

914.6   Y67

近代自我の日本的形成 矢崎, 弾
鎌倉 鎌倉書房 1945414P180H
閉架 0089145564 _

914.6  Y86

落日抄 吉田, 健一 一

東京 読売新聞社 1%7509P18CH
閉架 0089160188

914.6  Y86

随筆 酒に呑まれた頭 吉田, 健一

東京 新潮社 1955175P18CM
鵬目窃置 008916568 2

914.6   Y89

文弱の価値 吉川, 幸次郎
東京 筑摩書房 1982296P20CH
覇目麟昌 008915145 5

914.6  Y95/B

贋食物誌 新潮文庫 143G 吉行, 淳之介
東京 新潮社 1978320P15CH
閉架 ∞89168355

914.6  Y97

随筆 小風土記 結城, 哀草果
東京 岩波書店 1935247P18CH
閉架 00891“466

914.6   Y97/1

哀草果村里随筆 第一巻 結城, 晨早果

東京 中央書院 19再 494P22CM

閉架 0039150645

914.6   Y97/2

哀草果村里随筆 第二巻 結城, 哀草果  ′

東京 中央書院 1975474P22CM
開架 0“9150650

914.6   Y97/3

哀草果村里随筆 第二巻 結城, 哀草果

東京 中央書院 1975 51lP 22CM

閉架 0089150668

915.5  A12/B

平安日記文掌 学燈文庫 阿部, 秋生

東京 学燈社 1976241P15CM
聞架 0089167217

915。 4   TA67

85 1"-r' =======:=:
転形記 竹内, 好

東京 創樹社 1974310P19C14

閉架 ∞89165580

915.5   TA15ノ B

東遊記 改造文庫 第二部 405 橋,

東京 改造社 1959254P15CM
閉架 0089169296

915.5   TA73

馬琴日記 天保二年 曲亭, 馬琴 和田,

東京 丙午出版社 192437P20CM
閉架 0089151158

915.6  B39

揚子江の魚 51m, 一郎
東京 大部書房 1941556P18CH
閉架 0089148019

915.6   F94

死の懺悔 古日, 大次郎
東京 春秋社 1926497P2004
閉架 008916235

915。 6  「138

素馨の花 橋本, 徳壽
東京 青垣発行所 1%4621P22CM
閉架 008916272:

915.6  H48

戦地より父母へ 林, 大
京都 人文書院 1959162P19CH
鵬目窃晨 008916195 9

915.6   H87

絵日記 戦中・戦後 堀, 潔
東京 洋文社 1%292P22CM
閉架 0089152128

915.6   157

敗戦日記 大同江 井上, 由雄
大磯町 井上由雄 1962177P20CH
閉架 0039147859

915.6   189/1

太平洋戦争日記 1 伊藤, 整
東京 新潮社 1983575P19C14

風目窃爆 008916316 6

915.6   189/2

太平洋戦争日記 2 伊藤, 整
東京 新潮社 1985546P19CM
開架 0089165174

915.6   KU72/4

黒田=甑日記 戦中篇 4 黒田, 二郎
東京 思潮社 1981299P20C14

閉架 0089140586

915.6  N46/B

仮寝の宿 中公文庫 中里, 恒子
東京 中央公論社 1979199P15CM
覇目

“

昌 008916750 6

915.6  083
ホロンバイル日記 大滝, 重直

東京 参玄社 1976237P22CM
閉架 00891邦

“

5

915.6   096

南籍 今泉9 忠義/1m

諾 御

愛情はふる星のごとく 尾崎, 秀実 尾崎, 英子/編議
東京 世界評論社 1946295P18Ct4

閉架 0089140123

915.6  096

戦影日記 尾崎, 士郎
東京 小学館 1945557P19CM
閉架 0089161657

915.6  096/Bl

愛情はふる星のごとく 上 青木文庫 131
東京 青木書店 1955260P15C14

開架 0089166714

915.6   096/B2

愛情はふる星のごとく 下 青木文庫 137

尾崎, 秀実

尾崎。 秀実
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東京 青木書店 1955274P15CM
鵬目自晨 008916672 2

915.6   TA55

旅路の想い 高橋, 義孝
東京 PHP研 究所 1980229P19CH
閉架 0089165117

915.6   TA43

完本・高見順日記 昭和二十一年篇 高見, 順

東京 凡書房新社 1959472P18CM
閉架 0089165745

915.6   TA58

武林無想庵盲目日記 武林, 無想庵
東京 記録文化社 1972495P19CH
開架 0089141170

915.6   TA59/Bl

富士日記 上 中公文庫 武田9 百合子
東京 中央公論社 1981544P15CM
覇月ヨ屋 008916751 6

915.6   U76

海野十三敗戦日記 海野, 十三 橋本, 哲男/編
東京 講談社 1971222P19CM
閉架 0089164685

915.6   W46   
‐

架空旅行記など 渡辺, 一夫
東京 改造社 1949249P19CM

、 開架 0089154587

915.6  Y19

戦中派不戦日記 山田, 風太郎         ´

東京 番町書房 1971330P20C14

酔  008916192 1

915。 6  Y44
青春読書日記 1946‐ 1949 山下, 武

東京 実業之日本社 1981278P20CM
開架 0089161277

915.6   Y62/2

螢燈記 第二部 安田9 貞雄
東京 六興商会出版部 1945358P19CM
開架 0089155014

916    合19 
・

私記キスカ撤退 阿川, 弘之
東京 文藝春秋 1971248P20CM
覇目醐昌 008916205 1

916     A25

流転の
=妃

愛新覚羅, 浩
東京 文芸春秋新社 1961270P200M
閉架 0089142707

916     A49

野戦看護婦 安斎, 貞子
東京 富士書房 1955248P19CM
閉架 0089165278

916     A51       .                      .

大日本軍齢 青江, 舜二郎
東京 芙蓉書房 1970372P20CM
閉架 0089149876

916     A67

わが近衛連隊体験記 新里, 金福
東京 三一書房 1977500P19CM
閉架 0089164792

916    A32
職場 朝日新聞社/編

東京 東京朝日新聞社 1939582P19CM

閉架 0089161368         `

916    A92
ある作戦参謀の悲劇 声沢, 紀之

東京 芙容書房 1974429P19CM
島目a昌 008914895 6

916     C67
ノモンハン美談録 忠盤顧彫会/iS

新京 満州図書 1942688P22CM

閉架 ∞89148258

916    D17
第五特設鉄道工作隊 第五特設鉄道工作隊行動記編集委員会/編

東京 原書房 1977420P20CM
閉架 ∞89149850

916    018

第一野病の戦跡と回顧 第二師団第一野戦病院戦史編さん委員会/編
大府 第二師団第一野戦病院 1981622P22CH

開架 0089151575

916     D26

自の十字架 第63兵靖病院史刊行委員会/編
東京 第63兵蟷病院史刊行 1968400P22CM

閉架 0039149629

916    E15

最後の特攻機 蝦名, 賢造
東京 図書出版社 1975269P20CM

閉架 0039160774

916  F68
外科医戦場物語 藤原, 拓士

東京 永田書房 1977501P20CM

閉架 0089152554

916    F95

沖縄の最後 古川9 成美

果ふ 中央社 1947214P18CH
闘架 ∞89159560

916    F95           .                 
｀

死生の問 古川, 成美
東京 中央社 1949286P19CH
閉架 00891る2424

916    F96

南海のあけぼの 総山, 孝雄

東京 叢文社 1983271P19CH    、

開架 0089157551

916    F97
ガグルカナル島の聖戦を顧みて 二川, 四郎 _

[ ] [ ]197918P26CM
閉架 0089152169

916     655

馬と兵隊 後堂, 荘四郎/編
東京 テンセン社 1939234P19CM
閉架 0089164644

916     694/2

青人草 下巻 軍事保護院/編
東京 軍人援議会 1941457P19CH

酔 0089149637

916    696
どん底のたたかい 具島, 兼=郎

福岡 九州大学出版会 1980195P19CH
閉架 0089140297

916  Hll
ヒロシマ日記 教養選書 43 蜂谷, 道彦

東京 法政大学出版局 1975304P19CM
閉架 0089153540

916     H23

大陸特務工作 平, 一恕
東京 白金書房 1975302P19CM
E目現に 008914749 0

916     H28

軍務会議 花園, 一郎
東京 新人物往来社 1974245P200H
開架 0089149415                 ′

916     H28

平和の発見 花山, 信勝
東京 朝日新聞社 1949319P19CM
開架 0039155159          _

916    H29

中支湖南戦線とデーダンビルの死闘 半澤・ 幸親
東京 共栄書房 1983284P20CM
閉架 0089147706
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916  H29
半田空襲の記録 半田空襲と戦争を記録する会/編

半田 半田市 198526P21CM
閉架 0089152912

916    H31

思ひ出の戦線 原, 四郎
東京 春秋社 1938245P19CH
閉架 0089148977

916     H52

戦盲記 原田, 末―/述 益田, 甫/記
現に属言  雄 を上 1945 256P 19CM
鵬ロタ燿 008916178 0

916    H58

伊号58帰投せり 橋本, 以行
東京 鱒害房 1952218P18CM
閉架 0089148944

916     H48

戦線 林9 美美子
東京 朝日新聞社 1958214P19CM
日黎果0089161509

916    H48

わがいのち月明に燃ゆ 林, 伊夫
東京 筑摩書房 1%7239P19CH
閉架 0089164768

916    H56

あ 国ヽ民浜 樋口, 喜徳
東京 原書房 1975417P20C14

閉架 0089150577

916    H64

老根拠地にて 平井9 巳之助
東京 田畑書店 1979277P200M
閉架 0089160“ 5

916     H96

満州の獄窓に析る 奉天極友会/編
東京 新紀元社 1974412P19CH
閉架 0039148654

91`    118

黄土 衣第二 0四 0部隊記念事業実行委員会/編
東京 衣第二 0四 0部隊記念 1977426P21CM
閉架 0089146062

916     119

これが私の戦争だった 井手, 静 富永, つとむ/イ ラスト

東京 高校生文化研究会 1982254P19CM
鳳目醐晨 008915615 7

916     125

黒き日本海に消ゆ 五十嵐, 題          ′・

東京 講談社 1978246P20CM
閉架 0089156442

916    129

火線に散る 伊地知, 進
東京 欽英閣 1932242P19CM
閉架 ∞89154751

916     152

インテリ部隊 池田源治手記 池田, 源治
東京 中央公論社 19402"P19CM
閉架 0039165851

916     153

沖縄に生きて 池官城, 秀意
東京 サイマル出版 1970538P19CM
開架 0089159557

916     155

沖縄のアメリカ人 池宮城, 秀意
東京 サイマル出版 1971258P19CM
閉架 0089159545

916    156

神風特別攻撃隊の記録 猪口, 力平 中島, 正

東京 雪華社 1965254P22CM
閉架 0039154645

916     167

自の墓碑銘 医療文芸集団/編
東京 東邦出版社 1971523P19CH
開架 0089162382

916     175

硫黄島にささぐ 石井, 周治
東京 生活新社 1952258P18CH
日目窃晨 008915417 5

916     185

日本空襲記 ―色, 次郎
東京 文和書房 1970679P20CM   

・

鵬ロタ黒 008914559 5

916     187

あ 伊ゝ号潜水艦 板倉, 光馬
東京 光人社 1%9262P19CM
閉架 0089148928

916     189

かかる軍人ありき 伊藤, 桂一

東京 文藝春秋 1970284P19CH
属目磯昌 008915496 7

916  189
戦禍の語部 伊藤9 -男/編 有山9 恭弘/編

東京 時事通信社 1978317P20CM
閉自晨0089161749

916     194

閣下覚書 岩本, 高次
東京 ILE 1955 248P 19CM
儡目窃晨 008915457 9

916     197

中攻 巌谷, ==男             ′

東京 原書房 1976546P,餅
日目a燿 008916441 2

916     KA21

中 記念誌 員瀬, 謹吾
大連 員瀬謹吾 1929267P200M
閉架 0089149579

916     KA69

インパール 軽部, 茂則
東京 現代史出版会 1979238P20C‖

覇目a目 008915455 5

916    KA86

帝国陸軍機甲部隊 加墜川L 幸太郎
東京 自金書房 1974234P19CH
閉架 0089150007

916    KA92

火線の軍医 河原, 魁一郎
東京 有光社 1940203P19CH
閉架 0089148985

916     KA95

虚栄の行方 川又, 令亘

東京 東締会出版部 1950109P1804
閉架 ∞89156491

916    KA95

十三階段を上る 河村9 参郎
東京 亜東書房 1952240P18CM
閉架 0089165872

916     KA96                               .

尋問・拷間・処刑 川野9 京輔
東京 秋田書店 1970244P20CM
閉架 0089165609

916    K159

恐怖の近代謀略戦 東京選書 44 木村, 文平
東京 東京ライフ社 1957226P18C14

日ロタ晨 008917018 7

916     K142

孤独の島沖縄 近代戦史研究会/編
東京 浪速書房 1970222P1804
閉架 0039155790

916    K011

85 1"-i' 
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朝鮮人・私の記録 高9 峻石

東京 同成社 1971263P21CM
開架 0089164404

916    K012

私のなかのプェトナム Jヽ林, 昇
東京 未来社 1968222P1904
閉架 0089148805

916    K012

特高警察秘録 小林, T献
東京 生活新社 1952579P19CM
開架 0039150049

916    K039

英霊の谷 児島, 襲
東京 文藝春秋 1975358P20CM
閉架 0089152086

916    K039

鐵  J輝考,  オ」ЛU導
大阪 錦城出版社 1942560P19Ct4

閉架 0089161798

916    K059/1

戦艦大和 上 児島,襲
東京 文藝春秋 1975328P20CM
開架 0089149678

916     K077

撻 寵 ,誠
東京 金剛出版 239P19CH
閉架 0089142640

916     K032

特高 小坂, 慶助
東京 啓友社 1955188P19CH
閉架 0089150031

916    K082

密告 小堺, 昭三
東京 ダイヤモンド社 197923P20CM
融 0089156822

916    K084

日の九は紅い調に 越9 定男
東京 教育史料出版会 1985190P19CH
閉架 0089155266

916     K087

衛生兵戦記 腰山, 厳
東京 朝日新聞社 1970338P20CH
開架 0089152094

916    KU14

大陸憲兵実録 久保田・
東京 三崎書房 1971

閉架 0089147474

916    KUi7

従軍幾目記 工藤, 芳之助
東京 第一書房 1940422P19CH
閉架 0089165825

916  KU61              ′

六人の報道小隊 栗原9 信
東京 陸軍美術協会出版部 1942295P19CM
閉架 0089160493

916    KU65

わが満支25年の回顧 国松, 文雄
東京 新紀元社 1%1279P19CM
開架 0089148787

916     Kl167

旅順閉塞回想談 栗田, 富太郎
東京 啓成社 1912104P25CM
閉架 0089148779

916     KU72

南京・広島・アウシュヴイッツ 黒田, 秀俊
東京 太平出版社 1974229P19CM
混目麟置 008915754 9

86 1"-t' ::::-=

KU74/1

海軍報道班作家 前線記録 第一輯 くろがね会/編

東京 博文館 1942250P19CM
開架 ∞89149835

916     KU76

無敵港水艦 黒崎, 貞治郎
東京 東亜社 1941218P22CH      ´

閉架 ∞89150553

916    KU95

華北戦記 桑島, 節郎         ・

東京 図書出版 1978あ4P20CH
融 0089146120

916    KU97

遥かなる華北 桑島, 節郎
水戸 茨城新聞社出版部 1984205P19CM
閉架 0089153951

916    KY6

防人の詩 インパール編 京都新聞社/編
京都 京都新聞社 1979560P19CM
閉架 0089160881

916    KY6
防人の詩 南太平洋編 京都新聞社/編

京都 京都新聞社 1977473P19CM
閉架 0089160899

916     MA26

水兵と稚鰤 前, 六郎
[ ] [ ]197030ア 20CH

開架 ∞89162804

916     m59                  ′
秘録 特務課報工作隊 丸林9 久信

東京 番町書房 1971269P19CM
閉架 0089150259

916    HA65

濤臨島記 正岡, 幸孝
東京 博文館 1941255P18CH
閉架 0089146088

916    ‖A67
留なの要塞B29 益井, 康一

東京 毎日新聞社 1971284P19CM
閉架 0089149959

916    HA31

清張日記 松本, 清張
東京 日本放送出版協会 1984244P25CM
閉架 0089161293

916    HA32
撃墜 松村, 黄次郎

東京 教学社 1942597P19CH
閉架 0089149175

916    MA82

大本営発表 松村, 秀逸
東京 日本週報社 1952287P19CH
閉架 0089151948

916     M174

従軍特派員決死あ筆陣 大東亜戦争史 宮居9 康太郎
東京 海洋思想昂揚会 1942435P22CH
閉架 0089144612

916     M177

ある兵士の手記 宮前, 鎮男
東京 芙蓉書房 1%7412P200H
開架 ∞89150874

916     M178
マヘポ社日誌 宮村, 堅弥

東京 洋 社々 1%5342P19C14
閉架 0089156624

916     ‖188

軍法会議 宮崎。 清隆
東京 富士書房 1955280P19CM
開架 0089149405

916     M196

遥かなる平和に 水野9 徹雄
東京 刀江書院 1952326P18CM

知績
265CH 18CH

９‐６
麟
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閉架 0089155027

916     ‖055
カウラ出撃 太平洋戦争ノンフイクション 森木, 勝   

´

東京 今日の話題社 1972272P19CH
閉架 0089154801

916    N17

関東軍軍隊日記 長尾. 和郎
東京 経済往来社 1%8 21lP 19CH

開架 0089149116

916     N22

姑娘通信 長瀬,宝
大阪 大鏡燿 1944174P22CII

閉架 0089156236

916     N24

駆逐艦雪風 永富, 映次郎
東京 出版共同社 1972252P19C14

閉架 0089149165

916    N57

情報士官の回想 中牟田, 研市
東京 ダイヤモンド社 1974250P18CM
閉架 0089141501

916     N37

或る戦時日誌 鹿砦軍事叢書 中村, 丈夫
東京 鹿砦性 1977226P19CH
開架 ∞89150916

916     N48

帰る兵隊 難渡, 虎―

東京 大治社 1959265P19CH  '
閉架 0089154415

916    N48

南十字星 南星会出版部/編
[ ]南 星会出版部 1968512P21CH
酔 0039156865

916  N88
-海軍特務士官の証言 二藤, 忠

東京 徳間書店 1978246P20CM
開架 0089161855

916    015
ガグルカナル 越智, 春海

東京 図書出版社 1974278P19CM
酔 008劇 48894

916     024

隻手に生きる 小川, 員吉          ヽ
東京 六興商会出版部 194124↑ 19CH

閉架 0039162754

916     024/B

埋没した青春 現代教養文庫 865 」りll, 和佑/1ri

東京 社会思想社 1976331P15CH
腋 0089167886

916     024/B

無名者にとっての修羅 現代教養文庫 864 小川, 和佑/編
東京 社会思想社 1976255P15CH
閉架 0“9168082

916     024/B

わが一九四三年 現代教養文庫 863 小川, 和佑

東京 社会思想社 1975299P15CH
開架 0089169561

916     026

広島原子爆弾の手記 絶後の記録 小倉, 豊文

東京 中央社 1948254P19C14

閉架 0089155524                ・

916     055

軍属物語 戦争鯉格T場 大石, 操
東京 鱒書房 1956292P19CH
閉架 0089152698

916     058/B

思索の旅路 中公文庫 岡田, 喜秋
東京 中央公論社 1975190P15CH
閉架 0089168843

87 1o-j' :======-=:

916     043

指火 岡村, 俊彦
東京 文献社 1%1414P1904
開架 0089153662

916     047

三十年目の記録 二十年目の記録編集委員会/編
岡山 三十年月の記録編集委 1976257P神酬

閉架 0089161046

916    048

秘録北満永久要塞 岡崎, 哲夫
東京 秋田書房 1964260P1704
閉架 0089148282

916     048

天国から地獄へ 岡崎9 清言廊

東京 共栄書房 1977242P18CM
閉架 008916356      ´

916  061
職場と記者 小俣, 行男

東京 冬樹社 1%7544P20CH
閉架 0089161392  ,

916    067

爆弾三勇士の真相と其の観察 小野, 一麻昌
東京 小野―麻呂 193294P23C14

閉架 0089150221

916     073

青島戦記/北清観戦記 大阪朝日新聞社/編 坪谷, 善四郎
東京 戦記名著刊行会 1930444P20CM
閉架 0039147557

916     074

地球破壊 小山内, 宏
東京 勁文社 1975248P18CM
閉架 ∞89165521

916     077

悪石島 大城, 立裕 嘉陽, 安男
東京 おりじん書房 1975309P19CM
閉架 0089150759

916     078

あ 沖ゝ縄 小木曽, 椰男 川邊, 一外
東京 恒友出版 1968280P18CM
閉架 0089150585

916     082

病院船 大獄, 康子
東京 女子文苑社 1939181P19CM
日目自置 008915145 0

916    095

満州シベリア二千日 小和田, 光
東京 新人物往来社 1985177P200H
閉架 0089148522

916    096

生きているユダ 尾崎, 秀樹
東京 番町書房 1966516P18CM
閉架 0089143095

916  096
生きているユダ 尾崎b 秀樹

果泉 八雲書店 1959317P19CH
閉架 0089145101

916     097

ノモハン戦記 小沢9 親光
東京 新人物往来社 1974215P200M
閉架 0089159198

916     R42

大陸戦史 画と文 陸軍省報道部/編
東京 陸軍面報社 1941196P20X25CM
閉架 0089147482

916     SA14

遥か戦火を離れて 佐江, 衆一

東京 角川書店 1976273P20CM
開架 0089153055
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916     SA25

獄中の記 薫勝, 測
東京 東京堂 1940314P19CM
閉架 0089140818

916     SA42/B                         ヽ

ドキュメント狭山事件 文春文庫 215-11佐 木,

東京 文藝春秋 1979254P15CM
閉架 00891“396

916     SA46

艦上日誌 海軍報道班員選書 桜田, 常久

東京 興亜日本社 1945298P'8CM
開架 0039154710

916    SA65

戦艦陸奥 サンケイ新聞社会部/編
東京 サンケイ新聞社出版局 1971205P19CM

閉架 0089149660

916  SA66              、
我らは如何に聞ったか 三省堂/編

東京 三省堂 1941465P19CM
閉架 0089164966

916     SA85

北京収容所 佐藤, 亮一

東京 荒地出版社 1977507P19CM
閉架 0089147912

916    SA35

最後の記者馬鹿 佐藤, 喜―郎

東京 中央公論社 1%1181P20CH
閉架 0089160741

916     SA94

テロルの決算 沢木, 耕太郎

東京 文藝春秋 1978324P19CM
閉架 0089163450

916    SA94/B

人の砂漠 新潮文庫 さ-7-1 沢木, 耕太郎

東京 新潮社 1980439P15CM
閉架 0089167282

916    SE53

銃殺 同時代叢書 千田, 夏光
東京 汐文社 1986224P20CM
開架 ∞39165880

916     SH25

沖縄脱出 沖縄戦記シリーズ 2
東京 日本文華社 1971260P

閉架 ∞89159420

916     SH24

支那駐屯歩兵第=樟隊戦誌 支駐歩二会/iC
東京 東京書籍 1975818P22CM
閉架 0089146849

916     SH25

私の戦争体験史 信太, T= 新版

東京 理想社 1977263P19CM
閉架 0089165070

916     SH54

敵団長会見認 下斗米, 武

東京 協栄出版社 19422"P18CM
閉架 0089165349

916    SH59

戦争と従軍記者 新聞之世界社/編
大阪 新聞之世界社 1959350P20CM
閉架 00891619`2

916    SH67
ソロモンの最後 篠原, 孝

東京 隆文館 1966222P19CM
閉架 0089162715

916    SH91

開戦太平洋脱出記 四至本, 八郎

東京 青磁堂 1942531P19CH
閉架 0089144356

もうひとつの大平洋戦争 障害者の太平洋戦争を記録する会/編
東京 立風書房 1981288P19CM

閉架 0089156959

916    .S032

おくにのためとおくられて 戦争を知らない世代へ 2 24 静岡編

創価学会青年部反戦出版委員会/編
東京 第二文明社 1985241P19Cll

閉架 0089159755

916     S052             ′
みんなかつことをしんじてた 戦争を知らない世代へ 2 23 静岡

編 創価学会青年部反戦出版委員会/編
東京 第二文明社 1985250P19CM
鵬ロヨ晨 008916144 2

916     S032

打ち砕かれしうるま島 戦争を知らない世代へ 1 沖縄編 創価学会

青年部沖縄県反戦出版委員会/編
東京 第二文明社 1974295P20CM

扁目窃腱 008916187 1

916    SU67

[都]陽湖は青かった 住吉, 嘉雄

東京 文献社 1%4434P18CM
閉架 0089148034

916     SU96

憲兵下士官 鈴木, 卓四郎

東京 新人物往来社 1974235P20CM

開架 0089149181

916    SU96

憲兵余録 鈴木, 卓四郎

東京 図書出版社 1984262P20CM

nロヨ晨 008914919 9

916    SU96

虎と戦争と軍医 鈴木, 博

京都 鈴木博 1974303P19CH
翻 50089150072

916     TA12

報三八追想録 タプナ会/編
東京 タプナ会 1965292P22CH
閉架 ∞89150569

916     TA16

日露戦役陣中日誌 多田, 海造
富山 巧玄出版 1979325P19CM
閉架 0089143861

916     TA28

南十字星の下をゆく 高田, 正夫

東京 甲陽書房 1967547P190H

閉架 0089156871

916     TA29                                    
‐

インパール 高木, 俊朗
東京 文藝春秋 1968302P200H
閉架 0089154165

916     TA29

帰順兵 高垣, 金=郎
東京 三省堂 1941242P180H

閉架 ∞89155717

916     TA29

抗命 高木, 俊朗
東京 文藝春秋 1966506P20CH
開架 0089156095

916    TA29/1

陸軍特別攻撃隊 上巻 高木, 俊朗
東京 文藝春秋 1974484P20CH
閉架 0089150478

916     TA44

征野千里 谷口, 勝
東京 新潮社 1958270P19CM

閉架 0089161301    .

916     TA54                     
｀

非情の空 高城
` 

肇

東京 講談社 1970265P200M

閉架 0089153451

88 1o-t' =:--:==:

饉

渋谷,敦
18CM

SH95



日本文学

916     TA65

満鉄の建設 竹森, 一男
東京 図書出版 1974270P20m
開架 0089148712

916  TA69
二つの祖国 竹崎, 羊之助

東京 中央社 1949141P1804
閉架 0089153845

916     TA75

太平洋戦線異状なし 瀧日, 憲次

東京 中央社 1949255P19CH
閉架 ∞89149884

916     TA33

将校患者 田邊● 重信
東京 金剛出版 1965292P19CM

閉架 0089149595

916     TA99

皇道は遥かなり 田崎9 花馬

東京 月曜書房 1950285P19CM

開架 0089155816

916     TE21

幻のアヘン軍団 邸, 仁和

東京 朝日ソノラマ 1977309P19CM

閉架 ∞89147"5

916     TE43

節 酔    1吉「5平を
,     1::車辱:

東京 読売新聞社 1970454P20CM
閉架 0089148068

916     TE53

モロタイ勤務大隊日記 寺西9 憲一

東京 オリオン出版社 1963507P19CH
鵬ロタ晨 008915697 0

916    T026

消燈ラッパと兵隊 戸石, 泰一

東京 KKベストセラーズ 1976286P19CM

閉架 00891“516

916     T035

波まくらいくたびぞ 豊日, 穣

東京 講談社 1975578P19CM

閉架 0089157507

916     TS41

ああ豊川女子挺身隊 辻, 豊次/編
東京 甲陽書房 1965480P18CM
閉架 0089150595

916     TS41

シンガポール 辻, 政信
東京 東西南北社 1952550P19C‖

閉架 0089162564

916     TS41

夜の特派員 辻,ヽ 豊

東京 朝日新聞社 1960285P18CM

鵬目窃晨 008916531 0

916    TS87

日露戦役従軍日誌 鶴田軍医総濫 鶴田, 禎次郎

東京 陸暉軍医団 1956580P19Ct4

開架 0089143846

916    U36

辻の華 上原, 栄子′
東京 時事通信社 19765W1904
開架 0089164230

916    U51/B

洞爺九はなぜ沈んだか 文春文庫 248-4 上前,

東京 文藝春秋 1985265P15CH
儡目自晨 00891`950 4

916  U96
ジャワ進駐の思い出 内海, 信夫

[ ]二 月書房 1969553P22CM  ,
開架 0089148886

89 1"-J' _ ==========-;
916    ‖12

証言太平洋戦争 和国, 敏明

東京 恒文社 1975253P19CM

閉架 0089144653

916    W12
灰色のユーモア 和国, 洋一

東京 理論社 1958214P18CM
鵬目自晨 003915283 9

916    Y15
謀殺下山事件 矢田, 喜美雄

東京 講談社 1975530P20CH
閉架 0089151104

916    Y19

武漢兵姑 山田, 清吉
東京 図書出版 1978302P20CH
閉架 0089147888

91`     Y24

はりがね 山口, 辰男      ´

東京 昭晃堂 1940249P19CM
閉架 0089152995

916     Y31

東亜同文書院生 山本
` 

隆
東京 河出書房新社 1977270P20C14

閉架 ∞89147722

916     Y31

大本営海軍部 山本, 親雄
東京 白金書房■974257P19C14

閉架 0089149892

916    Y31

喜作新道 山本, 茂実
東京 朝日新聞社 1971364P20CM
閉架 0089155600

916  Y51
東京地検特捜部 山本, 祐司

東京 現代評論社 1980345P20C14

閉架 0089166664

916    Y51/B

松本連隊の最後 角川文庫 4029 山本・ 茂実

東京 角川書店 1978384P15CM
目目a燿 008916791 0 

´

916     Y44

起ち上る人 山下, 奨 改訂版
東京 弘学社 1942274P18CM
閉架 0089163661

916     Y55/B

空自の天気図 新潮文庫 249■ 1 柳田, 邦男

東京 新潮社 1981443P15Ct4

鵬日ヨ罐 008916775 5

916     Y61/B

大本営が震えた日 新潮文庫 117-11 吉村, 昭

東京 新潮社 1981557P15CH・

閉架 0089166847

916     Y61/1                      _

野戦予備病院物語 第一集 野戦予備病院物語刊行会/編
大阪 野職予備病院物語刊行 1979508P22CM

閉架 0089150579

916     Y64                   `

戦場にみなぎる心 安井, 洋

東京 軍大会館出版部 1935407P19CM

閉架 0089149744

916     Y67

八月十五日の天気図 矢崎, 好夫

東京 戦誌刊行会 1983526P20CH
閉架 0089153084

916     Y76

赤い戦線に立って 横井, 天華
東京 好友社 1925364P19CM
閉架 0039150734

淳―郎

Y81



日本文学
鉄血陸戦隊 読売新聞社編輯局/編

東京 新潮社 1959502P19CH
閉架 0089165フ 8

916    Y86

有論担架 吉田, 環也
′

東京 牧野書店 1940ア″ 20CM

閉架 0089165955

916     Y86/B2

鎮魂戦艦大和 下 講談社文庫 吉日, 満
東京 講談社 1978226P15CM
開架 ∞89169205

916     Y91

戦艦武蔵ノート 吉村,`昭
東京 図書出版社 1970274P20CM     _
開架 0089161751

916    Y91                         ′

零式戦闘機 吉村, 昭
東京 新潮社 1968264P20CM
閉架 008916549 2

916  Y"
戦抱餘薫 懐書録 第一輯 第二輯 合本 有終会/編

東京 有終会 1950515P19CM
閉架 0089161947

916  3
弾巣 善波, 周 改訂再版

京都 一生堂書店 1945524P19C14｀
開架 008914"42

918    H27

日本抵坑文学選 花田, 清輝/編 佐 木々, 基―/1n
京都 三一書房 1955454P19CH
閉架 0089158661

918。 68  Kハ54/15. 
亀井勝―郎全集 第十五巻 亀井, 勝一郎

東京 講談社 1971514P22CM
閉架 0089154892

918.68  KA54/16

亀井勝一郎全集 第十六巻 亀井, 勝一郎
東京 講談社 1971561P2側
閉架 0089154900

918。 68  KA34/6

亀井勝一郎全集 第大巻 亀井, 勝一郎
東京 講談社 1972564P220H
麒 0089154884

918.68  N39/5

第一章 中野重治選集 3 中野9 重治
東京 筑摩書房 1948346P18CH
閉架 0089151567

919.5   F58

鵬 [鶴 ]庵閑話 富士川9 英郎
東京 筑摩書房 1977198P20X19CH
閉架 0089142590

919.5  H94

註釈東湖詩炒 細井, 房夫
東京 金鈴社 1944258P180H
閉架 0039164505

919.5  R12

頼山陽詩集 訳註 頼, 山陽 安藤, 英男/訳注
東京 白川書院 1977542P21CM
閉架 0089142467

919.6   TA54/1

東行遺稿 上 高杉9 暢夫
[ 1 [ ]1“ 71り 180H

閉架 0089141089

919.6   TA54/2

東行遺稿 下 高杉, 暢夫
[  ]   [  ] 1887 1,ツ  180‖

開架 0089141097

920.27  A38

90 1o-t' :========s:

東京 評論社 1976560P19CM
閉架 0089146112

920.28  1380

郁達夫伝 Jヽ日, 嶽夫
東京 中央公論社 1975220P20CP4

閉架 ∞89165484

920.23  Y89K

吉川幸次郎 桑原, 武夫/編 富士, 正晴/編
東京 筑摩書房 1982293P20CM
閉架 0089142545

920.4  Y89

音容日に速し 吉川, 幸次郎        ′

東京 筑摩書房 1980254P200M
酔  008915978 4

920.4   Y89

吉川幸次郎講演集 朝日選書 1 吉川, 幸次郎
東京 朝日新聞社 1974252P19C‖

胃目醐臓 008916552 3

921     S041

ある中国人の回想 孫, 伯醇
東京 東京美術 1%9206P22CM
閉架 0089150924

921.4   T01lY/B

陶淵明伝 新潮文庫 4C 吉川, 幸次郎
東京 新潮社 1958197P1515CM
開架 0089169239

921.4   T01lY/B

杜甫ノート 新潮文庫 700 吉川, 幸次郎
東京 新潮社 1954172P15CM
閉架 0089169247

921.5  S01lS

及辰田往来 佐藤, 佐太郎
東京 求龍堂 1976262P2204
閉架 0089156566

926     SHll

女兵 謝, 株螢 中山, 樵夫/訳
東京 三省堂 1940336P20CM
開架 0089149603

929。 1l KYl
詩集 朝鮮冬物語 許, 南麒

東京 朝日書房 1949218P18C14

閉架 0039145981

929,15 111

恐怖の季節.ア リラン テ, 正奎/〔ほか〕 李, 丞玉/訳
東京 同成社 1978262P19CH
閉架 ∞89145957

929。 15  SH57

帝国幽霊・黄狗の悲鴫 邑, 錫祥/〔ほか〕 李, 丞玉/訳
東京 同成社 1978245P18CH
願目物に 008916557 0

951     H12

アメリカに落ちた爆弾 HagedO【 n, Herman■  入江,

酪 溜
東京 法政大学出版局 1950155P180H
閉架 0089150791

955     D87

グラスの熱い日 Donald, Freed/〔 ほか〕 井上9 -
夫/訳

東京 立風書房 1974351P20CM
開架 0089151799

955     384/B

毛沢東の刺客 文春文庫 244-l Grey, Anthony
新庄, 哲夫/訳

東京 文藝春秋 1980574P15CM
閉架 0089168074

953     KE67

アルジャーノンに花束を Keyes, Daniel 小尾, 芙佐
/訳

東京 早川書房 1987241P20CM
華北根拠地の文学運動 東洋人の行動と思想 25 秋吉9 久紀夫     閉架 0089i50,57



日本軍が銃をおいた日 ■1len, Louis 長尾, 睦也/〔    東京 フジ出版社 1971550P20CM

英米文学

955    P41
マリキータ ほるぶ現代ブックス 7 Pcrez Howard9   /訳
Chris 伊藤9 成彦/訳

東京 ほるぶ出版 1984229P19CH
閉架 0089156665

936     A41

ほか〕訳
東京 早川書房 1976516P20C14
閉架 0089157911

鴨      B95

, 申

東京 青木書店 1954278P15CH

閉架 0089167068

945     KA78                
｀

ケストナーの終戦日記 Kastner, Erich 高橋, 健二

/訳
東京 騒 堂々 1985267P20CM

島目醐爆 008915528 7

91 1"-1' =====-=====:
946    B65
ヒトラー最後の十日間 Boldt, Gerhard 松谷, 健二

東京 TBS出 版会 1975284P19CM
閉架 0089142863

946    C17
パルバロッサ作戦 Carell, Paul 松谷

` 
健二/訳

閉架 0089151211

946    SC6

白バラは散らず Scholl, Inge 内垣, 啓―/訳
東京 未来社 1%4162P20CM         

´

949.5   B59

明日,未明 ! Bcus, Jacobus Gijsbertus
高原, 富保/訳

東京 サイマル出版会 1980207P19C14

950.2   SH81

純粋観客 白井, 浩司
東京 大光社 1970245P19CM
酔  008916586 4

954    V25/B

現代の考察 =等文庫 169 Valery, Pa■ l Ambr
ooise 高橋, 廣江/訳

東京 三笠書房 1955125P15CH
開架 0089167019

956     P55

灘 戦争 1939‐ 1945 Pcillard, Lconcc
長塚, 隆二/訳 再版

鵬目a昌 008914975 1

975     833

空は赤い Berto, Ci■ seppe 野上, 素―/編
東京 角川書店 1951400P19CH

980.28 T047B
ハリねずみと狐 Berli五 , Isaiah 河合, 秀和/訳

東京 中央公論社 1975176P20CM
開架 00891"∞ 1

981       HA98/1

マヤヨフスキー選集 l MaЯ koBckH■ , BJaД IMHp
小笠原9 豊樹/訳

東京 飯塚書店 1953249P22CM
開架 0089156751

981     HA98/2
マヤヨフスキー選集 2 M,日 koBctH■ 9 BJEa Д H M■ p

J電奎腸も  』割封ノ奮沢
東京 飯塚書店 1953239P2204
鵬ロタ昌 008915674 9

981  HA98/5
マヤヨフスキー選集 3 MaЯ koBckHЙ , B』 aュ HJHP
小笠原, 豊樹/訳

東京 朝日新聞社 1977461P20CH
閉架 0089155626

989.3   R45

7ル シヤワ0ゲ ットー Ringelblum, Emmanvel

東京 みすず害房 1982233P19CM
閉架 0089164974

おかわいそうに Bush, Lewis William 明石,     閉架 0089162574

洋二/訳
東京 文藝春秋新社 1956292P20CM
開架 0089159596

956     F52

天皇のお客さん Fletcher‐ COoke9 John 江藤,    閉架 0089157085

潔/訳
東京 徳間書店 1971265P18CH
開架 0089145226

95る     L44

東京奇襲 LaWson, Ted W. 野田, 昌宏/編
東京 白金書房 1976250P18CM
閉架 0089165950

956     L88

破減の日 Lord, Walter 大久保, 康雄/訳
東京 早川書房 1957 51lP 19CM   

‐
.

閉架 0089152896

956     MA15

外国武官の観戦秘聞 Maccullagh, FranCis 戦記    東京 早川書房 1976420P20CM

名著刊行会編輯部/編
東京 戦記名著刊行会 1929504P200H
閉架 0089152185

936  HA59
ヒロシマヘの七時間 Marx, Joseph L。  日本経済新聞    閉架 ∞89162689

外報部/訳
東京 日本経済新聞社 1968266P20CM
閉架 0089150254

956    R13/B
イラスト クフイ河捕慮収容所 現代教養文庫 1109 RaWli
ngs, Lco 瀾頼, 隆/訳

東京 社会思想社 1984284P15CM
閉架 0089167829

936     SH14

サイバン Sherrod, Robert 中野, 五郎/訳
東京 光文社 1950315P1904
開架 0089148910

95る     TE72

「よい戦争」 Terkel, Studs 中山, 容/訳
東京 晶文社 1985625P23CM
麒  003916529 4

936     TH5

ルドルフ ヘス暗殺 Thomas, Hugh 田中, 昌太郎/訳    東京 飯塚書店 1958252P2204

東京 早川書房 1981275P20CM Eロタ晨 008915675 6

閉架 0089160550
985     21

936  TR5                            北から来た黒船 3eД OpHoB, Hコ xo』 aH 西本, 昭治

ガグルカナル日記 Tregaskis, Richard 福潟    /訳
守人/訳

東京 三光社 1946305P18CM

閉架 0089148902

940.28656L/B
ゲーテ研究 青木文庫 179 Lukacs, 

・GyOrgy 菊盛  大島, かおり/〔ほか〕訳



書 名 索 引
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鳴呼相沢誠申尉
あ 伊ヽ号潜水艦
あ 清ゝ囃
ああ皇軍最後の日
あ 国ヽ民兵
あ 昭ゝ和歌謡史
ああ豊川女子挺身隊
愛情はふる星のごとく
愛情はふる星のごとく 上
愛情はふる星のごとく 下
哀草果村里随筆 第一巻
晨早果村里随筆 第二巻
晨草果村里随筆 第二巻
愛知県教育史 資料編 近世―

愛知県教育史 資料編 近世二

愛知選書 1
愛知民衆の歴史
会津史 上
会津史 下
アイス勘定
アイスの住居
アウシュザィッツの時代
青木文庫 131
青木文庫 137
青木文庫 179
青木文庫 226
青木文庫 241
青木文庫 278
青木文庫  306    .
青木文庫 316
青木文庫  318
青木文庫 321
青木文庫  332
青木文庫 348
青木文庫  357
青木文庫 48
青森県日記六十年史
青山開話
赤い戦線に立って
明石大将越南日記
赤旗勝つか?

鮨
亜紀 。現代史叢書 6
安彗三津漁民手記      .
悪政 0銃声・乱世
悪石島
芥川龍之介 上
悪場所の発想
朱もどろの華
浅草・吉原・隅田川
朝日カルチヤーブックス 13
朝日時局読本 第一巻
朝日時局読本 第十巻
朝日時局読本 第九巻
朝日常識講座 第二巻
朝日常識講座 第四巻
朝日新聞記者の証言 5
朝日新聞社会部記者の回想 

´

朝日新聞社会面で見る世相75年  1879‐ 1954
朝日政治経済叢書
朝日選書 1
朝日選書 12
朝日選書 121
朝日選書  39
朝日選書 40
朝日午鑑 昭和.17年
朝日年鑑 昭和 18年
朝日評晨殺 15
朝日文化手帖 63
朝日文庫

アチックミューゼアム彙報 第十六
アチックミューゼアム彙報 第=三
アチックミューゼアム彙報 第二八

安土時代史
アテネ文庫 106
アテネ文庫 117
アテネ文庫  124
アテネ文庫 162
アテネ文庫 171
アテネ文庫  181
アテネ文庫  182
アテネ文庫 199
アテネ文庫 213
アテネ文庫 22
アテネ文庫 40
アテネ文庫 46
アテネ文庫 7
アトリー自伝 下巻
アドルフ・ ヒトラー

アナキスト
¨
あのころはフリー ドリヒがいた
網走刑務所
網走の覚書
アプレゲール新人創作選 9
阿部定
阿倍仲麻呂伝研究
阿片
阿片戦争 第一部

…海女記
薄 弥
.天草の歴史
甘回辛口 足まかせ
アメリカ対外関係史
アメリカに落ちた爆弾
アメリカン・ スクール

嵐の十年
嵐のなかの外交官
有ヽ末精三回顧録
ある遺族の二◆二六事件
ある華族の昭和史
ある救護看護婦の従軍日記
一銀行家の回想
ある憲兵の一生
ある広告人の日記
ある作戦参謀の悲劇
アルジェリア戦線従軍記
ある時代の手記
アルジャーノンに花束を

或る情報将校の記録
或る戦時日誌
ある中国人の回想′
ある女人像
ある晴れた日に        ´

ある兵士の手記
ある歴史の娘
ある老学徒の手記
ある老兵の手記
阿波藍沿革史
聯
言いたいことばかり
家
家永・教科書裁判 高裁篇 第3巻 立証篤
硫鵡 にささぐ
書學の階級性
斑鳩の白い道のうえに

生きているユダ
戦に使して
は
遺稿 随感録
伊号58帰投せり
夷斎小識
●同をわるしぶき
伊沢多書男
石川県将士の記録
石田波郷集
医師ノーマン・ベチューンの偉大なる生涯
維新経済史
維新前後
偉人伝全集 22巻
維新農民一揆の相貌
維新の大阪
維新秘史 会津戦争
維新夜語
出水名勝志

朝日文庫 4
朝日村教育沿革誌
アジア失楽園
亜細亜の内幕
アジア文化探検
アジア民族政策論
味な旅 舌の旅

飛鳥時代史 奈良時代史
アスピリン・エイジ 1919～ 1941
吾妻軍歌集
明日,未明 !

安達謙蔵自叙伝   ―
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伊勢斎王宮の歴史と保存
伊勢暴動 (明治九年)顛末記
板倉伊賀守
―海軍士官の半主記
―海軍特務士官の証言
市ケ谷台から市ケ谷台ヘ
ー官僚の見た昭和史
―軍人の生涯
一皇族の戦争日記
―期の夢
一時間文庫
いちじく
―乗谷朝倉氏遺跡 1
-乗谷朝倉氏遺跡 2
-商人として
一兵士の戦い
一方田尚登伝
銀杏の窓
一老政治家の回想
一揆雲助博徒
―茶
いっさい夢にこ誨
―殺多生
―茶のふるさと
一死,大罪を謝す
―等兵戦死
伊藤公直話
伊東静雄
伊藤博文伝 上巻
伊藤博文伝 中巻
伊藤博文伝 下巻
稲作史研究叢書 第 1集
伊那村落社会研究史話
稲の日本史
井上成美

伊波普獣人と思想
伊技普猷全集 第一巻
今井町史
今井嘉幸自叙伝 五十年の夢
いま、高校生に
今西錦司座談録
今村均大将回想録 第 1巻
今村均大勝回想録 第2巻

…

回想録 第 3巻
今村均大将回想録 第4巻
井村恒郎著作集 別巻
井村恒郎 。人と学問
愈々国家総力戦
イラスト クワイ河捕虜収容所
入谷雑談
色の日本史
岩波ジュニア新書 10
岩波ジュニア新書 46
岩波ジュニア新書 65
岩波ジュニア新書 68
岩波ジュニア新書 9
岩波ジュニア新書 96
岩波り

“
年t彙鰤車 3100

石見日原村聞書          ｀

インテリ部隊 池田源治手記
印度支那の民族と文化
インパール

インパール作戦秘史
ヴアイマルからナチズムヘ

上田小県誌 第二巻 社会編
上田小県誌 第五巻 補遺・資料篇
上回貞次郎日記 大正八年一昭和十五年
飢えの構造
上野理―伝
宇垣一成
宇垣一成の歩んだ道
雨過天晴の巻 昭和 17年 ‐23年
動 く北皮
動 く満州経済
動 く満蒙
潮文庫 94
失はれじ政治
失われたる記録
嘘の行方
歌右術門自伝
歌右衛門の疎開
歌と逆に歌に  、

打ち砕かれしうるま島
内山完造伝

移り行く支那
海原にありて歌へる
馬と兵隊
海をわたる蝶
脚鳴りの底から
海の崇礼
海山かけて
梅村甚太郎日記紗
右翼と青森県
運慶
海野十二敗戦日記
運命愛・政治・芸術
永遠なる青春
映画雑感
映画のタイクーン

映画論
栄光と悲劇・連合艦隊
営口に於ける満州事変の経過
衛生兵戦記
英霊の谷
江木翼伝
江田島教育 続
越後,佐渡
越後屋覚帳  、

越前和紙の里
越山 田中角栄
エッセイ集 現代の青春
江戸意外史
江戸を生きる
江戸建築叢話
江戸時代の武士
江戸時代風俗図誌 第4巻
江戸時代混筆 第 1

江戸時代演筆 第4
江戸時代漫筆 第5
江戸川柳名物図絵 特別付録
江戸たべもの歳時記
江戸入沿百姿
江戸の町奉行 その他
江戸の夕栄
江戸美術の再発見
絵日記 戦中・戦後
愛暖部落史資料 近世―明治初年
延安革命
毅
演劇と犯罪
園公秘話
凱
黄金のゴア盛衰記
王城山荘随筆
江精衛自叙伝
江兆銘全集 第一巻
難
櫻桃の記
圧文社文庫

螺 輪
欧米の対支経済侵略史
近洒精生野
大井憲太郎と初期社会問題
大内山
狼がやってきた日
大木日記
大蔵公望日記 第一巻 昭和七～九年
大蔵公望日記 第二巻 昭和十～十二年
大蔵公望日記 第二巻 昭和十二～十六年
大蔵公望日記 第四巻 昭和十七～二十年
大河内博次郎
大沢久明著作集 1
大塩平八郎
大平正芳回顧録
大平■L方 附・追悼文
大村純忠伝
大宅壮一・ ―巻選集
大山定一

お母さんの思い出
男鹿寒風山麓農民日録
岡崎市戦災復興誌
岡崎の人物史
小笠原兵団の最後
岡田啓介
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緒方竹虎
岡部首=鯨大将の日記
岡村寧次大将
おかわいそうに

置賜民衆生活史
濃
沖縄近代史研究
沖縄決戦
沖縄県史料 近代2 西原叢書及糖業関係資料
沖縄県史 第 15巻 資料編5 雑纂
沖縄県史 第2巻 各論編 1 政治
沖縄県史 第 8巻 各論編7 沖縄戦通史
沖縄県史 第9巻 各論編8 沖縄戦記録 1

沖縄今昔
沖縄作戦 第二次世界大戦史
沖縄作戦の統帥
瀧 雄 史
沖縄人の沖鵜
沖縄戦記シリーズ 2
沖縄戦記録画集 打ち砕かれしうるま島
沖縄戦後の保健所のあゆみ
沖縄戦再体験
沖縄脱出
沖縄でひらかれる天皇裁判
沖縄と日本人
沖縄に生きて        ,
沖縄のアメリカ人
沖縄の最後
沖縄の祭祀と行事料理
沖縄の島守 島田叡
沖編のシャマニズム

沖縄の民俗意識
沖縄返還と「一体化政策」
沖縄歴史研究 別冊
沖永良部島郷土史資料
奥様はお料理がお好き
おくにのためとおくられて
小倉正恒伝 古田俊之助伝
輝
魏 盤
瀾曖物語 続
尾崎三良自叙略伝 上
尾崎秀実伝
尾崎秀実の中国研究
尾崎行雄伝
夫とともに
お天気日本史
男のだいどこ

大人のままごと
鬼の研究        

‐

おのれ。あの人。この人
思い出の軍歌集
思ひ出の戦線
親と子
親分子分 政党編
折口信夫坐談
折口信夫そして闇的存在
折口信夫対話 1
折口信夫対話 2
折口信夫投後三十年記念出版 1

折口信夫 まれびと論研究
折口信夫論
折口名彙と折口学
檻の中の猿
女の庶民史
音容日に遠じ

懐往時談   ヽ

慨観日本通史
節 濡
海軍及海事要覧 昭和六年版

海軍航空史話
海軍航空隊始親
海軍五十年史
海軍七十年史談
海軍縮小の話
解 麟
海軍戦争検討会議記録

海軍大将 村上格一伝

海軍大将来内光政党書

海軍読本集 巻五.六9七,八
海軍の昭和史
海軍報道班員選書

海軍要覧 昭和八年版
海軍要覧 昭和十年版
海軍要覧 昭和十二年版
海軍陸戦隊上海戦闘記

29

14

50

91

13

42

20

17

20

20

20

21

21

20

59

17

53

21

88

17

64

16

88

48

ア

85

85

84

57

31

57

37

42

21

20

“88

29

25

25

25

50

30

21

30

35

64

“66

72

1

70

85

57

45

74

74

74

74

75

75

74

74

26

57

90

41

8

58

65

63

63

63

63

63

81

17

29

18

62

65

88

63

65

`565

外交裏小路
外交及外交史研究
外交関係公表集 (昭和十八年度)

外交官の一生
外交五十年
外交側面史談
外交の真髄を求めて
開口閉ロ

外交余録
外交六十年
外交論叢 松田道―遺稿
外国武官の観戦秘聞
回顧漫録
疇
回願録 1
改正軍機保護法釈義
概説現代史
慨説日本歴史
解説・野田労働大争議 資料集成
開戦からの日記 1941‐ 1955
開戦太平洋脱出記
回想出隆
回想 河野与一 多麻
改造社の時代 戦前編
回想の緒方竹虎
回想の尾崎秀実
回想の帝国海軍
回想の寺田寅彦
回想のプライス

回想の文学5     ‐

回想の三沐清
回想のルーズベルト 上
回想八十八年
改造文庫 第一部 92
改造文庫 第二部 181
改造文庫 第二部 182
改造文庫 第二部 405
議織文庫 第二部 44
回想録
街頭政治学
鍵
鷺廊島記
碑田1島全貌
解放新書 29
海洋国家日本の構想
カウラ出撃
帰る兵隊
科学新書
科学日本の建設
かかる軍人ありき
下級武士諭
縮
架空旅行記など
かくされた北海道を見る
隠されたる歴史 第770頁
核時代を生きる
隔日随想
書く力をつけよう    ‐

号堂自伝
鵜 麟
器             ヽ

核兵器廃絶のうねり
革命と反革命
革命成らず
革命は芸術なり
学問のすすめ

學間のす めヽ

隠れたる事実 明治裏面史 正編
隠れたる事実 明治裏面史 続編
掛川学事始 第四集
掛川市史資料集 近世編
掛川市史資料集 近世編 (二 )

掛′II市の文化財
駈入寺
駈込寺 東慶寺史
蔭の文化史
笠間叢書  178
風見章とその時代
香推戒厳司令官秘録二・二六事件
下士卒従軍記 満州の血華
歌集 あしの葉集
歌集 渡濤
加除自在軍事法令判例類集
住人
歌人 松倉米吉
和宮親子内親王
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風と流れと
風は過ぎ行く
火線に散る
火線の軍医
華族
肩書きのない仕事
肩書きのない名刺
刀差す身の情なさ
語りおろしシリーズ

語りつぐ昭和史 2
ガダルカナル
ガグルカナル島の聖戦を顧みて
ガグルカナル日記
ガグルカナル デーゲンビル 職いとうた

かちくさ
かつをぶし
閣下覚書
勝田守一著作集 ユ
カッパ・ ノベルス

加藤寛治大膊伝
角川新書 234
角力1選書  152
角川選書 24
角川文庫
角川文庫 1114
角川劇車 1144
角川麟 1191
角川文庫 128
角川文庫 1545
角り||力車 155
角川文庫 1867
角川文庫 2081
角メll却車 236
角川刻車 2498
角川文庫 2566
角′‖文庫  2592
角川文庫 2612
角川文庫 2649
角り|1劇車 2759
角川劇車 2808
角川文庫 2385
角川文庫 2918
角川刻章 2978
角川文庫 2985
角川力車 3016
角川文庫 3096
角川劇車 3097
角川文庫 3098
角川文庫 3100
角り:|力申 3211
角りll剣車 3216
角川剣車 3223
角川文庫 3245    '
角川文庫 3246
角川文庫 3256
角り!|力車 3430
角川文庫 3516
角川文庫 3617
角川文庫 4029
角川文庫 4062
角川文庫 4360
角川文庫 4407
角川文庫 4439
角川却章 4639
角川文庫 468
角川文庫 4707
角力l態 521
角ЛI剣車 5427
角川文庫 5519
角′|1劇車 6166
角川文庫 0193
角川文庫 6596
角川文庫 881
悲しき戦記
悲しき戦記 続
狩野亨吉遺文集
華府会議と列国の権略

歌舞伎史の画証的研究

歌舞伎史の研究
卿町盛衰記 第一巻
兜町盛衰記 第二巻

卿 の文書報聾動

河北新報の八十年
鋼 餓 記

鎌倉・三浦半島の旅

神風特別攻撃隊の記録

7 紙芝居昭和史
2  紙つぶて 全
85  神と女の民俗学
85  カミの人類学
55  亀井勝一郎全集 第十五巻
ち  亀井勝一郎全集 第十六巻
2  亀井勝―郎全集 第六巻
1  仮自と素面 瀬沼茂樹随想集
82  かもしかみち以後
15  カラー 世界史百科
87  カラープックス 225
84  カラープックス 244
91  カラープックス 28
75  カラープックス デラックス版 12
1'  伽羅山荘随筆
68  ガラシャにつづく人々

85  仮寝の宿
54  カルテを生かす社会科
79 カル●・ スピラノ伝
27 彼らは自由だと思っていた
9  河合栄治郎伝
73  河上肇獄中往復書簡集 上
11  河上肇獄中往復書簡集 下
77  河内国滝畑左近熊大翁旧事談
4  河出新書 32
49  河出新書 67
76 河出文庫
72  河出文庫 19A
45  河出文庫 2011
21  厠史話
75 漢奸裁判史      _
78 環境と文化
72 韓国美術五千年展
75 含羞の人
71 窯 卜日誌
77  観世三代
79  眼前に追る世界大戦と英米赤露の襲来
35  神田錦町 松本亭
80 関東軍軍隊日記
35 関東軍と極東ソ連軍              

｀

11  巻頭随筆 2
79 巻頭随筆 3
74 広東進軍抄
77  雁のたより 2
65  完本 0高見順日記 昭和二十一年篇
62  官僚制
62  官僚二十二年
62  紀伊国屋新書 A-42
62  喜界島農家食事日誌
78  議会主義かファッショか
56  議会政治の検討
80  議会政治論
65  機外清話
65  議会の大獅子吼
80 議会の話
80  機関説の徹底的勁減を目指して在郷軍人の奮起を保す

79  季刊諭叢 日本文化 3
72  危機を學む日満蘇関係の全貌と其対策
89  開書池田勇人
9  聞き書 昭和のやまがた50年
76  聞き書 丹波の庶民史
78  記紀論             ~
73  飢饉考 上
81  飢饉考 下
5  飢饉噺聞書類集
72 危険と希望
75  紀行満州 台湾 海南島
79  鬼哭子 他
66  喜作新道
14  記事そのまま 日露戦争当時の内外新聞抄

41  賄 鮨
41  記者の手帖から
81  帰順兵
78 宜昌戦線
78  義人仲田源蔵
4  傷だらけの歌
44  貴族の退場
71  北―輝
71  北―輝諭
68  北大路魯山人 上
68 北大路魯山人 下  

｀

90  北から来た黒船
5 北白川富永久王殿下
86  北畠親房公景伝  l
55 北前船と大阪    

・1

85 吉右術門日記
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42  近代支那外交秘録
68  近代史の歩み 1 明治
22  近代史の歩み 2 大正
58  近代史の歩み 3 昭和
5  近代世界外交問題解説
70  近代戦史の謎
80  近代短歌史 第二部
7  近代天皇制の成立と展開
27  近代日支文化論
55  近代日本外交史
82  近代日本外交史叢書 8
23  近代日本軍事史
20  近代日本詩集
20  近代日本史の中の女性
1  近代日本女性史 下      ,
1  近代日本人物経済史 下巻
90  近代日本地域教育の展開
24  近代日本の国家と思想
54  近代日本文學の展望
55  近代日本 文學のなりたち

“

  近代の戦争 5
55  近代の戦争 7
55  近代の戦争 8
55  金日成抗日革命期著作選集
10  勤王奇傑 日柳燕石伝
52  勤王秘史 佐佐木老候昔日談
55  近隣諸国及び領土問題
39  姑娘通信
72  空間のフォークロア

43  空点房雑記
21  空白と責任
40  空自の戦記
1  空自の天気図
18 -
10   難
77 草の墓標
70  駆逐艦雪風
44  國木田聯 の壁
66  国崎定洞
68 句日記
90  くまくす外伝
85 [向 ]t経興 2
84  熊野の史料と異闘
3  熊本県の歴史散歩
76  熊本兵団戦史 第2
76  熊本兵団戦史 第3
76  苦悶するデモクラシー

76  クラクラ日記
85  栗林一石路句集
54  グループの社会史 4
46  辻の華
,1 黒き日本海ここ消ゆ
47  黒潮圏の八丈島
37  黒田二郎日記 戦中篇 4´
29  軍及師団ノ戦場統師
29  軍及師団ノ戦場統師 附表附図
16  軍鑑外務令解説
78  軍鑑長門の生涯 上巻
5  軍艦長門の生涯 下巻
5  」利鑑の畑
5  軍國太平記
5  軍事授護の理論と実際
5  漱
5  軍縮
5  軍縮の脅威
81  勲章    _
19  勲章の歴史
19  軍神
61  軍神江下武二正伝
11  軍陣外科
19  軍陣外科学教程
52  軍陣外科裸記
50  軍神西住‐・fと母校御船中学
50 軍神につづtj

5  軍人わしが国さ 上巻
5  軍人わしが国さ 下巻
69  軍属物語 戦争製造工場
54  軍隊内務令
10 軍閥と薫巨
50  軍備制限
11  軍票論
69  薫風去りてまた還らず
21  軍法会議
59

85  軍務局長 武藤章回想録
11  ゲーテ研究

基地沖縄
翼東区域の貿易概況と関税事情

翼東政権の正体
機動部隊
木戸孝允遺文集
気まぐれ美術館
きまぐれ星のメモ

君は第二次大戦を知っているか
木村礎年譜
疑問だらけの申学教科書

逆説としての現代 みすず対話篇
旧師旧友
九州近世史研究叢書 13
九州と明治維新 (2)
嬉遊笑覧 上巻
嬉遊笑覧 下巻

繭 鰈
宮中間前学派
教育革新叢書 2
教育課程叢書
教育社新書
教育法規の研究
教科書を国民の手に

教科書裁判・ 日本史の争点 上

崎陽群談    ‐

恐慌に関する書簡
教材観照 国史教育の解釈と実践

共産主義的人間

共産党の正体と撲減策

共産党の台頭
共産ロシア抹殺論

経堂日記
京都守護職と会津藩財政

郷土資料写真集 第9集
凶徒津田三蔵
郷土の研究 8
京都府警察史 第二巻
京の味 続
京の名庭
恐怖の季節.ア リラン

恐怖の近代謀略戦

教養選書 43
教養のための日本史入門

教養文庫 1135
教養文庫 1136
教養文庫 1137
教養文庫 1138
虚栄の行方
極東阿片問題
極東新秋序の模索
極東に於ける独逸の権益と政策

極東の外交
極東は近づく

巨人 斎藤実
巨人中島知久平
虚妄の歴史
機雷
キリシタン時代の研究

切支丹宗門戦の研究
キリシタン文化研究シリーズ 18
キリシタン文化研究シリーズ 19
キリシタン文化研究シリーズ 20
キリシタン文化研究シリーズ 28
キリシタン文化研究シリーズ 4
切支丹屋敷研究・川柳雑記
銀河ブック

^近世全谷史稿
近世軍縮史観
近世国家の解体と近代

近世佐渡の流人
近世質屋史談
近世社会経済史料集成 1
近世社会経済史料集成 2
近世大儒列伝 上巻
近世大儒列伝 下巻
近世の画家
近世藩校に於ける学統学派の研究 下

近世封建社会史論

近世封建社會の研究
近世暴動反逆変乱史

近世名匠伝
近代沖縄の歴史と民衆

近代海戦
近代自我の日本的形成

近代史研究
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膨
経済史論考
経済全書
警察物語
慶州博物館 附 :新麟
慶州文化財散歩
芸術運動の未来像
芸術を生みだすもの

藝術社會學
京城 ALBUM
慶長以来 国学家略伝
慶長以来国学者史伝 附録名家年表
慶長日件録
螢燈記 第二部
奎堂夜話
刑罰風俗細見 江戸時代
ケイプンシヤ文庫 91
外科医職場物語
撃墜
激流
ケストナーの終戦日記
決戦下の山形県教育史
ゲッベルスの日記
検非違使を中心としたる平安時代の警察状態
グルニカ
幻華山房覆筆
幻量の明治
原初の闇ヘ

原子力潜水艦
元帥 山本五十六

元帥 山本五十六伝
幻想紀行
現代教養文庫  1046
現代教養文庫 1109
現代教養文庫 443
現代教養文庫  506
現代教養文庫  803
現代教養文庫  863
現代教養文庫  864
現代教養文庫  865
現代憲政評論
現代史を支配する病人たち
現代史学批判
現代史観
現代史 0戦後篤 25
現代思想戦史論
現代思想入門  ´
現代支那講座 第二講
現代支那史 別巻
現代支那事情の研究
現代支那人物論
現代支那史 3
現代支那全集 第二巻
現代支那全集 第四巻
現代支那の財政経済
現代支那の政治と人物
現代史の証言 4 帝国軍隊従軍記
現代詩物語
現代社会の社会学
現代人物評論
元代製藍技術資料『熱波圏』の研究

現中  第六巻
現代世界経済史入門
現代世界通信
現代世相読本
現代叢書

現代中華民国満州帝国人名鑑
現代中国を続る世界の外交
現代中國論
現代朝鮮史
現代独裁政治史総説
現代とはなにか 羽仁T郎対談
現代に■―きる 二宮尊徳
現代日本政治論
現代日本対外戦史
現代日本農業史
現代の君主
現代の考察
現代の証言
現代の歴史思想
現代不作法読本
現代米国の研究
現代法令全集 第六巻 兵事編
現代歴史教育

「検定」という名の思想審査

原爆
原爆詩集
原爆展
原爆の落ちた日
原爆モニュメント物語
憲兵        ・

憲兵下士官
憲兵余録
憲法 。行政法演習 第二巻
憲法撮要
憲法制定と欧米人の評論
憲法理念の実現をめざして

元老・重臣・官僚 0華族
珈琲天国
五 0-五から二・二六まで
五・一五事件 陸悔軍大公判記
抗英世界戦争 ヽ

腔 蹴
皇軍史
皇軍の危機一九二六年に備へよ
行軍病論
高校「現代社会Jの授業
高校生への手紙 第二集
高校生になったら
懇 用
考古学の殉戯者       _
考古学ライプラリー 36
孔子
甲州風土記
公衆浴場史略年表稿本 (明治以前)

黄塵万丈
蒙雪と過疎と
皇族と下士官
幸田文随筆集
皇太子殿下御外遊記
高台寺党の人びと
講

…

蝉
講談社現代新書 139
講談社現代新書 342
講談社現代新書 351
講談社現代新書 555
講談嚇   556
講談社現代新書 585
講談社現代新書 599
講談社現代新書  602
講談社現代新書 687
講談社現代新書 694
講談社現代新書 699
講談社現代新書 758
講談社現昨  767
講談社現代新書  768
講談社ゼミナール選書
講談社文庫

巷談 本牧寧
皇帝薄儀
備堂全集 巻一

嫌堂全集 巻十.十一

嫌堂全集 巻十二。十二
燎堂全集 巻十四.十二
僚堂全集 巻十六
係堂全集 巻十七,十八
嫌堂全集 巻十九
燎堂全集 巻二.三
僚堂全集 巻二十,二十一

嫌堂全集 巻二十二
慄堂全集 巻二十三
憔堂全集 巻二十四
憔堂全集 巻二十五,二十六
憔堂全集 巻二十七,二十八
嫌堂全集 巻四.五
憮堂全集 巻六・七
慄堂全集 巻八.九
皇道の真精神

75

49

50

44

21

21

72

69

69

36

3

5

10

84

11

48

79

84

86

56

91

54

22

48

23

81

11

81

65

35

35

83

72

91

70

35

71

87
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48

42

6

7

64

59

3

37

21

37

24

21

22
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50

42

12

76
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25
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37

38

37
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皇道は選かなり
江市の散華 吉田作平軍曹
抗日支那の究明
抗日戦勝利の前後
河野一郎自伝          ・

光文社文庫

廣文堂文庫
炉 輸 据
興亡五十年の内幕
興亡の支那を凝視めて
抗命               ヽ

孝明天皇
香料Jヽ史
講和後の外交 (3)国 際連合
孤影の人
凍
=腐

の歴史
故郷七十年
国語読本 高等小学校用 巻二
国際阿片問題の経緯
国際軍備縮少問題
国際シンポジウム東京裁判を聞う
国際政治 37
国際政治 41
国際政治 43
国際政治 47
国際政治 56
国際政治から観た日支の抗争
国際秘密戦と防諜
国際紛争史考
国際聯盟規約論
国際連盟政策論
国際連盟に於ける日支問題議事録
国史教育
国史教育の改造
国史教授の本質及実際
国史講座 江戸時代史
国史小品集
国史挿話全集 第一巻 逸話編
国史挿話全集 第二巻 軍談編
国史読本
国史問題正面観側面観
黒書 中教審路線の教育実態
国体の本義 ´

国体諭
獄中の記
國文學史絶説
国防体制法の研究
国防と軍備
国防の第一線に躍る
国民教養新書
国民修養 徴兵より兵役を終る迄
国民政府宣伝部新聞政策の現状
国民文芸叢書
国民文庫 813
国I亀文庫  820
国民文庫 844
国民文庫 846
国民宝典
国立民族学博物館
国立民族学博物館 総合案内

護国の書 上巻         ‐

ここだけの話 文壇百話 続
心にくき人びと

古事記の証明
古島一雄清談
小島資料館目録 開館十周年記念
児島襄戦史著作集 第4巻
古酒新酒
故人今人             ‐

御前会議
き層の村・沖縄民俗文{憔
古代研究 1 民族学篤 1
古代史私注
古代史発掘
古代十一章
古代日本の都
古代日本民俗文化諭考
古代の霧の申から

古代律令財政と斎王宮
講談社現代新書 626
御馳走帖
国家及国民生活のAIHを叙す明治大正思想史
国家総動員法 経済統制法
国家総動員法判例全集      .
国旗「日の丸」問答

89  国共論
34  古典山河抄
22  古典と伝統について
17 古典日記
28  古典文庫 54

“

  胡瞳百話
77  孤独の島沖興

“

  子どもたちの全面発達と体育
26 子どもと遊び
11  子どもと学力
56  後南朝史論集
88 近衛時代の人物
24  近衛新体制と大政翼費会

“

  近術内閣史論
46  近衛文麿
75  近衛文唐 清談録
68  この父にして         '
55  古風庵回顧録 若槻礼次郎自伝
56  こふ・ ゆるね  .
54 古墳
61  コミンテルン史諭
49  小村寿太郎
45  米の秘史
45  小山完吾日記
14  小山 人文科学史年表
44  これが私の戦争だった
45  渾育随筆
46 渾齋随筆 続 ―

60  コンザ村の子どもたち
44 近藤勇自書
49 今日の支那
44  西園寺公望
45  西園寺公望伝
55  西園寺公と湖南先生
55  財界回顧
55  財界楽屋混談 ‐

10  財界経済二十五年誌 第二巻 政治編
7  財界人物評論
8  財界随想
8  財界の動き
8  財界よもやま史話
7  熱 畔
55  最近 極東外交史 上巻
4  最近 極東外交史 下巻
4  最近軍事問題論政
88  最近支那時文宝鑑
72  最近十年 世界外交史
61  最近世界外交史 後編
61  最近に於ける師団運用の現地研究
58  最近に於ける列国の情勢
37  最近の南満州
61  最近満州炭鉱事情
3  斎宮志
78  最高裁調査官報告書
29  西郷隆盛紀行
56  最後の沖囃縣知事
6  最後の記者馬鹿
55  最後の帝国海軍
48  最後の特攻機
58  最後の殿様
58 最後の砦
5  宰相 近術文麿の生涯
75 在支列国権益概説
1  最新刊 山東案内
9  最新支那百科事典
28  斎藤隆夫かく戦えり
18  在日朝鮮人に関する総合調食研究
17  再認識下の支那
66  財間三菱の新研究
25  裁判の書
15  サイメヾン
56  西遊日記
56  ザ・大杉栄
9  佐賀県の文化財
9  酒田の本間家
72  防人の詩 インパール編
9  防人の詩 南太平洋編
9  搾取に耽る人々
9  作戦要務令 綱領、絶則及第一部
20  作戦要務令 第二部
57  桜井忠濡全集 3
85  桜井忠温全集 6
11  サケ
51  酒が語る日本史
51  酒肴酒 続
25  裂けた箱舟
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鎖国への道
鎖国と藩貿易
笹川良一の見た巣鴨の表情
さざなみの都 。大津京
ザ・ スパイ 上
ザ・ スパイ 下
座談会 大正文学史
雑学 歌謡昭和史
雑誌記者
さつまいも及びじゃがいもの渡来
佐藤春夫論
佐藤番日記
佐藤寛子の「宰相夫人秘録」
佐藤寛子の宰相夫人秘録
佐渡丸遭難記念誌
裁かれる江政権
砂漠のキツネ ロンメル将軍
佐幕派史談
さまざまな追想
さまざまなる生涯学習
さみしい霊魂
更池 部落解放年表 草稿
三l一新書  403
珊瑚海・ ミッドウェー島・潜水艦各作戦
珊瑚海・ ミッドウェー島・潜水艦各作戦
三国遺事 全

=州足助

=十年目の記録
算術問題の演習
三省堂新書 47.
三省堂新書 80
=省堂の百年
参戦二十将星日露大戦を語る
三代宰相列伝
三代の系譜

=代の天皇と私

=編噺
参謀総長の日記 1939‐ 1943
参謀 上
参謀 下

=文役者あなあきい伝 PARTl
=文役者あなあきい伝 PART2
四土大延孝 回顧録
盟野季彦回顧録
屍の街
史観・宰相論
史観真珠湾攻撃
私観太平洋戦争
私記キスカ撤退
敷島隊の五人
島 [鶴]庵開話
自決
重光向陽小伝
重光葵 手記
思索の旅路
自殺について
報三八追想録
詞・詩・思
史実 会津自虎隊
事実を見る眼
事実からの発想
時事バンフレット 第六輯
詩集 進軍
詩集 朝鮮冬物語
侍従長の昭和史
侍従とバイプ

侍従武官日記
申卜轟大の作戦・真珠湾攻撃
市場の語る日本の近代
詩人の運命
は 涯
死生の円
史籍集覧
私説 沖田総司
史説 山下奉文
自選歌集 三
自然地理用語からみた世界の地理名称
自然地理帰語からみた世界の地理名称
思想を創ろ読書
思想史としての現代
思想と生活
思想の冒険
時代を見,人を見る
時代を読むための取材ノート
時代 生活 思想
時代と自分

１

２

10

68

49

9

59

60

75

70

1

68

74

41

31

31

85

42

35

77

73

44

73

55

5

`363

21

55

87

64

65

1

1

12

54

24

29

78

6

60

60

71

71

31

31

78

41

16

17

84

51

90

77

31

46

87

54

88

76

18

39

72

15

76

90

13

1

12

5

68

76

31

84

8

78

35

75

55

35

1

39

5

52

25

39

38

26

時代と人物
時代と予見
舌の上の散歩道
トロ』今昔
失業都市東京
実戦
責存哲學
育存と虚無と須康
失敗から何を学ぶか

実録 第二次世界大戦
実録天皇記
実録東京裁判と太平洋戦争

史伝閑歩
支店長はなぜ死んだか

自伝的女流文壇史
自伝的日本海軍始末記
史伝 山本元帥

,壺那を語る

支那及満豪
支那 機構と人物
支那共産党史 上
支那共産党史 下
支那銀行論
文那近代工業発達史 下巻
支那軍事史
支那軍はどんな兵器を使っているか

支那経済事情講話
支那経済読本
支那経済の構造
支那経済の崩壊と日本
支那経済物語
文那現下の政治動向
支那国際関係概観

支那国定排日読本
支那財政経済論
支那三十年
支那事典
詢
支那事変歌集 戦地篤
支那事変句集
支那事変国際法論
驀 記 第二集
支那事変実記 第四集
支那事変実記 第五集
支那事変実記 第六集
支那事変実記 第八集
支那事変戦史 前編
支那事変戦史 後編
支那争鍵 戦跡の栞
支那事変戦跡の栞 上巻
支那事変戦跡の栞 中巻

―

の豪 下巻
支那事変戦争指導史
支那事変忠勇烈伝 陸軍之部
支那事変忠勇列伝 陸軍之部
支那事変忠勇列伝 陸軍之部
支那事変忠烈偉勲録
支那事変と無麟
支那事変秘史
支那・上海の経済的諸相
支那小史 黄河の水
支那人
支那制覇戦と太平洋 上巻
支那嗣覇戦と太平洋 下巻

支那戦場の経済と心理
支那戦争経済の研究
支那千日史話

8 1"-r' ===========3
38

38

66
56

79

59

3

3

52

6

7

16

81

2

73

17

53
37

5,6

4?

13

13

52

64

60

60

51

50

51

51

51

12

17

22

50

36

36

16

75

76

49

16

16

16

16

16

15

15

59

t5
15

15

13

60

60
do
60
13

16

51

21

38

47

47

51

50

51

21

88

69

68

52

52

45
50

68

57

51

5(
42

64

5

52

23

12

42

第 11巻
第25巻
第 3巻

墜
秘

支那駐屯歩兵第二連隊戦誌
支那鉄道史
支那土壌地理学
支那南洋に於ける最近日貨排斥の経過並に影響
支那に於ける特殊通貨の研究
支那における列強の角逐
支那に於ける列強の工作とその経済勢力
期「攀 臨
支那の男と女
支那の経済建設
支那の現実と日本
支那の現状
支那の工業機構
信濃古寺巡訪
支那の国家歳計と財政制度
信濃路に埋もれた人々

捌 の機
螂 の鏡



9 1o-1. =======:-3
瑯 の輔
支那の知性
支那の民族性と社会
支那幣制論
支那兵・ +扉・紅槍会
支郡辺区の研究
螂       

・

螂 疇 話
支那問題叢書
支那論と随筆
支那は支那なり
支那は生存じ得るか

詩のこころを言詢
死の檄悔
死の日本文学史
詩の話
師範学校

=関
スル調査 昭和十二年四月現在

渋沢栄一伝

“自分流"で生きてみないか

資本主義経済学の史的発展
島崎藤村
島津斎彬公伝
自民党全権の構造
市民文学論
市民文庫 118
市民文庫 128
市民文庫 135
市民文庫 3020-A
市民文庫 40
市民文庫  502
市民文庫 58
死もまた凛じ
下山総裁の追億
邪悪なる精神
社会科
社会科教育の理論      ,
社会科教材構成
社会問題講座 第一巻
社会問題講座 第十巻
社会問題講座 第二巻
社会問題講座 第二巻
社会問題講座 第四巻
社会問題講座 第五巻
社会問題講座 第六巻
社会問題講座 第七巻
社会問題講座 第八巻
社会問題講座 第九巻
弱兵記
写真集 明治大正昭和 岡崎
ジャワ進駐の思い出
上海共同租界誌
上海事変

上海事変を語る
上海戦闘史
上脚戦と国鮭
上海要覧
鍛 態

周恩来
週刊誌五十年
従軍絵日記
従軍特派員決死の筆陣 大東亜戦争史
重慶
重慶抗戦力調査日記
重慶政権の政情
重慶政府戦時経済政策史
重慶論
銃後独話
蹴
十三階段を上る
十字街頭を行く

重臣論
終戦直後の財政・通貨・物価対策
終戦秘史
秋蝉道人随聞
自由と解放へのあゆみ

自由民権思想 上

自由赫 下
授業書『溜池・大井川用水』 付 手びき 解説

首相官邸は血しぶき
ジユニア日本の歴史 6
朱筆 出版月誌 1968‐ 1978
主婦の友社の五十年
趣味の支那競談
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酒類業界
順逆の人
春及鷹随談
殉国沖縄学徒隊 愛と鮮血の記録

春日随想
純粋観客
ショージ君のコラムで一杯
ショージ君の青春記
傷疲軍人詩集

締
蓄介石と国蜘 府
薪介石秘録 10

…

 11
書介石秘録 12
落介石秘録  13
票駒介7予配餞肇 6
甲窃,7罰目隆妻 7
J督髄 ブック0オ ブ・ プックス

小学館ブック・ オブ`ブ ックス

小学教育大講座 第八巻
小学校社会科の授業 10
小学校社会科の授業 8
城 卜rl」金澤 文壇資料

枷 赫
将軍の四季
将軍の生活 その他
証言・昭和維新運動
証言太平洋戦争

日本の美術
日本の美術

証言私の昭和史
証言私の昭和史
証言私の昭和史
証言私の昭和史
証言私の昭和史
証言私の昭和史
将校患者

1

2
3
4
5
6

谷川健―評論集

大艦か小艦か飛行機か

薔T業王 小平浪平
渉史漫筆
小説朝日人
小説 江戸歌舞伎秘話
小説帝銀事件
常設展示解説書 1 北の夜明け

常設展示解説書 2 先住の人びと

常設展示解説書 3 新天地を求めて

常設展示解説書 4 開けゆく大地

常設展示解説書 5 産業のあゆみ

常設展示解説書 6 北のくらし

小説の効輛・青べか日記
小説吉田学校 第二部 覚人山脈
小説 吉野秀雄先生

消登ラッパと兵隊
聖徳太子御憲法玄恵議抄
少年少女おはなし世界歴史 22
少年少女 20世紀の記録 32
情念の革命家 ヒトラーの問争

情報士官の回想
情報戦争
常民への照射
常民の思想
縄文集落
姉 騒
癬 談
靭 の輝
勝利を惧れる

昭和維新
昭和維新試論
昭和海軍秘史
1昭和外交史
昭和楽檀の黎明
昭和軍事史叢書

昭和群像
昭和経済側面史
昭和経済50年
昭和研究会
昭和三年史
昭和財界風雲録
昭和財政家諭
昭和三年史
昭和思想史における神山茂夫
昭和史探訪 1 昭和初期
昭和七年 上海事変
昭和七年・上海事変記念写真帳
昭和七年 上海事変誌
駒 鰤
昭和史の瞬間 _下

昭和史見たまま
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昭和社会経済史料集成 第二巻
昭和社会経済史料集成 第二巻
昭和社会経済史料集成 第四巻
昭和社会経済史料集成 第五巻
昭和社会経済史料集成 第六巻
昭和庶民史
昭和人物秘録
昭和政治経済史への証言 上
昭和政治経済史への証言 中
昭和性相史 戦前 0戦中篤
昭和戦後史 上
昭和戦後史 下
昭和大雑誌 復録版 戦前編
昭和短歌史 ―

昭和短歌史 二
昭和の激流
昭和の政治家たち
昭和の戦争 ジャーナリストの証言 8
昭和之光
昭和の機顔
昭和板乱史
昭和名作選 3
昭和遊撃隊
昭和四年史
昭和流行歌の軌跡
昭和六、七年事変海軍戦史
初期南画の研究
食 京都の誘惑
食前食後
食卓の文化誌
食の科学叢書 2
食の近代史
食物の生態誌    .         ~
食糧問題ときみたち
女子勤労管理全書 第 3巻
女子の職場配置
抒情の解放
女性叢書
女性と戦争生活
女性の歴史 上
女性の歴史 下
初代長瀬富郎伝
書中のつき合い

書物と印刷の文化史
地雷火隊長
不知火の記
資料生徒と学ぶ日本のアジア侵略
資料日本美術史
資料にみる矢祭こんにゃく史
資料丙第百八十一号D(支那奥地建設資料・政治・第四
シルクロー ドの終着駅
史鍵  2
自の十字架
城の中
自の墓碑銘
白バラは散らず
私論天皇機関説
史話 東と西
新鋭文学叢書
新河岸川舟運の盛衰
シンガポール

成吉思汗ハ源義経也
新・口八丁手庖丁
新経済全集
進撃 海軍報道班作家 前線記録 第一輯
人ロー億
新稿 憲法述義
新構大日本史 第 1巻
新構大日本史 第2巻
人口問題資料 第46輯
新雑事秘辛 金子光晴対話集
辛酸
新支那
新支那論
新修大津市史 1 古代
新修大津市史 2 中世
新修大津市史 3 近世前期
新修大津市史 4 近世後期
新修大津市史 5 近代
新修大津市史 6 現代
新修大津市史 7 北部地域
新修大津市史 8 中部地域
新修 新宿区史
真珠湾メモリアル
真珠湾は燃えている
志ん生一代 上

志ん生一代 下
新抄 明治天皇御集 昭憲皇太后御集
新政治家列博
新生支那経済論
人生について
櫂
新選 片岡鉄兵集
新選組始末記
新撰地誌 二
真相・ 西安事件
真福箱
新体制金融論
新体制辞典
新中国のたんじょう
陣中日記 その他
新潮文庫 116-A
新潮文庫  117-11
新潮文庫  1175
新潮力庫 128F
新潮文庫  1377
新潮劇車 143G
新潮文庫 170-2
新潮文庫 227-2
新潮文庫 227-4
新潮文庫 237-3
新潮文庫 249-1
新潮文庫 308■ 1

新潮文庫  321-2
新潮文庫 4C
新潮文庫  700
新潮文庫  856
新潮文庫 87D
新潮文庫 か-5-14
新潮文庫 さ-7-1
新潮丸庫 や-13-9
新潮文庫 や-2-48
新潮文庫 青46A
新伝記叢書
新東亜の初幕
新日本児童文庫 10
新日本女性史
新日本新書 10
新日本新書 147-b
新日本新書 271
新日本新書 300
新日本新書 315
新日本新書  64
人物再検討競書
人物史で学J歴史教育 1
人物史で学ぶ歴史教育 2
人物春秋
人物叢書 153
新聞記者打明け話
新聞記者二十年
新聞記者として
新聞人の打明け話
新聞人の世話手帖
新聞生活二十年
人文選書 5
新聞太平記
新編岡崎市史 10巻 史料 近代 下
新編岡崎市史 11巻 史料 現代
新編岡崎市史 12巻 民俗
新編同時市史 13巻 近世学芸
新編岡崎市史 14巻  自然
新編岡崎市史 15巻 史料 考古 上
新編岡崎市史 17巻 美術工芸
新編岡崎市史 18巻 建造物
新編岡崎市史 19巻 史料 民俗
新編岡崎市史 5巻 現代
新編岡崎市史 6巻 史料 古代・中世
新編岡崎市史 7巻 史料 近世上
新編同時市史 8巻 史料 近世 下
新編岡let史 9巻 史料 近代 上

「新編埼玉県史」別冊
新編食物史
シンポジウム縄文員塚の謎
シンポジウム 日本農耕文化の起源

~

シンポジウム柳田國男
シンポジウム邪馬台国
尋問・拷問・処刑
親鷲
親鷲思想
親鷲と被差別民衆
親鷲ノー ト
新緑青  々 ´

海軍省資料2
海軍省資料3

海軍省資料4
海軍省資料5

海軍省資料6

14

14

14

14

14

15

25

49

49

57

18

18

15

75
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8
45

17

23

16

14

79

77

2

70

58

70

“64

57

67

57

“67

55

55

74

57

55
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29

80

1

52

80

13

69
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21
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84

1

85

91

48
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針ヽ路西
新 100冊選書  9
麟
随筆 西日寺公
随筆 酒に呑まれた頭
随筆集 旅の話・犬の夢
随筆 小鳳+記
随筆 青需集
随筆銭形平次
随筆豆腐の滓
随筆 二直角
随筆 ビールレーベル興亡史  ヽ

随筆 水陰草
随筆頼山陽   ‐

水兵と稚鰤
崇文叢書 第一輯之十
崇文叢書 第一輯之十一

崇文叢書 第一輯之十九
崇文叢書 第一輯之十五
崇文叢書 第一輯之十三
崇文難書 第一輯之十四
_3文叢書 第一輯之十七
崇文叢書 第一輯之十二
崇文叢書 第一輌之十八
崇文叢書 第一輯之十六
崇文叢書 第一輯之二十
崇文叢書 第一輯之二十一

崇文叢書 第一輯之二十五
崇文叢書 第一輯之二十三
崇文議書 第一輯之二十四

崇文叢書 第一輯之二十二
崇文叢書 第一輯之二十六
菅江真澄 常民の発見
すがも
輿鴨日記
杉村廣蔵博士を億う
鈴木貫太郎自伝
図説 経済学体系 7
図説 日本の歴史 15
図説日本美術史 〔解説〕
スターリン暗殺計画
相撲清談
拘模の行方
青蛙選書 57
青蛙選書  58
西域紀行
西欧の顔を求めて
政界思い出百話
政界人物風景
政界の尖端を行く人々

政界秘話
政界夜話
税関異聞
静覧院官
世紀の自決
世紀の大行進
聖山随想
政治と文学
青春 朱夏 自秋 玄冬
青春読書日記 1946‐ 1949
青春忘れもの

青少年文化叢書
政治ライプラリー 4
青人草 下巻
精神の風通しのために

聖戦歌集
政戦六十年
聖断          ヽ

清張日記
正伝 佐人間艇長

西南戦争における農民一揆 史料と研究
青年教育と国家総動員

青年よ起て

西部劇入門
生物の世界
聖フランシスコ ザビエーガ囀
正文訓読 近代詔勅集
罐
生命保険論
征野千里
端 馨
世界革命と日本

世界経済回復

世界興廃大戦史 27
世界興廃大戦史 28
世界興廃大職史 29

65

16

2

30

85

80

83

81

81

80

82

“67

30

86

3

4

4

3

4

4

3

4

3

5

4

4

4

4

4

4

4

23

2

26

31

31

49

9

69

77

72

44

再

32

36

58

40

42

42

41

41

68

31

23

25

1

81

52

84

81

41

44

84

38

75

41

15

86

51

20

56

58

71

64

5

11

41

52

88

40

45

49

6

6

6

世界古典文庫 131
世界史における東洋社会
世界政治と

―世界政治と東菫
世界戦史 第二巻 一九こ六年 2
世界戦史 第二巻 一九二七年 1
世界戦史 第四巻 一九二七年 2
世界戦争の近東に於ける来由

世界戦と日本
世界大戦原因の研究
世界大戦と外交
世界動物記シリーズ 4
世界動乱の二十年 1915‐ 1945
世界と日本
世界の■環としての日本
世界の軍服
世界の戦史 第十巻
世界の歴史 21
世界の歴史 23
隻手に生きる
関城町史 史料編 2
赤色支那の究明
赤色スバイ国の全貌
石油帝国主義
世相あぶり出し 1
世相を語る
世相講談 上
切腹論考          |
背度の天皇

― 闘機

零戦
戦影日記
戦禍の語部
軸 武蔵ノート
醜 奥
鰤
職艦「大和」の建造
職艦大和 上
潜艦U¨ 511号の運命
一九四二年前半二於ケル米国国内情勢
一九七十年
全記録ハルビン特務機関
先駆者の系譜
戦後
戦後教育と社会科
千石興太郎伝
戦国時代
戦国と幕末
戦国武将の手紙
全国民俗誌叢書
全国歴史散歩シリーズ 35
全国歴史散歩シリーズ 43
戦後史への証言
戦後史あ発見 上
戦後文学覚之書
戦後文書評論
戦後歴史教育と社会科
戦時下の上海経済
戦時下の食料と体位
戦時下の農村金融
鵜 翻 鐵
戦時体制下のソ連
戦時服務提要
戦場
情笑至味
戦場と記者
戦場にみなぎる心
戦場の雄叫び
戦場の発
戦時立法第一年 昭和十七年
撻
戦陣随録
機
軸 戦争  1939‐ 1945
戦跡を顧みて 第一巻
戦跡を顧みて 第二巻
戦跡を顧みて 第二巻
戦線
戦前戦後
戦前における愛知県製陶労働組合運動史
宣戦の大詔
戦争
戦争を知らない世代へ 2
戦争を知らない世代へ 2
戦争を知らない世代へ 1

23 静岡編
24 静岡編
潮 編
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戦争拡大の構図
戦争私書
戦争随筆
戦争と医学
戦争童話集
戦争と歌人
戦争と教育をめぐって
戦争と共産主義
戦争と財産
戦争と従軍記者
戦争と宣伝技術者
戦争とソ連外交
戦争と短歌
戦争と父と子
戦争と日本阿片史
戦争要論
戦中手記
戦中・戦後
戦申戦後
戦中派不戦日記
戦地より父母ヘ

宣撫官
旋鳳~十

年
戦抱齢薫 懐薔録 第一輯 第二輯 合本

鮮満を籍炉に入れて

戦盲記
川柳江戸名物図絵
川柳きゃり五十五年史
川柳食物史
川柳風俗志 上巻
総会目五十年
造艦技術の全貌
創業百年の長崎造船所
象牙の箸
創元選書
創元選書 117
創元文庫 E-4
綜合国史研究 上巻
綜合第二次世界大戦史
創樹選書
創樹選書 3
叢書 わが沖縄 第四巻
叢書 わが沖縄 BIJ4

創垂可継

漱石文学におりる「甘えJの研究

宗達と光琳
想定敵国
上世年紀考
増補 役者論語
総理大臣
総理大臣の格子
総力戦と科学

曽我祐準翁自叙伝
素空 山縣公伝
続々南方随筆
続南方臨筆 ほか

素馨の花
祖国なき沖縄
底のぬけた柄杓
そしだて選書
そしえて文庫

その時この人がいた
そのひと
祖母・母・娘の時代
空は赤い
ゾルイメ事件
ゾルゲ東京を狙え 上
ゾルゲ東京を狙え 下
ゾルゲの時代
ソ聯研究資料別輯第四号
ソ連の勝因とドイツの敗国
ソ連の帝国主義
ソ聯邦の支那事変観
ソロモンの最後
尊攘思想と絶対主義
孫文伝
村落共同体
ダーダネルスニ対スル英仏軍ノ作戦 (巻―)

第一次世界大戦参加及び協力問題

第一代―豊公紀
第一野病の戦跡と回顧

第一回日英同盟とその前後

第二章
煙 と講
大河 津田信吾伝

16  大逆陰謀の末路 憂国志談
14  第九師団戦史
81  大激戦
61  大古史の謎
80  第五特設欽道工作隊
75  第二回日英同盟とその時代
55  対支外交史論
14  大文那大系 第二巻 政治・外交篇

51  大衆藝術
88  第十三師団湘桂作戦戦記
3  大衆人事録 東京篇
47  大衆文芸評判記
74  大衆明治史 国民版
31  畑 自りll
29  大正大震災大火災
58  大正の軍服
76 大戦の解割
30、 大戦の秘録
1  大東亜戦記
84 大東亜戦争
83  大東亜戦争詩集 第 1輯

86  大東亜戦争 戦時外交
14  大東菫戦日誌 第二輯
90  大東亜の資源と経営
38  大東京繁昌記
85  大東の鐵人
76  第二回日英明盟とその時代
76  第二次欧州大戦の研究
57  第二次世界大戦
76  第二次世界大戦原因の政治・経済学的な研究

52  第二次世界大戦史 2
65  第二次世界大戦戦争指導史
65  第二次世界大戦の運命を決した歴史的決断 第一部

“

  第二次世界大戦秘録
6 第二次世界大戦秘話         

｀

73  第二次世界大戦ブックス 37
69 第二次大戦前史
.3  第二次大職米国海軍作戦年誌
7  第二の開闘
68  第二の青春
38 大日本軍静
21  大日本商業史            

´

21  大日本帝国最後の四カ月
18  「大日本帝国Jの研究 フォーチュン版
74  大日本帝国の朋壊
69  太平洋危機突破論
58  太平洋国際関係史
7  太平洋戦線異状なし
70  太平洋戦争 アメリカ海軍作戦史 3
45  太平洋戦争 アメリカ海軍作戦史 4
77  大平洋戦争戦史地図
64  大平洋戦争 ドキニメンタリー 13
31  太平洋戦争と陸海軍の抗争
33 大平洋戦争日記 1
5 太平洋戦争日記 2
5  太平洋戦争ノンフイクシヨン

85  太平洋戦略論
37  太平洋の提督
76  大砲撃戦
11  大本営海軍部
24  大本営が震えた日
63  大本営発表
13  大本営発表の真相史
26 タイムス:聯許 4`
54  ダイヤモンド現代選書
91  太陽はまた昇る 1
78  第四次元の藝術
15  大陸への悲願
15  大陸慮兵実録
16  大陸戦史 画と文
14  大陸特務工作
40 劫 賠 6
38  台湾製糖株式会社史
14  台湾糖業視察記
88  田岡嶺雲選集
11  高木海軍少将覚え書
34  高木惣吉日記
21  高木背水伝
58 高崎五万石騒動
46  高杉晋作全集 ユ
55  高杉晋作全集 2
84 高野長英伝
45  高橋是清翁のこと
90 高群逸枝
9  滝択馬琴 下
32  濁流
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武田信玄の経綸と修養
武林無想庵盲目日記
竹べらとベン
ロ尻愛義回想録
鵠が音
堕胎間引の研究
戦い終る
たたかいに生きて

戦ひの塑像 歌集
戦ふ国 戦ふ人
戦へる日本
断たれたきずな
起ち上る人 ,
鵬 赫 騰
立原道造の世界
立入宗継文書 川端道喜文書
田中角栄研究 全記録 上
国申角栄全記録
田中作戦部長の証言
田中千弥日記
たばこと塩の博物館 展示品図録
旅路の想い

旅‐父と子
たべもの歳時記
玉の井挽歌
田山花袋
グラスの熱い日
鱈の来る村
坦庵展図録
短歌新聞選書

淡交選書
男爵 坂本俊篤伝
探史齢涯
靭
単独旅行者
旦那の意見
近きより 1
近きより 2
地下水脈
地下他界
地球駿壊
筑摩叢書  213
ちくま麟

地図はさそう
父・ こんなこと

父 浜口雄幸
秩父国民党
秩父国民党群像
秩父官療仁親王

父 南方熊補を語る

時
茅野市靖国忠魂録
知の周辺
地方議会闘争史
地方史を生きる

地方生活
チャーリー・チャップリン

茶室と露地
茶の建築
申学国文読本 一ノ巻
中華民国満州帝国 人名地名便覧
忠鑑 畑元帥
中共見聞記      ′

中攻
中公叢書
中国富蒙列伝
申公文庫      ｀

中国回想録
中国革命史
中国革命長征史
中国革命と毛沢東思想
中国共産党史
中国共産党と民族統一戦線
中国共産党 1
中国近現代史 上巻
中国近代史話
中国国民党史
中国人の視座から

中国人物叢書 12
中国人民革命史論
中国人民革命戦浄地図選
中国侵略秘史
中国戦後の動態
中国戦線の反戦浜士
中国叢書
中国と日本陸暉 下
中国ナショナリズムと日華関係の展

中国日記
中国に学J
中国の知恵
中国の地理
中国の命運
中国文明の成立
中国歴代貨幣
中山王国文物展 中国戦国時代の雄
中支湖南戦線とプニゲンビルの死闘
護釈東湖詩炒
中世の女たち
中南麟餞鶏剤傷観
中日新聞に見る 昭和の追憶 上巻
忠勇列伝 満洲上海事変之部 第6巻
招零の要塞B29
調査資料 4
朝鮮史に生きる人びと
朝鮮人・私の記録
蝶のきた道
諜報・工作
千代田城
ちょっといい話
鐵
鎮魂戦艦大新 下
青島職記/北清観戦記
追想 末川 博
つひに来たる日
墜落の夏
通商条約講和
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26
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12

25

29

2

60

1

44

7

82

71

69

65

55

24

26

36

85

4

24

1

2

6

11

17

18

21

24

27

28

29

30

52

40

42

48

49

57

通俗教育全書
通俗教育全書
辻 政信
都筑道夫ひとり雑誌 第2号
土と兵隊
百 酔

妻たちの二・二六事件
冷い戦争
強 く正しく明ろき政治
睦
鶴ケ城を陥すな
つれづれに
つはものの歌
ディエゴ・

帝王後醍醐
抵抗の哲学
帝国海軍の謎
帝国議会議事速記録集 第六十七日
帝園議会議事堂建築の概護
帝国議会の話

デ・サン・ フランシスコ

クロォチェ

報告・書問集
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帝国憲法講義
帝国公法大意 第 1分冊 憲法
帝国主義の開幕
帝国幽霊・黄狗の悲鳴
帝国陸海軍事典
帝国陸軍機甲部隊
帝国陸軍の最後 1 進政篇
帝国陸軍の最後 2 決戦篤
帝国陸車の最後 3 死闘篇
帝国陸軍の最後 5 終末篇
帝国陸軍兵器考
提督伊藤整―の生涯
提督 草鹿任一

提督・スプルーアンス

帝嗜隆翔昨の鏡
幽 の響
定本戦争文学論
定本 富岡日記
定本名将言行録 上
敵団長会見記
鉄血陸戦隊
敵国アメリカ通信 開戦前の巻
鉄道創設史伝
鉄道旅行案内
鉄の語る日本の歴史 1
鉄の語る日本の歴史 2
テロルの決算
天下太平に生きる
転換期の農業問題
転形記
田健治郎伝
天国から地獄ヘ

伝承の論理
天津居留民団二十周年記念誌
田締有楽
天皇暗殺
天皇機関説
天皇家の饗婁
天皇家の戦い

天皇家の秘密
天皇きまお脈拝見
天皇さまのサイン

天皇制国家と植民地伝道
天皇 。その涙と微笑
天皇と木戸
天皇とともに二十年
天皇と板乱将校
天皇のお客さん
天皇の軍隊

天皇の人生
天皇の年輸
天皇の美術
天皇の料理番
天皇ヒロヒト

天皇不親政の伝読
天皇陛下
天皇 第一巻
天皇 第二巻
天皇 第二巻
天の蛇
天保騒動記
電力界の功罪史
獨逸外交政策
ドイツ帝国主義史論
東車研究所資料丙第二百九十号C
東聾鱗究叢書 4
東亜新書
類 全局の鋸
東亜叢書
東亜同文書院生
東亜の政治的新段階
東亜文化叢書 第 1

陶庵公
統一への進撃
投影法によるパーソナリティの研究
陶淵明伝
東海選書
営観無常 歌集
東京奇襲
東京裁判
東京裁判をさぼく 下
東京裁判の正体
東京裁判報告 第2輯
東京市電
東京選書 44

東京地検特捜部
東京の原像
東京の三十年
東京の兵隊
東京文壇事始
東京夢幻図絵
東京闇市興亡史
東宮大佐
東宮鉄男伝
夕麟1選目
東行遺稿 上
東行遠稿 下
東郷元帥の戦略。戦術
桐後亭日録
東西抄
東西沐浴史話
同時代蒙書
同時代の作家たち
蕩児の家係
東條秘書官機密日誌
東條英機
東條英機 暗殺の夏 上
東條業機と太平洋戦争
東書選書
童心集
統師権の猟寺

東大寺と国分寺
東潮ライプラリー 102
果開アジア現代史
東日七十年史
東風西雅
豆腐屋の痢ス
東邦研究  ~ .
東北人口 人日問題東北地方協議会報告書
東北農村記
童馬山房随聞
頭山満翁正伝
洞爺丸はなぜ沈んだか
東遊記
東洋学の創始者たち
東洋人の行動と思想 25
東洋戦争実記 北清戦史 上
東洋と西洋の会合 上巻
東洋の米 西洋の小麦
東洋文化講座
東洋文庫論叢 第一七
東和商事合資会社社史
逮い日の戦争
尖石遺跡
土岐善麿歌論歌話 上巻
時のうごき
ドキュメント=近代の顔 1
ドキュメント=近代の顔 4
ドキュメント 群馬事件
ドキュメント狭山事件
ドキュメント失業
ドキュメント 戦争と外交 (上 )

徳川夢替の世界
徳川夢戸の間答有用 2
徳り|1夢戸の問答有用 3
独裁政治諭叢書 第二巻
読書日記

読史餘録
徳田球一

毒の文化史
特派員の手記大戦前夜の外交秘話
特別史跡 一乗谷朝倉氏遺跡 3
特別叙勲類纂 (死投者)上
特別法罰則適用総鑑
毒ヘビは急がない

徳間づυ車 407-1            _
年月のあじおと
都市民俗論の課題
特高
特高教程
特高警察読本
特高警察秘録
特高の回想
特攻の思想
特高法令の新研究
独歩吟
届かなかった手紙
ととましり
隣組防犯講座 第二輯 掏摸・詐欺編
柱甫ノート         

｀
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富岡製糸場誌 上
富岡製糸場誌 下
都民とともに三十年
友よ,さ らば
富山大空襲
豊田佐吉伝
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豊臣平和令と戦国社会
虎と戦争と軍医
どん底のたたかい

屯田兵
屯田兵村の百年 上
屯田兵村の百年 中
屯田兵村の百年 下
内外綿株式会社三十年史
なおかつパイプのtjむ り
永井柳太郎  、

長く険しい道
長崎県史 近代編
長崎随筆
長時唐人屋敷
長崎の殉教者
長時洋学史 上巻
長崎洋学史 下巻
長崎洋学史 続篤
長崎ロシア遊女館
中里介山伝
申里介山と大逆事件
永日事件の公判記録
永田町一番地
長野県教育史 第六巻 教育課程編分冊
中野重治選集 3
申原申也
長屋大学
長屋門
流れの底に真実は光る
名ごりのゆめ
なぜ天皇制か
何故に斎藤隆夫君は懲罰に附せられたる子
謎の近世画家
ナテス狂気の内幕
ナチス第二帝国の崩壊
ナチス獨逸の解割
ナチと原爆
懐しき文士たち 昭和篇
納豆沿革史
波まくらいくたびぞ
南海のあけぼの

南京・ 広島・ アウシュヴイッツ

南船北馬
南島研究の歳月

｀

耐騰受綿録
駿 宗艦
軟派にっぼんの100人
南部藩参勤交代図巻
南方録
南方石油経済
南方労働力の研究
南洋興発株式会社三十週年 皇紀2601
肉弾は飛ぶ

西日信春書簡・追億
西成十字架通り      

｀

二十世紀の神幡

贋食物誌
日英戦争論
日独伊同盟 。日ソ中立条約
日独ソ大陸プロック論
日米外交史
日米外交白書
日米航空戦史
日米交渉
日米交渉秘話
日米戦はゞ

日満関税政策の研究
日満支経済諭
目0も し戦はば?

日魯漁業経営史 第 1巻

日露戦役回顧録
日露戦役従軍日誌 鶴田軍医総監
日露戦役陣中日誌
日露戦役戦陣余話
日露戦役 忠勇列伝
日露戦役余談
日露戦塵肉弾海行かば

日露戦塵肉弾山行かば     、

日離
日露戦争を語る

日華交渉史
日華争変 上
日幸子変 下
日華叢書
日支交渉史話
日支事変外交観
目支事変経済史
日支事変と次に来るもの

日清戦争と二国干渉
日清日露両役の現時局への教訓
ロソ回交問題 一九一七～

一九四五
日中十二年戦争と私
日中戦争裏方記
日申戦争と国際的対応
日申全藤
目中友好の捨石 秘録 土肥原賢二
日中両党会談始末記
日糖最近十五年史
ニッボンの女
二・二六

二・二六事件
二 e二六事件への挽歌
二・二六事件と下士官兵
二・二六事件と郷土兵
二・二六事件の兵隊
二・二六と下級兵士
二宮翁夜話
二宮尊徳
日本医学の夜明け
日本映画女優史
日本映画発達史 3
日本映画発達史 4
日本映画名作全史 戦前編
日本を震撻させた四日間
日本を震憾させた200日
日本を守る潜水艦
日本財界人物伝全集 第十巻
日本外交史

"J巻

2
日本外交史研究 外交と世論
日本外交史研究 昭和時代
日本外交史研究 日中関係の展開
日本外交史の諸問題 3
日本外交史 1
日本外交史 10
日本外交史 11
日本外交史 12
日本外交史 13
日本外交史 15
日本外交史 17
日本外交史 1853‐ 1972 1
日本外交史 1853‐ 1972 2
日本外交史 19
日本外交史 2
日本外交史 20
日本外交史 21
日本外交史 23
日本外交史 24
日本外交史 3         _
日本外交史 32
日本外交史 4
日本外交史 5
日本外交史 6
日本外交史 7
日本外交史 8
日本外交史 9
日本外交の主役たち
日本外交秘録
日本外交秘話
日本外交黙描
日本海大海職史
日本海地域史研究 第二朗
日本革命運動史の人々

日本歌謡集
日本紀年新考
日本共産党第6回全国協議会決議集
日本共産党テーゼ
日本近代史料叢書 A‐ 3
日本近代戦争文学史
日本金融資本論
日本書館記
日本軍が銃をおいた日
日本軍事史説話
日本軍政とインドネシア独立
日本軍脚暗闘史
日本経済沿革史
日本経済史
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日本経済史の研究
日本経済図表
日本経済年誌 昭和十二年版
日本経済批判
日本芸能史ノー ト

日本研究叢書
日本憲政史
日本建築史序説
日本建築の特質 日本建築史論集 1
日本憲法史研究
日本憲法の基本主義
日本工業文化史
日本国憲法「改正J史
日本国誌資料叢書
日本国勢国会 昭和十六年版
日本古代桑作史
日本古代史の謎
日本音

…

史
日本音代の色彩と染
日本古典全集

『 日本』再発見
日本茶道史序説
ニホンザルの生態
日本山岳伝承の謎
日本産獣類雑話
日琳嗜量勇目勿棗鶴活
日本死刑史
日本時事詩集
「日本史J「世界史」検定資料集
日本思想史に於ける否定の論理の発達
日本思想戦大系
日本,支那,欧米
日本史の再発見としての沖縄の歴史 上

日本資本主義と労働問題
日本社会経済史 第一巻
日本社会主義運動史講話
日本社会史諭集
日本写真史1840‐ 1945
日本終戦史 上
日本終戦史 中
日本終戦史 下
日本史用語集
日本商船隊の崩壊
日本書紀新講 上巻
日本書紀新講 下巻
日本櫨民思想史
日本史科選書 10
日本人の交際
日本新文化史 第十巻 江戸時代前期

日本新文化史 第十一巻 江戸時代後期

日本政治史
日本政治百年史     

′

日本政治腐敗史
日本戦犯回想録

日本選兵史
日本大雑誌 復録 昭和戦中篇    ‐

日本抵坑文字選
日本侍承童静集成 天体気象 動植物唄篤

日本田制史
日本登火史
日本と支那
日本奴隷経済史
日本に於ける農業恐慌
日本に迫る影
日本人参史
日本の遺書
日本のいちばん長い日

日本の医療史
日本農業技術史
日本農業経済計算論

日本農業の特質と危機
日本農業労働論
日本農耕文化の起源 、

日本の海軍
日本の海軍 上
日本の海軍 下
日本の家紋
日本の逆転した日

日本の教科書づくり

日本の国ができるまで

日本の軍艦
日本の軍隊

日本の広告写真 100年史
日本の財閥

日本の食物文化

50

50

50

50

50

70

42

48

65

65

48

48

64

48

19

52

68

9

67

70

35

8

72

64

35

64

64

48

76

55

5

59

45

20

49

50

39

7

70

16

16

16

7

65

9

9

51

10

57

8

8

41

41

41

17

61

14

90

58

67

57

14

50

67

16

68

78

17

64

67

67

67

67

67

65

65

65

25

52

55

8

65

60

68

52

57

日本の政治
日本の戦車 上

日本の戦漂  (上海篇)

日本の旅人 9
日本の地名
日本の鉄道百年
日本の謎
日本の曲り角
日本の民家
日本の歴史文庫 17
日精
日本反戦詩集
日本美術随想
日本ファシズム下の宗教
日本ファシズムの発展過程
日本フアシズム批判
日本ファシズム 2
日本風俗史考
日本風俗史 中
日本風俗史 下
日本富蒙発生掌
日本婦人運動小史
日本文学研究史論
日本文學辞典
日本文学における生活史の研究
日本文化史序説・ 先史時代の文化・大和時代史
日本文化史図録
日本文化史ノート

日本文化名著選

日本プロレタリアー トの問題
日本プロレタリア文学運動史
日本兵士の反戦運動
日本兵食史 下巻
日本防空史
日本紡織技術の歴史
日本法制史
日榊 史臨
日本母権制社会の成立
日琳姫覗舞学
日本民間信仰論
日本民族派の運動
日本民族文化史考
日本民族諭
日本盲人社会史研究
日本敗れたり 御前会議
日本郵船戦時船史 上巻
日本郵船戦時船史 下巻
日本郵便切手・はがき図録 1871‐ 1971
日本瞬怪変化史
日利陸軍工兵史
日本陸軍史
日本旅行史
日本歴史 上
日本歴史学講座
日本歴史辞典
日本歴史新書
ニミッッの大平洋海戦史
ニュースカメラマン
ニュー・ フォークロア双書
女兵
入門 世界歴史の読み方
ニュルンペルク裁判
人間へのまなざし
人間を考える
人間を求めて
人間解放の人びと
人間・故郷・文化
人間 西園寺公
人間讃歌
人間ゾルゲ
人間提督 山本五十六

人間 東條英機
人間松岡の全貌
根岸寛一

熱血秘史 戦記名著集 第十巻
ねぼけ人生
年刊歌集 昭和8年度版
警 赫
年々留
ノート憲害
農業政策 _

農業問題序論
農業問題入問
農村自救論
農村社会史諭講
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農村青年‐稲垣稔
農村地帯食物指導の研究
野口遵
野口博士とその母
野口英世 少年期
野尻湖の発堀 1962‐ 1973
野田争議の経過目録
野田争議の真日経過及現状
野田争議の頭末
野田大労働争議
野田の労資争議
野田労働大争議資料集成
のどぼとけ念仏
ノモハン戦記
ノモンハン美談録
海苔の歴史    ヽ

ノロ高地
ノンフイクション全集  20
灰色のユーモア

敗国を衝く
俳句つれづれ草
俳句はかく解しかく味ふ
敗戦日記 大同江
灰の文化誌
詐風 柳多留 初篇
誹風 柳多留 二篇
誹風 柳多留 三篤
誹風 柳多留 四篤
ハエとハエとり壼
萩原恭次郎詩集
馬琴日記 天保二年
自風の美術
伯爵平田東助伝
難
爆弾三勇士の真相と其の観察
幕府瓦解史 前編
幕府瓦解史 後編
幕府時代の長崎
幕末愛國歌
幕末維新風雲通信
幕末外交
幕末外交秘史考
幕末奇談
幕末酒徒列伝
幕末新選組
はしくれ帖 1950‐ 1979
はじめての朝鮮語
橋本大佐の手記
臨

動 青

場末風流
蓮田善明とその死
筈見恒夫
支倉常長伝
繊 記
入月十五日
入月十五日の天気図
八月の詩人
八十年の生涯の記録
発掘から推理する

場の藩闇
鳩山一郎 回顧録
話のたね
花と日本人
花の宴
華の碑文 世阿弥元清
花々と星々と

塙新書 6
時
塙保己―伝
羽仁二郎対談集
羽仁二郎 竹中労対談 アジア燃ゆ

馬場 [ ]一伝

浜口雄幸氏大論弁集
浜口雄幸氏名演説集
浜田青陵とその時代

破減の日
破門の哲学          _
ハヤカワ・ ノンフイクショ

林房雄評論集 第4巻
林有造翁の獄申記
原首相 暗殺の真相

原敬関係文書 第一巻 書輸篇一

原敬関係文書 第二巻 書輸篤二

原敬関係文書 第二巻 書輸篇三

原敬関係文書 第四巻 書類篤一

26  原機関係文書 第五巻 書類篇二
64  原敬関係文書 第六巻 書類篤三
29  原敬百歳
29  はりがね
29  ハリねずみと狐
64  遥か戦火を離れて
55  選かなる華北
53 運かなる旅
53  選かなる平和に
55 春のある文学史
55  春の城
53  パルバロッサ作戦
3  波照間島民俗誌
87 披浪
84 半眼抄
68  半田空襲の記録
78  般若心経講義
3  晩年の生活記録 上
89  晩年の生活記録 下
17  晩年の東郷元帥
74 [都 ]陽湖は青かった
75  1Et e暗殺・陰謀政治の時代
85 範例方式による授業の改造
56  反歴史主義の文学
76  パウル ,ク レー

76  パリ講和会議
76  ビールの本     .
76  比較文化への視角 '
4  東アジアの世界帝国
76  氷川清話
83 彼岸燎乱
69 樋日一葉伝      ´

26  悲劇の将軍石原莞爾
38  悲劇の証人
87  肥後国史料叢書 第3巻
10 販女
10  ビジュアル版 世界の歴史 19
20  ビジュアル版 世界の歴史 5
74  ビジュアル版 世界の歴史 8
10  非常時局にたつ 近衛公
45 非情の空
10  非超現実主義的な超現実主義の覚え書
82  ヒットラーがそこへやつてきた
23 「 ヒットラー綱領」批判
77 人殺・密通 その他
59 人と思想 8
72  人の砂漠
14  人の日の塵を見る
75  ヒトラー

78  ヒトラー・ ある息子の父親
81  ヒトラー最後の十日間
73  ヒトラー最後の日
71  ヒトラーと映画
26  ヒトラーの奇襲
78  ヒトラーの金脈
76  ヒトラーの戦争 上巻
89  ヒトラーの戦争 下巻
76  ヒトラーは語る
32  ヒトラ政治下独逸資本主義の変貌
9  人は獣に及ばず
72 緋の記憶
40  火の国の女の日記 上
1  火の国の女の日記 下
9  火の如く
72  美の秘密
79  日の九・君が代・紀元節・教育勅語
27  日の丸は紅い潤に
57  美め誘惑 随想集
10 難 雌
26  日間賀島民俗誌
38  美味求真
37  秘密口座番号
25 秘密の上海
40 美味放浪記
40  病院船
26  漂海民の人類学
91  評釈前線秀歌
4  病跡学・ 史学叢談
25  標的周辺
41  評伝アドルフ・ ヒトラー
26 .評伝尾形亀之助
12 評伝 高橋是清
40  評伝 渡辺直己
40  漂泊と定住と
41  評論感想集 上
41  評諭感想集 下
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平賀元義研究
平賀元義の歌
報 通 話
平塚市傷痰軍人名鑑
平塚市戦歿者名鑑
平沼瑛―郎回顧録
平薇日程書簡集
秘録宇垣一成
議 韻
秘録 沖縄戦史
秘録 川島芳子
秘録 特務諜報工作隊
秘録北満永久要塞
ヒロシマベの七時間
広島が減んだ日
広島原子爆弾の手記 絶後の記録
広島大本営
ヒロシマ日記
ヒロシマの子
風雲閣閑話
風雲児内田信也
風雲南京城
風雪二十年
風雪の中の対話
風雪夜話
風俗文化史選書 8
風媒社資料双書
臨
臨 罐
フォトドキュメント天皇陛下の会話集
探尾正治の手記
武漢攻略参戦記
武漢兵鈷
不翻 な自画像
ふくい女性史
福田大将伝
武家の夫人たち
冨山房百科文庫 51
富士市の文化財
富士日記 上           _
武州高麗郡中山村記録
武術・天然理心流 上
藤原仲麻昌
婦人公論の五十年
婦人雑誌ジャーナリズム

札差と両替
二つの祖国

―

座

覆刻日本音典全集
武邊叢書 巻四・五
プラッセー海軍及海運年鑑  (諄書)一 九二五年版
プラッセイ海軍及海運年鑑 (詳書)一 九二三年版
フランス人民戦線
フリデールロ記
プリューニング回顧録 一九一八～三四年 下巻
存虜二関スル抗議二関シ存慮情報局及僣虜管理部が庭置
ふるさとの想い出 229
ふる星発見 第 1集
ふろ里発見 第2集          、
浮浪者と売笑婦の研究
風呂と湯のこぼれ話
風呂と湯の話
フロンテイア・ プック
文学者の革命実行カ
文学と人生について
文学と私・戦後と私
文化の転回
文庫クセジュ 460
カ弱の価値
文春文庫 310-1
文春文庫  106-71
文春文庫 107-7
文春文庫 115-11
文春文庫  123-3
文春文庫 132-5
文春文庫  141-3
文春文庫 141-4
文春文庫 141-7
文春文庫 142-13
文春文庫 159-2
文春文庫 160-1
文春文庫 160-2
文春文庫 172-1
文春文庫 172-2
文春文庫 177-5
文春文庫 192-2

74  文春文庫 196… 2
74  文春文庫 209-2
74  文春文庫 213-1
25  文春文庫 215-1
23  文春文庫 217-2
26  文春文庫 217-5
70  文春文庫 224-4
33  文春文庫 227■ 2
21  文春文庫 240-3
18  文春文庫 244-1
34  文春文庫 248-4
86  文春文庫 301-2
87  文春文庫 391-1
91  文春文庫 411-1
17  文明感想集
87  文明批評家としての露伴
13  闘也荘閑話
84 平安日記文学
47 米英東重侵略史

“

 兵役法詳解 全
35  陛下の人間宣言
14  平家物語の虚構と真実
35 米国海軍の真相
80 米国講座叢書 第七編
2  米国対支経済勢力の全貌
44 米穀統制論
55 米国に使して
25  米国の大平洋政策
79 平時国際法論
24  兵隊さんに送る女子慰間文
79  兵隊たちの陸軍史
59  米中関係
89 兵に告ぐ
30 平民宰相 浜口雄幸
54  平民宰相 昼観
26  平民宰相 若槻礼次郎
10  兵旅の賦 第二巻 昭和編
11  平和教育の学習課題
69  平和と自由への驀進
84  勁 と幹
18  平和の発見
72  別子開坑二百五十年史話
25  紅と紺と
2 紅花幻想
2  ベルリン日記  1934‐ 1940
50  ベルリこ′ 1928‐ 1933
89  ヘロイン

・
上巻

45  ヘロイン 下巻
10  弁護二十年
8 弁護二十年
62  北京収容所
62 北京二十年
42  北京の四年
54  ホー・ チ・ ミン
22  法学通論教程草案 憲兵上等兵候補者用
49  亡国の回想
19 宝庫満蒙は招く
19  謀殺下山事件
19 紡績生産費分析 上
54  法窓秘聞
57 放送夜話
57  豊太間の私的生活
43 法廷考現学
74  法廷五十年
31  奉天経済二十年史
80  報道写真 海軍作戦記録 大陸篤
67 芳塘随想 第九集
45  報道戦線
85 鰤
82   幸侵書菫g署メヽ
75  抱沫の二十五年
81  携律の階級性
15 謀は
79  法隆寺再建非再建論争史
70  法隆寺法起寺法輸寺建立年代の研究 ―
60  法睦寺法起寺法輪寺建立年代の研究 二
60  ほがらか特務兵
55 北越草葬維新史
77    ゴヒメ

=護

壬初等言竜Jト
79 北皮経済の新動向
79  北支八省の資源
79 北清事変救護作業概要
66  北清事変救護作業概要続編

“

  墨林 [間 ]話
32 歩行者の折りの唄
77 棘 諄 齢

“

”

１

田

“

∞

η

ｌ

６５

”

８９

“

７５

１

８‐

７５

５３

８３

２‐

６‐

２５

７７

６５

４２

５‐

６７

“

４７

聟

７２

６２

４７

‐２

あ

２６

弱

虚

５５

０

４７

８４

６５

５５

８‐

２２

２２

６４

６４

４９

場

錦

Ｂ

７

５４

綿

‐４

“

８９

“

毬

６９

５２

４９

・４８

Ю

６５

２

”

４７

４

４５

４８

‐２

６５

６５

６５

７９

‐２

”

”

“

６‐

６‐

７０

７７

４



INDEX・・ 19 1.-l* ===========:
保存の声 8
億長
北海道開拓の村
北海道駒殖史
坊っちゃん軍医
ほとけの司令官
炎の女 伊藤野枝伝
炎のよ道者
歩兵操典註解
歩兵第ニー五連隊戦記
歩兵第百七十連隊
ほるぶ現代ブックス 7
ホロンバイルロ記
本倉
本質明叙 国史概観
本邦警油業の発達と其労働問題
本屋風情
凡麿さについてお話させていただきます
ポーツマス講和会議日誌
ポーツマスの旗
ポイント0ブックス
マーチン行日記
毎日選書
毎日年鑑 昭和三年
毎日年鑑 昭和三年
毎日年鑑 昭和十一年
毎日年鑑 昭和十二年
毎日年鑑 昭和十三年
埋没した青春
牧田甚―追悼集
牧野伸顕伯
マクドーナルド
増田甲子七日想録
町方向心日記抄
松井坦
松岡全権大演説集
松岡洋右
松岡洋右 下巻
マッカーサー回想記 上
マッカーサー回想記 下
マッカーサーの新聞検閲
松笠集
松代大本書
松本奎堂
松本平の話
松本連隊の最後
まつり
マヘポ社日誌
幻のアヘン軍団
マヤヨフスキー選集 1
マヤヨフスキー選集 2
マヤヨフスキー選集 3
真山青果随筆選集 第 3巻
マラリア戦記
マリキータ      ・

マリコ

丸山蘭水楼の遊女たち
マレーの虎
まれびとの塵
回り道を選んだ男たち
満軍刑法講義
満支移民の重大性
満支このごろ
満支漫録
満洲異聞
満洲及上海に正しき日本を観る
潮 臨
満州共産匪の研究 第一

満州共藤扉の研究 第二
満州経済十年史
満洲経済年報 一九二五年版
満州経済年報 昭和十二年版
満州建国と五省の富源
満州建国の歴史
満州国行政執行法/治安警察法/軍機保護法講義
満州国警察史
満州国警察小史 第一編
満州国警察小史 第二編
満州国警察小史 第二編
満州回刑事訴訟法講義
満州1国現勢

「満洲国J皇帝の自伝 わが半生 上巻
「満州国」皇帝の自伝 わが半生 下巻
満州国境問題
満州シベリア二千目
酬 懃

満州事変作戦経過ノ概要
満州事変実誌
満州争変大写真帖
満州争鍵の真相
満州事変の裏面史
満洲上海事変尽忠録
満州上獅予変名誉記録
満州集団移住地の展望
満洲地図 少国民詩集
満州地名辞典
満州読本 昭和二年版
満州年鑑 昭和八年
満州農業移民と農村青年
満州農業経済論
満州の獄窓に祈る
満州の農業機構
翻 寵
満州問題の基調
満鮮産業の印象
油鉄を語る
満鉄最後の総裁 山崎元幹
融 の観
翻 行
敵 畔
笏
満蒙事情総覧
満蒙の重大化と実力発動
演遊綺談 満州は微笑む

見える学力,見えない学カ

=笠
文庫 133

三笠文庫  169
=笠文庫 83
ミカド
三國一朗の人物誌
三島由紀夫
水先案内人の眼
みすず新書
ミステリー食事学
ミズリー号への道程
三日の折日信夫
酷  .

ミッドウェー戦記
みつばち図書館 7
=鵜
勧
緑の党
赫  人と思想
碑

"労

巌植翼理素 4
南方熊橋選集 5
南十字星
南十字星の下をゆく
南次郎
鋼
見果てぬ夢
三好十郎の手帳
民衆的近代の軌跡
民衆のすがたで語る日本の歴史

―

論
民政党政策講演集
民俗学のこころ
みんなかつことをしんじてた
昔の人 今の状況
麦と兵隊
無産者政治必携
無思想の思想
霧社の血桜
夢戸自伝 中 昭和篇
夢戸戦争日記 一

夢声戦争日記 第一巻
夢戸戦争日記 二
晏戸戦争日記 第二巻
夢声戦争日記 三
夢声戦争日記 四
夢声戦争日記 第四巻
夢声戦争日記 五
夢声戦争日記 六
夢声戦争日記 七
ム,ソ リーニ自叙伝
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49
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昭和十六年・昭和十七年

昭和十八年

昭和十九年・昭和二十年
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ムッソリニとファシスト運動
麒 艤
無敵潜水艦
無逢録
無名者にとっての修羅
明治暗殺史
明治以後の五大記者
明治維新
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明治維新 三大政治家
明治維新史
明治維新草奔運動史
明治維新の精神構造
明治維新のはなし           、
明治カトリック教会史研究 上
明治カトリック教会史研究 中
明治カトリック教会史研究 下
明治軍事史 上
明治軍事史 下
明治再見
明治三十三年 清国事変戦史 巻―

明治三十二年 清国事変戦史 巻二
明治三十三年 清国子変戦史 巻三
明治二十三年 清国事変戦史 巻四
明治三十三年 清国事変戦史 巻五
明治二十二年 清国事変戦史 巻六
明治二十二年 清国事変戦史 附図
明治二十三年 清国事変戦史 附表
明治二十二年北清事変陸軍衛生事蹟
明治三十七八年戦役忠勇美講 第一編
明治三十七八年戦役陸軍衛生史 四巻 第一冊
明治二十七八年戦役陸軍衛生史 四巻 第二冊
明治二十七八年戦役陸軍衛生史 四巻 第四冊
明治二十七八年戦役陸軍衛生史 四巻 第五冊
明治二十七・ 八年秘密日露戦史
明治二十八年日露戦役 後備歩兵第二十六連隊第二大隊

明治史学会雑誌 日本歴史資料大成
明治史実外交秘話
明治史資料 大限伯昔日講

'明
治初期に於ける高山県の政治学的研究

明治初期被差別部落
明治人物夜話
明治前日本建築技術史
明治大正見聞史       ´

明治 。大正・ 昭和
明治大正昭和世相史
明治大正昭和歴史資料金集 第十五巻 戦役外患篤

明治大正の小説家
明治天皇
明治天皇御宇史 1
明治天皇御宇史 15
明治天皇御宇史 3
明治天皇御宇史 4
明治天皇御宇史 9
明治天皇の御日常              

′

明治の宰相
明治の精神
明治秘史疑獄難獄
明治百年史叢書 292
明治百年史叢書 5
明治百年史叢書 6
明治百話
明治虎辰梁田戦瞬史
明治密償史
明治四十二年京都
迷信の解割
明和の大=接
豪里 小浜大佐伝
銀
毛沢東の刺客
毛択東の敗走
毛択東評伝
もうひとつの昭和史
もうひとつの新劇史
もうひとつの大平洋戦争
黙示録の時代
木馬と石牛
継
百舌ばっつけの青春
物語近代日本女優史
物語 世界史への旅
物語中国労働運動吏 3 赤いパリケー ド

物語による日本の歴史
森克己著作選集 第六巻
森繁自伝
モロタイ勤務大隊日記
問題としての人生

八重山民謡誌

役者その世界
靖国神社忠魂史 第一巻

靖国神社忠魂史 第二巻

靖国神社忠魂史 第二巻

靖国神社忠魂史 第四巻

靖国神社忠魂史 第五巻

野性チンバンジーの社会
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12

62
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11
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19
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25
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11
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37

11

72

24
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24

79

10

11

`160

60

11

11
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29

57

10

29

54

90

21

34

18

71

88

58
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26

75

70

6

55

8

8

71

89

82

70

70

5

5

5

5

5

64

野性的人間の経済史
野戦看護婦
野戦重砲兵第七聯隊史
野戦予備病院物語 第一集
柳井種痘日記 周防岩国産物目録 (端本)

柳田国男回想
柳田国男論序説
敗る 日ヽまで

敗れぎる者たち
矢部貞治日記 銀杏め巻
山内家史料
山口県の歴史散歩
山宣
邪馬台国
邪馬台国の秘密
1山口宗睦著作集
矢察町史研究 1
山梨の百年
山の間の霧
山上憶良
山本五十六
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82

山本五十六と米内光政
山本宣治写真集
山本宣治選集 5 闘争録

山本達雄
闇の実話
ヤルタ会談 世界の分割
ヤルタからボツダムヘ

山藤章二のプラック‐アングル

湯浅倉平
唯物史観 日本歴史読本
結城哀草果全歌集
遊撃隊・遊撃戦研究
遊古疑考
有斐閣双書
幽霊
有諭担架
湯河原辮
雪未だ降りやまず
雪と桜
豊かきのなかの危機
夢いまだ成らず 評伝 山中峯太郎
夢の女 菱山修三詩集
夜ありの星
「よい戦争」
妖花 川島芳子伝
幼児殺しの世界
洋娼史談
洋上の点
洋食や
揚子江の魚
揚子江は今も流れている

余計者の抵抗の道
横浜事件
横浜市史 資料編五
与謝蕪村
吉川幸次郎
吉川幸次郎講演集
吉田 茂
吉田茂 大磯清談
吉田茂と占領憲法
吉田茂とその時代 上

吉田茂の遺言
吉野作造論集
吉野朝時代史通論
寄席紳士録
与太郎戦記
米内光政
米内光政 上巻
米内光政 下巻
四人の連合艦隊司令長官
読売新書
'夜の特派員
夜の森
頼山陽
頼山陽詩集 訳護
老根拠地にて
老百姓の世界
楽翁公伝
らくがき昭和史
落日抄
洛中生息 続
類
ラヂオ新書 40
蘭印を解割する

面学のころ
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リーダーズダイジェスト選膚
力士漂泊
利体の茶
陸軍軍法会議法講義
陸軍刑法原論
陸軍経理部
陸軍五十年史
陸軍写真帖
陸軍省軍務局
陸軍葬儀委員長
陸軍大将 本庄繁
陸軍特別攻撃隊 上巻
陸軍入門
陸軍兵器の金貌  (上 )

解 よ, さらlf

陸戦史集 9
陸戦兵器総覧
離散家族自書
リットン報告書全文
リヒアルト・ ゾルゲ
硫安
流花橋に死す
中 国
琉球料理
龍江省
流行世相近代史
竜の星座
旅順開塞回想談
リンドバーグ第二次世界大戦日記 上
リンドバーグ第二次世界大戦日記 下
隣邦ロシア

留守日記
漏 のIIE
ルドルフ ヘス暗殺
例外のJL戦

歴史を学ぶ心
歴史家の散歩

歴史から学ぶ
歴史教育の資料と扱い方
歴史講座
歴史新書 137
歴史新書 140
歴史随想 菅公と酒
歴史的決断
歴史的類比の思想
歴史という闇
歴史と人生と
歴史と文学
歴史と文化の国東半島を往く
歴史と文芸の間
歴史に何を学ぶか
歴史の歩み 日本史入門
歴史の暮方
歴史の謎 文明の謎
歴史の発見
歴史よもやま話 日本篇 上
歴史よもやま話 日本篇 下
歴史 わが人生
歴代外務大ELR説集
歴代詔勅選集
歴代天皇紀
音盤歌謡史
レジスタンス

列国の対支投資
列国の対支投資と華僑送金
列伝体史苑散策
烈風の中に立ちて

烈婦か妖婦か 国史上問題の女性

機       

‐

六郊荘日誌
菫溝橋事件
菫溝橋の一発
ロゴフ『抗戦支那政治経済論集』 (翻訳 )

魯山人味道         ′
六鼓菊竹淳
儒
論集・沖縄近代史
論集 東アジアの食事文化
論争の同時代史
倫敦軍縮会議ヘ

ロンドンの憂鬱
論より証拠
ワープロ書斎術
ワイマール・ ドイツの回應

′

ワイマールの落日
若い女性のために
わがいのち月明に燃ゆ 

｀

わが内と外なるヒトラニ

わが撤舞伎
若き哲学徒の手記
わが国資金構造の史的考察
若気のいたり年寄の冷や水
わが麹
我国土・我国民
わが近衛連隊体験記
わが七十年を語る
わが象徴派的人生
わが書架
わが師。わが友・わが学問
わが青春譜 卒業三十周年記念アルバム

わが青春譜 卒業三十周年記念アルバム 補遺
わが一九四三年
若竹のごとく
わがデカダンス

わが百味真髄
わが文学半世記
わが街角 (三 )

わが街角 (四 )

わが満支25年の回顧       ′

我が満蒙日記
輛酬聯げ録メJ田鶴ξ儘   13
和歌森太郎著作集 2
fゴ冠建議Ёた,申曜野健   5
わが家の夕めし
和漢洋統帥余談
脇坂部隊
倭国関係 三国史記
輪島市史
ワシントン会議及び移民問題
忘れえぬ人々

忘れ得ぬ人々

忘れられた日本
忘れられた明治史 4
早稲田大学社会学研究所翻訳選書
話題の陸悔軍史
私の映画人生60年 キヤメラマンー代
私の間書き帖
私の記録               、

私の現代史諭
私の歳月
私の昭和史
私の人生観
私の戦争体験史
私のチャ

'プ
リン

私の築地小劇場
私の東拓嚇
私のなかのプェトナム

私の中の日本軍 上
私の中の日本軍 下
私の二・二六事件
私の波濤
私の古本大学
私の文学回顧録
なの見た人
私の労働運動史
私はもう中国を語らない 対話
わたしたちと世界
わたしのいるわたし
わたしの華山
わ、たしの渡世日記 上
わたしの日本誌
わたしの歴史
醸 山
わび茶の研究

翻
軸 隊
連合艦隊
連合艦隊の栄光
連合艦隊の最後   _
聯盟脱退記
ローズベルトと第二次大戦
ローズベルトと第二次大戦
老記者の思ひ出
労働争議 野田血戦記
礫山 荻原守衛
六十年のあゆみ
六代目菊五郎
禄亭大石誠之助
六人の報道小隊

簾 難
鹿鴫館貴婦人考
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和名類賢抄郡郷里駅名考証
ワルシャワ・ ゲットー

われ敗れたり
われら少年少女時代
我等の仮想敵 労農赤軍
吾等の知れる後藤新平伯
われ等若 し戦はば
我らは如何に闘ったか
Century Books 人と歴史シリーズ 西洋
Dデイ
Goma Visual
Kosaldo Boo■ s

NHK戦時海外放送
Sanpo Books
10年のあゆみ
1920年代の日本の政治
1930年代の日本外交
1930年代論
1930年 1931年支那政治経済年真
1970年と日本の軍事基地
2039年 の真実
80年の歩み
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愛国会満洲上海事変尽
相沢, 謙之輔/編
愛新覚羅,浩
鶏 〕ヨL夕尋L,    議
会津, 八―
アイゼンハウアー財団
相口, 典子
愛知県教育委員会/1M
愛知県歴史教育者協議
rr9 八一

饗庭, 孝男    ´

青江, 舜
~郎

青木, 一男
青木, 貞雄
青木, 大吾
青木, 信光
青木, 英夫
青木, 美智男
青柳, 利之
青山, 和夫
赤煉瓦物語をつくる会
赫 ,     〕薔菫』ヨS
赤井, 達郎/編
赤木, 須留喜
明石, 元二郎
明石9 洋二/訳
赤羽, 龍夫/訳
赤松9 覧美
赤松, 貞雄
HJIL 弘之
秋永, 芳郎
秋元, 深
秋元, 松代
秋山, 清/編
秋山, 安二郎
秋山, 良照
秋山, 六郎兵衛
秋吉, 久紀夫
朝居, 正彦
浅尾; 勝薇
浅り:|, 謙次/監修
朝倉氏遺跡保存協会/
浅田, 晃彦
浅田, 芳朗
浅野, 時一郎
浅野, 保
浅野, 雄=/訳
浅野・ 利二郎
アサヒグラフ/編
朝日新聞外報部/編
朝日新聞学芸都/編
朝日新聞経済部/編
朝日新聞社史編修室/
朝日新聞政治経済部/
朝日新聞西部本社企画
朝日新聞東亜部/編
朝日新聞東京社会部0
朝日新聞社/編

朝日新聞社/訳
朝日ジャーナル/編
朝比奈, 知泉
朝日村教育沿革誌刊行
声沢9 紀之
芹澤9 紀之/編
声田, 均
声原, 節子
足助町観光協会/1m
安達, 謙蔵
足立. 康/編
安達, 喜彦
阿閉9 吉男/[ほか

安仁屋, 政昭
吾孫子, 豊
阿部, 秋生
粛醜  磯隣/膨
阿部, 源―

阿部, 真之助
阿部, 正路
阿部, 康二
安倍, 能成
安倍, 能成/編
安保, 清種
尼崎日朝問題研究会/
尼子9 止
アメリカ合衆国海軍省

アメリカ合衆国国務省
鮎川, 信夫
荒, 正人
新井, 勲
新居, 格/訳
荒井, 信一

新井, 静一郎
荒川, 秀俊
荒木, 和夫
荒木, 周道/原著
荒木, 武行
新里, 金福
荒畑, 寒村/訳
有末, 精三
有田, 八郎
有竹, 修二
有馬, 玄
有馬, 成甫
有馬, 頼義
有山, 恭弘/編
栗津, 潔
栗屋, 閣一

安斎, 貞子
安藤, 明道/訳
安東, 次男
安藤, 鶴夫
安藤, 照
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安藤, 徳器/編
安藤, 仁介/訳
安藤, 英男
安藤, 英男/訳注
安藤, 良雄
ヨ申彗〕ロヨ9    膨 潜
衣第二 0四 0部隊記念
一海, 知義/編
一叩人/編
一色, 次郎
李, 丞玉/訳
井伊. 多郎
飯尾, 憲士
飯倉, 照平/編
飯島, 耕一

飯島, 茂
鵬 9   1層撃冒薔

飯塚9 浩二
飯塚, 友一郎
飯田, 賢一

飯田, 季治
飯田夕 道 [調 ]

いい表r, もも

家永二郎教授東京教育
家永, 二郎         1,
庵, 公平/〔ほか〕
鏑方, 貞亮
五十嵐, 題
五十嵐, 祐宏
生松, 敬三/訳
生田, 惇
井日, 貞夫
池, 雪奮
池内, 儀八
池崎9 忠孝
池島, 信平
池田, 清
池田・  憲―

池田, 源治
池田, 源太
池田, 純久
池田, 成彬
池田9 俊彦
池田, 弥二郎
池田, 弥二郎/〔 ほ

池田, 弥二郎/編
池田9 弥二郎/解説
池渡, 正太郎
池辺, 三山
潮 , 爾
池宮城, 秀意
伊佐9 秀雄
伊択多喜男伝記編纂委
石井, 良助
石射9 諸太郎
石井9 菊次郎
石井9 周治
石井, 信陽/編
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石井, 常造
石井, 則孝
石井, 光次郎
石井9 満
石井, 良助
石川, 淳
石川, 啄木
石川, 雅章   .
石川県厚生部民生課/
石垣, 清一郎
石黒, 英一

石毛, 直道
石毛, 直道/編
石田, 英‐郎
石日, 英一郎/[ほ
石日, 重忠
石日, 渡郷
石田, 茂作
石堂, 清倫
石堂, 清倫/〔ほか

薇 9     鮪

石橋, 修
石橋9 喜六/編
稀 ,湛 山
石橋, ミサユ

石丸, 藤太

石母田9 正
石屋, 愛
右山, 賢吉
伊地知,進
井尻, 正三/監修
磯田, 光一

ItW,譲
翻 ,     鷹

翻 。 霧 編

翻 9     鶏

板倉, 孝
板倉, 卓造
板倉, 光馬
板谷, 英生
井日, 麟太郎/編
市居, 浩―

市井, 二郎/編
市川, 自弦
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市島, 謙吉
二然
市原, 澤士
市山, 盛雄
逸見, 仲二郎/編
出, かず子/編
井出, 季和太.辮

, 静
出, 隆
井出, 孫六

伊藤,「 男/編
伊藤, 金次郎
伊藤, 桂―

鯨 ,    銅

伊藤, 正平
藤 ,     儲

伊藤, 信吉/編
伊藤, 仁太郎
伊藤,整
伊藤, 隆/〔ほか〕     、
伊藤, 武/編
藤 ,     中                     

ヽ

伊藤, 春樹/〔ほか

藤 ,産
伊藤,博 螂

藤 , 麟        5,
伊藤, 幹治/編
伊東, 道男/編
伊藤, 隆吉/〔ほか

絲屋, 寿雄/編・解
稲垣, 史生
稲川, 能雄
稲田, 登那子
稲村, 順三
稲村, 隆―

犬養, 健
犬議, 道子
猪野, 健治/編
井野, 碩哉

井上成美伝記刊行会/
井上晴丸追憶出版刊行

12  井上, 勇/〔ほか〕
9  井上, 一夫/訳
27  井上, 兼雄
31   井上, 清
48  井上, 禅定
81   井上, 日召
81   井上, 雅治
71   井上, 光貞
60  井上, 光晴
44   井上, 自雄
32  井上, 頼固
57   諸口, 力平
58  猪間, 駿一

58  猪俣, 勝人

'  
猪又, 正一

51   伊原, 敏郎/編
75   イハラキ時事社/編
9  伊渡, 普獣
22  茨木, のり子
39  伊馬, 春部
51   今井町史復刻編纂委員
78  今井, 新造
27  今井, 清一/編
67  今井, 武夫
27  緋 , 辞
61    1議家し  基喪議レス馘疇圭
8  今泉, みね
27  今校, 折夫
36  今川, 瑛一

85 今津9晃
64   今中, 次磨
74   今西, 錦司
48  今村, 武雄
19  今村, 忠男
76   今村, 均
73   今村9 カ=郎
61     チ締村,  懃
44   医療文芸集団/編
85  入江。 昭
67   入江, 啓国郎
14  入江, 相政
10  入江, 相政/編
52  入江, 直祐/訳
5     ,0工 ,  形
57     フヽ準署9   葉整宅蒙
30   劉 ll, 大吉
21   岩井, 尊人/編著
57  岩井, 宏実/編著
55  岩城, もと子
3  岩崎, 輝
4  岩崎9 涎/訳
52  岩崎, 呉夫
85  岩崎, 清七
4  岩田・ 慶治
13  岩口, 豊雄
85  岩日, 秀行/校性
60  岩日, 礼
85 題 ,弘
19  岩淵9 辰雄
32  岩本. 高次
76   巌谷, 大四
76  巌谷, t=男
10  響 , 動
85  _LV, 慎音
46   上日小県誌刊行会/編
28  上田, 薫/監修
91   上日, 恭輔
17  上田, 貞次郎
67   植田, 捷雄
10   植田, 掟雄/〔ほか
63  植田9 敏郎
56  上田, 廣
19  上国, 真而子/訳
68  植野, 録夫/編著
59  上野, 晴朗
10  覇 , 新
47  上原, 和
75   上原, 和/[ほか]

67   覇 9 籍
67 蝋 ,著
15  朗 , 難
81   上林, 茂暢
18   上前, 淳一郎
26   植村, 清二
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58   大河内。 一男
35   大阪朝日新聞社/編
11   大阪朝日新聞社整理部
20   大阪市立博物館/編
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   大阪時事新報社/編
55   大阪毎日新聞整理部/
54   大阪毎日新聞社/〔ほ
91   大阪毎日新聞社/編
57   大沢, 久明
40  大島, かおり/〔ほ
33  大島, 清/解説
83   大島, 堅造
66  大島, 高精
25   大城, 立裕
89 大杉9栄
66   大関, 増業/編
73  太日, 亮
67   大田, 阿山
11   大田, 一郎
58   大田, 英一

9   大田, 金次郎
26  太田. 孝太郎
56  大田, 秀通       ―

11  大田9 博太郎
33   大田, 正孝
33  大田, 晶誘
5   大田, 洋子
34  大田, 嘉弘
20  大滝, 重直
21   大竹, 博吉/訳
16   大武, 正人/編
10   大獄. 康子
39  大谷, 締=函
77   大塚, 一男
55   大塚, カ
84   大塚, 初重
69   大塚, 令三
80   大津市/編      、
12   大西, 斎
27  大西, 伍―

22  大野, 信三
25   大畑, 篤四郎
1   大渚, 徹也/編
75   大場, 爾平        _
74 雄 ,燿
35  大庭, 良美
91   大林, 清
48   大平ェ万回想録刊行会
80  大淵, 彰三
84   大村, 進/〔ほか〕
58  大村, 有隣/述
11   大森, 金T献
12   大森, 繁子/訳
6   大宅, 壮一

38  大宅, 壮―/監修
5   大宅, 壮一/編
54   岡, 茂雄
40   岡, 成志
7   岡9 俊雄/編
74   岡, 光夫/編
87  岡, 満男
38   岡崎地方典研究会/編
6   岡崎の人物史編集委員
57   岡崎, 清二郎
71   岡崎, 哲夫
10   岡田大将記録編纂会/
82   岡田, 章雄
76   岡田, 喜秋
69   岡田, 聰
50   岡田, 文夫
21   岡田, 益吉
76   岡田9 西次
43   岡田, 洋司
55   岡野, 一郎
22   岡部, 宙=意
54   岡村, 俊彦
14   岡村, 増太郎/編
9   日本小学校『越前和紙
61   岡本9 曖二
91   岡本, 潤
11   日本, 太郎
65   岡本, 好古/FR
14   岡本9 隆三
51   岡谷, 繁実
65   小笠原戦友会/編
52    7jヽ当翔京,  離

宇佐島  英治/訳
宇佐美, 省吾
牛尾, 喜道/写真
牛島, 盛光/監修
藩井, 恭―

自井, 嘉―

日井, 吉見/編                26,
内垣, 啓―/訳
内阪, 素夫
内日, 智雄/編
内田, 信也
内日, 百 [閲 ]

内田, 星美
内山, 敏/訳
内海, 信夫
宇能, 鴻―郎   

｀

宇野, 浩二
宇野9 弘蔵
上方9 敏郎
梅悼, 忠夫/〔ほか

梅澤, 伊勢三
梅谷, 芳光/編著
1有『J目19    嶽
梅原, 北朋/編
1噸『1ヽ},    榊
梅村ゥ 雪/編
梅本, 克己

標本, 捨三                   33,
梅山, 無一軒
浦崎, 純
浦松, 佐美太郎/訳
瓜生,喬
嬉野, 満洲雄               、

上横手, 雅敬
海野, 数馬
海野, 十三
海野, 弘
永, 六輔                   70,
営口時局委員会/編
汀 卜, 照彦
江川, 博通
江木翼君伝記編纂会/
江囲, 滋
江口, 澳
江刺, 昭子
江崎, 伸夫/訳
江藤, 潔/訳
江藤, 源九郎
江藤,淳
蝦名, 賢造
誦 , 務
園城寺, 清/編
遠藤。 二郎
遠藤, 晴久
遠藤9 浩/訳
尾池9 義雄

=, 
枢之

江, 兆銘                  34,
王丸, 勇
大井, 広介       ―

大石, 操
大内, 兵衛                   25,
大江, 一道
大江, 専一/訳              .
大江, 良太郎
大岡, 清相/編                  ,
大岡, 昇平                   76,
大岡, 信
大岡, 実/編
大力L 彰
大川, 周明                   8,
大木, 惇夫
大木, 操
大久保9 馨
大久保, 和郎/訳
大窪, 思二/訳
大久保, 達正/〔ほ

大久保, 利謙/〔ほ

大久保, 政徳
大久保, 康雄/訳
大隈, 重信
鳩  喜邦
大蔵, 栄一

大蔵, 公望

大蔵省営繕管財局/編
大蔵省財政史室/編
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J小島鵬票,  壼目封ノ作訳
小 笠 原 ,  長 生

緒方竹虎伝記刊行会/
尾形, 勇
諸方, 竹虎
緒方, 富雄
尾形, 半
小′ll, 顕道
7Jヽり:l, 和佑
小川, 和佑/編
ガリ:|, 勝彦/訳
小川, 員吉
小川L 武
4り:|, 平四郎
沖, 修二
沖中, 恒幸
沖縄歴史研究会/1n
沖縄県沖縄史料編集所
沖縄県環境保健部予防
沖縄県高等学校教職員
荻, 昌弘
ガ珠着, 都男
荻原,勝
奥谷9 松治
奥田, 正造/編
奥平, 俊蔵
奥宮, 正式
小倉9 章宏
小倉, 豊文
尾佐竹, 猛
小山内, 宏
期 ,    畑

尾崎, T献
尾崎, 三良
尾崎, 庄太郎
尾崎ゥ 士郎
尾崎, 英子/編護
尾崎, 秀樹
尾崎, 秀樹/編
尾崎, 秀実
尾崎, 秀実/訳
尾崎, 行雄
J颯  郁郎/編
J颯  滋
小択, 親光
Jj費尺,  ■u乱
小澤, 正元
小島, 祐馬
小日, 嶽夫
小日, 実  

‐

小高, 綿~献

小‐田切, 秀雄
越智, 春海
越習, 道雄/訳
落合, 信彦
小沼, 正
小野, 一麻昌
小野, 賢一郎
小野, 佐吉郎/訳
小野, 信爾
小野, 武夫
rl曹, デ囃
小野, 武雄/編著
小野, 十=廊
小畑, 武三
小尾, 美佐/訳
小俣, 行男
小谷部, 全―郎
折口博士記念会/編
折口, 春洋
折口, 信夫
小和国, 光
オン・ プックス/編
御田, 重宝
何, 応欽
夏, 文運
海外放送研究グループ
海軍大臣官房/編
海軍有終会/編
海軍有終会/訳
開口, 健
開高, 健/編
員瀬, 饉吾
回想のプライス刊行会
員塚, 茂樹/〔 ほか
戒能, 通孝

70

75

56,    70,    74

87

70

65

45

15

69

65
65

62

河北新報創刊八十周年
鎌田, 慧
鎌田9 澤一郎
鎌田, 澤一郎ノ著
鎌田, 久子
神川, 彦松
神島, 二郎/編
上条, 宏之/編
上條, 宏之
神永, 文三
上村, 伸一

神山, 茂夫
亀井, 勝一郎
亀井, 俊介/訳
鴨居9 悠
萱場, 四郎
嘉陽9 安男
柄井, 川柳/撰

91   柿木, 痣二
32  鍵谷, 修/訳
29   鍵山, 誠之祐/編
6   掛川市教育委員会/編

54,  45   掛川市教育委員会市史
64   掛下, 慶吉
44   懸田, 克期/編
80  鹿毛, 達雄/iR          ~

76,  87   影山, 正治
87  かこ, さとし
47  掛 , 端
87   風間9 道太郎
35   香機, 研―/編
57   都 , 浩平
25  鹿島平和研究所/編
52  鹿島, 守之助
21   嘉治, 隆一
20  鹿地, 亘
64     ,こ藤諭,   1蕗拶亀1請
55  春日, 靖軒

“

  春日, 政治
87  春日野, 清隆
66   霞ケ浦海軍航空隊/編
24  加瀬, 俊-        16,  22,

`         48
.        30   加瀬, 英明

58,  65  加太, こうじ
ア   片岡, 鉄兵
87  片岡, 弥吉

11,  48,  10  片岡, 良一
42,  87  片倉, 衷

73   勝, 安芳
64  勝田, 守一
30:  勝部, 真長/1S
64   勝本, 清一郎/編

78,  85  加藤寛治大将伝記編乳
83   加藤, 愛夫

87,  74   加藤` 栄―/訳
30   加藤, 九詐
83  加藤, 周一
42  雄 , 難

30,  40,  41,  61   加藤, 豊隆/校訂
58   加藤, 秀俊
57   加藤, 秀俊/〔ほか
87   加藤, 秀幸
3     カ厠隷L  メヒ

=1                1,    8,33  加藤, 文三/[ほか
40   加藤, 康昭
90   加藤, 祐二郎
32     カ曖 力|.   ヨ竜太泌

`75   門脇, 一生
72,  741  82   金井, 章二

87  金井, 芳次
17   金内, 良輔
25  金沢, 誠/編
28  金関, 丈夫
87   加渡, 晒三
11   金森, ML/〔 ほか
62   金森, 徳次郎/編
54   金子, 堅太郎

55,  67  金子, 信雄
48  金子9 浩昌
50   金子, 光晴
82   狩野, 広之
60  鹿野, 政直
90  鹿野, 政直/[ほか
87  鹿野, 政直/編

29,  31   狩野9 亨吉
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54   木下, 半治/編
85   木下, 秀夫/訳
78   木俣, 修

27,  57   耀 , 郷
4   木村, 鋭市
91   木村, 栄文
64 木村,毅
7   木村, 宏一郎/編著

・

40 綿 ,毅
28 木村,毅 /訳

72,  75  樹 , 融
27,  49   木村, 文平

27   綿 , 脚
56   木村, 増太郎/〔ほ
72 木村,礎
8     Jむ合,  相紅三鰤5
56   清滴, 奎吾
74  清沢, 測
71  清れ  冽〆編
5   清原. 貞雄
69   金, 漢吉
85  金, 日成
87  金夕 譜   〔ほか〕
16  金城, 和彦
85   近代戦史研究会/編
85  金原, 左門/〔ほか
23   草鹿提督伝記刊行会
85   燎 , 端
80  久坂, =鯨
70   草鹿, 龍之介
13   早饉, 金四郎
40   草野, 文男
24   草葉, 栄
51   草問, 笙子
45  草間, 八十雄
45   草柳, 大蔵
24   草柳, 大蔵/文
51   翻 , 醒

“

  朽床, 継
90  工藤, 忠
64      コE藤姜,   4言庭蒻
55  工藤, 芳之助
62   国松, 文雄
49 久野,健
49   久保, 祐=蘇
86   久保田, 知績
59  熊谷9 秋雨
44   熊択, 京次郎    ・

35  熊沢, 安定/訳
57  熊田, 華城
11  [晦 ]沫集発行世話人
75  熊本兵回戦史編さん委
15   熊本県高等学校社会科
67  栗田, 富太郎
70  栗日, 元次
91 栗原,信
70  栗原, 藤榔
25   栗原, 百寿
21   栗原, 彦二郎
58   栗原, 幸夫
75   栗林, 農夫
15  厨川, 自村
68   栗山, 富夫/訳
55   久留島, 秀=鯨
27  来栖, =廊
7   黒板, 勝美
40  黒浩9 重吾
4   くろがね会/編
40   黒崎, 貞明
75   黒崎, 貞治郎
3   黒田b 謙一

“

  黒田, 二郎
76  黒田, 秀俊
70   黒羽町教育委員会/編
10   桑木, 崇明
26   桑島, 節郎
17  桑田, 忠親
50   桑原9 武夫
76   桑原, 武夫/編
58  董, 顧光
75   具島, 兼二郎
1   軍事保議院/編
5   軍事学指針社/編
44   軍人援議会/編

“

   軍令部/編
59  慶応義塾大学国文学研

5 1t-i' ===========!

唐木, 鷹=
軽部, 茂則
河合, 勇
川合, 貞吉
河合, 秀和/編
河合, 秀和/訳
河合, 雅雄
川内9 唯彦/訳
河上, 純―/in
川上, 武
河上, 徹太郎
河上9 肇
河上, 秀
川岸, 信一郎
川口, 久雄
川島, 孝郎
川島, 富丸
川田, 順
河竹, 繁俊
河田, 光夫
川西, 進/〔ほか

'川野。 京輔
川邊, 一外
河辺, 虎四郎
川又, 令亘

河村, 参郎
川村, 貞四郎
河原, 魁=郎
神郡, 周/技注
神日, 喜―郎
関東軍参謀本部/編
菅野, 長吉
甘露寺1 受長
外務省/編
外務省/訳
外務省弘報部/編
外務省情報部/編
外務省通商局/編
郎, 永漢
許, 南麒
[襲 ], 駿
教育科学研究会・社会
教育総監部/編
教科書検定訴訟を支援
矯正協会/編
京都新聞社/編
京都聯隊量司令部/編
京都府警察史編集委員
由亭, 馬琴
喜入, 虎太郎/訳
菊池, 寛
菊池, 知勇
菊地, 昌典
菊池, 高輔
菊畑9 茂久馬
菊盛9 英夫/訳
喜舎場, 永 [吟 ]

岸, 俊男
岸田, 英治
岸田, 純之助
岸田, 稚魚/選
岸口, 英夫
貴島外交研究室/編
岸本, 裕史
木代, 修一

木代, 修―/編
貴島, 桃隆/編
北9 -輝
喜多, 壮一郎

北, 社夫
JL9 [玲 ]吉
北大路, 魯山人

ヨLJll, 冬彦
北沢楽天顕彰会/編
ヨヒ″ζ,   斌
北田9 悌子
北日本新聞社/編
1断, 懲
北原, 自秋
北原, 自秋/編
北村, 和男
喜多村, 信節

木戸9 孝允
木下, 英一

木下, 謙次郎

木下, 静雄
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景気研究所/編
刑事法学会/編
京浜急行電欽株式会社
源田, 実
現代社会問題研究会/
現代新書編集部/編
国公立所蔵史料刊行会
J颯9 毅
J嗅, 策太郎
J九裳, タエ

小泉, 武夫
黄, 敬華/編
高, 峻石
黄, 文雄 ｀

洪, 泰夫/訳
向後, 英一/訳
高坂, 正願
高坂, 正尭
幸日, 文
幸田, 成友
幸田, 露伴
河野先生の思い出刊行
河野. ―郎
河野, 太郎
河野, 司
河野, 司/編
番江,誠
後備歩兵第二十六連隊
弘文館/in
古賀, 十二郎
国際関係研究会/編
国際連盟協会/編
国際聯盟支那調査委員
国際連盟事務局東京支
国史講座刊行会/編
国史講習会/編
黒正

` 
厳

国勢協会/編
国防思想協会編暮部/
国民精神文化研究所/
国立慶州博物館/編
国立民族学博物館/監
国立民族学博物館/編
小坂, 慶助
小堺, 昭三
古在, 由重
小崎

` 
軍司

越, 定男
越,続 太郎/写真
腰山, 厳
小城, 正/編
小城, 正/訳
古島, 一雄
小島, 昌太郎
小島, 精―

小島, 直記

^小島, 信夫
児島, 襄
児島, 襄/訳
小島, 平八/1S
/J嶋, 中
小島, 政孝
小島, 政孝/in
J嶋。 優
Jjヽ島,  オJ八郎
椛  重夫
古田中, 正次
児玉, 謙次
児玉, 番士夫
古藤. 晃/編
近衛, 秀磨
〕』311『 9    :虜〔,日早
J琳, 脚
小林, 勇/編
小林, 一郎
JJ琳, クこ
小林, 弘二/〔ほか

小林, 五郎
小林, JIII之介
小林, 昇
J琳, ラ難
駒井, 徳三
小松, 敏男/訳
J颯, 緑
小松, 緑/編
鯛 ,    lJヒ

=三
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50

61

69

65

52

52

64

57

41

28

56

21

86

24

65

6

3

45

81

30

31

28

28

55

15

15

86

62

55

64

47

54

45

45

10

25

49

23

58

8

21

53

53

86

86

5

69

86

75

86

6

35

28

52

52

81

78

86

17

36

81

72

18

45

86

28

28

42

41

23

2

41

50

32

79

78

22

86

70

86

81

23

47

11

10

65

J現山, 登/編
コミンテルン/編
小山, 完吾
小山, 武
今, 日出海
近藤, 富枝
近藤, 等/訳
近藤, 康男
近藤, 康男/編
今野, `勉/〔ほか〕
紺屋, [峻 ]作
呉, 承薩
郷, 誠之助/嶋
後藤, 朝太郎
後藤, 乾―/〔ほか

後藤, 守一

後藤, 誠夫
後藤, 総一郎
鶴 ,    鮭

鶴 ,    意

後藤, 蹟ノ編
後堂, 荘四郎/in
後南朝史編纂会/編
五味川, 純平
機 ,    蜘

佐 ,々 弘雄
西園寺, 公一

西城, 信/訳       .
斎田, 朋雄
埼玉県県民部県史編さ
斎藤, 貞夫
斎藤, 下三

藤 ,    献

斎藤, 精一部/訳
鶴覇案・  岡」
斉藤, 忠直
斎藤,博
斎藤, 良衛
議 ,測       15,
体汀ぅ 衆一

=枝, 茂習
三枝, 孝弘
早乙女, 勝元
坂井, 邦夫
酒井, シズ

酒井, 真右
酒井, 美意子
神原, 亀之甫
坂口, 謹一郎
坂口, 三千代
阪谷, 芳直
坂元, 忠芳
坂本9 辰之助
坂本, 太郎
阪本, 百次郎
佐賀県教育委員会/編
佐木, 隆三
向坂, 逸郎
作田, 高太郎
作道, 洋太郎/編
佐久間, 1/m
佐久間9 幸夫
桜9 洋一郎/編
桜井, 清/25
桜井9 忠温                 31,
緋 ,    1雇露メkJ目『
桜井, 正信
桜拠  如―/〔ほか
桜田, 常久
桜本, 富雄
迫水, 久常
妊 ,    '麒員しホこ
佐 ,々 弘雄
笹川, 良一/述
佐 木々, 一雄
佐 木々, 基一/編
佐 木々, 賢太郎
佐 木々, 惣一

佐佐木, 高行
佐 木々, 敏二/編
佐瀬, 昌盛/訳
佐藤, 市郎
佐藤, ユ次郎
佐藤, 喜―郎
佐藤, 熊給郎
佐藤, 賢了



.=:--======::-= ==#-----=---==:=-=-:--=::-===--=========++filrTlffi++lf{ffi++ 7 1"-7' :===:====

佐藤, 源治
睡

・
    脚

佐藤, 二郎
佐藤9 忠男
性藤, 忠雄/編
1古ご,ヨ:,    ittE:去 こ
麟 , 貞畑
佐藤. 寛子
佐藤, 森三
佐藤, 保太郎

佐藤, 亮一   .
蘇覇秦,  撻調番
難 ,譲
実松, 譲/〔ほか〕

実松, 穣/編
潟  鑑 墾
択未, 耕太郎
澤田, 節蔵
澤地, 久枝
澤野, 久雄
澤村, 三木男
澤本, 健三/編
三―書房編集部/編
産業労働調査所/in
サンケイ新聞社会部/
サンケイ新聞社
桟敷, よし子

=十年目の記録編集委
三省堂/編
=省堂百年記念事業委
参謀本部/編
財政と経済を語ろ会/
謝, 株壼
社会評論編集部/編
上海居留民団/編
上海日報社/編
上海日本商工会議所/
出版, 太郎
許9 介鱗
朱, 巴公
秋偲会    .
修獣通信/編
主婦の友社/編
春風亭, 柳昇
春畝公追頌会/編
郡, 鰯麟
落, 介石
蒋, 介石/〔ほか〕
障害者の大平洋戦争を
庄司, 吉之助
東海林, 吉郎

東海林, さだお

昭和同大会/編
昭和同人会/編著
椎名, 麟三
四ェ六9 延孝
塩口, 喜乙

墜野季彦回顧録刊行会
汐野, 徹二/訳
四籠, 孝輔
志賀9 義雄
時雨, 音羽

重光, 薬
う事モ

'ヨ

ヨ
,   :串 豊11需

四至本, 八郎
静岡大学教育学部附属
静岡県・小隻社会科サ

信太, T=
支駐歩二会/編
幣原, 喜重郎

支那方面艦隊報道部/
品口, 豊治/訳
篠田ゥ 援造
篠原,孝
信夫, 淳平
信夫, 清二郎/編
司馬, 江漢
柴田, 隆一/〔ほか

渋江, 二郎/[ほか

渋澤, 栄―

:田[キヨ昌,    1"t[Ξ :

渋谷, 敦
司法省刑事局/編
志摩, 隆/訳
島尾, 敏雄

島木, 健作

54   島津書房/編
90  島口叡氏事跡頭彰会/
24  島田, 晋作
5  島日, 俊彦
71   島田, 政雄/〔ほか

51   島野, =離 /訳
52   志見, 正次
31   淋 , 脚
19  清水, 俊二/訳
55   清水, 政二/訳
88   清水, 善三/編
11   清水, 哲/文
34   清水9 澄
65   清水, 農子
18   胡 , 講
65   下川, 歌史
88   子母沢, 寛
25   下囲, 佐吉
79   下斗米, 武
69  ‐FH, 締
82   下村, 寅太郎
56   下村, 宏
29   下山定則氏記念事業会
59   下山, =饉/1n
38  霜山, 徳爾
22   白井, 喬二/im
51   自井, 浩司
87   自木, 正之
88   自崎, 秀雄      、

1   白澤, 清人
59   白柳9 秀湖        25,  50,
30

90   自柳9 夏男/編
15   史料調査会/訳
15   自崎, 事―/編
15  城田9 吉六
36  城山, =郎
1  秦9 弘 [雙 ]

11   邑, 錫祥/〔ほか〕
52   新京陸軍経理学校第六
24  新修新宿区史編集委員
29｀  新庄, 哲夫/訳   ・

1   新庄, 邦雅/訳
2   進士, 慶幹
27   新潮社/編
17   新天地社/編
42   進藤, 松司
21   新聞タイムス社/編
88  新聞之世界社/編
18   新編岡崎市史編集委員
15   新名, 丈夫
82  新名, 丈夫/編
55  幸財ま, 出
15   榛村, 純一

79   新明, ■積

31   親議会/編
26  城, 市郎
51   城南, 隠士
57  上法, 快男
12   上法, 快男/監修
39   上法, 快男/編
70   浄法寺, 朝美
46  

…

編
17   実業之世界東軍調査部
88   人口問題研究会/編
55   人民中国編集部/編
63   吹田, 順助〆訳
88  剰 :l博先生追悼文集編
88  末次, 信正
46   末弘, 厳太郎/編
65   末松, 大平
25   須加, 葉子/編
11  ′須賀, 長市
88   菅, 晴次
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46.

28,  46   菅沼, 貞風
46   菅沼, 量平
55   菅野, 保之
62   菅原9 裕
35  杉, 餃太郎
51   杉浦, 重岡1

2   杉浦, 明平
88   杉村, 敦子/編
53   椙村, 大彬
6   杉村9 幹

79,    82      嗜′1寸 ,   蟻
82   杉村, 楚人冠
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杉村, 昌雄
杉本, 健
杉本, 苑子
杉本, 直治郎
杉本, 秀太郎
杉森, 久英
杉山9 -興/編
杉山, ~献
杉山, 平助
杉山9 幸丸
助野, 健太郎
鈴木,厚
鈴木, 梅四郎
鈴木, 亀二
鈴木, 貫太郎
鈴木, 倉之助/校注
鈴木, 良
鈴木, 舜―

鈴木ゥ 小兵衛
鈴木9隆
鈴木, 卓四郎
鈴木, 武樹/編訳
鈴木, 東民/訳
鈴木, 一

鈴木, 一/編
鈴木,博
鈴木, 茂二郎
麟綸

"オ

ζ.    ョ贄ヨロ臣
鈴木. 裕子/編
鈴木, 良徳
鈴木, 亮
須田‐, 禎一

洲之内, 徹
須磨, 爾吉郎
住谷・  ―彦
1ヨョ1菫F,    :嶺吾ゼロE
赫 ,    粧

青年法律家協会/編
青年雄弁会/編
誠文堂新光社/編
瀬尾, 芳夫
「世界現状大観」編集
世界情勢研究会/詳
瀬川, 清子
関口, 英男/訳
関nHr/編
関根, 郡平
関根, 弘
瀬木, 慎一

瀬沼, 茂樹
妹尾, 正彦
瀬里9 廣明
戦記名著刊行会編輯部
戦史研究会/編
千日, 夏光
千日, 是也
千藤, 三千造/〔 ほ
専売弘済会 文化事業
銭屋, 五兵衛

全国経済調査機関連合
全国公衆浴場業環境衛
全国民主主義教育研究
全国歴史教育航究協議
善波, 周
宗, 改造
宋, 斗会
創価学会沖縄県青年部
創価学会青年部沖縄県
創価学会青年部反戦出
相馬, 愛蔵
総山, 孝雄
総理府賞勲局/編
曽我, 祐準   

¨

會我部, 博士
曽村, 保信
捕, 嘉一郎
孫, 伯醇
田井, 嘉藤次
大政翼賛会文化部/in
台東医寺下町風俗資料
太平洋研究会/訳
タイムス出版社/編
平9 -恕
台湾製糖株式会社/編
田岡, 典夫
田岡, 嶺雲
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25  高井, 有―/解説
65   高市, 光男/編著
79   高雄, 辰馬/編
25  高垣, 金=献
55  高神, 覺昇
79  高木, 彬光
7  高木, 一雄
64  高木, 俊輔
59  高木, 翔之助
64  高木, 仁二郎
10  高木9 惣吉        17.  53,
25  高木, 惣吉/写
53  高木, 俊朗
52  高木, 八尺
31   高倉, 新一郎
76   タカクラ, テル
59  高桑, 幸吉
55  自嚇  肇
68  高杉, 晋作
40  高杉9 善治
88  高杉, 暢夫
21   高津, T着
57  高瀬, 伊造
25   高瀬, 勝治
31   高瀬, 弘一郎
88  高日, 市太郎/訳
51   高日, 正夫
48  高田, 元二郎
54   高津9 壽竜

67  高梨, 輝憲/翻刻 0

55  高野, 長運
27  高橋, 誠一郎
70  高橋, 愛子
56  高橋, 和E
39  高橋, 亀吉
88   高橋, 亀吉/編
71  高橋, 健二/訳
42  高橋, 是清
40  高橋, 貞樹
59  高橋, [槙 ]一
25   たかはし。  しんいち
36  高橋, [槙 ]―
50   高橋, 誠二郎
57  高橋, 廣江/訳
22  高橋, 梵仙
18  高橋, 梵仙/編   、
46  高橋, 義孝
72  高浜, 虚子
70  高浜, 虚子/編
82   高原, 富保/訳
65  離 , 評
75   高見, 順
91   高峰, 秀子
17   高宮, 太平
88   高村, 安吉/訳
71   高群9 逸枝
65  高藪3 〔 〕
57   高山, 洋吉/訳
19   田川・  建三
50  潮 IL 政次郎            2,
57  瀧川, 政次郎/監修
55  滝川, 幸辰
7  罷田, 憲次
90   滝田, 樗陰/編
25   滝原

` 
俊彦

76   瀧本, 誠一
17   田口, 弼一           ヽ

38   田口, 精―
88   武井, 昭夫
31   竹内, 昭
34   竹内, 昌平
44   竹内, 夏積
51   竹内, :卜

「15′  竹内, 好
‖   竹内, 理三
67   竹越, 与二郎
90  竹崎9 羊之助
72   武谷, 祐三
74   武田, 勝蔵
15  武田, 清子
42  武田, 泰淳
24  武田, 百合子
84   竹中, 労

“

  竹中, 靖―/編
82   竹長, 吉正
32   竹西, 寛子
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武林, 無想庵
竹村, 文祥
竹森, 一男
日崎, 花馬
日択, 坦/編
口代, 三良 ′

田島, 秀隆/編集
田尻9 愛義
田々宮9 英却
多田, 海造
立, 1作太郎
立花, 隆
橘, 南籍
●野, 信之
田中9 喜作
田中, 公平
田中, 昌太郎/訳
田中, 重之
田中, 新一

口中, 慎次郎
田申, 純―郎
口中9 千弥
田申. 惣質郎
田申, 忠夫
田中, 直吉
田申, 浩/(ほか〕
口中, 光顕
田中, 光子
田中, 美代子
田中, 義郎/〔ほか
田中, 隆吉
日も  重信
田部, 聖
谷, 有二
谷川, 徹ニ
谷川, 寛三
谷川L 健―

谷川, 健―/編
谷口, 勝
谷沢, 永一

谷水, 真澄
谷森, 饒男
田原

` 
総―朗

タプナ会/編
玉木, 英夫/訳
田村, 栄太郎
田村, 幸策/訳
口村, 恒次郎
田村, 昌由
多円9 ~麒
田山, 花袋
枠木日, 籠善
第63兵蟷病院史刊行
大韓赤十字社/編
第9師団戦史編さん委
第五特設鉄道工作隊行
第二鑑隊司令部/編
第二師団第一野戦病院
台東区立下町風俗資料
第二国民会編集部/編
大日本歌人協会/編
大日本製糖株式会社/
大日本雄弁会議談社/
第六高等学校較友会/
伊達, 源一郎/編
伊達, 龍城/編
国, 伊玖磨
檀, 一雄
淡, 徳三郎
中央公論社/編
申央新聞社/編
中外産業調査会/編
忠勇顕彰会/編
中国共産党上海楊樹浦
中国人民革命軍事博物
中国人民銀行/編
中国政府新聞局/編
中国民衆史研究会/編
中国人強制連行事件資
中日新聞本社開発局/
中日文化協会/訳
忠勇顕彰会/編
忠菫顧彰会/編
長, 文連
朝鮮史学会/編
全9 浩天

34   近村, 凡夫
61   響 , 離
89 書 ,離 慮
89  報 , 爾
69  塚崎, 直義
56  塚本, 篤夫
36  塚本, 清
46  塚本, 縦
45  財 , 議
88  筑波, 常治
491  津島, 一夫/訳
32 

・
津島, 寿一

83  辻, 善之助
79   辻, 善之助/編
70  辻, 豊次/編
18  辻, 政信
91   辻, 豊
7  都筑, 道夫
17  津田, 茂唐/編
39  津日, 秀夫/編
71   津田, 道夫
32   津田, 元徳

12,  27  土田, 恭示
42  盤 , 講
46   +目, 文明
22  +屋 , 道雄
11  鼓, 肇雄
54   綱淵, 謙錠
75  角田, 房子
18   坪井, 信良

17,  41   坪内, 逍薔

89  坪内9 雄蔵
59  坪谷, 善四郎
35   妻未9 忠太/編
再   妻右の婦人教育を考え
68  鶴, 彬
56  鶴田, 槙次郎
21   鶴日, 文真/編
88  鶴見, 和子
1   幌  和子/編
42  槻 9 臨
48   郭, 仁和
59   帝国教育会/編
88   鉄道省/編
52  寺門, 咲平

27,  35,  64・   寺島, 正/〔ほか〕
47   寺島, 文夫
18  寺田, 透
76   寺田, 弘/編
61   寺平, 忠輔
75  寺西9 憲―

74   天津居留民団/編
84   天皇糾弾・皇居突入裁
47   日健治郎伝記編纂会/
62   電通PRセンター/編
34  戸石, 泰―
12   戸板, 康二         70,
84   東亜経済調査局/編
11   東亜経済調査局/訳
22   東亜研究所/編
75   東亜研究所/訳
66   東亜商事合資会社/編
54   東亜同文書院支那研究
56   東奥日報社/編
37   東海新聞社/編
12  藤樫, 準二

1,  
“

,  30   東京朝日新聞欧米部/

“

,  80   東京朝日新聞東亜問題
25   東京沖縄県学生会/編
2   東京鰹節間屋組合/編
25   東京国立博物館/〔ほ
52  東京商工会議所/編
60   東京政治経済研究所/
53   東京大学歴史学研究会
21   東京中央法律事務所/
52   東京都民銀行/編
54   東京日日新聞社/編
21   東京博文館/編
16   東京焼け跡ヤミ市を記
12  東京 12チャンネル報
34   東官大佐記念事業委員
60' 峠, 三吉
84   東光山護国寺再建委員
12  東潮社現代資料室/編・ 21   藤堂, 明保
24   東畑, 精―
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36   中野, 万亀子
52   中野, 雅夫
11   中野, 英光
55   中野, 好夫             ′
11   仲小路, 彰
29   仲松, 弥秀

25,  44   中牟田, 研市
79   中村, 愛助
79   中村, 明人
4   中村. 歌右衛門
74   中村, 勝実
17   中村, 菊男/編

32,  32   中村, 吉右術門
52   中村, 孝二郎
55   中村, 正吾

24,  58   中村, 丈夫
35   中村, 竜夫
58   中村, 直勝

57,  47   申村, 文雄
79   中村9 昌生
57   中村, 勝
59   中村, 光雄
18   中森, 義宗/〔ほか

48   中山, 一郎/訳
46   中山, 義秀
71   申山, 五郎/訳
54   中山, 治一

66   中山, 樵夫/訳
45   中山, 正男
70   中山, 優
54   中山, 容/訳

32,  64   中山, 善之/訳
17   中山, 礼治
85  『永井柳太郎』編纂会
82  永井, 威=館
32  永井9 清彦
74   永井, 淳/訳
51   長永, 義正
52   長尾, 和郎
3  長尾, 睦也/〔ほか

79,  39   長岡, 隆一郎
38  長坂, 端午
32   長崎学会/編
21   長崎県史編集委員会/
14   fFがさき放送セミナー

74  長崎, 盛輝
74   長崎市/1m    ‐

54   長沢, 和俊
52   議 , 医
25   永瀬9 隆/訳

“

   長瀬,´ 宝
15   永田9 恭介
5 _長 田, 順行        '
5  永田, 英正
64  長塚, 隆二/訳
78   永富, 映次郎
70   長沼, 博明

64,  67   長野9 朗             22,
44   長野県教育委員会/編
45   永原9 慶二/編
7   麹 , 離     ・

55   永村, 清
36  長与, 善郎
47   永吉, 毅
5   梨谷, 昭
65   梨本, 伊都子
83   梨本, 祐平
59   鍋山, 貞親
再   檜崎, 観一

28   奈良本, 辰也
85   南星会出版部/編
46   難波, 虎―

10   南坊, 宗啓/闘書
18  南洋興発株式会社/編

42,  45   日記刊行会/1S
72   新島, 淳良/[ほか
68   新島, 正子
5  新見, 政―

7,  58   仁木, 悦子
65,  91   西, 香山/編
711  90   西, 春彦
58,  75   西, 義顕

29  西, 義之
52   西, 義之/訳

45,  61   西尾, 忠久
46   西尾, 陽太郎/解説

東松. 照明
頭山満翁正伝編纂委員
逮山, 茂樹/解説
達山, 茂樹/編
逮山, 茂樹/[ほ か
栂井, 義雄
藤樫, 準

=戸川, 猪佐武
戸川, 幸夫
戸川, 行男
土岐9 善唐
徳岡, 孝夫
徳川, 夢声
徳川L 義親
徳武, 敏夫
徳富, 猪一郎
徳富, 猪一郎/編
徳宮, 蘇峰

徳富, 蘇峰/監修

徳永, 直
渡口, 初美  

・

戸坂, 潤
戸塚9 秀司
利根川9 裕
刀網館, 正雄
殿山, 泰司
戸伏, 大兵
富岡製糸場誌編さん委
富岡, 重雄
富木, 友治/編
富田, 正文/校訂解
富塚, 清
宮永, 謙吾
富永, つとむ/イ ラ

朝永, 振―郎
トヨタ自動車工業株式
豊田, 清史
豊田, 国男/編
豊田, 副武
豊口,、 武
豊田. 穣
鳥居, 素川
鳥居, 龍蔵
鳥山9 喜一

土井9 章/監修
土井, 清民
器 ,    割

土肥原, 賢二
土肥原賢二刊行会/編
土門, 挙
内外綿株式会社/編
内政史研究会/編
内藤, 国夫
内藤, 燦繁
直江, 虎証
直木, 二十五   ‐

直木, 友次良/編
直良, 信夫
那河,馨
中, 麟
狐 , 通世
中出, 栄三/編
中尾, 佐助
中川, 善之助/編
中川, 暉敏/編
中桐, 雅夫/訳
中里, 恒子
中条, 健/訳
中島, 健蔵
中島, 武
中島, 正
中田, 千畝
中田, 易直/〔 ほか

中藤, 栄祥/編
中西, 功
中西, 進
中根, 金作    ヽ

中濃, 教篤
中野, 五郎
中野9 五郎/訳
中野, 重治
中野, 重治/編
中野, 卓/編   =
中野, 正/訳
中野, 登美雄
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西岡, 虎之助
西川, 潤
西河, 毅
西日, 克己

西里, 喜行
西里, 龍夫
西沢, 爽
西日, 信春
西日, 勝/編
仁科, 惇

西野, 嘉右衛門
｀
西野, 辰吉
西原, 征夫
西原, 柳雨/1M
西堀, 一三
西丸1 震哉
西村, 事
西本, 昭治/訳
二反長, 半
日魯漁業株式会社/編
三藤9忠
nJll, 新

●Jll, 虎三

二宮, 英彰
日本歌人協会/編
日本甘需馬鈴薯株式会

日本学士院/編
日本共産党/編
日本教職員組合/編
日本近代史料研究会/
日本経済新聞外報部/
日本経済史研究会/編
日本現代史研究会/編
日本鉱業株式会社総務
日本工業倶楽部調査課

日本国際政治学会/in
日本社会問題研究所/
日本写真協会/編
日本出版組合労働連合

日本商工会議所/in
日本新聞社編輯局/JS
日本随筆大成編輯部/
日本青年外交協会研究

日本赤十字社準備課/
「 日本人参史J編集委
日本農業研究会/1m
日本評論社編集部/編
日本風俗史学会/編
日本兵器工業会/編
日本放送協会/編
日本民間教育研究団体

日本郵船株式会社/編
日本リーダ‐ズグイジ

日本歴史学会/編
日本労働総同盟関東労

日本海地域史研究会/
丹羽, 文雄

日和, 祐樹/編
庭田, 範秋/編
額田9 担
納富, 議生/編
野上, 素一/in
野上9 弥生子

野口英世記念会/編
野口, 武徳
野坂, 昭如
野崎, 小蟹
野島  協/訳
野尻湖発堀調査団/編
野田替油株式会社/編
野田, 宇太郎

野田, 昌宏/編
野田, 豊
野 上々, 慶一

野々山9 秀美
野原, 一夫
野ばら社/編
昇, 曙夢/駅
野村9 兼太郎

野村, 吉二郎

野村9 胡堂
野村, 尚吾

野村・ 重臣

野村, 精一

野村, 直邦
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8  撚 , 親
52   服部, 邦夫
34  服部, 之総            5,
78   服部, 之総/〔ほか

20   服部, 之総/編
45   服部, 四郎/〔ほか

70  服部, 忠志
29   服部, 達太郎
82   服部, 文四郎

69   服部, 平治/訳
68  服鵠  兵次郎
78   服部, 学
60   榛原, 茂樹

76   芳賀9 幸四郎
72 芳賀9登
66  萩原, 榊
74  萩原, 徹
91   萩原, 延壽/[ほか

′   萩原, 秀二郎
68  捜間, 祐行  .
87  橋ЛL 文三           30,
44  橋本, 欣五郎          ・

55   橋本, 哲男/編
4   継 夕 鶴
75  林 , 鶴
68   橋本, 福夫/訳
65   橋本, 以行
45  ハスハーゲン

55  荷L 安
15  『筈見恒夫」刊行会/
91   蓮育, 重彦
50   長谷川, 光太郎

40   長谷川, 才次/編
65   長谷川, 伸
51   長谷川, 如是開

45   支倉常長顕彰会/編
55 れ  彬
70   畑, 耕一

55   畑, 俊六
52   れ  豊吉
43  秦, 彦=饉  ヽ

1   技多野, 乾一

52   波多野, 乾―/訳
61   蜂谷, 道彦
68   鳩山, 一郎
67  花井, 信
38   花咲, 一男
44   花咲, 一男/編
62   花園, 一郎
69   花田, 清輝/編
55   花山, 信艤
69   羽仁, 7郎         ́  4,
7   馬場, 鍬太郎
25   浜口, 雄幸
53   浜口, 富士子/編
19   浜田, 義―郎
17   浜田, 義一郎/校注

5   減田, 常二良
52   剛 , 綬 緒
53   浜松北高等学校 1日 53
62   早ハL 幾忠
91   早川, 喜代次
82  早川, 庄八

29  早川, 二郎
57  林, 要
80  林, 健太郎/〔ほか

78  林, 権助/述
45  林, =前
64  林, 秀
53  林, 茂夫/[ほか]

73  林, 茂
91   林9 茂/編
51   林, 伊夫
73   札  達夫
59  林, 大
26   林, 広―

70  林, 博道
69  林, 房雄
50   林9 文雄
46  れ  芙難
81   林, 政春
2   1れ  安繁
59   林, 勇記
72  林, 有造
6  糧 , 卸
41   林屋, 膠

=郎/〔ほ

49,
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速水, 敬二 〔ほか〕                   6   藤井, 松一
原敬文書研究会/編                40,  41   藤井, 昇三/編
原, 晃徳                       65   藤枝, 静男
原, 回郎               ‐ 35  藤尾, 孝治/編著
原, 随回         ´ 1   藤岡, 謙

~蘇
原, 佑/訳編 4   富士川, 英郎
原, 乙未生/監集                   65   藤木, 久志
原, 勝                        50  藤咲, 栄三
原島, 礼二                      9  藤崎, 俊茂
原田9 指月                       77   藤択: 周平     、
原田。 末二/述                    85   藤沢, 桓夫
原田, 政盛                      22   富士市教育委員会文化
半澤, 幸親                      84   藤日, 清雄
半日空襲と戦争を記録                  85  藤田, 政吉
半藤, 一利                      15  藤浪, 剛―

12 1t-1* ==========:

伴, 信友
日浦, 勇
日影, 式吉
東恩納, 寛惇
東久邁9稔 彦
樋口, 弘
樋口, 喜徳
彦坂, 伊太郎/編
肥後, 和男/枷者
久松, 真一/校訂解
久松, 潜一

菱山, 修三
日高, 博子
日高, 普
日高, 巳雄
日夏, 耽之介
火野, 葦平
日野, 岩太郎
日野, 九思
日下, 英之
日野西, 資博
姫田, 光義/｀〔ほか
檜山, 良昭
平井, 正
平井9 巳之助
平沢,茅 tF/5
平島, 裕正~平

日, 晋作
平田, 晋策
平日伯伝記編纂事務所
平塚, 正俊
平塚市教育委員会/編
平塚市市史編さん室/
平沼膜―郎回顧録編纂
平沼, 膜一郎
平野, 威馬雄
平野, 謙
平野, 謙/編
平野, 晨/編
平野, 雅章
平部, [嬌 ]南
広重, 徹/訳
広島, 定吉/訳
広島県歴史教育者協議
広末, 保
広瀬, 寿助
121〕 :鳳 ,     イ:11にヨ
廣津, 和郎
フオーチュン編集部/
フーズ・パィォニァ/
繭 ,    鏡

緋 9    緻

福井県教育委員会/編
福岡, 諄祐/編著
福岡, 徹
福沢, 守人/訳
福澤, 諭吉
福田, 一郎
福田, 清人
福田, 太郎/訳
福地9 重孝
福留, 繁
福本, 亀治
福本, 義亮
袋, 一平/訳
伏見9 文男/編
富士, 正晴
富士, 正晴/編

馬場, あき子
馬場夕 恒吾        12,  25,  3,

72  離 , 能
40,  42   藤野9 達善

43  藤野, 保/編
8   藤林, 伸治/編
64  藤村, 俊太郎
72  藤村9 作   

｀

20   藤森, 栄一
15,  41   藤原, 鎌兄

51   藤原9 拓士
85   布施, 弥平治
53   二川, 四郎
24  二荒, 芳徳
72  淵田, 鐵
74 樅木,繁
76  船田, 中
54  舟橋9 秀賢
38   存慮情報局/編
61     降幡,  利治

76, 80  古垣。 鉄郎
77   吉川, 清徳
36   古力L 暁村
57   古力L 成美
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72.

35   古川, 慈良/〔ほか
24   胡 , 枷
21   古田, 武彦

6,  16,  77  古田, 大次郎
22   古日, 良一
85   分銅, 惇作/編
60   部落解放研究所/編
37   1嶽淘諄放同

―38,  58   文化出版局編集部/in
77   文化堂/編
26   文藝春秋/編
65   プロレタリア科学研究
25   平凡社/編
25   兵用図書株式会社/編
26  別院, 一郎
1   歩二十五補充隊/編
29   北海道開拓記念館/編

72,  74  堀田, 善衛
72   帆足, 計/編
11   法眼, 晋作

“

   報知新聞社/編  
｀

20   報知新聞社経済部/編
64   奉天極友会/編
47   奉天商工会議所/編
47   外間, 守善/編
74   北薩民俗学研究会/編
51   北部九州郷土部隊史料
77   星, 新一

80,  77   保科, 紀十二
12   星野, 直樹
68   細井9 房夫
80   細力L 嘉六
65   細野, 格城
19   細野, 繁勝
28   細谷, 千博/〔ほか
77   穂積, 和夫
91   歩兵第四十六連隊上海
54   歩兵第二一五聯隊戦記
65   洞, 富雄

32.  75  堀, 潔          ・

60  堀9 淳―
24   堀, たお子/訳
16   堀, 哲二郎/編
12  堀内. 謙介
28   細川, 嘉六    ・

71   堀日, 貞幸
68   堀口, 捨己

50,  71,  30  堀越, 二郎
90  堀場, 一雄
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=浦, 義―

=浦, 周行

=重の文化財と自然を

=重県社会運動史研究
三國

` 
一朗

.

二國, 一朗/編
三品, 彰英/増補
三島9 章道
水尾, 比呂志
水木, しげる

水島, 治男
水団, 洋
水野, 徹雄
水野, 公寿
水野, 祐
溝上, 泰子
見田, 宗介
三谷, 大―郎/編
三日村, 鳶魚
三日村

` 
武夫

御手洗, 辰雄
三井, 邦太郎/編
三井, 高陽
光岡, 明
三菱造船株式会社/編
御手洗, 辰雄/編
水戸, 貴志代 〔ほか
一戸1 栄/訳
訪 ,    1鴎ヨ1嘱:

南方, 文枝
皆メ!l.[鉾]彦/訳
南満洲鉄道株式会社/
南満洲鉄道株式会社調
南満洲鉄道株式会社経
南満州鉄道株式会社総
南満州鉄道株式会社調
南満州鉄道株式会社天
南満洲鉄道株式会社東

=綿牛, 久大
峯村, 光郎
美濃部, 達吉
美濃部, 亮吉
御船中学校/編
三保, 元/訳
美作9 太郎/〔ほか

宮居, 康太郎
宮内, 勇
宮川, 一夫
宮川, 寅雄
宮城, 栄昌

三宅9 =太郎
三宅, 雪嶺
三宅, 雪嶺/監修
三宅, 華子
三宅, 正樹
三宅9 雄二郎
三宅9 雄~m/監修
三宅9 勇三
宮坂, 英式
宮崎, 市定
宮崎, 清隆
宮崎9 賢太郎/訳
宮澤, 俊義
宮下, 章
宮下, 弘/〔ほか〕
宮地, 健次郎/訳
宮地, 正人/編
宮島, 幹之助
宮島, 肇
富田, 登
宮武, 外骨
宮原。 武夫
宮部, 一三
宮前, 鎮男
宮村, 堅弥
宮本, 顕治
宮本, 常―/編
宮本, 徳蔵
宮本, 百合子
官良, 高弘/編
=好, 貞雄

=好, 十郎
三好, 徹

=好, 豊一郎
むしゃこうし, みの
武者小路, 公共

13 1"-J' ===*=:::
堀場9 清子
堀本9 武男
ほるぶ出版/編
本郷, 賀一

本郷り 賀一/訳
本庄9 榮治郎
本多, 熊太郎
本多, 公栄
本渡市教育委員会/編
朴, 在―

毎日新聞政治部/編
毎日新聞社/編
前, 六郎
前芝, 確三
前日1, 愛
前日, 雨城
前日, 治美
真壁, 仁
牧, 健二
牧瀬, 橿=
F牧 1日甚―追悼集」編

_牧日, 茂
牧野, 伸顕
婿 ,    鵠

正岡; 幸孝
真崎, 勝次
真崎, 甚二郎
正木, ひろし
正宗, 敦夫/編
真下, 菊五郎
益井, 康一

増同, 敏和
増田, 甲子七
増日, 忠雄
難日, 甫/記
増日, 米治
松井坦遺稿・追悼集刊
絆 ,坦
松井, 宏明/訳
松尾, 尊 [兌 ]

松岡洋右伝記刊行会/
松岡, 駒吉
松岡, 文平/解説
松岡9 洋右
松崎, 僚堂
松崎, 敏弥/〔ほか
松崎1 量~鯨

松下, 芳男
松下; 芳男/編
まつしま, えいいち
松島, 鹿夫/述
松谷9 健二/訳
松日, 修
松田, 毅一

松田, 雪堂
松口, 道一

松日, ふみ子/執筆
松永, 伍―

松原, 一雄
松丸, 道雄
松村, 黄次郎
松村, 秀逸
松村, 益

=松本. 員校/述
松本員枝聞き聞きの会
松本史談会/編
松本, 克平
松本9 喜太郎
松本, 健一

松本, 健―/〔ほか

松本, 清張
松本, 鎗吉
松本, 信広
期 ,    針

真鍋9 元之/解説
馴

`    

麟
真山9 青果
丸木, 俊
丸林, 久信
丸山, 静雄
丸山, 義雄
満州国軍政部顧問部/
満州国治安部警察司/
満州国通信社/編
満州国通信社政経部/
満鉄会/編
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73,75,

42,
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11,
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26
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17

50

13

55
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41

86

1‐ 4

11

70

14

81

48

20

28

57
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78

86
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38
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86

76

28

47
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51
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64

59
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81

30

14

44

2

81

44

6

86

86

78

28

28

19

70

65

25

38

86

42

22

56

i2

59

81

69
86
17

60

43

44

36

51

33



-=======-==::-==========-======:===-:=======-=======: -------=--==-=-++lit{fffi++1flffi++ 14 1"-j' ==-=-=====:
武藤,章
武藤, 貞一

村上海軍大将伝記編纂
村上, 一郎
村上, 啓作/編述

~

村上, 重良/1C
村上, 貞一

村島, 健一

村田, 孜三/〔ほか
村田, 文夫
村田, 安定/編
村松, 精風
村松, 剛
室伏, 高信
室伏. 高信/編
明治神宮/編
目黒, 真澄
目崎, 憲司
茂出木, 心護
本山, 荻舟
森, 克己
森, 清人
森9 浩一

森, 正蔵
森, 期
森, 銑三
森, 輝
森, 豊
森川, 覚三
森木9 勝
森繁, 久爾
森下, 弘/〔ほか〕
森末, 義彰/編
守田, 有秋
寺田, 志郎
盛―, 鶴~m
森長, 英二郎
盛永, 俊太郎/編
森本, 真章
森本, 哲郎
森本, 敏克
森本9 六爾
守屋, 毅/編訳
守屋, 典郎
文部省/編
文部省普通学務局/編
八木, 充
八木, 敬―/校注
八木, 芳之助
柳下, 奏一/〔 ほか
八切, 止夫
八切, 止夫/校註
矢崎9 弾
矢崎, 好夫
谷沢, 永一

野重七聯隊史編纂委員
安井, 洋
靖国神社社務所/編
安日, 貞雄
安日, 武
安田, 徳太郎
安富, T浩
安永, 寿延
野戦予備病院物語刊行
矢田9 喜美雄
矢次, 一夫
矢内原, 伊作/〔ほ
矢内原9 忠雄
柳沢, 健/編
柳田, 泉/編
柳田り 自男
柳田, 国男/監修
柳田, 邦男

梁村, 奇習城
矢野, 仁一

矢野, 恒太/1M
八原, 博通
矢部, 貞治
山内, 喜代美
山内家史料刊行委員会
山浦, 貫一

山浦, 貫―/編
山岡, 明
山岡, 喜久男/編
山岡, 貞次郎
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38,

28,

29   山川, 菊栄
14   山川, 静夫
29   山川9 均
27   山川, 泰邦
58   山形放送/編
11   山口, 重次
29   山口, 辰男
25   山口, 俊章/訳
38   山口, 瞳
9   山口県社会科教育研究
25  山崎, 和夫/訳
14  山崎, 重暉
56   山崎, 利男
14   山崎, 宏
37   山崎, 正和
75   山崎, 幹夫
35   山里, 永吉
51   山下, 奨

“

   山下, 武
25   山田, 風太郎
8   山田, 健治
28   山田, 秋甫
9   山田, 清吉
14   山田, 照美/訳
51   山田夕 宗睦
81   矢祭町史編さん委員会
2   山名9 文夫/〔ほか
9   山名, 正孝
42   山中, 響息子
87   山中, 峯太郎
71   山根, 昌子
47   山根, 有三
8   山藤, 章二
81   山藤, 章二/[ほか
67   山村, 一郎/訳
75   山村, 治郎
50   山村, 文人
68   山本達雄先生伝記編纂
55  山本, 英輔
6   山本, 健吉
70   山本, 皓一/撮影
67   山本, 実彦
70   山本, 周五郎

“

   山本, 茂実
4   山本, 七平
56   山本, 成之助
9   山本, 宣治
76   山本, 隆
67   山本, 太郎
17   山本, 親雄
56   山本9 紀綱
8   山本, 政喜/訳
85   山本, 祐司
89   山本, 有三
1   山本, 容朗
62   山谷, 一郎
89     髯嗜湯成,   層護鴫訂JR
5   結城, 昌治
84   有終会/編
75   有終会/訳
64   郵政省/編
61   湯本9 喜作

‐56  ヂ, ″   〔ほか〕
89   八日市郷土文化研究会
89  横井, 天華
25   横田, 四馬路
70   横浜市/1G
47  横溝, 光暉
52   横山, 由清
75   興謝野, 寛/〔ほか 、
55 義井,博
57   吉岡. 金市
72   吉岡, 忍
89   吉岡, 文六
58  吉川L 幸次郎        4,  21,
22   吉識, 義一
52   芳澤, 謙吉
17  吉島  南
55   吉田, 健一
45   吉田, 健―/編
55   吉田, 悟郎
42  吉田, =飩
41   吉田, 緯也
16  吉田, 茂
49   吉口, 十一
16  吉田, 武彦
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71   Abraham, J
59  Accocc, Pi
68  Allan, Ted
76´  Allen, Lou
90   Aman■ , Gus
42  Arnold¨ For
18  Attlec, Cl
80  Barictt, R
36  Bcrlin, IS
40  Berto, Gl■
47   Beus, Jaco
62  Bloch9 Kur
18  Boldt, Ger
90  Bouthou19
27  Brassey, T
76  B,■ ■1■ g, H
76  Bryant, Ar
85   B■ ell, ThO
71  Burns, Jam
54  BIsh, Lewi
75  Caidin, Ma
45  Carell, Pa
75   Chamberlin
25   ChuikoV, V

吉田, 智恵男/編
吉田, 俊雄
吉日, 寅
吉口, 理生/編
吉田, 満
吉田, 八重子/訳
吉由, 義信
吉留, 路樹
吉野, 幸=
吉野, 作造
吉野・  作造/編
吉原, 矩
吉松, 安弘
吉村, 昭

吉本, 重義
吉本9 隆明

古屋, 信子
吉行, 淳之介

米国, 佐代子
米国, 利昭
読売新聞政治部/編
読売新聞社/編
読売新聞社社会部/編
読売新聞社編輯局/編
頼, 山陽
楽天社編集部

―

/編
琉球政府/編
[ ], 明詳
立憲民政党本部/編
事, 丞菜/訳
陸軍画報社/編
陸軍軍医団/編
陸軍のつはもの編集部
陸軍糧珠本廠/編
陸軍省/監修
陸軍省/編
陸軍省医務局/編
陸軍省新聞班/監修
陸軍省報道部/編
陸軍省情報部/監修
陸戦史研究普及会/編
李家, 正文
林, 語堂

、歴史教育者協議会/im
連合国最高指令部民間
靖山, 政道
六藝社/編
ロゴフ, ウラジミー

若城, 希伊子
若杉, 懲
若槻, オL次郎
若林, 喜=m/編
和歌森, 太郎
和歌森, 太郎/編
脇本, 楽之軒
和久, 峻

=鷲尾, 洋三
鷲谷, 樗風
鷲山, 半之助
輸島市史編纂専門委員
渡辺, 畿治郎

渡辺, 悦次/編  ‐

渡辺9治
渡辺。 一夫
渡部, 一英
渡辺, 吉熔
渡辺, 茂雄
渡辺9 淳一

18ミ111:。     に
渡辺, 文雄   ′

勘 ,     11111:

清り, 龍策
和国, 英
和田9 敏明
和田, 秀穂
和田, 日出吉
和田, 博雄/訳
和田9 萬吉/校刊

和国, 洋一

和国, 芳恵
和辻9 哲郎

和辻, 哲郎/[ほか

Abegg, Lil
Abend, Hal
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90  Conte, Art
90  Cotes, Pet
40  Craig, Wil
42  Curtius, E
21   Danos, Jac
17  Day, JOhn
43   Deco■ fle,
90  DiegO de S
59  Donald, Fr
61   DOwer, Joh
62  D■ 1les, Fo
61   Eisenstein
59  Emmerson,
60  Faith, Nic
61  FaragO, La
15  FischeF, 事
87      Fi s c」he r,   W
59  Fletcher`C
59   Fontenoy,
57   French, Ph
37  Fritche, V
55  Cavit, Joh
17  Gay, Pcter
36  Gchie■ 9 Rc
17   Goebbeis,
51   0o■ dsmit,
79   Cramsci, A
33  Greenfield
41  Grey, Anth
19  GFiffiS, W
57  Guillain,
1l  Gllnthe r9 J
69  Hads● ■, G.
49  Hagedorn,
3  Ha1 19 Hohn
20  Hitler, Ad
49   Hogg, Ian
19  H■ 11, Cord
33   1rving, Da
54  」oll, Jame
48  」ones, Jam
84  Jones, Joh
29  Kanahele,
72   Kantorovic
33  Kastner, E
79  Keyes, Dan
75  Klee, Feli
66   Кo』 ec■ H■ oB
32   Кop● cTo3eЦ
54  Kotenevl A
68  LaWson, Te
39   Lcighton,
65   Lindbergh,
15  Lord, Walt
34   Lukacs, Gy
85   Macc■ 1lagh
89  MacArthur,
75  McCoy, Alf
4  Marshal19
5  Marx・ Lenin
21   Marx, 」Ose
38   Maser, Wer
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